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＜ 記 録 ＞

大学文書館業務記録（２０１０年１月～１２月）

１．公文書等大学所蔵資料の整理業務

�１ 公文書の調査・移管・選別

①法文学部・文学部文書（１９４７‐７７年）

移管：２０１０年２月／仮目録：２０１０年２月（１８点）／選別：全保存

②教育学研究院附属子ども発達臨床研究センター北大幼児園関係資料

移管：２０１０年４～５月（４１箱）／仮目録：作成中

③工学研究科・工学部文書

移管：２０１０年５～６月／仮目録：２０１０年６月（３０６点）／選別：全保存

④逸見勝亮理事室文書

移管：２０１０年５月／仮目録：２０１０年５月（８１点）／選別：全保存

⑤事務局財務部主計課文書

移管：２０１０年６～７月／仮目録：２０１０年８月（２４６点）／選別：全保存

⑥医療技術短期大学部・医学部保健学科文書

移管：２０１０年８月（２６箱）／仮目録：作成中

�２ 附属図書館北方資料室所蔵・保管資料の移管・整理

附属図書館北方資料室において収集・整理・保管を行なってきた大学沿革資料について

は、２００７年８月３１日に大学文書館へ全面的に移管することが決定した。順次、大学文書館

資料保存庫への収蔵、整理を進めている。

①安井三郎旧蔵資料

写真帖１点（『北海道帝国大学写真』土佐林義雄撮影、１９３７年）、『恵迪寮史』１点

②高倉新一郎（元学生部長）旧蔵文書２点

③終戦直後関係資料

④ H．M．レーン文庫関係資料５点

⑤ H．ヘッカー関係資料

⑥宮部金吾旧蔵書簡

⑦中島九郎（元農学部農業経済学科教授）作製・旧蔵スクラップブック

⑧北方文化研究室作製別刷ボックス

⑨ Annual Report of Sapporo Agricultural Collegeなどの大学沿革刊行物

⑩新渡戸稲造書簡

⑪湯地家資料

⑫大学写真帖一式
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⑬札幌農学校一覧・東北帝国大学農科大学一覧・北海道帝国大学一覧・北海道大学一覧

⑭『�林』、『学藝会雑誌』、『文武会雑誌』、『文武会会報』
⑮学寮関係刊行物（『寮歌集』、『恵迪』、『辛夷』など）

⑯大学巡視消防団服一式

⑰学旗

⑱蔵書印一式

⑲法文学部建設募金鉛筆

⑳宮部金吾旧蔵写真（１８８９年９月１７日、帰国記念、於 東京九段・富士見軒）

�３ 事務局（総長室・総務部総務課）資料の移管

逸見勝亮館長を介し、キーホルダー３点（北海道大学学生寮閉寮記念、１９８３年）、風呂

敷１点（北海道大学創基百周年記念後援会「落成記念百年記念会館／北海道大学１９７８．２」）、

絵はがきセット４セット（「恵迪／恵迪寮閉寮記念祭１９８２．１０．２２～３１」２セット、「北海道

大学農学部附属牧場」１セット、「In Memory of the 1977‐1978 Eruption of Usu volcano」

１セット）など。

�４ 事務局総務部総務課資料の移管

①有江幹男揮毫「遺跡保存庭園」（標札用墨蹟）、②元附属図書館長近藤潤一揮毫色紙、

③大学紛争新聞スクラップ

�５ 事務局総務部広報課資料の移管

①毛利衛直筆色紙、②都ぞ弥生石碑の拓本、③天皇皇后写真

�６ エルムの森資料の移管

①大学関係新聞スクラップ、②学内刊行物

�７ 附属図書館情報管理課資料の移管

①黒田清隆肖像写真、②１９７３年８月北海道大学全景白黒写真パネル

２．資料収集業務

�１ 第２８回遊戯会仮装行列写真

寄贈者：持田誠氏（２００６年農学研究科 DC修了）

受贈日：１月５日／受贈資料：第２８回遊戯会仮装「明治桃太郎害虫駆除」写真（１９１０

年）１点【『北大時報』第６７０号掲載】

�２ １９５０年代在学・卒業関係資料

寄贈者：北野隆志氏（１９５６年文学部卒業、１９５８年文学研究科MC修了）

受贈日：２月１日／受贈資料：卒業証書１点、学位記１点【『北大時報』第６７１号掲載】

�３ １９５０年代在学・卒業関係資料

寄贈者：小倉誠氏（１９５７年農学部卒業）

受贈日：２月１日／受贈資料：角帽１点、卒業証書１点、身分証明書１点、学生証１
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点【『北大時報』第６７１号掲載】

�４ 今裕（第４代総長）関係資料

寄贈者：泉澤正行氏（泉澤好氏ご子息、１９５８年法学部卒業）

受贈日：２月１８日／受贈資料：今裕墨蹟１点（１９４２年２月揮毫、泉澤好氏に贈呈、軸

装幀）【『北大時報』第６７２号掲載】

�５ 赤木顕次（１９１６年農学部畜産学科卒業）関係資料

寄贈者：五十嵐平氏（五十嵐正氏ご子息）

受贈日：３月２９日／受贈資料：「都ぞ彌生」歌碑建立記念手ぬぐい（赤木顕次がサイ

ンし五十嵐正氏に進呈）１点【『北大時報』第６７４号掲載】

�６ 川上瀧彌・芳賀鍬五郎（札幌農学校第１８期生）、星野勇三（同第１９期生）関係資料

寄贈者：佐藤政雄氏（川上瀧彌大甥）

受贈日：４月１３日、２０日／受贈資料：写真、書簡、台湾総督府履歴書など１２点【『北

大時報』第６７４号掲載】

受贈日：１０月９日／受贈資料：川上廣衛（川上瀧彌の兄）旧蔵写真２点（複製）

�７ 農学部応用菌学講座・納豆容器改良会関係資料

寄贈者：佐々木博氏、堀田国元氏（１９６７年農学部卒業、１９７２年農学研究科 DC修了）

受贈日：５月１５日／受贈資料：半澤洵旧蔵資料６９点（原稿・納豆ラベル・改良会日

誌・名簿など）【『北大時報』第６７５号掲載】

�８ 田邊至関係資料

寄贈者：梁田政方氏（梁田政輔令孫）

受贈日：５月１７日／受贈資料：田邊至筆油彩画１点（１９１３年田邊至が第二農場のモデ

ルバーンを描いて北海道庁属梁田政輔氏に進呈）【『北大時報』第６７５号掲載】

�９ 石川貞治（札幌農学校第７期生）関係資料

寄贈者：石川成昭氏（石川貞治ご曾孫）

受贈日：５月１８日／受贈資料：卒業証書・辞令・写真・調査書・地図・書簡・文書な

ど１６８点（デジタル複写）【『北大時報』第６８２掲載】

�１０ 高尾彰一（１９４８年農学部農芸化学科卒業、農学部応用菌学講座教授）旧蔵資料

寄贈者：高尾君子氏（高尾彰一令夫人）

受贈日：６月１４日、８月２６日、１０月１４日／受贈資料：郵便資料・沿革１３箱（書簡、半

澤納豆関係資料、受講ノート、沿革刊行物等）

�１１ 出田新（札幌農学校第１１期生）関係資料

寄贈者：忠津章氏（１９７９年法学部卒業）

受贈日：６月１５日／受贈資料：出田新書簡（１８８８年６月９日付、在学生活内容記載）

（デジタル複写）

�１２ 木村勝太郎（１９２８年農学実科卒業）旧蔵資料

寄贈者：木村照子氏（木村勝太郎令夫人）
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受贈日：６月２６日／受贈資料：新渡戸稲造墨蹟１点（１９２８年揮毫、木村勝太郎に進呈）

【『北大時報』第６７６号掲載】

�１３ 有江幹男（第１２代学長）関係資料

寄贈者：有江敏子氏（有江幹男令夫人）

受贈日：７月８日／受贈資料：①予科・工学部在学時代（受講ノート・学生手帳）、

②工学部教官時代（試験問題・閻魔帳・講義ノート・墨蹟・講演草稿・手

帳・文書類・公用パスポートなど）ほか２８箱。一部は北海道尚志学園理事長

室より搬出。ほかに有江家アルバム２冊の複写を作成【『北大時報』第６７７号

掲載】

�１４ 渡邊左武郎（１９３５年医学部卒業）関係資料

寄贈者：渡邊絢子氏（渡邊左武郎令夫人）

受贈日：７月２２日／受贈資料：受講ノート、講義ノート（札幌医科大学教授時代）な

ど３６点【『北大時報』第６７７号掲載】

�１５ 農学部林学科・林産学科講義資料

寄贈者：松浦清氏（１９５５年農学部林学科卒業）

受贈日：８月６日／受贈資料：「舘脇操教授講義録」、「大澤正之教授講義録」【『北大

時報』第６７８号掲載】

�１６ 農学部応用菌学講座関係資料

寄贈者：佐々木博氏

受贈日：８月９日／受贈資料：『舎密』創刊号～第１９号、サイレージ関係論文９点

�１７ 「北大百年展」関係資料
寄贈者：前川公美男氏（１９７１年工学部卒業）

受贈日：８月９日／受贈資料：「北大百年展」（１９７６年９月２～７日、会場：札幌丸

井今井、主催：北海道新聞社・北海道放送、音源提供：NHK）会場で流し

た北大元教官１３名の番組録音音声（高岡熊雄、中谷宇吉郎、知里真志保、H．

M．レーン、宮部金吾など）の DVD（複製）

�１８ 宮部金吾（札幌農学校第２期生）関係資料

寄贈者：畠忠正氏

受贈日：９月２９日／受贈資料：宮部金吾宛て書簡８８点、宮部憲次宛て書簡５点など計

１０１点【『北大時報』第６７９号掲載】

�１９ 中島九郎（１９１０年農学科卒業、農学部教授）関係資料

寄贈者：越山澄子氏（中島九郎ご息女）

受贈日：１０月１日／受贈資料：佐藤昌介墨蹟１点（１９３６年揮毫、中島九郎に進呈）【『北

大時報』第６８０号掲載】

�２０ 安孫子三郎（１９４１年農学実科卒業）旧蔵資料

寄贈者：辺見孝子氏・塗彩子氏（安孫子三郎ご息女）
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受贈日：１１月２６日／受贈資料：出征壮行会の「日の丸」寄せ書き１点、「日の丸」寄

せ書きの写真１点・ネガ８点、安孫子三郎直筆回想１点【『北大時報』第６８１

号掲載】

３．研究調査業務

�１ 北海道大学史研究会

２０１０年７月２９日に第７回研究会を附属図書館大会議室で開催した（参加者３４名）。逸見

勝亮大学文書館長が「宮澤弘幸・レーン夫妻冤罪事件再考―北海道大学所蔵史料を中心に

―」と題して報告し、白木沢旭児大学文書館副館長（文学研究科教授）がコメントを行なった。

１９４１年１２月２８日、北海道帝国大学工学部電気工学科２年生の宮澤弘幸と、彼と親交が深かっ

たアメリカ人の予科英語教師ハロルド・レーン、ポーリン・レーン夫妻が軍機保護法違反

の容疑で特高警察に逮捕された。宮澤弘幸は終戦後釈放されが、過酷な服役による罹病の

ため１９４７年２月２２日早世した。１９４３年アメリカへ送還されたレーン夫妻は、終戦後にハロ

ルド・レーンが新制の北海道大学で再び教鞭を執ることとなり、１９５１年再来日した。

１９８７年、弁護士の故上田誠吉氏が大審院判決の所在と突き止め、宮澤・レーン夫妻共に

冤罪であったことを明らかにしている。

逸見報告は、冤罪事件の全貌を明示した上田氏の一連の著作（１９８６～８８年）を受けて、

大学所蔵史料により、大学の対応を後付けた。史料では、宮澤弘幸が「国家総動員法ニ依

ル諜報問題」で逮捕されたと不正確な情報が記

載されていること、拘留中に「家事上ノ都合」

で退学するという形を取っていること、１９４５年

１２月２１日「復学許可」がなされていることを明

らかにし、その意味について検討した。レーン

夫妻については、逮捕後の外国人教師「解約」

と戦後の再招聘の過程を追った。

白木沢副館長は、北大関係者が事件をどの程

度把握していたか、強制送還されるレーン夫妻

を札幌駅で見送った学生がストームを演じ得た

かどうかについて、検証を行なった。また、軍

機保護法は治安維持法と異なり、個人の思想信

条のあり方と関わりなく違反嫌疑が掛かるため

冤罪立証や名誉回復が非常に困難であり、現代

の「国家機密法」にも連なる問題であると指摘

した。
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�２ 研究調査・資料調査

①札幌農学校生の学業史・学術史に関する研究調査

〔１〕札幌農学校の本科講義に関する研究調査

「札幌農学校生徒の学業史に関する研究」（科学研究費補助金若手研究（Ｂ）、研究代表

者：井上高聡、２００７‐２００９年度）の総括として、南鷹次郎講義「園芸学」（札幌農学校第

１４期生平塚直治受講ノート）の解読を完了させ、『〈翻刻〉南鷹次郎講義「園芸学」（平

塚直治受講ノート）下』（北海道大学大学文書館資料叢書２、２０１０年３月）を刊行した。

叢書２には、（１）講義内容の「果樹栽培法」の翻刻、（２）札幌農学校本科（農学科・工

学科）卒業生一覧（氏名・卒業年月・専攻課目・卒業論文題目）、（３）札幌農学校予科

（予科・予備科・予修科）・本科のカリキュラム、（４）論考「札幌農学校生の学業をめ

ぐって」を収載した。

〔２〕札幌農学校期における高岡熊雄の学問形成過程に関する研究調査

２０１０年度、財団法人北海道大学クラーク記念財団新渡戸基金研究助成の交付を受け、

「札幌農学校期における高岡熊雄の学問形成過程に関する研究」（研究代表者：井上高

聡、共同研究者：山本美穂子）を進めた。高岡熊雄（１８７１‐１９６１、北海道帝国大学第３

代総長）は農業経済学専攻第１期生として佐藤昌介・新渡戸稲造教授の最初の門下生で

あり、「北大学派植民学」を確立した卒業生であることから、（１）札幌農学校の学業記録

（受講ノート、卒業論文）の調査、（２）学生日記の解読、（３）ドイツ留学（１９０１～１９０４年）、

台湾視察（１９０５年）に携帯した手帳の解読、（４）高岡熊雄関係資料約２，５００点の目録作業

を進めた。また、台湾視察は高岡熊雄のその後の植民学研究の起点となり、さらに後に

札幌農学校出身者が技術者・教官等として台湾に多数渡ったこととの関連が深いため、

台湾での資料調査（１２月１３～１８日、国立台湾大学図書館・校史館、国史館台湾文献館な

ど）を行なった。

②北海道帝国大学理学部・農学部への女性の入学に関する研究調査

２００９年度より引き続き、科学研究費補助金若手研究（Ｂ）の交付を受け、「近代日本にお

ける女性の帝国大学進学の実態に関する研究」（研究代表者：山本美穂子）を進めた。（１）

国立国会図書館、（２）お茶の水女子大学（米田俊彦教授研究室・附属図書館・桜蔭会）、（３）

奈良女子大学附属図書館、（４）京都大学附属図書館、（５）神戸大学社会科学系図書館、（６）

大阪府立大学学術情報センター図書館へ資料調査に赴き、出身校側（東京女子高等師範学

校・奈良女子高等師範学校・臨時教員養成所等）の一覧、進学関係文書、同窓会誌等の悉

皆調査を行なった。

４．その他の業務

�１ 大学史講義

２０１０年度前期、全学教育科目「北海道大学の歴史」（担当：教育学研究院准教授近藤健
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一郎）に、２００７～２００９年度より引き続き、池上重康、井上高聡、山本美穂子が講義に協力

した。

�２ 資料見学会「森本厚吉点描―札幌農学校受験から北海道帝国大学離任まで―」

２０１０年４月９日、新渡戸文化学園長森本晴生氏（森本厚吉令孫）の来館を記念して、附

属図書館中会議室において、資料見学会を特別開催した。７月１５日には、深山厚子氏（森

本厚吉ご孫女、聖心会シスター、台湾在住）と、竹井恒子氏（元聖心会日本管区長・元聖

心女子学院理事長）をお迎えし、同資料見学会を再び開催した。

資料をご覧になった深山厚子氏からは、「祖父の事をあらためて知り、なんともいえな

い温かさと深い喜びを感じました。自分のルーツを探るとはこういうことだったのかと、

思わぬ感動に浸らせていただいた次第です」とのご感想をいただいた。資料見学会の内容

については、１４８～１５４ページを参照。

�３ 資料見学会・特別企画展「平塚直治・直秀の『銹菌研究』来し方―宮部金吾との師弟

結びつきを中心に―」

２０１０年１１月１２日、平塚保之氏（平塚直秀令息）の来館を記念して、資料見学会を附属図

書館４階北方資料室内で開催した。同行された西安信氏（平塚直治令孫、北海道尚志学園

理事長）が案内をされ、平塚氏・西氏のご家族、計５名が見学された。また、１１月２３日に

は、西信博氏・西安信氏・宮田篤子氏ご兄妹（直治令孫）、高岡治子氏（直治ご息女）と、

そのご家族の皆さま、計１９名が見学された。また、１１月１２～２６日には特別企画展として一

般公開も行なった。その内容については、１５５～１６７ページを参照。

大学文書館業務記録（２０１０年１月～１２月）
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大学文書館業務日誌（２０１０年１月～１２月）

１月５日 持田誠氏より、第２８回遊戯会仮装「明治桃太郎害虫駆除」写真（１９１０年）

１点を受贈

１月５日 附属図書館北方資料室より、写真帖『北海道帝国大学写真』（土佐林義雄、

１９３７年）を搬入

１月１４～１６日 国立国会図書館において、帝国大学期資料調査（山本）

１月２７日 第２回大学文書館年報編集委員会（２００９年度）

２月１日 北野隆志氏より、１９５０年代卒業関係資料２点（卒業証書、学位記）を受贈

２月１日 小倉誠氏より、１９５０年代在学・卒業関係資料４点（角帽、学生証など）を

受贈

２月１日 農学部農学実科・農林専門部農科・農林専門部農業機械科同窓会「北大鍬

会」の小林正人氏より、『北大鍬会百年記念誌』を受贈

２月３日 文学研究科・文学部より、教授会議事録１８点を受け入れ

２月５～７日 大学アーカイヴズに関する研究会（於：京都大学百周年時計台記念館）に

出席（井上）

２月９日 事務局総長室・事務局総務部総務課より、大学沿革記念資料８点（学生寮

閉寮記念キーホルダー２点、百年記念会館落成記念風呂敷１点など）を受

け入れ

２月１６日 附属図書館正面玄関ロビーにおいて、資料展示「北大生の学生群像（第Ⅱ

期）札幌農学校生の学生生活（２）」を開催（～５月１５日）

２月１８日 泉澤正行氏より、第４代総長今裕墨蹟１点（１９４２年揮毫）を受贈

２月２４日 第２回大学文書館運営委員会（２００９年度）

３月４日 附属図書館北方資料室より、写真帖『北海道帝国大学写真』（土佐林義雄

撮影、１９３７年）、学生部長旧蔵文書２点、戦後直後関係資料１箱を搬入

３月５日 施設視察（文部科学省大臣官房総務課文書情報管理室専門官瀬戸川浩氏、

同室係長堀井英夫氏、総務省内閣官房公文書管理検討室虫明徹氏）

３月１４日 総合博物館開館１０周年記念展示「花の日露交流史―幕末の箱館山を見た

男」のため、宮部金吾旧蔵書簡３点を貸し出し（～５月９日）

３月１５日 理学部において、議事録調査（～５月１１日、逸見・井上・山本）

３月１９日 『北海道大学大学文書館年報』第５号を刊行

３月２９日 五十嵐平氏より、「都ぞ弥生」歌碑建立記念手ぬぐい１点（赤木顕次のサ

イン入り）を受贈

３月２９日 事務局総務部総務課より、有江幹男揮毫「遺跡保存庭園」（標札用墨蹟）

１点を受け入れ

３月３１日 『〈翻刻〉南鷹次郎講義「園芸学」（平塚直治受講ノート）下』（北海道大学
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大学文書館叢書２）を刊行

４月９日 施設見学（事務局総務部総務課長吉田勇人、同課長補佐植西勇夫、同課企

画担当係長小澤嘉麿）

４月９日 資料見学会「森本厚吉点描―札幌農学校受験から北海道帝国大学離任まで

―」を開催、新渡戸文化学園長森本晴生氏が見学（於：附属図書館中会議

室）

４月１３、２０日 佐藤政雄氏より、川上瀧彌・芳賀鍬五郎・星野勇三関係資料１２点を受贈

４月２１日 佐藤ユリ氏の御宅において、初代総長佐藤昌介関係資料・聴き取り調査、

佐藤昌彦『佐藤昌介とその時代』増補・復刊打ち合わせ（逸見・山本）

４月２２～２４日 国立国会図書館において、帝国大学期資料調査。２３日溝口百合子氏より、

２４日鳥山明子氏より聴き取り調査。

４月２３日 教育学研究院附属子ども発達臨床研究センターから、北大幼児園関係資料

３７箱を受け入れ（５月１３日、４箱追加受け入れ）

４月２３～２５日 日本郵趣協会主催スタンプショウ’１０第１１回オープン切手展（於：東京都

立貿易センター台東館）に、高尾彰一旧蔵郵便資料コレクション（高尾君

子氏寄贈資料）等から１３３点が、忠津章氏（北大郵趣会 OB会）のご協力

により、「郵便資料でかえりみる札幌農学校」として出品され、金銀賞を

受賞。２５日出品風景、表彰式を撮影（山本）

４月２６日 施設見学・レクチャー（HUSTEP留学生３名、引率：山岸みどり教授）

４月２７日 施設見学・レクチャー（全学教育科目「北海道大学の歴史」受講学生１７名、

引率：近藤健一郎准教授）

５月６日 逸見勝亮理事室より、理事関係文書１０箱を受け入れ

５月１５日 堀田国元氏・佐々木博氏より、農学部応用菌学講座・納豆容器改良会関係

資料６９点を受贈

５月１７日 梁田政方氏より、田邊至筆油彩画１点を受贈

５月１８日 石川成昭氏より、複写撮影・作製のため、札幌農学校第７期生石川貞治関

係資料２０７点を借用（１２月９日返却）

５月２１日 定山渓中学校３年生６名が、担任の吉村晶子先生、副担任の中倉雅子先生

の引率のもと修学旅行事前学習のため来館、特別授業「花巻・東京・札幌

―佐藤昌介少年の旅―」を実施（山本）

５月２５日 工学系事務部総務課より、廃棄予定文書について照会・連絡を受ける（回

答、井上）

５月２７日 工学研究科・工学部より、総務関係文書３箱を受け入れ

５月２７日 歯学部事務部庶務係より、廃棄予定文書について照会・連絡を受ける（回

答、井上）

５月２９日 日本台湾学会第１２回学術大会Ⅲ．分科会「札幌農学校・北海道帝国大学と

大学文書館業務日誌（２０１０年１月～１２月）
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植民地台湾」（於：北海道大学）にてコメント（逸見）、出席（井上・山本）

６月１日 日本農芸化学会北海道支部より、『舎密会創立三十年記念会員業績目録』

（１９２９年）を受贈

６月４日 西安信氏（北海道尚志学園理事長）より、前理事長有江幹男旧蔵資料３箱

を受領（６月１０日、有江敏氏より同資料を受贈）

６月１１日 工学研究科・工学部より、教務関係文書２４箱受け入れ

６月１４日 高尾君子氏より、名誉教授高尾彰一旧蔵郵便資料・大学沿革資料１３箱を再

び受贈（８月２６日、１０月１４日も搬入）

６月１４日 土谷武士氏より、『北大工学部電気工学科有終記念誌』１点を受贈

６月１５日 北大交流プラザ「エルムの森」より、大学関係新聞スクラップ６箱、学内

刊行物２箱を受け入れ

６月１５日 忠津章氏より、出田新書簡１点（複製）を受贈

６月１７日 施設見学（山形大学図書館職員２名）

６月２２～２５日 神戸大学社会科学系図書館・大阪府立大学学術情報センター図書館・奈良

女子大学附属図書館において、帝国大学期資料調査（山本）

６月２３日 事務局総務部広報課より、毛利衛揮毫色紙、「都ぞ弥生」石碑の拓本等３

点を受け入れ

６月２６日 木村照子氏より、新渡戸稲造揮毫色紙１点を受贈

６月３０日 事務局財務部主計課より、佐藤昌介関係資料１箱を受け入れ

７月１日 事務局財務部主計課より、大学紛争関係資料８箱を受け入れ

７月２日 事務局財務部主計課より、創基八十年期成会関係資料１点を受け入れ

７月５日 医学部において、保管文書・沿革資料調査（～８月２日、逸見・井上・山

本）

７月７日 施設見学（監事米澤勉、秘書室職員亀渕敬子）

７月８日 有江敏子氏より、第１２代学長有江幹男旧蔵資料２５箱、写真１９５点（複製）

を受贈（６月１０日～１１月５日に搬入）

７月１５日 資料見学会「森本厚吉点描―札幌農学校受験から北海道帝国大学離任まで

―」を再び開催、聖心会シスター深山厚子氏、元聖心会日本管区長竹井恒

子氏が見学（於：附属図書館中会議室）

７月１５～１８日 国立国会図書館・東京都立中央図書館において、帝国大学期資料調査（山

本）

７月１７日 千葉県立中央博物館自然誌シンポジウム「宮部金吾生誕１５０周年記念―日

本の藻類学は今！―」を聴講、企画展「海藻３５億年の旅人」を見学（井

上・山本）

７月２２日 渡邊絢子氏より、渡邊左武郎旧蔵資料３６点を受贈

７月２９日 附属図書館北方資料室より、外国人教師関係資料６点（レーン文庫・ヘッ
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カー関係）を搬入

７月２９日 第７回北海道大学史研究会開催。「宮澤弘幸・レーン夫妻冤罪事件再考―

北海道大学所蔵史料を中心に―」（報告：逸見、コメント：白木沢）

７月３０日 附属図書館北方資料室より、宮部金吾旧蔵書簡を搬入（～９月３０日）

８月４日 北大フロンティア基金高額寄附者懇談会のため、新渡戸稲造墨蹟（１９３１年

揮毫）を貸し出し（～８月５日、於：総長室）

８月６日 松浦清氏より、農学部林学科・林産学科講義資料２点を受贈

８月８日 旧植民地関係資料ワークショップ：セクション１「東アジアと北海道の高

等教育史」（於：小樽商科大学）にてコメント（逸見）、報告（山本）

８月９日 前川公美夫氏より、「北大百年展」関係資料を受贈

８月９日 佐々木博氏より、農学部応用菌学講座関係資料２８点を受贈

８月９日 旧植民地関係資料ワークショップ：セクション２「小樽商科大学における

資料の収集整理保存」（於：小樽商科大学）にて報告（井上）

８月１１日 藤女子大学講義「資料特論」受講生２６名に向けた大学文書館見学学習会を

実施（引率：国際資料研究所小川千代子氏、藤女子大学下田尊久准教授、

参加：愛知教育大学三上敦史准教授）

８月１８、２０日 北海道大学農学部林学科・林産学科昭和３０年卒業生会「山嶺会」より、『山

嶺』第６号（卒業５０周年記念号）を受贈

８月２６～２９日 国立国会図書館・東京都立中央図書館において、帝国大学期資料調査。２７

日平成２２年度国立公文書館つくば分館研修・見学会に出席（井上）

８月２７日 事務局総務部総務課より、大学紛争関係新聞スクラップ１点、元附属図書

館長近藤潤一揮毫色紙１点を受け入れ

８月３１日 医学部保健学科より、医療短期大学部・医学部保健学科関係文書２６箱を受

け入れ

８月２５日 附属図書館北方資料室より、（財）北海道大学住宅建設協会関係書類１箱を

搬入

８月３０日 移転作業のため、臨時休館（～９月１０日、９月２１～２２日）

９月１日 附属図書館北方資料室より、中島九郎旧蔵新聞スクラップブック、北方文

化研究室作製別刷コレクション、大学沿革刊行物（Annual Report of Sap-

poro Agricultural College等）などを搬入

９月１日 附属図書館情報管理課より、黒田清隆肖像写真１点、北海道大学全景白黒

写真パネル１点を受け入れ

９月２日 附属図書館北方資料室より、新渡戸稲造書簡１点を搬入

９月３日 附属図書館北方資料室より、大学一覧、大学写真帖、交友会誌、学寮関係

刊行物、湯地家資料を搬入

９月１５日 附属図書館北方資料室より、宮部金吾関係写真１点を搬入

大学文書館業務日誌（２０１０年１月～１２月）
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９月１７日 附属図書館北方資料室より、大学巡視消防団服一式、学旗１点、法文学部

建設募金鉛筆、旧蔵書印一式を搬入

９月２１日 附属図書館西側改修工事に伴い、附属図書館東側４０６，４０８～４１１号室へ移

転

９月２９日 畠忠正氏より、宮部金吾旧蔵郵便資料１０１点を受贈

１０月１日 越山澄子氏より、佐藤昌介揮毫墨蹟１点を受贈

１０月６日 九州大学大学文書館において、自校史教育関係資料調査（近藤）

１０月６～８日 全国大学史資料協議会２０１０年度総会・全国研究会「大学史編纂・史料保存

と自校史教育」（於：熊本大学）にて報告（近藤）

１０月８日 施設見学（東京大学大学院教育学研究科根本彰教授）

１０月９日 佐藤政雄氏より、川上廣衛旧蔵写真２点（複製）を受贈

１０月２６～３０日 お茶の水女子大学・桜蔭会・国立国会図書館において、帝国大学期資料調

査（山本）

１０月２９日 北大予科昭和２３年入学同期会より、松浦清氏を介して、同期会関係ファイ

ル１冊を受贈。松浦清氏より、１９４０～５０年代予科・農学部林産学科在学関

係写真（複製）を受贈

１１月４日 第１回大学文書館年報編集委員会（２０１０年度）

１１月４日 附属図書館北方資料室より、『東北帝国大学一覧』等の一覧類１５４点を受け

入れ

１１月５日 第１回大学文書館運営委員会（２０１０年度）

１１月９～１３日 奈良女子大学附属図書館・京都大学附属図書館において、帝国大学期資料

調査（山本）

１１月１２日 特別企画展「平塚直治・直秀の「銹菌研究」の来し方―宮部金吾との師弟

結びつきを中心に―」を開催（～１１月２６日、於：附属図書館北方資料室）。

１２日平塚保之氏、Kanako Earle氏、Chris Earle氏、西安信氏、西千秋氏

が見学

１１月１６日 附属図書館北方資料室より、農学部農業経済学科旧蔵スクラップブック３９９

点を移管

１１月１７日 附属図書館北方資料室より、写真類（農学部第一講座旧蔵、農学部植物学

講座旧蔵など）を搬入

１１月２３日 特別企画展見学のため、平塚直治のご子孫の方 （々高岡治子氏、西信博氏、

西安信氏、宮田篤子氏ほか１５名）が来館

１１月２５日 常脇恒一郎氏より、コムギ交換に関する南鷹次郎往復書簡（写）１９１点を

受贈

１１月２６日 特別企画展見学のため、高尾君子氏が来館

１１月２６日 辺見孝子氏、塗彩子氏より、安孫子三郎旧蔵資料１１点（出征壮行会の「日
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の丸」寄せ書き、安孫子三郎直筆回想など）を受贈

１１月３０日～

１２月４日

お茶の水女子大学附属図書館・国立公文書館・国立国会図書館において、

帝国大学期資料調査、２日佐藤ユリ氏の御宅にて佐藤昌介関係資料調査（山

本）

１２月４～６日 札幌農学校第１９期生星野勇三旧邸において資料調査（逸見・井上・山本）

１２月１０日 施設見学・レクチャー（教育学部学生４名、引率：大櫃敬史教授）

１２月１３日 臨時休館（～１２月１８日）

１２月１３～１８日 国立台湾大学校史館・国立台湾大学図書館・国史館台湾文献館において札

幌農学校卒業生関係資料調査、１４日深山厚子氏より聴き取り調査、１８日国

立台湾博物館・国父史蹟館を見学（井上・山本）

大学文書館利用状況（２０１０年１月～１２月）

�１ 参考調査 ２７４件

�２ 閲覧・複写 １，１２４件（１６１名）

（開館日数２２６日、臨時休館日数１７日、閲覧日数８９日：水・木曜日）

�３ 出版・放映掲載利用 ２０件

�４ 展示利用 ６件

�５ 取材・撮影 ３件

�６ 見学・視察等 １３件（９８名）

大学文書館構成

◇館長 逸見 勝亮 （理事・副学長） ２００５．５．１．～

◇副館長 白木沢 旭児（文学研究科教授） ２００８．４．１．～

◇運営委員会

委員長 逸見 勝亮 （大学文書館館長） ２００５．５．１．～

委員 白木沢 旭児（大学文書館副館長） ２００８．４．１．～

寺沢 浩一 （医学研究科教授） ２００８．４．１．～

平川 一臣 （地球環境科学研究院教授） ２００５．５．１．～

秋林 幸男 （北方生物圏フィールド科学センター准教授）

２００９．４．１．～２０１０．３．３１

大谷 文章 （触媒化学研究センター教授）２０１０．４．１．～

近藤 健一郎（教育学研究院准教授） ２００７．４．１．～

大学文書館業務日誌・利用状況（２０１０年１月～１２月）・構成
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角 幸博 （工学研究科教授） ２００７．４．１．～

�橋 吉文 （メディア・コミュニケーション研究院教授）

２００７．４．１．～

◇兼務教員 権 錫永 （文学研究科准教授） ２００８．４．１．～

大櫃 敬史 （教育学研究院教授） ２００５．５．１．～

杉山 滋郎 （理学研究院教授） ２００５．５．１．～

坂下 明彦 （北方生物圏フィールド科学センター教授）

２００５．５．１．～

池上 重康 （工学研究科助教） ２００７．４．１．～

◇研究員 井上 勝生 （名誉教授） ２００８．１１．１．～

秋林 幸男 ２０１０．４．１．～

◇館員 井上 高聡 （大学文書館助教） ２００５．５．１．～

山本 美穂子（大学文書館技術専門職員） ２００６．４．１．～

◇技術補助員 石垣 佳奈子 ２０１０．１．８．～２．２６，４．２～８．３０，１０．１～

木村 萌 ２０１０．５．１２．～１２．２２．

金田 英惠 ２０１０．７．１．～

阿部 紘子 ２０１０．７．１．～

連 長順 ２０１０．７．２．～

野村まり子 ２０１０．７．５．～

王 天荷 ２０１０．７．５．～

山口 郁恵 ２０１０．７．５．～

劉 � ２０１０．７．１４．～

徐 �笑 ２０１０．８．３．～９．２８．

佐々木朝子 ２０１０．９．１．～９．１０．

野村 愛 ２０１０．９．６．～９．１０．

小山 美里 ２０１０．１０．４．～１２．１３．

廣瀬 公彦 ２０１０．１０．５．～１２．１４．

◇事務 事務局総務部総務課企画担当
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