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＜ 記 録 ＞

大学文書館業務記録（２０１１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逸見勝亮理事室文書

移管：２０１１年３月（１２箱）／仮目録：作成中

②附属図書館文書

仮目録：２００９年８～９月（４，２６８点）／移管：２０１１年１０月（１４箱：２１４点）／

選別：全保存

�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。２０１１年１０～１１月附属図書館改修工事に伴う館内

移転に際し、下記資料を受け入れた。

①扁額筆墨

岩倉具視書扁額「演武場」、伊藤博文書扁額「一以貫之」、閑院宮載仁書扁額「聖蹟」、

高岡熊雄書扁額「惟賢惟徳」、谷口中萩書扁額「稼穡糧寶」、広田弘毅書扁額、荒木貞夫

書扁額

②扁額

扁額（黒田清隆開校記念演説）、扁額（佐藤昌介開学記念演説）、扁額（青少年学徒ニ

下シ賜ハリタル勅語）

③軸装書簡・額装書簡

新島襄書簡（内田瀞宛）、新渡戸稲造書簡（高木玉太郎宛）、内村鑑三書簡（高木玉太

郎宛）

④油彩画

黒田清隆肖像画、クラーク肖像画、森源三肖像画（小笠原豊涯筆）、橋口文蔵肖像画

（黒田清輝筆）、佐藤昌介肖像画（五味清吉筆）、南鷹次郎肖像画、高岡熊雄肖像画

⑤和画

北海道帝国大学博物館及農科大学植物園平面図、旧札幌農学校平面図、山水画

⑥胸像

クラーク石膏像（木製台座付）

⑦看板・表札

電停看板「北大正門前」、看板「電券あります」、北方文化研究室看板・表札、大学予
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科看板、附属図書館看板、附属図書館教養分館看板、附属図書館北分館看板

⑧展示写真パネル

「北海道大学／昭和４１年９月」（航空写真）、「北海道大学／昭和３３年６月」（航空写

真）、「北海道大学とその周辺／昭和５８年８月４日」（航空写真）、「北海道大学／昭和４８

年８月」（航空写真）、「北海道大学／昭和５４年８月１１日」（航空写真）、「創基二十五年記

念」（演武場前、集合写真）

⑨その他（物品資料）

鞣皮の校璽（マサチューセッツ農科大学）、佐藤昌介旧蔵シルクハット、医学部消防

手半被、角帽、予科桜星会旗・優勝旗・采配、羽織、燕尾服

⑩高岡熊雄旧蔵絵葉書一式（書簡を含む）

⑪図書館書庫旧青図（１９８０年代）一式

�３ 水産学部分析化学講座関係資料の受け入れ

９２点（水産学部分析化学講座の教室日誌、活動記録等）

�４ 学務部学生支援課関係資料の受け入れ

４点（第５０回全国七大学総合体育会プログラム等一式、応援団第百代記念式典冊子等

一式）

�５ 医学部関係資料の受け入れ

有馬英二宛白川玖治書簡１点（１９３１年１月８日付）

�６ 北海道大学クラーク記念財団文書の受け入れ

１４４点（クラーク及宮部奨学会、クラーク記念会、北海道大学創基８０周年記念会館建

設期成会関係）

２．資料収集業務

�１ ポーリン・レーン（元予科外国人教師）関係資料

寄贈者：沼田勇美氏

受贈日：１月１４日／受贈資料：ポーリン・レーンの書簡６点【『北大時報』第６８３号掲

載】

�２ 土佐林義雄（元予科教授）旧蔵資料

寄贈者：丸山恵美氏（土佐林義雄ご息女）

受贈日：１月３１日／受贈資料：写真帖『北海道帝国大学写真』（土佐林義雄撮影）１

点

�３ １９４０～５０年代在学関係写真

寄贈者：①延與三知夫氏（名誉教授、１９４８年予科入学同期会）、②深澤和三氏（同）

受贈日：２月１０日／受贈資料：①写真１２点（複製）、②写真８点（複製）

�４ １９５０年代在学関係写真
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寄贈者：北野隆志氏（文学部１９５６年卒業、文学研究科MC１９５８年修了）

受贈日：２月１６日、９月２６日／受贈資料：応援団・心理学教室等関係写真１袋

�５ 青山馨（水産学科１９２５年卒）旧蔵スキー部関係資料

寄贈者：持田恭子氏（青山馨ご息女）

受贈日：①３月４日、②１１月９日／受贈資料：①大日本体育協会主催「第三回全日本

スキー選手権大会」（１９２５年２月１４日）プログラム１点【『北大時報』第６８５

号掲載】、②ペナント「SKIHEIL」１点、吊り下げ標旗「JAPANISCHE SKI-

SPRUNG MEINSTERSCHAFT 1925」１点【『北大時報』第６９３号掲載】

�６ 漕艇部関係資料

寄贈者：木原槇一氏（文学部１９５７年卒）、村上達也氏（農学部１９５７年卒）

受贈日：３月１５日／受贈資料：漕艇部コーチ日誌「コーチ日誌／自昭和二十九年至昭

和三十一年／堀内寿郎／附サブコーチメモ／自昭和廿七年至昭和廿八年」１

点【『北大時報』第６８５号掲載】

�７ 石川長壽（工学部１９３３年卒）旧蔵資料

寄贈者：石川寿氏（石川長壽ご子息）

受贈日：３月３１日／受贈資料：受講ノート３点、「北海道帝国大学工学部修学簿」１

点、『北海道帝国大学工学部規程』１点【『北大時報』第６８５号掲載】

�８ 清水由松（札幌農学校第７期生）関係資料

寄贈者：大山綱夫氏（文学部１９６２年卒）

受贈日：４月４日／受贈資料：清水二郎手稿「清水由松履歴」１点

�９ 川上廣衛旧蔵資料

寄贈者：佐藤政雄氏（川上廣衛ご令孫、川上瀧彌大甥）

受贈日：４月１３日／受贈資料：川上廣衛旧蔵台湾関係絵葉書８点（複製）等

�１０ 犬飼哲夫（農学部１９２２年卒）関係資料

寄贈者：谷本晃久氏（文学研究科准教授）

受贈日：４月２０日／受贈資料：旧制松本中学校・北海道帝国大学在学期資料２５点（大

学予科修了証書、農学部卒業証書、学位記、水彩画等）【『北大時報』第６８６

号掲載】

�１１ 宍戸昌夫（医学部１９４２年卒）関係資料

寄贈者：宍戸昌夫氏

受贈日：４月２２日／受贈資料：戦時・戦後期の辞令類２１点

�１２ 予科関係資料

寄贈者：大黒靜治氏（１９４８年予科入学同期会）

受贈日：４月２６日／受贈資料：写真「予科１年８組（文類）クラスコンパ（旧中央食

堂）」（１９４８年４月末～５月頃）１点（複製）

�１３ 在職関係資料
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寄贈者：深澤和三氏

受贈日：５月２４日／受贈資料：６２点（学生部・学長選挙・大学紛争関係ビラ類等）

�１４ 文武会等関係資料

寄贈者：持田誠氏（農学研究科 DC２００６年修了）

受贈日：７月４日／受贈資料：北大文武会共済部「映画割引之証 自昭和十年二月一

日至昭和十一年三月末日」１点、北海道帝国大学「創基五十周年記念天覧目

録」１点、「馬体計測簿」（農学部馬学講座使用）１点

�１５ 小樽ヨット倶楽部関係資料

寄贈者：北海道大学ヨット部帆楡会

受贈日：７月４日／受贈資料：４点（故阿部嘉一旧蔵ファイル、北海道大学ヨット部

関係者座談会記録等）【『北大時報』第６８８号掲載】

�１６ 星野勇三（札幌農学校第１９期生）・星野達三（農学部１９３７年卒）父子旧蔵資料

寄贈者：星野精一氏（星野達三ご子息）

受贈日：７月１９日／受贈資料：１９箱（手稿、ノート、証書類、書簡、写真帖、油彩画、

扁額、胸像、書籍等）【『北大時報』第６８９号掲載】

�１７ 宮川儀八（工学部１９３０年卒）旧蔵資料

寄贈者：大嶋邦廉氏（工学部１９６２年卒）

受贈日：８月３日／受贈資料：札幌第一中学校「卒業証書」１点、「予科修了証書」

１点、「工学部試験合格科目・論文題目証明書」１点、「工学部学士試験合格

証書」１点、写真帖「昭和五年第三回卒業記念 北海道帝国大学工学部電気

工学科」１点【『北大時報』第６８９号掲載】

�１８ 佐藤昌介（札幌農学校第１期生）関係資料

寄託者：佐藤覺太郎氏（佐藤庄助ご縁戚）

受託日：８月８日／受託資料：佐藤昌介墨蹟４点（１９２８年揮毫）【『北大時報』第６９２

号掲載】

�１９ 木原均（北海道帝国大学農科大学１９１８年卒）関係資料

寄贈者：木村照子氏（木村勝太郎令夫人）

受贈日：８月３１日／受贈資料：木原均墨蹟１点（１９７５年揮毫）【『北大時報』第６９０号

掲載】

�２０ 文武会音楽部関係資料

寄贈者：前川公美夫氏（工学部１９７１年卒）

受贈日：１０月１２日／受贈資料：文武会音楽部演奏「都ぞ彌生／瓔珞みがく」SPレコー

ド（１９３０年製）【『北大時報』第６９２号、『えるむ』第１３８号掲載】

�２１ 中島九郎（東北帝国大学農科大学１９１０年卒）旧蔵資料

寄贈者：越山澄子氏（中島九郎ご息女）

受贈日：１１月１７日／中島九郎手稿「大教育家佐藤昌介先生」（１９５６年４月２６日 HBC
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若林功・ツギ夫妻と鹿討

豊太郎

放送原稿）１点、筆写履歴資料「佐藤昌介」１点、佐藤昌彦『佐藤昌介とそ

の時代』（１９４８年）１点

�２２ 上田誠吉旧蔵資料

寄贈者：上田圭子氏（上田誠吉令夫人）

受贈日：１１月２９日／受贈資料：宮澤・レーン事件関係資料３箱【『北大時報』第６９３号

掲載】

�２３ 新渡戸メアリー関係資料

寄贈者：大庭幸生氏（文学部１９５７年卒）

受贈日：１２月２６日／受贈資料：早田文蔵宛新渡戸メアリー書簡１点（１９０８年）

３．研究調査業務

�１ 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。資

料調査は、（１）国立国会図書館、（２）お茶の水女子大学附属図書館、（３）奈良女子大学附

属図書館、（４）京都大学附属図書館、（５）日本女子大学附属図書館、（６）九州大学大学文

書館に赴き、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・

日本女子大学校等）及び進学先側（九州帝国大学）の一覧、旧制大学期文書、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

２０１１年度後期、全学教育科目「歴史の視座 北海道大学の歴史」

（担当：教育学研究院近藤健一郎准教授）に、２００７～２０１０年度よ

り引き続き、池上重康、井上高聡が講義に協力した。

�２ 資料見学会「札幌農学校第１７期生若林功の学生生活」

２０１１年５月３０日、若林功のご令孫である若林克二氏（大阪大学

名誉教授）とご家族５名の来館を記念して、附属図書館北方資料

室前において資料見学会を特別開催した。同見学会は２００９年９月

１１日以来、２度目の開催である。

若林功（１８７５‐１９５８）は、１８９０年札幌農学校予科に入学、１８９５

年農学科に進学し、南鷹次郎教授のもとで農学を専攻した。１８９９

年論文「収穫期前ノ亜麻及種子ニ及ボス影響」を提出して卒業し、北海道製麻株式会社技
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師に就任した。その後、山形県立村山農学校長、庄内農学校長、北海道庁立空知農業学校

長等を歴任し、北海道農会幹事として北海道農業界で重きをなした。

見学会では、直筆の諸届出や「修学旅行報告」、寄宿舎生活の様子がわかる「学資出納

簿」など、若林功が札幌農学校在学時代にどのような学生生活を送っていたのかを伝える

文書類・写真・レポート・書簡を展示すると共に、展示資料目録・資料画像を掲載したパ

ンフレットを贈呈した。

�３ 展示

２０１１年１月２０日、大学文書館第１回企画展示「台湾に渡った北大卒業生たち」（全３期）

の第Ⅰ期「統治・経営と農業経済学」を、附属図書館４階北方資料室前室（テラス）にお

いてスタートした。第Ⅰ期は３月２０日まで行い、第Ⅱ期「生産・技術と植物学・農学」（３

月２５日～５月２０日）、第Ⅲ期「産業化と農芸化学、そして台北帝国大学」（５月２４日～６月

１０日）と開催した。第Ⅱ期では、特に、４月１１日より「《特集》川上瀧彌」展示コーナー

を増設し、国立台湾博物館の基礎を築き、植物学研究でも大きな功績を残した川上瀧彌（札

幌農学校第１８期生）の関係資料を陳列した。【『北大時報』第６８３号、第６８５号、第６８７号掲

載】（本年報５９～９２頁を参照）

�４ 出版

札幌農学校が開校して１３５年目を迎えた２０１１年８月１４日、大学文書館では、佐藤昌彦『佐

藤昌介とその時代』（東京玄文社、１９４８年）を再編集し、財団法人札幌農学振興会の助成

を受けて、『佐藤昌介とその時代［増補・復刻］』（北海道大学出版会、２，５２０円）を刊行し

た。増補・復刊にあたり、佐藤昌彦令夫人の佐藤カツミ氏、ご息女の佐藤ユリ氏に全面的

なご協力を仰いだ。
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佐藤昌介（１８５６‐１９３９）は、札幌農学校を第１期生として卒

業し、アメリカ留学などを経て、その後４０年近くにわたり、札

幌農学校・東北帝国大学農科大学・北海道帝国大学の校長・学

長・総長を務めた。近代日本の高等教育機関において、ひとり

の人物がこれだけ長期にわたって学校・大学運営にあたった例

は他にない。佐藤昌介は北海道大学１３５年の歴史において、他

を圧した存在であった。

近年、複数の佐藤昌介伝記が発刊されているが、伝記として

の記述の重要性・迫真性において、実子である昌彦氏の手にな

る原著は、刊行から半世紀以上を経た現在でもその価値を減じ

ていない。しかしながら、長く手に入り難い状況であった。今

回の増補・復刊に当たっては、佐藤昌介自身による回想、逸見勝亮による研究論文、大学

文書館において作成した年表・主要論著一覧等を加えた。

構成

第一部 佐藤昌介とその時代／佐藤昌彦

第二部 回想／佐藤昌介

第三部 米国通信／佐藤昌介

第四部 札幌農学校の再編・昇格と佐藤昌介／逸見勝亮

【『北大時報』第６９２号掲載】

大学文書館業務日誌（２０１１年１月～１２月）

１月１３日 第２回大学文書館年報編集委員会（２０１０年度）

１月１４日 沼田勇美氏より、ポーリン・レーン関係資料６点を受贈

１月１４日 公文書管理法の施行に伴う集中管理体制の整備に関する協議（事務局総務部総

務課、井上・山本）

１月２０日 第１回企画展示「台湾に渡った北大卒業生たち Ⅰ．統治・経営と農業経済

学」を開催（～３月２０日、会場：附属図書館４階北方資料室前室）

１月３１日 医学研究科図書室より、有馬英二宛白川玖治書簡１点（１９３１年１月８日付）を

受け入れ

１月３１日 丸山恵美氏より、写真帖『北海道帝国大学写真』（土佐林義雄撮影）１点を受

贈

２月１０日 延與三知夫氏より、１９４０～５０年代在学関係写真１２点（複製）を受贈

２月１０日 深澤和三氏より、１９４０～５０年代在学関係写真８点（複製）を受贈

２月１６日 北野隆志氏より、１９５０年代在学関係写真１袋を受贈

北海道大学大学文書館年報 第７号（２０１２年３月）
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２月２１日 施設視察（東京農業大学図書館大学史料担当西嶋優氏）

３月３日 公文書管理法の施行に伴う集中管理体制の整備に関する協議（事務局総務部総

務課、井上・山本）

３月４日 持田恭子氏より、大日本体育協会主催「第三回全日本スキー選手権大会」（１９２５

年２月１４日）プログラム１点を受贈

３月７日 地球環境科学研究院図書室の仲介により、同研究院化学物質循環学分野吉川久

幸教授から、水産学部分析化学講座関係資料９２点を受け入れ

３月１４日 附属図書館改修工事に伴う臨時休館（来館・見学等の一部利用制限、～３月２５

日）

３月１５日 木原槇一氏・村上達也氏より、漕艇部コーチ日誌１点を受贈

３月１７日 岡田尚武理事室より、『えるむ』創刊号～第１９号を受贈

３月２５日 第１回企画展示「台湾に渡った北大卒業生たち Ⅱ．生産・技術と植物学・農

学」を開催（～５月２０日、会場：附属図書館４階北方資料室前室）

３月２８日 逸見勝亮理事室より、文書・学内刊行物等１２箱を受け入れ

３月３０日 館長引き継ぎ事項の確認（文学研究科６０７号室）

３月３１日 石川寿氏より、石川長壽（工学部１９３３年卒）旧蔵資料５点を受贈

３月３１日 『北海道大学大学文書館年報』第６号を刊行

３月３１日 逸見勝亮理事室より、文書・学内刊行物等３箱を受け入れ

４月４日 大山綱夫氏より、清水由松（札幌農学校第７期生）関係資料１点を受贈

４月５日 附属図書館北方資料室より、高岡熊雄旧蔵絵葉書１袋を受け入れ

４月７日 施設見学（新田孝彦理事・副学長）

４月１１日 第１回企画展示「台湾に渡った北大卒業生たち Ⅱ．生産・技術と植物学・農

学」に、「《特集》川上瀧彌」展示コーナーを増設（～５月２０日、会場：附属図

書館４階北方資料室前室）

４月１１日 学務部学生支援課徳山雅一課長補佐より、応援団第百代記念式典冊子等一式を

受け入れ

４月１３日 展示見学（佐藤政雄氏）

４月１３日 佐藤政雄氏より、川上廣衛旧蔵台湾関係絵葉書８点（複製）等を受贈

４月２０日 文学研究科谷本晃久准教授より、犬飼哲夫関係資料２５点を受贈

４月２２日 宍戸昌夫氏より、戦時・戦後期辞令類２１点を受贈

４月２６日 大黒靜治氏より、予科関係写真１点（１９４８年、複製）を受贈

５月１０日 展示見学（佐藤政雄氏とご息女）

５月１３日 施設見学（調所啓秀氏とご夫人）

５月１３日 橋本憲一郎氏より、『寮歌集』１点（１９６２年）を受贈

５月１７日 展示見学（竹井恒子氏ほか１名）

５月２４日 深澤和三氏より、在職関係資料６２点を受贈

大学文書館業務記録・業務日誌（２０１１年１月～１２月）

―１６９―



５月２４日 第１回企画展示「台湾に渡った北大卒業生たち Ⅲ．産業化と農芸化学、そし

て台北帝国大学」を開催（～６月１０日、会場：附属図書館４階北方資料室前室）

５月３０日 施設視察（大阪大学文書館設置準備室講師菅真城氏）

５月３０日 資料見学会「札幌農学校第１７期生若林功の学生生活」を開催、若林克二氏とご

家族５名が見学（会場：附属図書館４階北方資料室）

５月３１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

（～６月４日、山本）

６月７日 展示見学（佐藤政雄氏ほか１名）

６月８日 荒又明子氏より、堀内壽郎『人間を大切に』（CD‐R）１点を受贈

６月１０日 展示見学（中山恒義氏）

６月１３日 附属図書館改修工事に伴う臨時休館（来館・見学等の一部利用制限、～７月１

日）

６月１７日 『佐藤昌介とその時代［増補・復刊］』編集打ち合わせ

６月２１日 お茶の水女子大学附属図書館・国立国会図書館等において、帝国大学期資料調

査（～６月２５日、山本）

７月４日 持田誠氏より、文武会等関係資料３点を受贈

７月４日 北海道大学ヨット部帆楡会より、ヨット部関係資料４点を受贈

７月６日 施設見学・レクチャー（学生４名、引率：近藤健一郎准教授）

７月７日 施設見学・レクチャー（学生１名、引率：近藤健一郎准教授）

７月７日 学務部学生支援課徳山雅一課長補佐より、第５０回全国七大学総合体育会プログ

ラム等一式を受け入れ

７月１１日 『佐藤昌介とその時代［増補・復刊］』編集打ち合わせ

７月１２日 学内資料調査（附属図書館東棟ダクト、井上・山本）

７月１２日 学内資料調査（東新・東晃父子旧蔵資料、於：総合博物館、井上・山本）

７月１４日 大阪府立中之島図書館において、開拓使関係資料調査（～７月１６日、井上）

７月１５日 京都大学大学文書館視察（三上隆理事〔施設・環境担当〕、新田孝彦理事〔大

学文書館長〕、井上）

７月１９日 学外資料調査に伴う臨時休館（来館・見学等の一部利用制限、～７月２０日）

７月１９日 星野精一氏より、星野勇三・星野達三父子旧蔵資料１９箱を受贈

７月２０日 館内移転先提供依頼文書を附属図書館へ手交

７月２１日 学内文書調査（附属図書館東棟１階、井上・山本）

７月２９日 『佐藤昌介とその時代［増補・復刊］』編集打ち合わせ

８月２日 総長室掲示のため、新渡戸稲造墨蹟１点（１９３１年揮毫）を館外貸出（～８月３

日）

８月３日 大嶋邦廉氏より、宮川儀八旧蔵資料５点を受贈

８月７日 学外資料調査（佐藤昌介墨蹟、於：栗原市教育委員会、～８月８日、井上）

北海道大学大学文書館年報 第７号（２０１２年３月）
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８月８日 佐藤覺太郎氏より、佐藤昌介墨蹟４点（１９２８年揮毫）を受託

８月１２日 資料寄贈者宅訪問（星野勇三旧宅・高岡熊雄旧宅・半澤洵旧宅、逸見研究員・

山本）

８月１４日 北海道大学大学文書館編『佐藤昌介とその時代［増補・復刊］』（北海道大学出

版会）を刊行

８月１５日 附属図書館改修工事に伴う臨時休館（来館・見学等の一部利用制限、～８月１６

日）

８月１７日 学内資料調査（医学部文書、井上・山本）

８月２３日 佐藤昌彦旧宅を訪問、佐藤ユリ氏に『佐藤昌介とその時代［増補・復刊］』を

献呈（逸見研究員）

８月２５日 学務部学生支援課徳山雅一課長補佐より、応援団第百代記念式典 DVD、第５０

回全国七大学総合体育会応援団演舞冊子を受け入れ

８月３１日 『北海道大学大学文書館年報』第６号公募論文エントリーを締切

８月３１日 木村照子氏より、木原均墨蹟１点（１９７５年揮毫）を受贈

９月１日 施設視察（東京学芸大学学長補佐・教授橋本美保氏）

９月８日 学外資料調査に伴う臨時休館（来館・見学等の一部利用制限、～９月９日）

９月８日 学外資料調査（函館市等、～９月９日、井上・山本）

９月１３日 館内移転に関する打ち合わせ（附属図書館事務部管理課、井上・山本）

９月１５日 学外資料調査・文書移管協議（北海道大学クラーク記念財団、井上・山本）

９月２０日 学内資料調査（犬飼哲夫旧蔵資料、於：植物園、山本）

９月２１日 学外資料調査（八雲町、～９月２２日、山本）

９月２２日 寄贈者利用のため、田邊至作油彩画１点を館外貸出（～９月２６日）

９月２６日 北野隆志氏より、１９５０年代在学関係写真等１３点を受贈

９月２７日 資産登録に関する協議（事務局財務部資産運用管理課、井上・山本）

９月２７日 学内資料調査（附属図書館東棟ダクト・沿革資料室、井上・山本）

９月３０日 京都府立総合資料館等において、行政文書関係調査（～１０月７日、井上）

１０月１日 教育史学第５５回大会に参加（於：京都大学、井上）

１０月５日 全国大学史資料協議会２０１１年度総会・全国研究会「災害とアーカイブズ」・見

学会に参加（於：皇學館大学、～１０月７日、井上）

１０月１２日 前川公美夫氏より、文武会音楽部関係資料１点を受贈

１０月１２日 附属図書館西棟２階電動書架１５連の借用開始、附属図書館沿革資料室蔵書（大

学文書館移管予定）を電動書架へ移動

１０月１３日 附属図書館東棟ダクト・沿革資料展示室等の物品資料類（軸装・額装）の梱包、

資料保管庫（旧図書館）へ移動（～１０月１４日）

１０月１４日 附属図書館東棟１階の図書館移管文書の梱包

１０月１７日 移転作業に伴う臨時休館（来館・見学等の一部利用制限、～１０月２１日）

大学文書館業務日誌（２０１１年１月～１２月）
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１０月２０日 附属図書館改修工事に伴い、附属図書館東棟４階（４０６，４０８，４０９，４１０，４１１

号室）から玄関棟４階（グループ学習室４，５号室）に大学文書館（事務室・

閲覧室・作業室・資料保管室）を移転

１０月２１日 附属図書館改修工事に伴い、附属図書館東棟４階（４０６，４０８，４０９，４１０，４１１

号室）から館外退避資料・什器類を旧保健管理センターへ移動

１０月２５日 施設活用に関する面談（事務局施設部施設企画課、井上）

１０月２６日 第１回大学文書館運営委員会、第１回自己点検評価委員会（於：事務局小会議

室Ｃ）

１０月２８日 保健科学研究院事務課より、廃棄予定文書について照会・連絡を受ける（回答、

井上）

１１月４日 学内資料調査（高岡熊雄文庫、於：農学研究院図書室、井上・山本）

１１月８日 日本女子大学附属図書館・国立国会図書館等において、帝国大学期資料調査（～

１１月１２日、山本）

１１月９日 持田恭子氏より、青山馨旧蔵スキー部関係資料２点（ペナント）を受贈

１１月１５日 『北海道大学大学文書館年報』第６号公募論文の提出締切

１１月１７日 越山澄子氏より、中島九郎旧蔵資料３点を受贈

１１月１８日 農学研究院図書室より、高岡熊雄旧蔵冊子・手稿類１４箱を受け入れ

１１月１８日 北海道大学クラーク記念財団より、財団文書１０箱を受け入れ

１１月２４日 パネル展示に関する打ち合わせ（附属図書館利用支援課北図書館担当、井上・

山本）

１１月２５日 第１回大学文書館年報編集委員会（２０１１年度）

１１月２９日 藤原真由美氏のご仲介により、学外資料調査（上田誠吉旧蔵資料、於：上田誠

吉旧宅、井上研究員・井上）

１１月２９日 上田圭子氏より、上田誠吉旧蔵宮澤・レーン事件関係資料３箱を受贈

１１月２９日 北海道立文書館主催「平成２３年度文書等保存利用機関・団体等職員研修会」参

加（山本）

１１月３０日 附属図書館北方資料室より、衣類・物品資料２箱（佐藤昌介シルクハット、医

学部消防手半被、角帽、予科桜星会旗・優勝旗・采配、羽織、燕尾服）、図書

館書庫旧青図（１９８０年代）を受け入れ

１２月５日 資産登録に関する協議（事務局財務部資産運用管理課、井上・山本）

１２月６日 九州大学大学文書館において、帝国大学期資料調査（～１２月１０日、山本）

１２月９日 農学研究院事務部施設担当より、航空写真３点、百年史編纂写真１３点を受け入

れ

１２月１２日 館外レクチャー（近藤健一郎准教授担当講義、学生１４名）（井上）

１２月１４日 自己点検評価報告書に関する打ち合わせ（白木沢・近藤・井上・山本）

１２月１６日 館外レクチャー（大櫃敬史教授担当講義、学生８名）（井上）

北海道大学大学文書館年報 第７号（２０１２年３月）
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１２月１７日 東北大学高等教育開発推進センター主催国際シンポジウム「植民地時代の文化

と教育Ⅱ 朝鮮と台湾における植民地大学」参加（井上・山本）

１２月２６日 大庭幸生氏より、早田文蔵宛新渡戸メアリー書簡１点（１９０８年）を受贈

大学文書館利用状況（２０１１年１月～１２月）

�１ 参考調査 ２９２件（２３１名）

�２ 閲覧・複写 ８４９件（１８３名）

（開館日数２０７日、臨時休館日数３５日、閲覧日数８４日：水・木曜日）

�３ 出版・放映掲載利用 ６５件（１６名）

�４ 展示利用 ０件

�５ 取材・撮影 ４件（６名）

�６ 見学・視察等 １５件（２９名）

大学文書館構成

◇館長 逸見 勝亮 （理事・副学長） ２００５．５．１．～２０１１．３．３１

新田 孝彦 （理事・副学長） ２０１１．４．１．～

◇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．～２０１１．３．３１

新田 孝彦 （大学文書館館長） ２０１１．４．１．～

委員 白木沢 旭児（大学文書館副館長） ２００８．４．１．～

近藤 健一郎（教育学研究院准教授） ２００７．４．１．～

寺沢 浩一 （医学研究科教授） ２００８．４．１．～

大谷 文章 （触媒化学研究センター教授）２０１０．４．１．～

小澤 丈夫 （工学研究院准教授） ２０１１．４．１．～

杉山 滋郎 （理学研究院教授） ２０１１．４．１．～

杉浦 秀一 （メディア・コミュニケーション研究院教授）

２０１１．４．１．～

平川 一臣 （地球環境科学研究院教授） ２００５．５．１．～２０１１．３．３１

�橋 吉文 （メディア・コミュニケーション研究院教授）

２００７．４．１．～２０１１．３．３１

角 幸博 （工学研究院教授） ２００７．４．１．～２０１１．３．３１

大学文書館業務日誌・利用状況（２０１１年１月～１２月）・構成
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◇兼務教員 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 （工学研究院助教） ２００７．４．１．～

権 錫永 （文学研究科准教授） ２００８．４．１．～

角 幸博 （工学研究院特任教授） ２０１１．４．１．～

大櫃 敬史 （教育学研究院教授） ２００５．５．１．～２０１１．３．３１

杉山 滋郎 （理学研究院教授） ２００５．５．１．～２０１１．３．３１

◇研究員 井上 勝生 （名誉教授） ２００８．１１．１．～

秋林 幸男 ２０１０．４．１．～

逸見 勝亮 （名誉教授） ２０１１．４．１．～

◇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

金田 英惠 ２０１０．７．１．～２０１１．３．２２，５．１２～９．２９．

阿部 紘子 ２０１０．７．１．～２０１１．３．２４，５．６．～９．３０，１０．５．～

連 長順 ２０１０．７．２．～２０１１．３．１８，５．６．～９．２７，９．３０．～

王 天荷 ２０１０．７．５．～２０１１．３．１８．

野村 まり子 ２０１０．７．５．～２０１１．３．２２．

山口 郁恵 ２０１０．７．５．～２０１１．３．２４，５．１２．～９．２９，１０．７．～

劉 � ２０１０．７．１４．～２０１１．３．２４，５．１１．～７．２１．

石垣 佳奈子 ２０１０．１０．１．～２０１１．３．１８．

木村 萌 ２０１１．４．５．～９．２９．

◇事務 事務局総務部総務課企画担当 ２００５．５．１．～２０１１．３．３１

事務局総務企画部総務課文書・情報公開・個人情報担当

２０１１．４．１．～

大学文書館年報編集

◇年報編集委員会

委員長 逸見 勝亮 （大学文書館館長） ２００７．７．２３．～２０１１．３．３１

新田 孝彦 （大学文書館館長） ２０１１．４．１．～

委員 井上 勝生 （大学文書館副館長） ２００７．７．２３．～２００８．３．３１

白木沢 旭児（大学文書館副館長） ２００８．４．１．～

近藤 健一郎（教育学研究院准教授） ２００７．７．２３．～

池上 重康 （工学研究院助教） ２００７．７．２３．～
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井上 高聡 （大学文書館助教） ２００７．７．２３．～

山本 美穂子（大学文書館技術専門職員） ２００７．７．２３．～

◇北海道大学大学文書館年報論文公募要領

１、北海道大学大学文書館年報（以下「年報」という。）の論文公募に応募する者は、

原則として毎年度８月３１日までに、以下の内容を記載した応募申請書を北海道大学大

学文書館（以下「大学文書館」という。）宛てに、郵送または電子メールで提出する。

�１ 応募日付

�２ 応募者氏名（ふりがな）

�３ 連絡先（住所、電話番号、メールアドレス）

�４ 所属

�５ 論文表題

�６ 論文概要（４００字程度）

２、応募論文は、北海道大学の歴史または資料に関する内容とし、未発表のものとする。

３、応募論文は、以下の書式とする。

�１ Ｂ５用紙（４０字×３６行）、横書き

�２ 空白、図表を含み２０枚以内

�３ 本文はWord形式または一太郎形式（手書きは不可）

�４ 図表は JPEG形式または Excel形式

４、応募者は、１１月１５日までに応募論文のＢ５用紙印字原稿３部および電子データを大

学文書館宛てに提出する。

５、北海道大学大学文書館年報編集委員会（以下「年報編集委員会」という。）は１月

中旬までに応募論文の掲載採否を決定し、応募者に結果を通知する。

６、年報編集委員会は、年報掲載予定の応募論文について、応募者に対し、分量、内容

及び表記等の変更を求めることができる。

７、年報編集委員会は、応募者の了解を得た上で、応募論文を研究ノート等の構成項目

に掲載することができる。

８、著者校正は、初校までとし、再校以降は大学文書館において行う。

９、この要領に定めるもののほか、論文の公募に関し必要な事項は、年報編集委員会が

定める。

大学文書館構成・年報編集
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