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＜ 資 料 ＞

〔目録〕東北帝国大学農科大学・北海道帝国大学簿書

資料
番号

資料名
年代

資料名 年・年度・自至 作成者

０００１ 東北帝国大学農科大学開校式準備書類
明治四十年九月十
一日

庶務課 １９０７

０００２ 庶務書類 第七号
［明治］四十四年一
月起

庶務課 １９１１

０００３ 庶務書類 明治四十五年一月 庶務課 １９１２

０００４ 庶務書類 大正三年一月 庶務課 １９１４

０００５ 庶務書類 大正四年 庶務課 １９１４―１９１５

０００６ 庶務書類 大正五年一月 庶務課 １９１６

０００７ 庶務書類 大正六年 庶務課 １９１７

０００８ 庶務書類 大正八年一月 庶務課 １９１９

０００９ 庶務書類 大正九年
北海道帝国大学庶務
課

１９２０

００１０ 庶務書類 大正十年
北海道帝国大学庶務
課

１９２１

００１１ 庶務綴 大正十一年
北海道帝国大学庶務
課

１９２１―１９２２

００１２ 庶務綴 大正十二年 庶務課 １９２３

００１３ 庶務綴 大正十三年 庶務課 １９２４―１９２５

００１４ 庶務綴 大正十四年 庶務課 １９２４―１９２６

００１５ 庶務綴 大正十五年度 庶務課 １９２６

００１６ 庶務綴 昭和二年
北海道帝国大学［庶
務課］

１９２６―１９２７

００１７ 庶務綴 昭和二年 庶務課 １９２７

００１８ 庶務綴 昭和三年
北海道帝国大学［庶
務課］

１９２７―１９２８

００１９ 庶務綴 昭和四年 ［庶務課］文書係 １９２９

００２０ 庶務綴（一） 昭和五年 ［庶務課］ １９３０
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―７８―



資料
番号

資料名
年代

資料名 年・年度・自至 作成者

００２１ 庶務綴（二） 昭和五年 ［庶務課］ １９３０

００２２ 庶務綴 昭和六年 庶務課 １９２９―１９３１

００２３ 庶務綴 昭和七年
北海道帝国大学［庶
務課］

１９３２

００２４ 庶務綴 壱号 昭和八年
北海道帝国大学［庶
務課］

１９３３

００２５ 庶務綴（二） 昭和八年
北海道帝国大学［庶
務課］

１９３３

００２６ 庶務綴 昭和九年度 庶務課文書係 １９３４

００２７ 庶務綴 昭和九年度 庶務課文書係 １９３４

００２８ 庶務綴 昭和拾年
北海道帝国大学［庶
務課］

１９３４―１９３５

００２９ 庶務綴（二） 昭和拾年
北海道帝国大学［庶
務課］

１９３４―１９３５

００３０ 庶務綴 一 昭和十一年
北海道帝国大学［庶
務課］

１９３６

００３１ 庶務綴 二 昭和拾一年
北海道帝国大学［庶
務課］

１９３６

００３２ 庶務綴（一） 昭和十二年 ［庶務課］文書係 １９３７

００３３ 雑件綴
昭和拾四年自一月
至十二月

庶務課 １９３９

００３４ 雑件綴（二）
昭和十五年自一月
至十二月

庶務課 １９４０

００３５ 雑件綴（二） 昭和拾六年度 庶務課 １９４１―１９４２

００３６ 雑件綴
自昭和十九年至昭
和二十二年

［庶務課］ １９４４―１９４７

００３７ 雑件綴（一） 昭和二十二年度 ［庶務課］ １９４７―１９４８

００３８ 年次不同庶務綴
［明治４１年～昭和１５
年］

［庶務課］ １９０８―１９３０

００３９［規則改正ニ関スル件］ ［大正１０～１４年］ ［庶務課］ １９２１―１９２５

００４０ 雑綴
明治四十四年一月
ヨリ大正元年マデ

［庶務課］小川［忠之
助］

１９１０―１９１２

００４１ 札幌農学校東北帝国大学農科大学年報綴
自明治三十九年度
至大正元年度

北海道帝国大学［庶
務課］

１９０７―１９１３

００４２ 東北帝国大学農科大学年報綴
自大正二年度至大
正六年度

北海道帝国大学［庶
務課］

１９１４―１９１８
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００４３ 北海道帝国大学年報綴
自大正七年度至大
正十年度

北海道帝国大学［庶
務課］

１９１９―１９２４

００４４ 北海道帝国大学年報綴
自大正十一年度至
大正十三年度

北海道帝国大学［庶
務課］

１９２３―１９２５

００４５ 北海道帝国大学年報綴
自大正十四年度至
昭和二年度

北海道帝国大学庶務
課

１９２６―１９２８

００４６ 北海道帝国大学年報綴
自昭和三年度至昭
和五年度

北海道帝国大学庶務
課

１９２９―１９３１

００４７ 和文英文大学一覧資料綴 ［昭和１５年］ ［庶務課］ １９３９―１９４０

００４８ 和文英文大学一覧資料綴 ［昭和１６年］ ［庶務課］ １９４１

００４９ 大学一覧原稿及資料綴 昭和十七年 ［庶務課］ １９４２

００５０ 大学一覧資料 昭・一八 ［庶務課］ １９４３

００５１ 例規 ［昭和１２年］ ［庶務課］ １９３７

００５２ 支那事変関係参考書類 ［昭和１２～１６年］ ［庶務課］ １９３７―１９４１

００５３ 戦時関係雑件（二） ［昭和１４年］ ［庶務課］ １９３９

００５４ 防空関係参考書類
自昭和十二年至同
二十年

［庶務課］ １９３７―１９４５

００５５ 他官公衙防空規則其他 ［昭和１２～１６年］ ［庶務課］ １９３７―１９４１

００５６ 防空小冊子綴 ［昭和１３～１６年］ ［庶務課］ １９３８―１９４１

００５７ 防空例規綴
自昭和十五年至仝
二十年

［庶務課］ １９４０―１９４５

００５８ 防空関係参考書 ［昭和１６年］ ［庶務課］三浦 １９４１

００５９ 防空視察復命書綴 ［昭和１６～１８年］ ［庶務課］ １９４１―１９４３

００６０ 防空関係綴 秘 昭和十六年度 ［庶務課］ １９４１

００６１ 防空関係書類 昭和十七年度 ［庶務課］ １９４２

００６２ 防空関係書類 持出 昭和十八年 ［庶務課］ １９４３

００６３ 防空関係綴 自昭一九至仝二〇 ［庶務課］ １９４４―１９４５

００６４ 防空当番名簿 ［昭和１８～１９年］ ［庶務課］ １９４３―１９４４
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００６５ 非常参集員証明書発行原簿 ［昭和１９～２０年］
北海道帝国大学特設
防護団本部

１９４４―１９４５

００６６ 防空 身分証明書ニ関スル綴 ［昭和１９年］ ［庶務課］ １９４４

００６７ 常時防空当直日誌 ［昭和２０年］ ［庶務課］ １９４５

００６８
常時防空当直日誌 警報発令ノ場合当日誌
ニ記載スルモノトス

［昭和２０年］ ［庶務課］ １９４５

００６９［出征］軍人遺家族慰問金関係綴 ［昭和１８～２０年］ ［庶務課］ １９４３―１９４５

００７０ 各種調査関係書綴 昭和十五年度 ［庶務課］ １９３９―１９４０

００７１ 教科書関係書類綴
自昭和十九年一月
至二十年十月

［庶務課］ １９４４―１９４５

００７２ 掲示控
大正十三年四月以
降

［庶務課］ １９２４―１９２９

００７３ 親展文書発信番号簿 大正十五年自一月
北海道帝国大学［庶
務課］

１９２６

００７４ 総長［郵便等送付簿］ 昭和十三年一月起 ［庶務課］ １９３８

００７５ 本学刊行物送付書類綴 昭和十八年 ［庶務課］ １９４３

００７６ 学術研究会議（支部研究） 昭和二十年度 ［庶務課］ １９４５―１９４６

００７７ 学事関係綴（調査）
自昭和二十年十二
月至昭和二十二年
十月

［庶務課］ １９４５―１９４７

００７８ 学事年報綴 昭和二十二年度 ［庶務課］ １９４７―１９４７

００７９ 学事年報綴 昭和二十三年度 ［庶務課］ １９４８―１９４９

００８０ 大学制度改正実行委員会記録 ［昭和２１～２２年］ ［庶務課］ １９４６―１９４７

００８１ 大学制度審議会関係書類 ［昭和２２年］ ［庶務課］ １９４７

００８２ 大学制度改正実行委員会綴 ［昭和２２～２３年］ ［庶務課］ １９４７―１９４８

００８３ 北海道大学設置認可申請書 ［昭和２３年］ 北海道大学 １９４８

００８４ 新制大学設置委員会綴（一） ［昭和２３～２４年］ ［庶務課］ １９４８―１９４９

００８５ 新制大学設置委員会綴（二） ［昭和２４～２５年］ ［庶務課］ １９４９―１９５０

００８６ 新制大学特別委員会 ［昭和２５～２６年］ ［庶務課］ １９５０―１９５１
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００８７ 新制大学特別委員会記録 ［昭和２５～２６年］ ［庶務課］ １９５０―１９５１

００８８
沿革（昭和十七年四月以降）及び東京帝大
学部通則（大九、四、二〇）

［昭和２４年］ ［庶務課］ １９４９

００８９ 旧北海道帝大学部印譜（改刻の際押捺） 昭和二十八年一月 ［庶務課］ １９５３

００９０ 北海道大学各学部印譜
昭和二十八年三月
改刻

［庶務課］ １９５３

００９１ 記録（新聞切りぬきを含む）№２
自昭卅一．九．至昭
卅一．十二．

［庶務課］ １９５６

００９２［記録（新聞切りぬきを含む）］ ［昭和３３年］ ［庶務課］ １９５８

００９３ 図書館委員会綴 ［昭和３８年］ ［庶務部庶務課］ １９６３

００９４ 進学適性検査書類 昭和二十五年度 ［庶務課］ １９５０―１９５１

００９５ 進学適正検査関係書類 昭和二十六年度 ［庶務課］ １９５１―１９５２

００９６ 職員調 ［昭和２２～２３年］ ［庶務課］調査掛 １９４７―１９４８

００９７ 教員調査表
昭和二十八年六月
一日

北海道大学［庶務課］ １９５３

００９８ 調査関係書類 其の三 ［昭和２４年］ 北海道大学［庶務課］ １９４９

００９９ 規程類集
昭和二十五年一月
現在

北海道大学 １９５０

０１００ 秘書雑件綴 六冊ノ内六
大正十五年自七月
至十二月

［庶務課］ １９２６

０１０１ 秘書雑件綴 七冊ノ内七 昭和三年
北海道帝国大学［庶
務課］

１９２８

０１０２ 秘書雑件 昭和四年 ［庶務課］秘書係 １９２９

０１０３ 秘書雑件 昭和五年 ［庶務課］秘書係 １９３０

０１０４ 秘書雑件 昭和七年
北海道帝国大学［庶
務課］

１９３２

０１０５ 秘書雑件綴 昭和八年
北海道帝国大学［庶
務課］

１９３３

０１０６ 秘書雑 一号 昭十二
北海道帝国大学［庶
務課］

１９３７

０１０７ 秘書雑件綴 弐号 昭和十二年
北海道帝国大学［庶
務課］

１９３７

０１０８ 秘書雑件 第一号 昭和十五年
北海道帝国大学［庶
務課］

１９４０
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０１０９ 秘書雑件 第二号 昭和十五年
北海道帝国大学［庶
務課］

１９４０

０１１０ 秘書雑件綴一 昭和十六年 ［庶務課］ １９４１

０１１１ 秘書雑件綴 昭和十七年 ［庶務課］ １９４２

０１１２ 秘書雑件綴 第二号 昭和十七年七月 ［庶務課］ １９４２

０１１３ 秘書雑件綴 第一号 昭和十八年 ［庶務課］ １９４３

０１１４ 秘書雑件綴 昭和十九年 ［庶務課］ １９４４

０１１５ 雑件文書綴 昭和二十二年度 北海道大学［庶務課］ １９４７

０１１６ 雑件文書綴
昭和二十二年（自
九月至十二月）

［庶務課］秘書掛 １９４７

０１１７［雑件文書綴］ ［昭和２３年］ ［庶務課］ １９４６―１９４８

０１１８ 雑件文書綴
昭和二十三年度
自十月至十二月

北海道大学［庶務課］ １９４８―１９４９

０１１９ 雑件綴（一）
昭和二十四年一月
より六月まで

［庶務課］人事掛 １９４８―１９４９

０１２０ 雑件綴（二）
昭和二十四年七月
より十二月まで

［庶務課］人事掛 １９４９

０１２１ 雑件綴 其一の一 昭和廿七年度 ［庶務課］ １９５２

０１２２ 雑件綴 其一の二 昭和廿七年度 ［庶務課］ １９５２

０１２３ 雑件綴（一） ［昭和］２９ ［庶務課］ １９５４

０１２４ 雑件綴（一） ［昭和］３０ ［庶務課］ １９５５

０１２５ 雑件綴（二） ［昭和］３０ ［庶務課］人事掛 １９５５

０１２６ 雑件綴 ［昭和３２年］ ［庶務課］ １９５７

０１２７ 雑件綴 一 ［昭和］３３ ［庶務課］ １９５８

０１２８ 雑件綴 二 ［昭和］３３ ［庶務課］ １９５８

０１２９ 雑件綴 四 ［昭和］３３ ［庶務課］ １９５８

０１３０ 雑件（一） ［昭和］３８ ［庶務部人事課］ １９６２―１９６３
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０１３１ 東宮殿下行啓ニ関スル書類 第十一号
明治四十四年四月
起

東北帝国大学農科大
学庶務課

１９１１

０１３２ 東宮殿下行啓書類 明治四十四年 ［庶務課］ １９１１

０１３３ 明治天皇昭憲皇太后御大喪関係綴
自大正元年至仝四
年

［庶務課］ １９１２―１９１５

０１３４ 儀式関係書類
自昭和二年十二月
至同十二年十二月

北海道帝国大学［庶
務課］

１９２７―１９３７

０１３５ 儀式関係書類
自昭和十二年至仝
十八年

［庶務課］ １９３７―１９４３

０１３６（参考）御親閲拝受計画要領 秘 ［昭和１０年］

宮崎、大分、佐賀三県
並帝国在郷軍人会第
六号十二師管連合支
部

１９３５

０１３７ 四大節御召関係 自昭和十三年一月
北海道帝国大学［庶
務課］

１９３８―１９３９

０１３８ 宮様御成関係書類 ［昭和１４～１８年］ ［庶務課］ １９３９―１９４３

０１３９ 紀元二千六百年関係書類 ［昭和１５～１７年］ ［庶務課］ １９４０―１９４２

０１４０ 召集免除関係書類 昭和二年一月以降 ［庶務課］ １９２７―１９３９

０１４１ 支那事変関係書類綴
自昭和十二年六月
至昭和十四年十二
月

［庶務課］ １９３７―１９３９

０１４２ 支那事変関係書類綴 自昭和十五年一月 ［庶務課］ １９４０―１９４７

０１４３ 軍部関係書類 昭和十六年ヨリ ［庶務課］ １９４１―１９４３

０１４４ 講座関係書類（二）
自昭和十四年七月
至同二十四年九月

［庶務課］ １９３９―１９４９

０１４５ 海外出張者名簿 大正十二年以降
北海道帝国大学［庶
務課］

１９２３

０１４６ 出張命令簿 甲ノ一 大正十五年自十月
北海道帝国大学［庶
務課］

１９２６―１９２７

０１４７ 復命書綴 大正十五年起
北海道帝国大学［庶
務課］

１９０５―１９３３

０１４８ 復命書綴 自昭和九年 ［庶務課］秘書係 １９３４―１９３６

０１４９［海外派］遣者復命書 ［昭和４～１３年］
北海道帝国大学［庶
務課］秘書係

１９２９―１９３８

０１５０ 海外出張ニ関スル綴
自大正十五年至昭
和八年

［庶務課］ １９２６―１９３３

０１５１ 海外出張ニ関スル綴
自昭和十三年至昭
和十五年

［庶務課］ １９３８―１９４０

０１５２ 海外出張関係書類 自昭一六至〃一九 ［庶務課］ １９４１―１９４５
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０１５３ 外国出張関係
自昭和二十三年至
昭和二十六年ノ
（一）

［庶務課］ １９４８―１９５１

０１５４ 出発・賜暇 帰学・欠勤諸願届書 昭和三年 ［庶務課］秘書係 １９２８

０１５５ 出発帰学届綴 昭和四年 ［庶務課］秘書係 １９２９

０１５６ 出張帰学届綴 昭和十二年
北海道帝国大学［庶
務課］

１９３７

０１５７ 出発帰学届綴 昭和十六年 ［庶務課］ １９４１

０１５８ 欠勤届賜暇願綴 昭和六年
北海道帝国大学［庶
務課］

１９３１―１９３２

０１５９ 勉励賞与調書
大正十五年 昭和
二年度

北海道帝国大学［庶
務課］秘書係

１９２６―１９２７

０１６０ 帝国大学事務協議会書類綴
自昭和四年至昭和
九年

北海道帝国大学［庶
務課］

１９２９―１９３４

０１６１ 教官午餐会書類 自昭和十一年 ［庶務課］秘書係 １９３６―１９３８

０１６２［高松宮御寄附奨学金関係文書］ ［昭和１０～１４年］ ［庶務課］ １９３５―１９３９

０１６３ 国道府県学校卒業者関係書類綴 昭和十四年起 ［庶務課］ １９３８―１９４３

０１６４ 国道府県工鉱関係学校卒業者ニ関スル綴 自昭和十八年
北海道帝国大学［庶
務課］

１９４３―１９４５

０１６５ 看護婦入所試験身体検査票 大正九年九月 ［庶務課］ １９２０

０１６６
英文臨時職員名簿 英文Ｇ．Ｈ．Ｑ．公務員課
の覚書による報告

［昭和２４年］ ［庶務課］秘書掛 １９４９

０１６７ 大学予科入学願書 合格ノ分 明治四十年七月 ［教務部］ １９０７

０１６８ 大学予科入学志願書 合格 明治四十二年 教務部 １９０９

０１６９ 大学予科入学願書 明治四拾参年七月 教務部 １９１０

０１７０ 予科入学願書 入学許可ノ分 明治四拾四年七月
東北帝国大学農科大
学教務部

１９１１

０１７１ 大学予科入学願書 明治四十五年七月 教務部 １９１２

０１７２ 大学予科入学願書 弐冊ノ内 大正元年九月 教務部 １９１２

０１７３ 大学予科入学願書 大正二年七月 教務部 １９１３

０１７４ 大学予科［入学願書］其ノ一 大正三年 ［教務部］ １９１４
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０１７５ 大学予科入学願書 大正四年七月 教務部 １９１５

０１７６ 大学予科入学志願者体格検査証 大正四年 ［教務部］ １９１５

０１７７ 大学予科入学願書（一） 大正五年七月 教務部 １９１６

０１７８ 大学予科入学願書（二） 大正五年七月 教務部 １９１６

０１７９ 大学予科入学願書 大正六年七月 教務部 １９１７

０１８０ 大学予科入学願書 大正七年七月 教務部 １９１８

０１８１ 大学予科入学願書（英語学級之部） 大正八年度 教務部 １９１９

０１８２ 大学予科入学願書（独語学級之部） 大正八年度 教務部 １９１９

０１８３ 大学予科入学願書（英語学級） 大正九年度 教務部 １９２０

０１８４
大学予科入学願書（独語学級農学部進入志
望者分）

大正九年度 教務部 １９２０

０１８５
大学予科入学願書（独語学級医学部進入志
望者）

大正九年度 教務部 １９２０

０１８６ 大学予科入学願書 大正十年三月 教務部 １９２１

０１８７ 大学予科入学願書 大正十年三月 教務部 １９２１

０１８８ 大学予科入学願書 大正十年三月 教務部 １９２１

０１８９ 大学予科入学願書 大正十年三月 ［教務部］教務係 １９２１

０１９０ 大学予科入学願書 大正十年三月 教務部 １９２１

０１９１ 大学予科入学願書 大正十年三月 教務部 １９２１

０１９２［大学予科入学願書］ ［大正１０年］ ［教務部］ １９２１

０１９３ 大学予科入学願書 大正十年三月 教務部 １９２１

０１９４ 農学実科入学願書 合格ノ分 明治四十年七月 ［教務部］ １９０７

０１９５ 農学実科入学願書 合格ノ分 明治四十一年七月 ［教務部］ １９０８

０１９６ 農学実科入学志願書 合格 明治四十二年 教務部 １９０９
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０１９７ 農学実科入学願書 明治四拾参年七月 教務部 １９１０

０１９８ 農学実科入学願書 入学許可ノ分 明治四拾四年七月
東北帝国大学農科大
学教務部

１９１１

０１９９ 農学実科入学願書 大正元年 教務部 １９１２

０２００ 農学実科入学願書 大正二年七月 教務部 １９１３

０２０１ 農学実科［入学願書］ 大正三年 ［教務部］ １９１４

０２０２ 農学実科入学願書 大正五年七月 教務部 １９１６

０２０３ 農学実科入学願書 大正六年七月 教務部 １９１７

０２０４ 農学実科入学願書 大正七年七月 教務部 １９１８

０２０５ 農学実科入学願書 大正九年度 教務部 １９２０

０２０６ 農学実科入学者［入学願書］ ［大正１０年度］ ［教務部］ １９２１

０２０７ 林学科入学願書 合格ノ分 明治四十年七月 ［教務部］ １９０７

０２０８ 林学実科入学志願書 合格 明治四十二年 教務部 １９０９

０２０９ 林学実科入学志願書 明治四十五年七月 ［教務部］ １９１２

０２１０ 林学実科入学願書 大正二年七月 教務部 １９１３

０２１１ 林学実科［入学願書］ 大正三年 ［教務部］ １９１４

０２１２ 林学実科入学願書 大正四年七月 教務部 １９１５

０２１３ 林学実科入学願書 大正五年七月 教務部 １９１６

０２１４ 林学実科入学願書 大正六年七月 教務部 １９１７

０２１５ 林学実科入学願書 大正七年七月 教務部 １９１８

０２１６ 林学実科入学願書 大正八年度 教務部 １９１９

０２１７ 林学実科入学願書 大正九年度 教務部 １９１９―１９２０

０２１８ 水産学科入学願書 合格ノ分 明治四十一年七月 ［教務部］ １９０８
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０２１９ 水産学科入学志願書 合格 明治四十二年 教務部 １９０９

０２２０ 水産学科入学志願書 明治四拾参年七月 教務部 １９１０

０２２１ 水産学科入学願書 明治四拾五年七月 教務部 １９１２

０２２２ 水産学科入学願書 大正二年七月 教務部 １９１３

０２２３ 水産学科［入学願書］ 大正三年 ［教務部］ １９１４

０２２４ 水産学科入学願書 大正四年七月 教務部 １９１５

０２２５ 水産学科入学願書 大正五年七月 教務部 １９１６

０２２６ 水産学科入学願書 大正六年七月 教務部 １９１７

０２２７ 水産専門部入学願書 大正七年七月 教務部 １９１８

０２２８ 水産専門部入学願書 大正八年度 教務部 １９１９

０２２９ 水産専門部入学願書 大正九年度 教務部 １９２０

０２３０［水産専門部入学願書］ ［大正１０年］ ［教務部］ １９２１

０２３１ 土木工学科［入学願書］ 大正三年 ［教務部］ １９１４

０２３２ 大学各科入学願書 明治四拾四年 教務部 １９１１

０２３３
［予科・実科・専門部入学志願者出身校成
績表綴］

［大正１１年］ ［庶務課］ １９２２

０２３４ 入学志願者証明書綴 昭和三年 ［庶務課］教務係 １９２８

０２３５［入学志願者証明書綴］ ［昭和４年］ ［庶務課］ １９２９

０２３６ 各科入学志願者名簿 大正五年 教務部 １９１６

０２３７ 各科入学志願者名簿 大正六年五月 教務部 １９１７

０２３８ 入学志願者名簿 大正七年五月 教務部 １９１８

０２３９ 各科入学志願者名簿 大正八年 教務部 １９１９

０２４０ 入学志願者名簿 大正八年次 教務部 １９１９

０２４１ 各科入学志願者名簿 大正九年四月 教務部 １９２０
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０２４２ 各科入学志願者名簿 大正拾年壱月 教務部 １９２１

０２４３ 入学志願者名簿 大正十一年一月 庶務課教務係 １９２２

０２４４ 入学志願者名簿 大正十二年度 庶務課教務係 １９２３

０２４５ ABC別入学志願者名簿 大正十二年一月 ［庶務課］ １９２３

０２４６ 入学志願者名簿
［大正］十［三］年一
月

［庶務課］教務係 １９２４

０２４７ 入学志願者名簿 予科之部 大正十三年三月
北海道帝国大学［庶
務課］

１９２４

０２４８ 入学志願者名簿 実科専門部之部 大正十三年三月
北海道帝国大学［庶
務課］

１９２４

０２４９ 入学志願者名簿 札幌受験之部 大正十三年度 ［庶務課］ １９２４

０２５０ 入学志願者名簿 大正十四年一月
北海道帝国大学庶務
課教務係

１９２５

０２５１ 入学志願者名簿 大正十四年一月 ［庶務課］教務係 １９２５

０２５２ 入学志願者名簿 札幌受験之部 大正十四年度 ［庶務課］ １９２５

０２５３ 実科専門部入学志願者名簿 大正十一年一月
北海道帝国大学［庶
務課］

１９２２

０２５４ 農、林、土、水 入学志願者名簿 大正十二年一月
北海道帝国大学庶務
課教務係

１９２３

０２５５ 実科専門部入学志願者名簿 大正十五年 ［庶務課］ １９２６

０２５６ 実科専門部入学志願者名簿 乙 大正十五年度 ［庶務課］ １９２６

０２５７ 実科専門部入学志願者名簿 昭和二年一月 ［庶務課］教務係 １９２７

０２５８ 専門部入学志願者名簿 昭和三年一月 ［庶務課］教務係 １９２８

０２５９ 専門部入学志願者名簿 昭和三年一月 ［庶務課］教務係 １９２８

０２６０ 土木専門部入学志願者名簿 東京受験 昭和四年一月
北海道帝国大学［学
生課］

１９２９

０２６１ 土木専門部入学志願者名簿 東京受験 昭和四年一月
北海道帝国大学［学
生課］

１９２９

０２６２ 土木専門部入学志願者名簿 昭和五年一月
北海道帝国大学［学
生課］

１９３０

０２６３ 水産専門部入学志願者名簿 札幌受験 昭和四年一月
北海道帝国大学［学
生課］

１９２９
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０２６４ 水産専門部入学志願者名簿 東京受験 昭和四年一月
北海道帝国大学［学
生課］

１９２９

０２６５ 水産専門部入学志願者名簿 東京受験 昭和四年一月
北海道帝国大学［学
生課］

１９２９

０２６６ 水産専門部入学志願者名簿 札幌受験 昭和五年一月 学生課 １９３０

０２６７ 水産専門部入学志願者名簿 東京受験 昭和五年一月 学生課 １９３０

０２６８ 水産専門部入学志願者名簿 昭和五年一月
北海道帝国大学［学
生課］

１９３０

０２６９ 正科生選科生入学願書 大正十年 農学部 １９２１

０２７０ 受験者出欠調査簿 予科 札幌 昭和二年度 ［庶務課］ １９２７

０２７１ 受験者出欠調査簿 予科 東京 昭和二年度 ［庶務課］ １９２７

０２７２ 実科専門部受験者出欠調査簿 札幌受験者 昭和三年三月
北海道帝国大学［庶
務課］

１９２８

０２７３ 実科専門部受験者出欠調査簿 東京受験者 昭和三年三月
北海道帝国大学［庶
務課］

１９２８

０２７４ 専門部志願者出欠調査簿 札幌 昭和四年三月
北海道帝国大学［学
生課］

１９２９

０２７５ 専門部志願者出欠調査簿 東京 昭和四年三月
北海道帝国大学［学
生課］

１９２９

０２７６ 実科専門部願書受付簿 昭和二年一月
北海道帝国大学庶務
課教務係

１９２７

０２７７ 志願者名票受付控 昭和五年一月 ［学生課］教務係 １９３０

０２７８ 入学願書回付簿 昭和五年度
北海道帝国大学学生
課教務係

１９３０

０２７９ 予科実科専門部入学試験問題綴 ［昭和６～１８年］ ［庶務課］教務係 １９３１―１９４３

０２８０ 実科専門部入学検定料送付簿 大正十五年一月 庶務課教務係 １９２６

０２８１ 入学検定料送付簿 昭和二年一月
北海道帝国大学庶務
課教務係

１９２７

０２８２ 土木水産専門部受験者検定料受附簿 昭和三年一月 ［庶務課］教務係 １９２８

０２８３ 専門部入学志願者検定料受渡控 昭和四年一月
北海道帝国大学学生
課教務係

１９２９

０２８４ 専門部入学志願者考査料受渡控 昭和五年一月
北海道帝国大学学生
課教務係

１９３０

０２８５ 入学試験費用関係書類 ［昭和３～５年］ ［学生課］ １９２８―１９３０
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０２８６ 入学志願者数調 大正十三年度以降
北海道帝国大学庶務
課教務係

１９２４―１９２９

０２８７ 入学志願者数調 昭和五年度以降 ［庶務課］教務係 １９３０

０２８８［大学入学志願者数調］ ［昭和５年］
北海道帝国大学学生
課教務係

１９３０

０２８９
［分科大学各学科入学志望人員及収容予定
人員比較表］

［明治４４年］ ［庶務課］ １９１１

０２９０ 入学志願者撰抜試験委員会決議録
明治四十四年六月
以降

東北帝国大学農科大
学教務部

１９１１―１９１３

０２９１ 入学試験ニ関スル書類 明治四十年七月 教務部 １９０７

０２９２ 入学試験ニ関スル書類 明治四十一年四月 ［教務部］教務係 １９０８

０２９３ 選抜試験ニ関スル書類 大正七年七月 教務部 １９１８

０２９４［選抜試験ニ関スル書類］ ［大正８年］ ［教務部］ １９１９

０２９５ 入学試験ニ関スル書類 大正九年 教務部 １９２０

０２９６ 入学試験関係書類 水産 大正九年二月 教務部 １９１９―１９２０

０２９７ 入学試験ニ関スル書類目次 大正十一年度分 ［庶務課］ １９２１―１９２２

０２９８ 入学試験関係書類 昭和三、四年度 ［学生課］ １９２７―１９２９

０２９９ 入学試験関係 昭和七年度 ［庶務課］ １９３１―１９３２

０３００ 入学試験関係 昭和八年度 ［庶務課］ １９３２―１９３３

０３０１ 入学試験書類 昭和九年度 ［庶務課］ １９３３―１９３５

０３０２ 入学試験書類 昭和十年度 ［庶務課］ １９３４―１９３５

０３０３ 入学試験関係書類綴 昭和十三年度 ［庶務課］ １９３７―１９３８

０３０４ 入学試験関係書類綴 昭和十七年度 ［庶務課］ １９４０―１９４２

０３０５ 入学試験関係 昭和十八年 ［庶務課］ １９４２―１９４３

０３０６ 入学試験関係書類綴 昭和十九年度 ［庶務課］ １９４３―１９４５
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０３０７ 工類［転入学入学志願者名票］ ［昭和２０年］ 北海道帝国大学予科 １９４５

０３０８［入学許可セザル者名簿］ 昭和二十年十一月 ［庶務課］ １９４５

０３０９ 引揚学徒転入学関係書類
昭和二十二年―同
二十六年

［庶務課］ １９４６―１９５１

０３１０
昭和二十四年度北海道大学医学部（旧制）
入学選抜について

昭和廿四年参月廿
参日

［庶務課］ １９４９

０３１１ 入学関係書類
自昭和二十六年十
一月至仝二十七年
十二月

［庶務課］ １９５１―１９５２

０３１２ 入学関係書類 昭和二十八年度 北海道大学［庶務課］ １９５３―１９５４

０３１３ 入学関係書類
自昭和二十九年一
月至仝三十年三月

［庶務課］ １９５４―１９５５

０３１４ 入学関係 昭和三十八年 ［庶務部庶務課］ １９６３

０３１５
教官担当学科目並授業時間数教官学科配当
調

大正九年四月以降 教務部 １９２０―１９２４

０３１６
教官担当学科目並授業時間数教官学科配当
調

昭和二年度 ［庶務課］教務係 １９２６

０３１７ 授業時間割 大正十一年以降 ［庶務課］教務係 １９２２―１９２７

０３１８ 授業時間割 昭和二年四月以降 ［学生課］ １９２７―１９２９

０３１９［授業時間割ニ関スル件］ ［昭和２～４年］ ［学生課］ １９２７―１９２９

０３２０ 現行授業時間割綴 ［昭和４～５年］ ［庶務課］ １９２９―１９３０

０３２１ 学生履修学科表 大正八年入学之部 ［大正８年］ 教務部 １９１９

０３２２ 特別試験関係書類 大正八年九月 教務部 １９１９―１９２２

０３２３ 試験時間割綴
［大正１０年～昭和３
年］

［庶務課］ １９２１―１９２８

０３２４ 成績ニ関スル件
自大正十年二月至
大正十五年七月

［庶務課］ １９２１―１９２７

０３２５ 成績ニ関スル書類（証書授与ニ関スル書）
自昭和二年至昭和
四年

［学生課］ １９２７―１９２９

０３２６ 大学予科生徒欠席届
明治四十三年二月
分

教務部 １９１０

０３２７ 欠席調査簿 大正六年度 教務部 １９１７―１９１８

０３２８ 欠席調査簿 大正七年度 教務部 １９１８―１９１９
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０３２９ 生徒欠席調査簿 大正八年次 教務部 １９１９―１９２０

０３３０［欠席調査簿］ ［大正１２～１３年］ ［庶務課］ １９２３―１９２４

０３３１［欠席調査簿］ ［昭和２年］ ［庶務課］ １９２７

０３３２ 徴兵猶予在学証明書下付簿 明治四拾四年 教務部 １９１１

０３３３ 徴兵猶予在学証明書台帳 大正五年一月 教務部 １９１６

０３３４ 徴兵猶予在学証明書台帳 大正六年一月 教務部 １９１７

０３３５ 徴兵猶予在学証明書台帳 大正七年一月 教務部 １９１８

０３３６ 徴兵猶予在学証明書台帳 大正八年一月 教務部 １９１９

０３３７ 教練関係書類
自昭和七年至同九
年

［庶務課］ １９３２―１９３５

０３３８ 教練書類 昭和十年四月 ［庶務課］ １９３５―１９３８

０３３９ 三代節拝賀式出席学生々徒数調
大正十三年十月以
降

［庶務課］教務係 １９２４―１９２５

０３４０ 学生々徒名簿 大正十四年度 ［庶務課］ １９２５―１９２６

０３４１ 学生々徒名簿 昭和［三］年度 学生課教務係 １９２８―１９２９

０３４２
高等学校長会議ニ関スル書類 専門学校長
会議ニ関スル書類

自明治四拾五年至
明治四拾□年

教務部 １９１２

０３４３ 雑書綴 明治四拾五年 教務部 １９１２

０３４４ 雑書綴 大正二年 教務部 １９１３

０３４５ 参考トナル可キ書類綴 荒木用 ［大正２～４年］ ［教務部］ １９１３―１９１５

０３４６ 公書綴 大正四年九月以降 教務部 １９１５―１９２１

０３４７ 雑書 大正九年一月 教務部 １９１９―１９２０

０３４８ 雑書類 ［大正９～１５年］ ［庶務課］ １９２０―１９２６

０３４９ 雑件綴
自昭和八年至同十
四年

［庶務課］ １９３３―１９３９

０３５０ 朝鮮台湾教育令 ［大正１１年］ ［庶務課］教務 １９２２
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０３５１ 身分取調ニ関スル書類
自昭和二年四月至
昭和五年三月

［学生課］ １９２７―１９３０

０３５２ 諸調査書類
自昭和五年四月至
昭和八年三月

［庶務課］ １９３０―１９３３

０３５３ 諸調査関係書類
自昭和十二年至昭
和十四年

［庶務課］ １９３７―１９３９

０３５４ 諸調査関係書類
自昭和十五年二月
至昭和十五年十一
月

［庶務課］ １９４０

０３５５ 諸調査関係書類
自昭和十六年一月
至昭和十六年十二
月

［庶務課］ １９４１

０３５６ 休退学願書綴 明治四拾参年 教務部 １９０８―１９１０

０３５７ 卒業ニ関スル書類 明治四十二年 教務部 １９０９

０３５８ 入学ニ関スル書類 明治四拾参年七月 教務部 １９１０

０３５９ 学生々徒処分ニ関スル綴
自大正九年六月至
大正十三年五月

［庶務課］教務係 １９０５―１９２４

０３６０ 農学部［関係文書］ ［大正１１～１２年］ ［庶務課］ １９２２―１９２３

０３６１ 参考書類 震災当時学生生徒状況 ［大正１２年］ ［庶務課］ １９２３

０３６２［教務関係照会及び回答案］ ［大正１３～１４年］ ［庶務課］ １９２４―１９２５

０３６３
入退学関係書類 昭和三年度入学許可者ヨ
リ本綴内ニ編入セリ

自昭和二年度至同
八年度

［庶務課］ １９２７―１９３３

０３６４ 入退学関係綴 昭和十六年度 ［庶務課］ １９４１

０３６５ 合格証書関係綴 昭和十六年十二月 ［庶務課］ １９４１―１９４２

０３６６ 合格証書関係綴 昭和十八年 ［庶務課］ １９４３

０３６７ 卒業関係 昭和十八年 ［庶務課］ １９４３

０３６８ 教員検定ニ関スル件
自大正十年二月至
同十三年十二月

［庶務課］教務 １９２１―１９２４

０３６９ 教員検定願関係 昭和二年四月以降 ［庶務課］ １９２７―１９２９

０３７０ 大学院関係書類
自大正二年九月至
昭和五年三月

［学生課］ １９１３―１９３０

０３７１ 在学証明書交付名簿 明治四十年 教務部 １９０７

０３７２ 証明書下付台帳 明治四十年九月
東北帝国大学農科大
学［教務部］

１９０７

０３７３ 送付簿 ［昭和３～４年］
北海道帝国大学庶務
課教務係

１９２８―１９２９
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０３７４ 証明書台帳 昭和五年度以降 庶務課教務係 １９３０―１９３３

０３７５ 教室運動場使用ニ関スル件
［大正１０年～昭和２
年］

［庶務課］ １９２１―１９２７

０３７６ 乗船証明台帳 昭和六年以降 ［庶務課］ １９３１―１９３５

０３７７ 大学入学者実態調査綴 ［昭和３７年］ ［庶務部庶務課］ １９６２

０３７８ 文部省主催社会教育公開講演会
大正十年三月十二
日十三日

［庶務課］ １９２０―１９２１

０３７９ 文部省主催社会教育公開講演会 大正十年七月九日 ［庶務課］ １９２１

０３８０ 文部省主催社会教育公開講演会
大正十年十一月十
二日

［庶務課］ １９２１―１９２２

０３８１ 文部省開設講習会書類 ［大正１２～１４年］ ［庶務課］ １９２３―１９２５

０３８２［中等学校教員講習会］出席簿 大正十五年以降 ［庶務課］ １９２６―１９２９

０３８３ 夏期講習会ニ関スル書類
大正十五年度 期
間自八月二日至同
十二日

［庶務課］ １９２６

０３８４ 夏季講習会ニ関スル書類 昭和二年度 ［庶務課］ １９２７

０３８５ 夏季講習会ニ関スル書類 昭和三年度 ［庶務課］ １９２８

０３８６ 夏季講習会ニ関スル書類 昭和四年度 ［学生課］ １９２９

０３８７ 成人教育講座聴講申込書綴 大正十五年 ［庶務課］ １９２６

０３８８ 成人教育講座聴講申込書 昭和二年度 ［庶務課］ １９２７

０３８９ 成人教育講座聴講申込書綴 昭和三年 ［庶務課］ １９２８

０３９０ 成人教育講座聴講申込書綴 昭和四年 ［学生課］ １９２９

０３９１ 成人教育講座聴講申込書綴 昭和五年度 ［学生課］ １９３０

０３９２ 成人教育講座聴講者名簿 ［大正１５年］ ［庶務課］ １９２６

０３９３ 成人教育講座聴講者名簿 昭和二年度 ［庶務課］ １９２７

０３９４ 成人教育講座聴講者名簿 昭和三年 ［庶務課］ １９２８

０３９５ 成人教育講座聴講者名簿 昭和四年 ［学生課］ １９２９
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０３９６［成人教育講座調書］ ［大正１５年］ ［庶務課］ １９２６

０３９７ 成人教育関係書類（印刷物） 昭和三年度 ［庶務課］ １９２６―１９２８

０３９８ 研究報告綴
自昭和二十年至仝
二十二年一月

［庶務課］ １９４５－１９４７

０３９９ 研究報告 昭和二十年十月 ［庶務課］ １９４５

０４００ 研究報告 昭和二十一年四月 ［庶務課］ １９４６

０４０１ 研究報告 昭和二十一年二月 ［庶務課］ １９４６

０４０２ 服部報公会学術研究費補助申請関係 ［昭和２１～２３年］ ［庶務課］ １９４６―１９４８

０４０３
昭和二十一年度文部省科学研究費による研
究経過報告綴

［昭和２２～２６年］ ［庶務課］ １９４７―１９５１

０４０４ 研究所科学者調査 昭和二十二年二月 ［庶務課］ １９４７

０４０５ 学生監室事務協議会
自大正十三年至昭
和三年

学生監室 １９２４―１９２８

０４０６ 当直日誌
自明治四十五年一
月一日

学生監部 １９１２

０４０７ 行幸関係書類 其ノ一 昭和十一年十月
行幸準備警備学生生
徒係

１９３６

０４０８
行幸関係書類 其ノ二 印刷物図表其他参考
書類

昭和十一年十月
行幸準備警備及学生
生徒係

１９３６

０４０９ 警備及学生生徒係記録 昭和十一年十月
行幸準備警備及学生
生徒係

１９３６

０４１０ 行幸準備日誌 ［昭和１１年］
［行幸準備］警備並学
生々徒係

１９３６

０４１１ 集団勤作業関係 昭和十三年度
北海道帝国大学学生
課

１９３８

０４１２ 留学生ニ関スル綴
自大正十年至大正
十五年

学生課 １９１４―１９２６

０４１３ 留学生ニ関スル綴
自昭和二年至昭和
七年

学生課 １９２７―１９３２

０４１４ 雑書綴（満洲留学生）
自昭和十一年至同
十四年

北海道帝国大学学生
課

１９３６―１９３９

０４１５ 留学生関係綴
自昭和十四年二月
至昭和十七年十月

［学生課］ １９３９―１９４２

０４１６ 文化事業部関係
自大正十三年十二
月至昭和三年十二
月

学生課 １９２４―１９２８

０４１７ 文化事業部関係
自昭和六年至昭和
七年

学生課 １９３１―１９３２
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０４１８ 中国留学生ニ対スル特設予科其他状況 昭和六年三月 外務省文化事業部 １９３１

０４１９ 新聞切抜綴 大正十四年以降
北海道帝国大学学生
課

１９２５―１９３７

０４２０ 日誌
自昭和九年十月至
同十年十二月

北海道帝国大学学生
（第二係）

１９３４―１９３５

０４２１ 日誌
自昭和九年十月至
昭和十二年度

北海道帝国大学学生
課第二係

１９３４―１９３７

０４２２ 日誌
昭和十一・十二年
度

北海道帝国大学学生
課

１９３６―１９３７

０４２３ 日誌 昭和十三年度 ［学生課］第二係 １９３８―１９３８

０４２４ 日誌 昭和十四年度
北海道帝国大学学生
課

１９３９

０４２５ 日誌 昭和十五年度
北海道帝国大学学生
課

１９４０

０４２６ 各種会状況調
自昭和三年至昭和
七年

学生課 １９２８―１９３２

０４２７ 訓育ニ関スル綴
自昭和九年八月至
同十四年十月

北海道帝国大学学生
課

１９３４―１９３９

０４２８ 集会一覧簿 昭和十年度
北海道帝国大学学生
課

１９３５―１９３６

０４２９ 集会届一覧 昭和十一年九月起
北海道帝国大学学生
課

１９３６―１９３９

０４３０ 集会届綴 昭和十一年度
北海道帝国大学学生
課

１９３６

０４３１ 集会届綴 昭和十二年度
北海道帝国大学学生
課

１９３７

０４３２ 出版届綴 昭和十三年度 ［学生課］ １９３８

０４３３ 構内指定商人関係
自昭和二年度至昭
和八年度

北海道帝国大学学生
課

１９２７―１９３３

０４３４ 予算
自明治三十年度至
明治三十九年度

会計課 １８９８―１９０６

０４３５［予算］
［明治３２年～大正１２
年］

［会計課］ １８９９―１９２３

０４３６ 予算
自明治四十年度至
大正二年度

会計課 １９０７―１９１３

０４３７ 予算
自大正三年度至大
正五年度

会計課 １９１４―１９１６

０４３８ 予算
自大正六年度至大
正八年度

会計課 １９１７―１９２０

０４３９ 予算 大正九、十年度 会計課 １９２０―１９２２
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０４４０ 予算 大正十一年度 会計課 １９２２―１９２３

０４４１ 予算 大正十二年度 会計課 １９２３―１９２４

０４４２ 予算 大正十三年度 会計課 １９２４―１９２５

０４４３ 予算 大正十四年度 会計課 １９２５―１９２６

０４４４ 予算 大正十五年度 会計課 １９２６―１９２７

０４４５ 予算 昭和二年度 ［会計課］経理係 １９２６―１９２８

０４４６ 予算 昭和三年度 会計課 １９２８―１９２９

０４４７ 予算 昭和四年度 会計課 １９２９―１９３０

０４４８ 予算 昭和五年度 会計課 １９３０―１９３１

０４４９ 予算 昭和六年度 会計課 １９３１―１９３２

０４５０ 予算 昭和七年度 会計課 １９３２―１９３３

０４５１ 予算 昭和八年度 ［会計課］経理係 １９３３―１９３４

０４５２ 予算 昭和九年度 会計課 １９３４―１９３５

０４５３ 予算 昭和十二年度 会計課 １９３７―１９３８

０４５４ 予算 昭和十三年度 会計課 １９３８―１９３９

０４５５ 予算 昭和十四年度 会計課 １９３９―１９４０

０４５６ 予算 昭和十五年度 会計課 １９４０―１９４１

０４５７ 予算 昭和十六年度 会計課 １９４１―１９４２

０４５８ 予算 弐冊ノ内弐 昭和十七年度 会計課 １９４２―１９４３

０４５９ 予算（壱） 昭和十八年度 ［会計課］ １９４３―１９４４
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０４６０ 予算（一） 昭和二十年度 ［会計課］ １９４５―１９４６

０４６１ 予算（一） 昭和二十一年度 ［会計課］ １９４６―１９４７

０４６２ 予算（一） 昭和二十二年度 ［会計課］ １９４７―１９４８

０４６３ 予算関係書類綴（一） 昭和廿三年度 ［会計課］司計掛 １９４８―１９４９

０４６４ 予算増額要求関係（一） 昭和二十四年度 ［会計課］司計掛 １９４９―１９５０

０４６５ 歳入歳出概算書 大正十年度
北海道帝国大学［会
計課］

１９２０

０４６６ 歳入歳出概算書 大正十一年度
北海道帝国大学［会
計課］

１９２１

０４６７ 歳入歳出概算書 大正十二年度
北海道帝国大学［会
計課］

１９２２

０４６８ 歳入歳出概算書 大正十三年度
北海道帝国大学［会
計課］

１９２３

０４６９ 概算資料 大正十四年度
北海道帝国大学本部
［会計課］

１９２４

０４７０ 概算書附属参考書材料 ［大正１４～１５年］ ［会計課］ １９２５―１９２６

０４７１ 概算資料 大正拾五年度 ［会計課］ １９２５

０４７２ 概算資料 大正十六年度 ［会計課］ １９２６

０４７３ 概算資料 昭和三年度
北海道帝国大学会計
課

１９２７

０４７４ 歳入歳出概算要求書 昭和四年度 ［会計課］ １９２８

０４７５ 概算資料 昭和四年度 ［会計課］ １９２８

０４７６ 概算資料 昭和五年度 ［会計課］ １９２９

０４７７ 概算資料 昭和六年度
北海道帝国大学［会
計課］

１９３０

０４７８ 概算要求書 昭和七年度 ［会計課］ １９３１

０４７９ 概算資料 昭和七年度 会計課 １９３１

０４８０ 概算要求書 昭和八年度
北海道帝国大学［会
計課］

１９３２

０４８１ 概算資料 昭和八年度
北海道帝国大学［会
計課］

１９３２
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０４８２ 概算要求書 昭和九年度 ［会計課］経理係 １９３３

０４８３ 概算要求書 昭和十年度 ［会計課］ １９３４

０４８４ 概算資料 昭和十年度 ［会計課］経理係 １９３４

０４８５ 概算資料 昭和十一年度 ［会計課］経理係 １９３５

０４８６ 概算要求書 昭和十二年度
北海道帝国大学［会
計課］

１９３６

０４８７ 概算資料 昭和十二年度 ［会計課］経理係 １９３６

０４８８ 概算資料 昭和十三年度 ［会計課］経理係 １９３７

０４８９ 概算資料 正本 昭和十四年度 ［会計課］経理係 １９３８

０４９０ 概算参考資料 昭和十五年度 ［会計課］経理係 １９３９

０４９１ 概算要求書 昭和十六年度 ［会計課］ １９４１

０４９２
概算新規要求中重要事項調 触媒研究所設
置 附属参考書 六月一日現在資金明細書
資金部概算書 用途指定費概算書

昭和十六年度
北海道帝国大学［会
計課］

１９４１

０４９３ 概算書 昭和十七年度 本部会計課 １９４２

０４９４ 概算書 昭和十八年度
北海道帝国大学本部
会計課

１９４２

０４９５ 概算要求書 昭和二十年度 ［会計課］ １９４４

０４９６ 概算要求書 昭和二十二年度 ［会計課］ １９４６

０４９７ 概算書 昭和二十三年度
北海道帝国大学［会
計課］

１９４７

０４９８ 概算書 昭和二十四年度 北海道大学［会計課］ １９４８

０４９９ 予算書 昭和十七年度 ［文部省］ １９４２

０５００ 行政整理関係書類 秘 昭和二年度 ［会計課］ １９２７

０５０１ 行政整理関係書類 昭和七年度
北海道帝国大学［会
計課］

１９３２

０５０２ 備品修理洗濯証憑書
昭和九年度十一月
分

会計課 １９３４

０５０３ 公文書 昭和十八年度 会計課 １９４３
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０５０４ 公文書 昭和二十年度 ［会計課］ １９４５

０５０５ 物品出納計算報告書 昭和二十二年度 ［会計課］ １９４８

０５０６ 土地移動ニ関スル書類 其ノ一 ［明治３３～４１年］ 農場事務所 １９００―１９０８

０５０７ 土地移動ニ関スル書類 其ノ二 ［明治２２～４５年］ 農場事務所 １８８９―１９１２

０５０８ 土地移動ニ関スル書類 其三
［明治３９年～大正１１
年］

［農場］ １９０６―１９２２

０５０９
第三 四 五 六 八（富良野）農場土地等級
査定書

［大正６年～昭和２２
年］

［農場］ １９１７―１９４７

０５１０ 料金更正ニ関スル書類
大正十五年度 昭
和四年度

［農場］ １９２６―１９２９

０５１１ 料金更正書類
自昭和五年度至十
三年度

農場 １９３０―１９３８

０５１２ 料金更正書類
自昭和十四年至昭
和二十一年

農場 １９３９―１９４６

０５１３ 水田小作料標準案 ［大正１４年］ ［農場］ １９２５

０５１４ 小作料調書 昭和拾壱年度 ［農場］ １９３６―１９３７

０５１５ 小作料調書

昭和十三年度 昭
和十四年度 昭和
十五年度 昭和十
六年度 昭和十七
年度 昭和十八年
度 昭和十九年度
昭和二十年度

北海道大学農学部附
属農場

１９３８―１９４６

０５１６ 小作料調書 自昭和二十一年度 農場 １９４６―１９６４

０５１７ 未納金関係書類 昭和［８～１９年］ ［農場］ １９３３―１９４４

０５１８ 小作料納入実行組合書類 昭和［１０～２１年］ ［農場］ １９３５―１９４６

０５１９ 諸報告及復命書綴
明治四十五年四月
ヨリ

農場事務所 １９１２―１９１６

０５２０ 雑書類 大正１２年 農場事務所 １９０８―１９２８

０５２１ 農場関係綴 自昭和十五年度 農場 １９３２―１９４１

０５２２ 雑書綴 自昭和十七年 農場 １９４２―１９５３

０５２３ 小作農場成墾二十五年式典関係書類 昭和十年度 農場 １９３５
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資料
番号

資料名
年代

資料名 年・年度・自至 作成者

０５２４
第八農場第四区布部灌漑溝掘鑿工事ニ関ス
ル一切ノ回議会計検査院ヘ提出スヘキ書類

大正十二年 ［農場］ １９２３

０５２５ 会計検査院要求書類並ニ審理書其他 昭和二年度以降 農場 １９２７―１９３８

０５２６ 会計検査関係書類
自昭和十五年度至
仝二十四年度

北海道大学農学部附
属農場

１９４０―１９４９

０５２７ 町村交付金教育補助金関係書類
自昭和十四年度至
仝十六年度

農場 １９３９―１９４２

０５２８ 町村交付金教育補助金関係書類
自昭和十七年度至
仝十九年度

農場 １９４２―１９４５

０５２９［昭和十九年度教育補助金精算書・決算書］［昭和２０～２１年］ ［農場］ １９４５―１９４６

０５３０ 発来翰綴
自大正十一年仝十
二年仝十三年至昭
和七年

農場事務所 １９２２―１９３２

０５３１ 雑件
自昭和十一年度至
仝十三年度

農場 １９３６―１９３８

０５３２ 雑件書類 自昭和十四年度至 農場 １９３９

０５３３ 雑件
自昭和十七年至仝
十九年度

農場 １９４１―１９４４

０５３４ 雑件書類 昭和二十一年度
北海道帝国大学農学
部附属農場

１９４６

０５３５ 雑件書類 昭和二十二年度 農場 １９４７

０５３６ 雑件 昭和二十五年度 農場 １９５０

０５３７ 雑件
自昭和二十六年度
至

北海道大学農学部附
属農場

１９５１

０５３８ 農事部ニ関スル規程及令達
［明治４１年～大正１０
年］

農事部 １９０８―１９２１

０５３９ 例規
自大正十二年至昭
和十年

農場 １８９８―１９３５

０５４０ 例規
自昭和十一年至昭
和十八年度

農場 １９３６―１９４３

０５４１ 例規 自昭和十九年 農場 １９４４―１９４５

０５４２ 例規
昭和二十一年度仝
二十二年

北海道帝国大学農学
部附属農場

１９４５―１９４７

０５４３ 例規書類 昭和二十三年度 農場 １９４８

０５４４ 例規（超勤） 自昭和二十三年度
北海道大学農学部附
属農場

１９４８―１９４９
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資料
番号

資料名
年代

資料名 年・年度・自至 作成者

０５４５ 例規 昭和二十五年度 農場 １９５０

０５４６ 例規綴 昭和二十六年度
北海道大学農学部附
属農場

１９５１

０５４７ 例規綴 昭和二十七年度 農場 １９５２

０５４８ 例規綴 昭和二九年度 農場 １９５４

０５４９［第十六臨時教員養成所入所志願者薦挙書］［昭和４年］
［第十六臨時教員養
成所］

１９２９

０５５０ 教育学史第一学期答案 昭和四年七月三日
第十六臨時教員養成
所

１９２９

０５５１
第二学年第一学期試験答案集 試験第目 教
育ノ目的

昭和五年度
第十六臨時教員養成
所

１９３０

０５５２ 第二学年第二学期試験答案 教育 昭和五年十二月
第十六臨時教員養成
所

１９３０

０５５３［第九臨時教員養成所数学科第三学年名簿］［昭和５年］
［第九臨時教員養成
所］

１９３０

０５５４
昭和六年三月卒業
広島高等師範学校生徒名簿
第二臨時教員養成所生徒名簿

［昭和６年］
［広島高等師範学校、
第二臨時教員養成所］

１９３１

［備考］推定、補足は、［ ］の中に入れて表記した。
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【 解 題 】

井上 高聡

１．東北帝国大学農科大学・北海道帝国大学簿書目録について

「東北帝国大学農科大学・北海道帝国大学簿書」５５４点は、北海道大学が旧制大学であっ

た１９０８―１９４９年を中心とした時期に大学本部・事務局が作成・収受した公文書資料群であ

る。北海道大学では、創基１００周年に際して１９８０年に、北海道大学百年史編集室が「札幌

農学校簿書」約１，０００点（大学文書館所蔵）の目録作成を行なった。「東北帝国大学農科大

学・北海道帝国大学簿書」の目録作成は、それに引き続く北海道大学の歴史的な基幹公文

書の整理である。

２．移管・収蔵・保管の経緯

資料群は移管・収蔵・保管の経緯により４グループに分けることができる。

①行事関係庶務課文書３点

１９９９年に、北海道大学１２５年史編集室が事務局資料保存庫を調査した際、行事関係庶務

課文書３点（資料番号０００１、０１３１、０１３２）を総務部総務課から移管した。編集室閉室後、

大学文書館が引き継いだ。

②予算・概算要求関係会計課文書６５点

２０００年４月に、北海道大学１２５年史編集室が経理部主計課から、１８９８―１９４９年の予算・概

算要求関係会計課文書６５点（資料番号０４３４―０４６９、０４７１―０４９９）の移管を受けた。編集室閉

室後、大学文書館が引き継いだ。

③附属図書館北方資料室から移管した学生監部文書１点

学生監部文書１点（資料番号０４０５）は、２００８年４月に、附属図書館北方資料室から大学

文書館に移管した。

④附属図書館北方資料室から移管した旧制大学期簿書５３０点

２００６年、附属図書館北方資料室が保管していた東北帝国大学農科大学・北海道帝国大学

期の簿書５３０点の仮目録を大学文書館において作成し、同年４月に正式に大学文書館に移

管した。簿書は主に大学本部の庶務課・学生課・会計課と農場の公文書である。ほとんど

が１９０８―１９４９年の旧制大学期の文書であるが、一部に１９０７年以前の札幌農学校期の文書を

含む簿書や、１９５０年代、６０年代の簿書や綴を含む。

この資料群を附属図書館北方資料室が保管してきた経緯について、元北方資料室主任秋

月俊幸が以下のように述べている。
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大学事務局が増築されてそれまで赤レンガの旧奉安殿内に保存されていた文書類が移

転されたときのことです。そのころは『北大百年史』の編集中だったので、文書を廃

棄するという文書課からの連絡を受けて私も「百年史編集室」の人たちと一緒に駆け

つけたのですが、大学南門の前にはすでに廃棄が決定された大量の書類が山積みにさ

れておりました。それらは大型トラック数台分にもあたると思われる量で、驚いてし

まいました。どこから手をつけてよいか分らず、やむなく表面に見えている文書綴の

なかから一見してめぼしいと思われるものを百数十冊ほど拾い出したのですが、後は

やむなく断念せざるをえませんでした。書棚に並んでいるうちに知らせてくれたらと

残念がったものです。「拾ってきた」文書綴は未整理のまま観音開きのスチール製文

書保存庫３つに収めて「北方資料室」前の廊下に置いていたのですが、あるとき東大

の大学院生が訪ねてきたことがありました。戦時中の学生に関する何かの調査資料を

調べたいというのでその保存庫をみせたところ、いくつかの書類を取出してこの種の

資料が残っている大学は非常に少ないといって大変喜び、数日間滞在を延期して熱心

に調べておりました。恐らくそれらの文書類は、当時の大学事務局から見ると無意味

で厄介なしろものであったに違いありません１）。

以上のような経緯であるため、資料群としては簿書の内容や年代に斑があり、戦後の公

文書が紛れ込むことになった。

この資料群については、北方資料室において未整理のまま保管していたが、１９９７年１２月

に東北帝国大学百年史編纂室員が調査を行ない、資料リストを作成した。

今回、「東北帝国大学農科大学・北海道帝国大学簿書目録」を作成するに当たり、文部

省や教育情報調査研究所といった学外組織等の刊行物合冊綴など３０点、北海道帝国大学の

諸規則の冊子体刊行物７点、新制大学学部等設置申請認可関係文書４点、札幌農学校期の

簿書１点の計４２点は資料群から外した。また、６点の文書を他の簿書の一部と判断して統

合し、３点の文書それぞれを内容と形態から２つに分割した。よって、２００６年作成仮目録

に記載した５３０点の資料の内４８８点分の文書を、４８５点の文書として本目録に登録した。

１９５０年代、６０年代の明らかに新制大学期の文書については、旧制と新制により判然と区

別することが困難な場合もあること、北方資料室に収蔵・保管した際の経緯から、そのま

ま資料群中に留めた。

なお、農場文書４３点の内４２点については、農場００１―０２４、１０１―１１８の番号を付したシール

が貼られており、上述とは別の経緯で北方資料室が保管することになった可能性もある。

現在のところ、詳細は不明である。

３．資料の配列

本目録作成に当たっては、文書の作成・収受原課係ごとに整理する方針を取った。①庶

務課文書係文書、②庶務課秘書係文書、③庶務課教務係文書、④学生課文書、⑤会計課文
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書、⑥農場文書、⑦第十六臨時教員養成所文書の順番に資料番号を付して配列した。資料

群の内容・年代及び事務機構変遷の歴史的な特徴を鑑み、１９３０年３月制定の「北海道帝国

大学庶務規程」による事務編成２）を基準とした。

①庶務課文書係文書９９点（資料番号０００１―００９９、年代１９０７―１９６３年）

庶務課文書係は、公文書類・刊行物・統計調査・学術研究などを担当するほか、他部課

が所管しない事項を取り扱った。現在の総務担当に類する。

②庶務課秘書係文書６７点（資料番号０１００―０１６６、年代１９１１―１９６３年）

庶務課秘書係は、人事・儀式・海外出張などを担当した。

③庶務課教務係文書２３８点（資料番号０１６７―０４０４、年代１９０７―１９６３年）

庶務課教務係は、学生・生徒の入学・卒業・授業など教務全般のほか、兵役、講演会・

講習会などを担当した。これらの業務を担当する事務組織は、教務部→庶務課教務係→学

生課教務係→庶務課教務係と変遷するため、時期により文書の作成者名義が異なる。

④学生課文書２９点（資料番号０４０５―０４３３、年代１９１２―１９４０年）

学生課は、学生・生徒の監督指導全般、外国人留学生、体格調査などを担当した。組織

としては学生生徒監部から始まり、一時期は教務部、庶務課教務係が担当した。１９２８年１２

月に学生課が設置され、その後、業務範囲が膨張していく。思想取締に関する文書はさほ

ど多くない。

⑤会計課文書７２点（資料番号０４３４―０５０５、年代１８９８―１９５０年）

予算書、概算要求書が多数を占める。

⑥農場文書４３点（資料番号０５０６―０５４８、年代１８８９―１９６４年）

農場事務は、当初、札幌農学校・東北帝国大学農科大学の事務組織が担当していた。従っ

て、札幌農学校簿書にも農場文書が多数含まれている。また、旧農学部附属農場文書（大

学文書館所蔵、現在整理中）とも関連性の深い資料群である。

⑦第十六臨時教員養成所６点（資料番号０５４９―０５５４、年代１９２９―１９３１年）

第十六臨時教員養成所は、１９２９年３月に師範学校・中学校・高等女学校の博物科教員養

成のため、北海道帝国大学に附設された。定員９０名、３年間の修業年限であった。１９３２年

に３０名の卒業生を出して閉所した。事務は庶務課教務係が担当していた。

〔注〕

１） 全国大学史資料協議会２００２年度全国大会における秋月俊幸の記念講演（２００２年１０月１６日）。秋月俊

幸「「北方資料室」と北大資料」（全国大学史資料協議会『大学資料をめぐる現状と課題――２００２年度

全国研究会の記録 於：北海道大学――』、研究叢書第４号、２００３年１２月）、１２―１３ページ。

２） このときの事務編成とその特徴については、『北大百年史』部局史（１９８０年３月）の１３９４―１３９５ペー

ジ、『北大百年史』通説（１９８２年７月）の２４２ページを参照。

（いのうえ たかあき／北海道大学大学文書館員）
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