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＜ 記 録 ＞

大学文書館業務記録（２０１３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事務局総務企画部企画課関係文書

移管：２０１３年１月８日事務局総務企画部企画課より（４９箱）／仮目録：１月２４日（文

書１，０８５点、刊行物４２点）／選別：重複文書等を除いた４２１点を保存（本年報１５０～１７９

頁を参照）

②農場関係文書

移管：２０１３年３月２６日北方生物圏フィールド科学センター事務部より（５箱）／仮目

録：４月２３日（文書８８点）【『北大時報』第７０９号掲載】

③医学部関係文書

移管：２０１３年３月２９日医学系事務部より（２０箱）／仮目録：５月２日（文書２０７点、写

真資料９点、音声資料７点）／全保存【『北大時報』第７０９号掲載】

④工学部関係文書

移管：２０１３年６月２４日工学部事務部より（３箱）／仮目録：６月２４日（文書３６点）／全

保存

�２ 附属図書館北方資料室所蔵沿革刊行物の整理

大学文書館資料保管庫（附属図書館中央棟２階西書庫）へ２０１１年１０月１２日に移動した

附属図書館北方資料室沿革資料室所蔵大学沿革刊行物について、２０１３年も前年に引き続

き、整理・目録作成作業を進めた。

�３ 農学研究院森林資源科学講座からの受入資料

受入：４月１８日／植物学教室旧蔵資料１箱（草稿類、菌類スケッチ図等）

�４ 農学部農業経済学科図書室からの受入資料

受入：６月１０日、１０月７日／農業経済学教室関係資料１０点（有島寮芳名録、高岡熊雄

手稿等）、大学新聞原紙５点、学寮問題関係ビラ

�５ 第二農場からの受入資料

受入：１０月２２日／教育掛図一式

�６ 理学研究院自然史科学部門地球惑星システム科学分野からの受入資料

受入：１１月７日／元理学部教授渡辺暉夫旧蔵資料８１箱／選別：１１月７日（６箱保存、

７５箱廃棄）

�７ 理学部事務会計担当からの受入資料

受入：１１月２０日／航空写真パネル４点
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�８ 医学研究科社会医学専攻予防医学講座環境医学分野からの受入資料

受入：６月１１日／衛生学教室旧蔵１６㎜フィルム９点

�９ 文学部事務部会計担当からの受入資料

受入：９月１０日／紀元２６００年記念鏡台１点

�１０ 総合博物館からの受入資料

受入：１２月１７日／地質学鉱物学科教室日誌類１箱（２７点）

２．資料収集業務

�１ 札幌農学校期学生関係資料

①南鷹次郎（札幌農学校第２期生・農学部長）関係資料

寄贈者：北村行伸氏（南鷹次郎ご曾孫）

受贈日：６月４日／受贈資料：２点（南鷹次郎・多賀夫妻肖像写真）

②高松正信（札幌農学校第２４期生・農学部畜産学科教授）関係資料

寄贈者：高松信夫氏（高松正信ご令息）

受贈日：７月４日／受贈資料：６１点（第２５回遊戯会記念メダル、１９００～１９４０年代集合

写真、創基８０周年記念畜産学科写真帖、寮歌集等）【『北大時報』第７１２号掲

載】

③伊藤一隆（札幌農学校第１期生）・平野彌十郎（伊藤一隆実父）関係資料

寄贈者：桑原真人氏

受贈日：８月６日／受贈資料：１１７点（開拓使・札幌県・北海道庁等の辞令類、平野

父翁昔日語・平野面堂翁日誌の筆写版等）

④時任一彦（札幌農学校第１５期生・農学部長）関係資料

寄贈者：時任顯正氏（時任一彦ご令息）

受贈日：８月２０日／受贈資料：２６０点（協済会関係文書、学生監関係文書、農学部教

授会関係文書等）【『北大時報』第７１４号掲載】

�２ 旧制大学期学生関係資料

①澁谷紀三郎（農科大学農芸化学科１９０８年卒業）関係資料

寄贈者：澁谷紀直氏（澁谷紀三郎ご令孫）

受贈日：３月２６日／受贈資料：１点（直筆履歴書）【『北大時報』第７０９号掲載】

受贈日：４月１日／受贈資料：１２点（写真８点、旧蔵書３点、短歌集１点）【『北大時

報』第７０９号掲載】

受贈日：６月２７日／受贈資料：１６点（旧台北帝国大学大学村復元地図、写真類）【『北

大時報』第７１２号掲載】

受贈日：１２月９日／受贈資料：１点（札幌農学校第１１期生大島金太郎関係絵葉書）

②笠原篤三（工学部土木工学科１９３５年卒業）関係資料
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寄贈者：笠原篤氏（笠原篤三ご子息）

受贈日：４月１７日／受贈資料：２点（工学部土木工学科１９３５年卒業記念写真帖、「工

学部試験合格科目及論文題目証明書」）【『北大時報』第７１０号掲載】

③伊藤六郎（農学実科１９３０年卒業）関係資料

寄贈者：鈴木美智子氏（伊藤六郎ご息女）

受贈日：４月１７日／受贈資料：１点（農学実科１９３０年卒業記念写真帖）【『北大時報』

第７１０号掲載】

④�坂信 （農科大学１９０９年卒業）関係資料

寄贈者：宮崎康宏氏（�坂信 ご令孫）

受贈日：７月２１日／受贈資料：８１点（墨蹟、著作原稿、著作物、写真等）【『北大時報』

第７１４号掲載】

⑤林善茂（農学部農業経済学科１９４３年卒業・経済学部教授）関係資料

寄贈者：林淳氏（林善茂ご子息）

受贈日：７月２４日／受贈資料：５９点（予科農類１９４１年修了記念写真帖『弧』、農学部・

経済学部関係集合写真等）

⑥平野新治（医学部１９３９年卒業・医学部耳鼻咽喉科学講座第３代教授）関係資料

寄贈者：猪股はる枝氏（平野新治ご息女）

受贈日：９月２７日／受贈資料：２４点（１９４０‐１９５０年代手稿類、１９６０年代大学構内カラー

撮影スライド等）【『北大時報』第７１５号掲載】

⑦奥村信一（農学部林学科１９２９年卒業・工学部鉱山工学科１９４３年卒業）関係資料

寄贈者：奥村繁樹氏・奥村昌聰氏（奥村信一ご令息）

受贈日：１１月１日／受贈資料：２２点（受講ノート、写真等）【『北大時報』第７１６号掲

載】

受贈日：１２月１０日／受贈資料：３点（卒業論文、学修簿、ノート）【『北大時報』第７１８

号掲載】

⑧岡部柾雄（医学部１９２７年卒業）関係資料

寄贈者：岡部幸子氏（岡部柾雄一ご息女）

受贈日：１１月７日／受贈資料：２０点（医学部第２期生卒業記念写真帖、医学部関係写

真等）【『北大時報』第７１６号掲載】

�３ 新制大学期学生関係資料

①１９５０‐１９６０年代農業生物学科学生関係資料

寄贈者：日下大器氏（農学部農業生物学科１９６２年卒業）

受贈日：１月３０日／受贈資料：３２点（下宿料領収書、農業体験日記、農業観察記録・

研究・旅行記録ノート等）【『北大時報』第７０７号掲載】

受贈日：４月１日／受贈資料：３７点（教養部試験答案、証書類等）

受贈日：８月３０日／受贈資料：８点（「大日本菌類誌第一巻」転写ノート等）
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②１９５０‐１９６０年代農芸化学科学生関係資料

寄贈者：川嶋浩二氏（農学部農芸化学科１９６２年卒業）

受贈日：１１月２１日／受贈資料：１３点（入学許可書、学生証、学修簿、証書類、書簡貼

付帖等）【『北大時報』第７１７号掲載】

受贈日：１２月３日／受贈資料：１９点（教養部・農学部学生集合写真、徽章・バックル

等）【『北大時報』第７１７号掲載】

受贈日：１２月２５日／受贈資料：５点（国家公務員採用上級試験合格関係資料）

③１９５０年代教養部学生関係資料

寄贈者：大嶋和雄氏

受贈日：８月２日／受贈資料：１点（北海道大学教養部理類３３年１２組同級会「アゴラ

の会」編『Αγορα』第９号）

�４ 寮・各種団体資料

①恵迪寮関係資料

〔１〕寄贈者：�井宗宏氏
受贈日：４月２日／受贈資料：１１点（『寮歌集』）

受贈日：１０月３日／受贈資料：１袋（『恵迪』掲載原稿）

〔２〕寄贈者：両角長彦氏

受贈日：７月２日／受贈資料：１点（１９８１年１月３１日恵迪寮ジャンプ大会映像 DVD）

【『北大時報』第７１２号掲載】

〔３〕寄贈者：福元彰氏

受贈日：１０月１７日／受贈資料：１点（恵迪寮炊事担当芦原カメ旧蔵書『北海道大学学

生寮新設・閉寮記念誌』）

②北海尚志舎関係資料

紹介者：浜島泉氏

受贈日：４月１７日／受贈資料：１点（「北海尚志舎同窓会名簿 昭和３５年３月」）

③青年寄宿舎関係資料

寄贈者：青年寄宿舎舎友会

受贈日：１０月２３日／受贈資料：７箱（写真帖、寄宿舎日誌等）

受贈日：１１月１日／受贈資料：１点（『宮部金吾と舎生たち――青年寄宿舎１０７年の日

誌に見る北大生』）

④ラグビー部関係刊行物

寄贈者：ラグビー部 OB

受贈日：５月２日／受贈資料：６点（部報『北菱』）

⑤スキー部関係刊行物

寄贈者：スキー部 OB会

受贈日：７月４日／受贈資料：８１点（『北大 OBスキークラブ会報』、『北大スキー部
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OB会会報』）

⑥水泳部関係資料

寄贈者：三浦裕行氏

受贈日：１０月３０日／受贈資料：１袋（水泳部選手内田正練関係写真等）

⑦学内刊行物関係資料

〔１〕寄贈者：羽田野六男氏

受贈日：４月２日／受贈資料：３８点（『北大季刊』、教養部講師宮本春一私小説等）

〔２〕寄贈者：出村文理氏

受贈日：１０月１６日／受贈資料：２点（『北大時報』編集関係資料資料）

�５ 大学・部局等沿革資料

①戦前期絵葉書資料

寄贈者：真鍋圭哲氏

受贈日：２月１５日／受贈資料：１点（戦前期絵葉書セット「北海道帝国大学大観」）

②附属図書館関係資料

寄贈者：杉田福夫氏

受贈日：１月８日／受贈資料：４点（１９８４年附属図書館増築記念式典関係写真）

③創基関係記念品

寄贈者：北野隆志氏

受贈日：５月１７日／受贈資料：１点（創基８０周年記念バックル）

④教養部関係資料

寄贈者：南部�氏
受贈日：９月２７日／受贈資料：４４点（宮澤俊雅旧蔵教養部教官会議関係資料）

⑤文学部関係資料

寄贈者：大庭幸生氏

受贈日：１月２８日／受贈資料：１０５点（藤岡喜久男旧蔵藤井事件関係資料）

⑥法学部関係資料

寄贈者：中村研一氏

受贈日：５月２３日／受贈資料：１１箱（在職関係資料）

⑦教育学部関係資料

寄贈者：逸見勝亮氏

受贈日：５月２３日／受贈資料：１点（城戸幡太郎最終講義写真）

⑧経済学部関係資料

寄贈者：酒井康弘氏

受贈日：１２月９日／受贈資料：１箱（１９７０‐１９８０年代経済学部教室日誌・アルバム等）

⑨理学部関係資料

〔１〕寄贈者：細谷将彦氏

北海道大学大学文書館年報 第９号（２０１４年３月）

―１８４―



受贈日：１１月２５日／受贈資料：１点（北大理学部総合雑誌『底流』第６号）

〔２〕寄贈者：在田一則氏

受贈日：１２月４日／受贈資料：１３点（学生便覧、北大理学部総合雑誌『底流』等）

⑩予科・理学部・低温科学研究所関係資料

寄贈者：東眞理子氏・東恵美子氏（東晃ご息女、東新ご令孫）

紹介者：山崎敏晴氏

受贈日：２月９日／受贈資料：東新・東晃父子旧蔵９５点（予科生贈呈銀製シガレット

ケース１点、１９５４－１９５９年大学構内カラー撮影スライドフィルム）【『北大時

報』第７０７号掲載】

受贈日：２月１６日／受贈資料：東晃旧蔵６点（中谷宇吉郎教室文芸会誌『雪晴れ』）

受贈日：２月２２日／受贈資料：東晃旧蔵２点（理学部創立２０・２５周年記念写真帖）

受贈日：３月９日／受贈資料：東晃旧蔵３点（『北海道帝国大学行幸記念写真帖』、土

佐林義雄撮影『北海道帝国大学写真帖』、中谷宇吉郎研究室旧蔵「根室附近

霧調査研究演習報告書」）

受贈日：３月１６日／受贈資料：東晃旧蔵２点（中谷宇吉郎『物理学読本』草稿類、人

工雪誕生の地記念碑除幕式アルバム）

受贈日：５月１８日／受贈資料：東晃旧蔵書簡１５２点（中谷宇吉郎書簡、吉田洋一書簡

等）

３．研究調査業務

�１ 研究調査・資料調査

開拓使の教育政策に関する研究

２０１２年度より引き続き、科学研究費補助金基盤研究（Ｃ）の交付を受け、「近代北海道

における初等教育始動期の学校普及・定着策に関する歴史的研究」（研究代表者：井上高

聡）を進めた。［１］東京都（国立国会図書館・国立公文書館）、［２］東北地域（鶴岡市立

図書館・鶴岡市郷土資料館・東北大学附属図書館）、［３］道東地域（市立釧路図書館・釧

路市立博物館・根室市図書館・根室市歴史と自然の資料館）に赴き、開拓使および関係文

書・文献調査を行った。研究成果は、教育史学会第５７回大会において発表した。

４．その他の業務

�１ 大学史講義

２０１３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

准教授近藤健一郎）に、２００７～２０１２年度より引き続き、池上重康（工学研究院助教、大学

文書館兼務教員）、井上高聡（大学文書館助教）が講義に協力した。

大学文書館業務記録（２０１３年１月～１２月）
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�２ 資料見学会

①資料見学会「新渡戸稲造の“homeport”札幌時代」

９月１７日、東京女子大学からのリトリート（修養旅行）「初代学長新渡戸稲造先生の

足跡をたどって」に応じ、資料見学会「新渡戸稲造の“homeport”札幌時代」を附属

図書館玄関棟４階大会議室で開催した。新渡戸稲造が札幌農学校生として、また農学校

教員として過ごした２０年間を資料（地図・文書・書簡・写真・受講ノート・学生日記・

刊行物等）で顧みた。

また、会場奥には、特別展示として「北海道帝国大学に入学した東京女子大学出身者

たち」のコーナーも設けた。 【『北大時報』第７１５号掲載】（本年報１０９～１４９頁を参照）

②資料見学会「W. Wheeler先生」

９月１９日、札幌農学校米国人教師・第二代教頭

W. Wheelerのご子孫にあたる Penny Bradshow，

Ralph Bradshowご夫妻をむかえて、資料見学会「W.

Wheeler先生」を附属図書館玄関棟４階大会議室Ｃ

において開催した。当日は、大学文書館・附属図書

館北方資料室所蔵資料より、札幌農学校での教授活

動を表す諸資料（書簡、文書、時間割等）や、ホィー

ラーゆかりの建造物（モデルバーン、豊平橋）の写

真等を陳列した。

�３ 展示

展示「“台湾は天然の恩恵裕なる”――植民地台湾を駈けた北大卒業生たち」第Ⅲ期

２０１１年度からの企画展示「“台湾は天然の恩恵裕なる”――植民地台湾を駈けた北大

卒業生たち」（全３期）について、最終期にあたる「《第Ⅲ期 学問と実業》高等農林・

帝大と民間企業において」を４月６日より７月３１日まで開催した。日本が台湾を植民地

統治した時代、台湾最大の産業である製糖業を足掛かりに、多くの北大卒業生が台湾に

就職先を求めて渡り、製糖業の民間会社のほか、台湾での農業高等教育と農学研究にも

関わっていった過程を、①民間企業の実業、②高等農林学校の教育、③台北帝国大学の

研究、④敗戦のそのあとも、として４部構成の陳列展示とした。

【『北大時報』第７０９号掲載】

�４ スライドショー

事務局総務企画部広報課地域連携・基金事務担当を経由し、旭川北大同窓会より「同

窓会総会で上映するために、同窓生が郷愁を感じられるようなスライドはないでしょう

か？」との要望があったことから、１０月１５日、スライド「写真で振り返る北大の歴史」
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（PowerPoint様式、約１０分放映）を作製し、同窓会へ提供した。スライドは、札幌農

学校～北海道大学に至るキャンパス・部局の変遷を中心に、９０枚の写真から構成し、見

出し・解説をそえたものとした。

�５ 資料検索システム

大学文書館内で整理業務用として利用する横断的な資料検索システム「大学文書館資

料検索システム」を、兼務教員の池上重康助教（工学研究院）に構築していただき、２

月５日より館内での試行を開始した。

大学文書館業務日誌（２０１３年１月～１２月）

１月８日 事務局総務企画部企画課より、学部等設置申請関係文書４９箱を受け入れ

１月８日 杉田福夫氏より、附属図書館関係写真４点を受贈

１月１６日 国際本部へ歴代総長肖像写真画像を提供

１月２４日 施設見学（中谷宇吉郎雪の科学館館長神田健三氏）

１月２８日 大庭幸生氏より、藤井事件関係資料１０５点を受贈

１月３０日 ２０１２度第１回大学文書館年報編集委員会（於：附属図書館玄関棟４階大会議室

Ｃ）

１月３０日 日下大器氏より、１９５０－６０年代在学・課外活動資料３２点を受贈

２月１日 『きぼうの虹』第３４４号（北海道大学生活協同組合、２０１３年２月発行）の「図

書館へ行こう！」第４回連載として「“厳父”の後ろ姿を追う――佐藤昌介文

庫」寄稿（井上）

２月５日 整理業務用横断検索システム「大学文書館資料検索システム」の館内試行開始

２月９日 山崎敏晴氏より、東新・東晃関係資料１箱を受け入れ

２月１４日 学外資料調査（鶴岡市立図書館・鶴岡市郷土資料館・東北大学附属図書館、～

２月１８日、井上）

２月１５日 真鍋圭哲氏より、戦前期絵葉書セット「北海道帝国大学大観」１点を受贈

２月１６日 山崎敏晴氏より、東晃関係資料６点を受け入れ

２月２１日 『えるむ』第１４２号（北海道大学学生委員会、２０１３年４月発行）の「北海道大

学歴史ノート」第１３回連載として「札幌農学校の「実学」を考える（二） 泥

くさいナンバー２、南鷹次郎」脱稿（井上）

２月２２日 山崎敏晴氏より、東晃関係資料２点を受け入れ

３月５日 ２０１２年度第２回大学文書館運営委員会（於：附属図書館玄関棟４階大会議室

Ａ）

３月９日 山崎敏晴氏より、東晃関係資料３点を受け入れ
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３月１６日 山崎敏晴氏より、東晃関係資料２点を受け入れ

３月２１日 学外資料調査（国立国会図書館・国立公文書館、～３月２５日、井上）

３月２６日 澁谷紀直氏より、澁谷紀三郎関係資料１点（直筆履歴書）を受贈

３月２６日 北方生物圏フィールド科学センター事務部より、農場台帳類５箱を受け入れ

３月２９日 医学系事務部より、旧制大学期の庶務・教務関係文書２０箱を受け入れ

３月３１日 『北海道大学大学文書館年報』第８号を刊行

４月１月 国際本部へ歴代総長の業績一覧を提供

４月１日 澁谷紀直氏より、澁谷紀三郎関係資料１２点を受贈

４月１日 日下大器氏より、１９５０－６０年代在学・卒業関係資料３７点を受贈

４月１日 『きぼうの虹』第３４５号（北海道大学生活協同組合、２０１３年４月発行）の「図

書館へ行こう！」第５回連載として「エキスポのエキスパート――南鷹次郎文

庫」寄稿（井上）

４月２日 羽田野六男氏より、大学関係刊行物等３８点を受贈

４月２日 �井宗宏氏より、『寮歌集』１１点を受贈
４月６日 展示「“台湾は天然の恩恵裕なる”――植民地台湾を駈けた北大卒業生たち《第

Ⅲ期 学問と実業》高等農林・帝大と民間企業において」を開催（～７月３１日、

会場：附属図書館２階正面玄関ロビー、共催：附属図書館）

４月１１日 附属図書館北方資料室より、高倉新一郎宛米村喜男衛書簡１点を受け入れ

４月１７日 笠原篤氏より、笠原篤三関係資料２点を受贈

４月１７日 鈴木美智子氏より、伊藤六郎関係資料１点を受贈

４月１７日 浜島泉氏の紹介により、同窓会関係資料１点を受贈

４月１８日 農学研究院森林資源科学講座宮本敏澄講師より、植物学教室旧蔵資料１箱を受

け入れ

４月２６日 大学案内誌『Be ambitious』（北海道大学事務局学務部入試課、２０１３年６月発

行）の「北海道大学の歴史」修正版脱稿（井上）

５月２日 北大ラグビー部ＯＢより、部報『北菱』６点を受贈

５月１７日 北野隆志氏より、創基８０周年記念バックル１点を受贈

５月１８日 山崎敏晴氏より、東晃関係書簡１箱を受贈

５月２３日 逸見勝亮氏より、城戸幡太郎最終講義写真１点を受贈

５月２３日 中村研一氏より、在職関係資料１１箱を受け入れ、資料目録作成開始

５月２８日 海外出張（アメリカ・コロラド州、～６月２日、井上）

６月１日 『きぼうの虹』第３４６号（北海道大学生活協同組合、２０１３年６月発行）の「図

書館へ行こう！」第６回連載として「総合博物館へ寄り道――「北大の蔵書」

展示」寄稿（井上）

６月４日 北村行伸氏より、南鷹次郎・多賀夫妻肖像写真２点を受贈

６月１０日 農学部農業経済学科図書室より、農業経済学科教室関係資料１０点（有島寮芳名
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録、高岡熊雄手稿等）を受け入れ

６月１１日 医学研究科藤田博美教授より、衛生学教室旧蔵１６ｍｍフィルム９点を受け入れ

６月１７日 総合博物館江田真毅講師より、山本敏旧蔵資料１箱について相談を受け、資料

１箱を受け取り、資料目録の作成開始

６月２１日 「北海道帝国大学農学部農学実科第二回卒業記念写真帖」（１９１９年）を古書店

より購入、山下欽次郎旧蔵資料であることが判明

６月２４日 工学部事務部より、教務関係文書３箱を受け入れ

６月２６日 資料見学（札幌農学校第１９期生森本厚吉について、森本晴生氏）

６月２７日 資料見学（農科大学１９０８年卒業澁谷紀三郎について、澁谷紀直氏）

６月２７日 澁谷紀直氏より、澁谷紀三郎関係資料１６点を受贈

７月２日 両角長彦氏より、１９８１年恵迪寮ジャンプ大会映像 DVD１点を受贈

７月３日 『えるむ』第１４３号（北海道大学学生委員会、２０１３年８月発行）の「北海道大

学歴史ノート」第１４回連載として「新渡戸稲造が後輩たちに語ったこと――感

性を育んだ札幌の atomosphere」脱稿（井上）

７月４日 スキー部 OB会より、『会報』１箱を受贈

７月４日 高松信夫氏より、高松正信関係資料６１点を受贈

７月５日 資料見学（農科大学１９１６年卒業今村忠夫について、今村昌耕氏御夫妻、西安信

氏）

７月１１日 工学部旧鉱山工学科実習報文を旧図書館資料保管室より附属図書館２階西書庫

へ移動・配架

７月１２日 附属図書館本館より、新渡戸稲造著作物１３点を受け入れ

７月２１日 宮崎康宏氏より、�坂信 関係資料８１点を受贈

７月２４日 林淳氏より、林善茂旧蔵写真５９点を受贈

７月３１日 北海道大学ホームカミングデー Facebookに、札幌農学校簿書・沿革写真等の

資料画像１０点を提供（８月１３日、８月１９日）

７月３１日 新渡戸稲造墨蹟１点を総長室に貸出、特別陳列

８月１日 資料見学（札幌農学校第７期生石川貞治について、白石圭子氏御夫妻）

８月１日 『きぼうの虹』第３４７号（北海道大学生活協同組合、２０１３年８月発行）の「図

書館へ行こう！」第７回連載として「心のエマンシペーション――新渡戸稲造

文庫」寄稿（井上）

８月２日 大嶋和雄氏より、北海道大学教養部理類３３年１２組同級会「アゴラの会」関係資

料１点を受贈

８月５日 資料見学学習会（対象：藤女子大学図書館情報学課程４年生４名・小川千代子

教授・下田尊久准教授、会場：附属図書館玄関棟４階大会議室Ａ）を開催

８月６日 桑原真人氏より、伊藤一隆・平野彌十郎関係資料２箱を受贈

８月１９日 学外資料調査（市立釧路図書館・釧路市立博物館・根室市図書館・根室市歴史
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と自然の資料館、～８月２２日、井上）

８月２０日 時任顯正氏より、時任一彦関係資料２６０点を受贈

８月２６日 施設見学（秋田県公文書館副主幹柴田知彰氏）

８月２６日 施設見学（釜山大学校教授宗静淑ほか６名）

８月２７日 施設見学（東京大学史史料室特任准教授森本祥子氏）

８月２９日 施設見学（JICA図書館前田和子氏）

８月３０日 日下大器氏より、１９６０年代在学関係資料８点を受贈

９月１０日 文学部事務部より、紀元２６００年記念鏡台１点を受け入れ

９月１２日 施設見学（帯広市立稲田小学校６年生４名・教諭島拓史氏）

９月１７日 資料見学会「新渡戸稲造の“homeport”札幌時代」（対象：東京女子大学学長・

学生・同窓会員、会場：附属図書館玄関棟４階大会議室）を開催

９月１９日 資料見学会「W. Wheeler先生」（対象：Ralph Bradshow，Penny Bradshow御

夫妻、会場：附属図書館玄関棟４階大会議室Ｃ）を開催

９月２０日 資料見学（札幌農学校農芸科１９０８年卒業楊熙光について、楊昭奎氏ほか２名）

９月２７日 猪股はる枝氏より、平野新治関係資料２４点を受贈

９月２７日 南部�氏より、旧教養部関係資料４４点を受贈
９月２８日 東北大学史料館創立５０周年記念講演会「「大学アーカイブズ」とこれからの大

学」に参加、東北大学史料館見学（～９月２９日、井上・山本）

１０月１日 『きぼうの虹』第３４８号（北海道大学生活協同組合、２０１３年１０月発行）の「図

書館へ行こう！」第８回連載として「「異形」の北海道――北方資料室の北方

地図コレクション」寄稿（井上）

１０月２日 施設部へ構内設置案内板「北区歴史と文化の八十八選」の歴史考証を回答

１０月３日 �井宗宏氏より、『恵迪』掲載原稿１袋を受贈
１０月７日 農学部農業経済学科図書室より、６点（大学新聞原紙５点、学寮問題関係ビラ）

を受け入れ

１０月８日 学外資料調査（国立国会図書館、～１０月１２日、山本）

１０月９日 全国大学史資料協議会２０１３年度総会・全国研究会「大学史資料の活用と展示」

に参加（於：明治大学駿河台キャンパス、～１０月１０日、山本）

１０月１０日 施設見学（ソウル大学校法学図書館司書金昌燮氏ほか２名）

１０月１３日 教育史学会第５７回大会に参加（於：福岡大学、～１０月１５日、井上）

１０月１５日 スライド「写真で振り返る北大の歴史」編集・作製完了、旭川北大同窓会に提供

１０月１６日 出村文理氏より、『北大時報』編集関係資料２点を受贈

１０月１７日 福元彰氏より、恵迪寮炊事担当芦原カメ旧蔵書１点を受贈

１０月１８日 施設見学（日本近現代資料館関係者７名）

１０月２２日 第二農場より、教育掛図一式を受け入れ

１０月２３日 青年寄宿舎舎友会より、青年寄宿舎関係資料７箱を受贈

北海道大学大学文書館年報 第９号（２０１４年３月）

―１９０―



１０月３０日 三浦裕行氏より、水泳部選手内田正練関係資料１袋を受贈

１１月１日 奥村繁樹氏・奥村昌聰氏より、奥村信一関係資料２２点を受贈

１１月１日 青年寄宿舎舎友会より、『宮部金吾と舎生たち――青年寄宿舎１０７年の日誌に見

る北大生』１点を受贈

１１月５日 資料見学（国立台湾師範大学大学院学生謝明如氏、～１１月１１日）

１１月７日 理学研究院自然史科学部門地球惑星システム科学分野より、渡辺暉夫旧蔵資料

８１箱を受け入れ

１１月７日 岡部幸子氏より、岡部柾雄関係資料２０点を受贈

１１月１０日 国文学研究資料館主催平成２５年度アーカイブズ・カレッジ（史料管理学研修

会）を受講（於：遠野市立図書館等、～１１月１８日、井上）

１１月１４日 施設見学（東京学芸大学講師服部哲則氏）

１１月１５日 施設見学（総合研究大学院大学附属図書館副館長・監査主幹柳生修二氏ほか１

名）

１１月２０日 『えるむ』第１４４号（北海道大学学生委員会、２０１４年１月発行）の「北海道大

学歴史ノート」第１５回連載として「中央ローンにスケート場――氷滑事始」脱

稿（井上）

１１月２０日 理学部事務部より、航空写真パネル４点を受け入れ

１１月２１日 川嶋浩二氏より、１９５０－６０年代入学・在学・卒業関係資料１３点を受贈

１１月２５日 細谷将彦氏より、北大理学部総合雑誌『底流』第６号（１９６４年）を受贈

１１月２６日 学外資料調査（国立国会図書館、～１１月３０日、山本）

１１月２９日 慶應義塾大学福澤研究センター主催シンポジウム「明治期における中等教育の

展開――接続問題を考える」に参加（於：慶應義塾大学三田キャンパス、山本）

１２月１日 『きぼうの虹』第３４９号（北海道大学生活協同組合、２０１３年１２月発行）の「図

書館へ行こう！」第９回連載として「求道者の侶伴――内村鑑三文庫」寄稿（井

上）

１２月３日 川嶋浩二氏より、１９５０－６０年代在学関係資料１９点を受贈

１２月４日 在田一則氏より、在学関係資料１３点（学生便覧、『底流』等）を受贈

１２月６日 資料見学学習会（対象：教育学部生４名・大櫃敬史特任教授、会場：附属図書

館玄関棟４階大会議室Ａ）を開催

１２月９日 澁谷紀直氏より、札幌農学校第１１期生大島金太郎関係絵葉書１点を受贈

１２月９日 酒井康弘氏より、１９７０－８０年代経済学部教室日誌・アルバム１箱を受贈

１２月１０日 奥村繁樹氏・奥村昌聰氏より、奥村信一関係資料３点を受贈

１２月１６日 資料見学学習会（対象：「北海道大学の歴史」受講生２４名・近藤健一郎准教授・

池上重康助教、会場：附属図書館玄関棟４階大会議室Ａ・Ｂ）を開催

１２月１７日 総合博物館より、地質学鉱物学科教室日誌類１箱を受け入れ

１２月２５日 川嶋浩二氏より、１９６０年代進路関係資料５点を受贈
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大学文書館利用状況（２０１３年１月～１２月）

�１ 参考調査 ６５１点（３８４件、３９２名）

�２ 閲覧・複写 ３，４２４点（５５０件、６０７名）

（開館日数２４３日、閲覧日数１０１日：水・木曜日）

�３ 出版・放映掲載利用 １０９点（３５件、３８名）

�４ 展示利用 ２５点（６件、６名）

�５ 取材・撮影 ９６点（１７件、３９名）

�６ 見学・視察等 １９件（１１４名）

大学文書館構成

◇館長 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 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．～２０１３．３．３１．

松王 政浩 （理学研究院教授） ２０１３．４．１．～

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．～２０１３．３．３１．

上田 雅信 （メディア・コミュニケーション研究院教授）

２０１３．４．１．～

◇兼務教員 坂下 明彦 （農学研究院教授） ２００５．５．１．～

池上 重康 （工学研究院助教） ２００７．４．１．～

権 錫永 （文学研究科教授） ２００８．４．１．～

◇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．～

角 幸博 （名誉教授） ２０１２．４．１．～
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◇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

連 長順 ２０１２．４．４．～

廣瀬 公彦 ２０１２．５．１４．～２０１３．３．２９，４．１５．～

佐々木 朝子 ２０１２．９．１４．～２０１３．３．２９，４．１９．～

張 可勝 ２０１２．１０．１５．～２０１３．３．２６，４．１５．～

劉 � ２０１２．１０．１７．～２０１３．３．２８．

方 超 ２０１３．９．３．～２０１３．１２．２４．

齊田 春菜 ２０１３．１０．２．～１１．２７．

◇事務 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 新田 孝彦 （大学文書館長） 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） ２００７．７．２３．～

池上 重康 （工学研究院助教） ２００７．７．２３．～

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。
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�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。
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