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＜ 資 料 ＞

〔目録〕事務局総務企画部企画課文書（学部等設置申請関係）

資料
番号

資料表記
年代

資料名 年・年度・自至 作成者

０００１『大学制度改革案』
昭和二十二年九月
二十日発行

北海道帝国大学大学
制度審議会

１９４７

０００２
［新学制移行に関する委員会委員長報告（大
学基準協会）］

［昭和２２年］ ［庶務課文書係］ １９４７

０００３
［体育保健研究委員会委員長報告、委員会
議事抄録（大学基準協会）］

［昭和２２年～昭和２４
年］

［庶務課文書係、庶
務課文書掛］

１９４７―１９４９

０００４
［家政学教育基準分科会委員長報告、家政
学部基準（大学基準協会）］

［昭和２２年］ ［庶務課文書係］ １９４７

０００５
［大学行政研究委員会議事抄録（大学基準
協会）］

［昭和２３年］ ［庶務課文書係］ １９４８

０００６
［一般教育研究委員会社会科学部門委員会
議事抄録、一般教育研究委員会委員長中間
報告（大学基準協会）］

［昭和２３年］ ［庶務課文書係］ １９４８

０００７
［医学教育分科委員長報告、医学教育基準
（大学基準協会）］

［昭和２３年］ ［庶務課文書係］ １９４８

０００８
法学関係［法学関係研究委員長報告、法学
教育研究委員会議事抄録（大学基準協会）］

［昭和２３年］ ［庶務課文書係］ １９４８

０００９
［仏教学教育基準分科委員長報告（大学基
準協会）］

［昭和２３年］ ［庶務課文書係］ １９４８

００１０
神学基準関係［神学教育基準分科会委員長
報告、分科会議事抄録（大学基準協会）］

［昭和２３年～昭和２４
年］

［庶務課文書係、庶
務課文書掛］

１９４８―１９４９

００１１
［教員養成基準分科会委員長報告（大学基
準協会）］

［昭和２３年］ ［庶務課］ １９４８

００１２
［大学に於ける教職課程の基準（大学基準
協会）］

［昭和２３年１２月］ ［庶務課］ １９４８

００１３
［図書館研究委員会委員長報告、大学図書
館基準、大学図書館実況調査表など］

［昭和２３年～昭和２４
年］

［庶務課文書係、庶
務課文書掛］

１９４８―１９４９

００１４ 新制大学設置関係書類綴 昭和廿三年 ［庶務課］ １９４８

００１５ 北海道大学設置認可申請書 ［昭和２３年］ 提出 北海道大学 １９４８

００１６ 第九ノ三 教養学科教員予定 ［昭和２３年］ 北海道大学 １９４８

００１７ 第九ノ三 教養学科教員予定［草案］ ［昭和２３年］ 北海道大学 １９４８

００１８
第九ノ四 教員個人調（一） 教養学科
農学部 医学部

［昭和２３年］ ［北海道大学］ １９４８
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００１９
第九ノ四 教員個人調（二） 工学部 理
学部 法文学部 低温科学研究所 触媒研
究所 応用電気研究所

［昭和２３年］ ［北海道大学］ １９４８

００２０
［様式第九ノ三 学部別教員予定（教育学
部教育技術科（体育））の草稿］

［昭和２３年］ ［庶務課］ １９４８

００２１
［水産学部特別委員名簿、北海道大学体育
学科設置案］

［昭和２３年］ ［庶務課］ １９４８

００２２ 様式第九ノ四 教員個人調（教育学部） ［昭和２３年］ 提出 北海道大学 １９４８

００２３ 教育学部申請書
［昭和２３年～昭和２６
年］

［庶務課］ １９４８―１９５１

００２３―１
様式第九ノ三 学部別教員予定（教育学
部）

［昭和２３年～昭和２６
年］

提出 北海道大学 １９４８―１９５１

００２３―２
様式第九ノ四 教員個人調（教育学部）
［１］

［昭和２３年～昭和２６
年］

提出 北海道大学 １９４８―１９５１

００２３―３
様式第九ノ四 教員個人調（教育学部）
［２］

［昭和２３年～昭和２６
年］

提出 北海道大学 １９４８―１９５１

００２４
［新制大学開講対策委員会、分科会議長会
議記録］

昭和二十四年一月
十三日

［庶務課］ １９４９

００２５ 新制大学設置関係書類綴 昭和廿四年 ［庶務課］ １９４９

００２６ 新制大学概算要求書 ［昭和２４年］ ［庶務課］ １９４９

００２６―１ 新制大学概算要求書 ［昭和２４年］ 北海道大学 １９４９

００２６―２ 様式第一 北海道大学設置要項 ［昭和２４年］ 提出 北海道大 １９４９

００２６―３ 様式第二 学則要領 ［昭和２４年］ 提出 北海道大学 １９４９

００２６―４ 様式第九ノ二 学部及学科教員 ［昭和２４年］ 提出 北海道大学 １９４９

００２６―５
様式第九ノ三（追加） 教員予定表（定員
外）

昭和廿四年弐月拾
九日

提出 北海道大学 １９４９

００２６―６ 様式第九ノ三（追加） 教員予定（農学部）［昭和２４年］ 提出 北海道大学 １９４９

００２６―７ 様式第九ノ三追加 教員予定 医学部 ［昭和２４年］ 提出 北海道大学 １９４９

００２６―８
様式第九ノ三（追加） 教員予定（工学部
電気工学科）

［昭和２４年］ 提出 北海道大学 １９４９

００２６―９ 様式第九ノ三（追加） 教員予定（理学部）［昭和２４年］ 提出 北海道大学 １９４９

００２６―１０
様式第九ノ三（追加） 教員予定（法文学
部）

［昭和２４年］ 提出 北海道大学 １９４９

〔目録〕事務局総務企画部企画課文書（学部等設置申請関係）

―１５１―



資料
番号

資料表記
年代

資料名 年・年度・自至 作成者

００２６－１１ 教員所要数算出の基礎案 ［昭和２４年］ 提出 北海道大学 １９４９

００２６－１２ 国立新制大学講座別単位及職員配当調 ［昭和２４年］ 提出 北海道大学 １９４９

００２７ 様式第一 北海道大学設置要項 ［昭和２４年］ 提出 北海道大学 １９４９

００２８ 様式第二 学則要領
昭和廿四年壹月拾
壹日

提出 北海道大学 １９４９

００２９ 様式第六 一般教養学科講座並教員数等 ［昭和２４年］ 提出 北海道大学 １９４９

００３０ 様式第九ノ二 学部及学科教員 ［昭和２４年］ 提出 北海道大学 １９４９

００３１ 様式九ノ参 一般教養学科教員予定 ［昭和２４年］ 提出 北海道大学 １９４９

００３２
様式第九ノ四 追加 教員個人調（一般教
養学科）

昭和廿四年壹月拾
壹日

提出 北海道大学 １９４９

００３３
［様式第九ノ四（追加） 教員個人履歴書］ 昭和廿四年貳月拾

九日
［提出 北海道大学］ １９４９

００３３―１
様式第九ノ四（追加） 教員個人履歴書（一
般教養学科定員外）

昭和廿四年貳月拾
九日

［提出 北海道大学］ １９４９

００３３―２
様式第九ノ四（追加） 教育個人履歴書（医
学部）

昭和廿四年貳月拾
九日

［提出 北海道大学］ １９４９

００３４ 国立新制大学講座別単位及職員配当調 ［昭和２４年］ 提出 北海道大学 １９４９

００３５ 教員所要数算出の基礎案 ［昭和２４年］ 提出 北海道大学 １９４９

００３６ 法文経三学部独立計画 ［昭和２４年］ ［庶務課］ １９４９

００３６―１ 法・文・経三学部独立計画案 ［昭和２４年］ 北海道大学 １９４９

００３６―２
北海道大学法文学部三学部（文学部 法学
部 経済学部）分離独立資料 其の一、文
学部

昭和廿四年九月拾
日

提出 北海道大学 １９４９

００３６―３
北海道大学法文学部三学部（文学部 法学
部 経済学部）分離独立資料 其の二、法
学部

昭和廿四年九月拾
日

提出 北海道大学 １９４９

００３６―４
北海道大学法文学部三学部（文学部 法学
部 経済学部）分離独立資料 其の三、経
済学部

昭和廿四年九月拾
日

提出 北海道大学 １９４９

００３６―５ 追加 北海道大学法経学部 ［昭和２４年］ 提出 北海道大学 １９４９

００３７
北海道大学文学部、法学部、経済学部、認
可申請書

［昭和２４年９月］ ［庶務課］ １９４９
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００３７―１
北海道大学法文学部三学部（文学部 法学
部 経済学部）分離独立資料 其の一、文
学部

［昭和２４年９月］ 提出 北海道大学 １９４９

００３７―２
北海道大学法文学部三学部（文学部 法学
部 経済学部）分離独立資料 其の二、法
学部

［昭和２４年９月］ 提出 北海道大学 １９４９

００３７―３
北海道大学法文学部三学部（文学部 法学
部 経済学部）分離独立資料 其の三、経
済学部

［昭和２４年９月］ 提出 北海道大学 １９４９

００３８ 北海道大学教育学部第二部認可申請書 ［昭和２４年］ ［庶務課］ １９４９

００３８―１
北海道大学教育学部（第二部）設置認可申
請書

［昭和２４年］ 提出 北海道大学 １９４９

００３８―２ 教育学部設置認可申請書 ［昭和２４年］ 提出 北海道大学 １９４９

００３８―３
様式九ノ三 設置要項並教員予定（教育学
部第二部）

［昭和２４年］ 提出 北海道大学 １９４９

００３９
北海道大学教育学部（第二部）設置認可申
請書

［昭和２４年］ 提出 北海道大学 １９４９

００４０ 水産学部申請書 ［昭和２４年］ ［庶務課］ １９４９

００４０―１ 第一号 北海道大学水産学部 ［昭和２４年］ ［北海道大学］ １９４９

００４０―２ 第二号 北海道大学水産学部 ［昭和２４年］ ［北海道大学］ １９４９

００４０―３ 追加 北海道大学水産学部 ［昭和２４年］ 提出 北海道大学 １９４９

００４０―４ 様式第九ノ参 水産学部教員予定 ［昭和２４年］ 提出 北海道大学 １９４９

００４０―５ 北海道大学水産学部教員個人履歴書 二四、一、一一 ［北海道大学］ １９４９

００４１ 追加 北海道大学水産学部 ［昭和２４年］ 提出 北海道大学 １９４９

００４２ 北海道大学水産学部教員個人履歴書 ［昭和２４年］ ［北海道大学］ １９４９

００４３
［歯学教育基準分科会委員長報告、歯学教
育基準（案）（大学基準協会）］

［昭和２４年］ ［庶務課文書掛］ １９４９

００４４［短期大学設置基準（大学基準協会）］ ［昭和２４年］ ［庶務課文書掛］ １９４９

００４５ 厚岸博物館設置関係
［昭和２４年～昭和３０
年］

北海道大学理学部 １９４９―１９５５

００４６ 大学基準関係 ［昭和２５年］ ［庶務課文書掛］ １９５０
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００４７ 規程類集 昭和二十五年 北海道大学 １９５０

００４８ 新制大学設置関係書類綴 昭和廿五年 ［庶務課］ １９５０

００４９ 新制大学教官審査綴 昭和廿五年 庶務課文書掛 １９５０

００５０［適格審査関係綴］ ［昭和２５年］
［庶務課秘書掛、人
事掛］

１９５０

００５１ 設置関係綴
自昭和二五年至昭
和三四年

［庶務課文書掛］ １９５０―１９６０

００５２ 設置関係認可通知文書綴（写）
［昭和２５年～昭和４２
年］

庶務課［文書掛］ １９５０―１９６７

００５３ 医学部申請書 昭和廿五年 ［庶務課］ １９５０

００５４ 新制大学設置委員会綴 昭和二十六年 ［庶務課文書掛］ １９５０―１９５１

００５５ 会員資格審査申請書 昭和二十六年七月 北海道大学 １９５１

００５６ 教育学部改組拡充認可申請書 昭和廿六年十月 提出 北海道大学 １９５１

００５７ 分科教育基準関係 大学基準協会 ［昭和２６年］ ［庶務課文書掛］ １９５１

００５８ 北海道大学法学部経済学部認可申請書 昭和廿六年十月 ［庶務課］ １９５１

００５８―１
北海道大学法経学部（法学部経済学部）二
学部分離独立資料 経済学部

［昭和２６年１０月］ 提出 北海道大 １９５１

００５８―２ 教員個人履歴書 経済学部 ［昭和２６年１０月］ ［北海道大学］ １９５１

００５８―３
北海道大学法経学部（法学部経済学部）二
学部分離独立資料 法学部

［昭和２６年１０月］ 提出 北海道大 １９５１

００５８―４ 教員個人履歴書 法学部 ［昭和２６年１０月］ ［北海道大学］ １９５１

００５９ 北海道大学獣医学部設置認可申請書 昭和二十六年十月 提出 北海道大学 １９５１

００６０ 北海道大学夜間部設置請願署名簿 ［昭和２６年１０月］
北海道大学夜間部設
置運動委員会

１９５１

００６１ 大学院設置準備委員会
［昭和２６年～昭和２７
年］

［庶務課文書掛］ １９５１―１９５２

００６２ 大学院の設置要綱綴
［昭和２６年～昭和３０
年］

［庶務課文書掛］ １９５１―１９５５

００６３
新制大学院設置に関する資料（第二次試
案）

昭和二十七年四月
一日

東北大学 １９５２
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００６４ 大学院関係綴 ［昭和２７年］ ［庶務課文書掛］ １９５２

００６５ 大学院教員審査判定綴
［昭和２７年～昭和２８
年］

［庶務課文書掛］ １９５２―１９５３

００６６ 大学院設置資料
昭和二十七年三月
［昭和２７年２月～５
月］

北海道大学［庶務課
文書掛］

１９５２

００６７
大学院設置資料（其の一） 文学系研究科
教育学系研究科 法学系研究科 経済学系
研究科 理学系研究科

昭和廿七年三月 提出 北海道大学 １９５２

００６８
大学院設置資料（其の二） 工学系研究科
農学系研究科 水産学系研究科 獣医学系
研究科

昭和廿七年三月 提出 北海道大学 １９５２

００６９ 大学院設置資料 名古屋大学 大阪大学 昭和二十七年三月 ［庶務課］ １９５２

００７０ 大学院設置資料 昭和二十七年四月 提出 北海道大学 １９５２

００７１ 大学院設置資料 昭和廿七年五月 提出 北海道大学 １９５２

００７２ 未審査学部審査申請書 昭和廿七年七月 北海道大学 １９５２

００７３ 法学部設置申請書 昭和廿七年十月 提出 北海道大学 １９５２

００７４ 経済学部設置申請書 昭和廿七年十月 提出 北海道大学 １９５２

００７５ 理学部地球物理学科設置申請書 昭和廿七年十月 提出 北海道大学 １９５２

００７６
［水産学部遠洋漁業学、漁業学］専攻科設
置申請書

昭和廿七年十月 提出 北海道大学 １９５２

００７７ 大学院設置認可申請書（一）
昭和二十七年十一
月

提出 北海道大学 １９５２

００７８
大学院設置認可申請書（二） 九ノ六 教
員個人調

昭和二十七年十一
月

提出 北海道大学 １９５２

００７９
第一北海道大学大学院設置要項 第九ノ三
大学院研究科関係教員 第九ノ四大学院研
究科専門課程別教員予定

昭和二十七年十一
月

提出 北海道大学 １９５２

００８０ 大学院関係書 自昭和二十八年
北海道大学［庶務課
文書掛］

１９５３―１９５７

００８１ 大学院設置に伴う経費概算要求書 昭和２８年度分 北海道大学 １９５３

００８２

第一 北海道大学大学院設置要項 第九ノ
三 大学院研究科関係教員 第九ノ四 大
学院研究科専門課程別教員予定 （変更の
分）

昭和二十八年二月 提出 北海道大学 １９５３

００８３
北海道大学大学院認可申請書 第五、図書
調（バックナンバー）

昭和二十八年二月 北海道大学 １９５３
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００８４
第一北海道大学大学院設置要項 第九ノ三
大学院研究科関係教員 第九ノ四大学院研
究科専門課程別教員予定 （変更の分）

昭和二十八年三月 提出 北海道大学 １９５３

００８５ 新制大学設置委員会綴 昭和廿八年
北海道大学［庶務課
文書掛］

１９５３―１９５４

００８６ 北海道大学医学部薬学科設置申請書 昭和二十八年九月 提出 北海道大学 １９５３

００８７［医学部薬学科設置認可申請関係］ ［昭和２８年］ ［庶務課文書掛］ １９５３

００８７―１ 北海道大学医学部薬学科設置申請書 昭和二十八年九月 提出 北海道大学 １９５３

００８７―２『大学関係基準集』 ［昭和２７年］ 大学学術局大学課 １９５２

００８７―３
『大学設置基準（付）大学設置認可申請書
記載様式』

昭和二十八年七月
文部省大学学術局庶
務課

１９５３

００８８ 大学院設置申請書
［昭和２９年～昭和３０
年］

［庶務課文書掛］ １９５４―１９５５

００８９
昭和２９年度開設予定の専攻科設置申請書の
提出について

［昭和２９年２月３日］庶務課文書掛 １９５４

００９０ 会員資格審査関係 昭和二十九年六月
北海道大学［庶務課
文書掛］

１９５４

００９１ 会員資格審査申請書（一） 昭和二十九年六月 北海道大学 １９５４

００９２ 会員資格審査申請書 別冊 昭和二十九年六月 北海道大学 １９５４

００９３ 医学進学課程申請関係 昭和二十九年九月
北海道大学［庶務課
文書掛］

１９５４

００９４ 医学進学課程設置申請書 昭和二十九年九月 提出 北海道大学 １９５４

００９５
北海道大学大学院工学研究科機械工学専攻
博士課程設置申請書

昭和二十九年十月 提出 北海道大学 １９５４

００９６

第一北海道大学大学院工学研究科機械工学
専攻博士課程設置要項 第九ノ三大学院研
究科関係教員 第九ノ四大学院研究科専門
課程別教員予定

昭和二十九年十月 提出 北海道大学 １９５４

００９７
北海道大学大学院法学研究科民事法専攻博
士課程設置申請書［１］

昭和二十九年十月 提出 北海道大学 １９５４

００９８
北海道大学大学院法学研究科民事法専攻博
士課程設置申請書［２］

昭和二十九年十月 提出 北海道大学 １９５４

００９９
北海道大学大学院文学研究科社会学専攻博
士課程 国史学専攻東洋史学専攻西洋史学
専攻三専攻分割認可申請書［１］

昭和二十九年十月 提出 北海道大学 １９５４
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０１００
北海道大学大学院文学研究科社会学専攻博
士課程 国史学専攻東洋史学専攻西洋史学
専攻三専攻分割認可申請書［２］

昭和二十九年十月 提出 北海道大学 １９５４

０１０１
北海道大学大学院経済学研究科経済政策専
攻博士課程設置申請書

昭和二十九年十月 提出 北海道大学 １９５４

０１０２
北海道大学大学院医学研究科設置申請書
［１］

昭和二十九年十月 提出 北海道大学 １９５４

０１０３
北海道大学大学院医学研究科設置申請書
［２］

昭和二十九年十月 提出 北海道大学 １９５４

０１０４ 会員資格審査申請書 昭和三十年六月 北海道大学 １９５５

０１０５ 会員資格審査申請書 （別綴） 昭和三十年六月 北海道大学 １９５５

０１０６ 大学院研究科規程 昭和３０・３１ ［庶務課文書掛］ １９５５―１９５６

０１０７［学科名称変更申請書（農学部農業工学科）］［昭和３１年］ ［北海道大学］ １９５６

０１０８
［農業工学科］学科名称変更申請書 学則、
個人調書を除く

昭和三十一年十月
一日

提出 北海道大学 １９５６

０１０９ 北海道大学工学部衛生工学科設置申請書
昭和三十一年十月
一日

提出 北海道大学 １９５６

０１１０
第一北海道大学工学部衛生工学科設置要項
第九ノ二学部及び学科別教員 第九ノ三学
部及び学科別教員予定表

昭和三十一年十月
一日

提出 北海道大学 １９５６

０１１１
［衛生工学科］第九ノ三学部及び学科別教
員予定表 第九ノ四教員個人調書

昭和三十一年十月
一日

提出 北海道大学 １９５６

０１１２
大学院理学研究科中地球物理学専攻（修士
課程博士課程）設置申請書［１］

昭和三十一年十一
月十五日

提出 北海道大学 １９５６

０１１３
大学院理学研究科中地球物理学専攻（修士
課程博士課程）設置申請書［２］

昭和三十一年十一
月十五日

提出 北海道大学 １９５６

０１１４
大学院理学研究科中地球物理学専攻（修士
課程博士課程）設置申請書 （第一設置要
項、第九職員組織三、四）

昭和三十一年十一
月十五日

提出 北海道大学 １９５６

０１１５
大学院理学研究科中地球物理学専攻（修士
課程博士課程）設置申請書 （第九職員組
織四、六）

昭和三十一年十一
月十五日

提出 北海道大学 １９５６

０１１６
北海道大学工学部精密工学科増設認可申請
書

昭和三十二年九月
三十日

提出 北海道大学 １９５７

０１１７
第一北海道大学工学部精密工学科増設要項
第九ノ二学部及び学科別教員 第九ノ三学
長並びに学科別教員予定表

昭和三十二年九月
三十日

提出 北海道大学 １９５７

０１１８
［精密工学科］第九ノ三学長並びに学科別
教員予定表 第九ノ四教員個人調書

昭和三十二年九月
三十日

提出 北海道大学 １９５７

０１１９
北海道大学大学院法学研究科公法専攻修士
課程博士課程 設置認可申請書

昭和三十二年十一
月

提出 北海道大学 １９５７
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０１２０

第一北海道大学大学院法学研究科公法専攻
設置要項 第九職員組織 三、大学院研究
科関係教員 仝 四、大学院研究科専門課
程別教員予定

昭和三十二年十一
月

提出 北海道大学 １９５７

０１２１
北海道大学大学院文学研究科独文学専攻修
士課程博士課程認可申請書

昭和三十二年十一
月

提出 北海道大学 １９５７

０１２２

北海道大学大学院文学研究科独文学専攻
（修士課程博士課程）設置要項。 第九職
員組織 三、大学院研究科関係教員 仝
四、大学院研究科専門課程別教員予定。

昭和三十二年十一
月

提出 北海道大学 １９５７

０１２３

（北海道大学大学院文学研究科独文学専攻）
第九職員組織 四、大学院研究科専門課程
別教員予定 第九職員組織 六、教員個人
調 ［１］

昭和三十二年十一
月

提出 北海道大学 １９５７

０１２４

（北海道大学大学院文学研究科独文学専攻）
第九職員組織 四、大学院研究科専門課程
別教員予定 第九職員組織 六、教員個人
調 ［２］

昭和三十二年十一
月

提出 北海道大学 １９５７

０１２５
北海道大学大学院薬学研究科（薬学専攻修
士課程博士課程）設置認可申請書

昭和三十二年十一
月

提出 北海道大学 １９５７

０１２６

第一、北海道大学大学院薬学研究科薬学専
攻（修士課程、博士課程）設置要項 第九
職員組織 三、大学院研究科関係教員 第
九職員組織 四、大学院研究科専門課程別
教員予定

昭和三十二年十一
月

提出 北海道大学 １９５７

０１２７
［薬学研究科］第九職員組織 四、大学院
研究科専門課程別教員予定 第九職員組織
六、教員個人調

昭和三十二年十一
月

提出 北海道大学 １９５７

０１２８
北海道大学大学院法学研究科公法専攻修士
課程博士課程 設置認可申請書 訂正の分

昭和三十三年二月 提出 北海道大学 １９５８

０１２９
北海道大学理学部高分子学科増設認可申請
書

昭和三十三年九月
三十日

提出 北海道大学 １９５８

０１３０
第一北海道大学理学部高分子学科増設要項
第九ノ二学部及び学科別教員 第九ノ三学
長並びに学科別教員予定表

昭和三十三年九月
三十日

提出 北海道大学 １９５８

０１３１
［高分子学科］第九ノ三学長並びに学科別
教員予定表 第九ノ四教員個人調書

昭和三十三年九月
三十日

提出 北海道大学 １９５８

０１３２
北海道大学大学院文学研究科独文学専攻修
士課程博士課程認可申請書

昭和三十三年十二
月

提出 北海道大学 １９５８

０１３３『国立大学の講座及び学科目調』
昭和３４年８月１日
現在

文部省大学学術局大
学課

１９５９

０１３４
北海道大学工学部電子工学科合成化学工学
科増設認可申請書

昭和三十四年九月
三十日

提出 北海道大学 １９５９

０１３５
［電子工学科］第九ノ三学長並びに学科別
教員予定表 第九ノ四教員調書

昭和三十四年九月
三十日

提出 北海道大学 １９５９
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０１３６
北海道大学大学院工学研究科衛生学専攻設
置認可申請書

昭和三十五年九月
三十日

提出 北海道大学 １９６０

０１３７

第一北海道大学大学院工学研究科衛生工学
専攻設置要項 第九ノ三大学院研究科関係
教員 第九ノ四大学院研究科専門課程別教
員予定

昭和三十五年九月
三十日

提出 北海道大学 １９６０

０１３８
［衛生工学専攻］第九ノ四大学院研究科専
門課程別教員予定 第九ノ六教員個人調

昭和三十五年九月
三十日

提出 北海道大学 １９６０

０１３９ 設置関係綴
自昭和三五年至昭
和三九年

［庶務課学務掛］ １９６０―１９６４

０１４０
資料第一号（通算第二十号）「大学基準」
適用判定用「調書」様式

昭和三十六年三月
財団法人大学基準協
会

１９６１

０１４１『国立大学の講座及び学科目調』
昭和三十六年七月
一日現在

文部省大学学術局大
学課

１９６１

０１４２
北海道大学大学院工学研究科精密工学専攻
設置認可申請書

昭和三十六年九月
三十日

提出 北海道大学 １９６１

０１４３

第一北海道大学大学院工学研究科精密工学
専攻設置要項 第九ノ三大学院研究科関係
教員 第九ノ四大学院研究科専門課程別教
員予定

昭和三十六年九月
三十日

提出 北海道大学 １９６１

０１４４
［精密工学専攻］第九ノ四大学院研究科専
門課程別教員予定 第九ノ六教員個人調

昭和三十六年九月
三十日

提出 北海道大学 １９６１

０１４５
北海道大学工学部衛生工学科拡充改組届出
書

昭和三十七年一月 提出 北海道大学 １９６２

０１４６
北海道大学工学部機械工学第二学科設置届
出書

昭和三十七年一月 提出 北海道大学 １９６２

０１４７『国立大学の講座及び学科目調』
昭和三十七年五月
一日現在

［文部省大学学術局
大学課］

１９６２

０１４８
大学の設置認可申請書等の手続に関する細
則

昭和三十七年八月
文部省大学学術局庶
務課

１９６２

０１４９
北海道大学大学院理学研究科高分子学専攻
設置認可申請書

昭和三十七年十一
月三十日

提出 北海道大学 １９６２

０１５０

第一北海道大学大学院理学研究科高分子学
専攻設置要項 第五ノ二研究科及び専攻別
教員採用予定表 第五ノ三研究科及び専攻
別担当教員予定表

昭和三十七年十一
月三十日

提出 北海道大学 １９６２

０１５１
［高分子学専攻］第五ノ三研究科及び専攻
別担当教員予定表 第五ノ四教員個人調書

昭和三十七年十一
月三十日

提出 北海道大学 １９６２

０１５２ 北海道大学理学部化学第二学科設置届出書 昭和三十八年一月 提出 北海道大学 １９６３

０１５３
北海道大学農学部農業工学科拡充改組届出
書

昭和三十八年一月 提出 北海道大学 １９６３

０１５４
北海道大学工学部土木工学科拡充改組届出
書

昭和３８年１月 提出 北海道大学 １９６３
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０１５５
北海道大学大学院工学研究科電子工学専攻
合成化学工学専攻設置認可申請書

昭和三十八年十一
月三十日

提出 北海道大学 １９６３

０１５６
北海道大学大学院工学研究科電子工学専攻
合成化学工学専攻設置認可申請書（追加
分）

昭和三十八年十一
月三十日

提出 北海道大学 １９６３

０１５７
［電子工学専攻］第一設置要項 第五の２
研究科及び専攻別教員採用予定表 第五の
３研究科及び専攻別担当教員予定表

昭和三十八年十一
月三十日

提出 北海道大学 １９６３

０１５８

［電子工学専攻］第一設置要項 第五の２
研究科及び専攻別教員採用予定表 第五の
３研究科及び専攻別担当教員予定表 （追
加訂正分）

昭和三十八年十一
月三十日

提出 北海道大学 １９６３

０１５９
［電子工学専攻］第五の３研究科及び専攻
別担当教員予定表 第五の４教員個人調

昭和三十八年十一
月三十日

提出 北海道大学 １９６３

０１６０
［電子工学専攻］第五の３研究科及び専攻
別担当教員予定表 第五の４教員個人調
（追加分）

昭和三十八年十一
月三十日

提出 北海道大学 １９６３

０１６１ 学科及び課程並びに講座及び学科目調
昭和三十八年十二
月現在

［庶務課学務掛］ １９６３

０１６２ 学科及び課程並びに講座及び学科目調 ［昭和３８年］ 北海道大学 １９６３

０１６３ 北海道大学工学部応用物理学科設置届出書 昭和３９年１月 提出 北海道大学 １９６４

０１６４
北海道大学水産学部水産製造学科拡充改組
届出書

昭和三十九年一月 提出 北海道大学 １９６４

０１６５『国立大学の講座及び学科目調』
昭和三十九年四月
一日現在

文部省大学学術局大
学課

１９６４

０１６６ 北海道大学薬学部設置計画書
昭和三十九年九月
三十日

提出 北海道大学 １９６４

０１６７ 北海道大学薬学部設置計画書（別冊）
昭和三十九年九月
三十日

提出 北海道大学 １９６４

０１６８
［薬学部］一設置要項 五の２学部及び学
科別教員採用予定表 五の３学部及び学科
別担当教員予定表

昭和三十九年九月
三十日

提出 北海道大学 １９６４

０１６９
五の３学部及び学科別担当教員予定表（別
冊）

昭和三十九年九月
三十日

提出 北海道大学 １９６４

０１７０
五の３学部及び学科別担当教員予定表 五
の４教員個人調書

昭和三十九年九月
三十日

提出 北海道大学 １９６４

０１７１
五の３学部及び学科別担当教員予定表 五
の４教員個人調書（別冊）

昭和三十九年九月
三十日

提出 北海道大学 １９６４

０１７２
北海道大学大学院文学研究科外国文学専攻
設置計画書

昭和三十九年十一
月三十日

提出 北海道大学 １９６４

０１７３
［外国文学専攻］設置要項 研究科及び専
攻別教員採用予定表 研究科及び専攻別担
当教員予定表

昭和三十九年十一
月三十日

提出 北海道大学 １９６４

０１７４
［外国文学専攻］研究科及び専攻別担当教
員予定表 教員個人調書

昭和三十九年十一
月三十日

提出 北海道大学 １９６４
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０１７５
北海道大学大学院文学研究科独文学中国文
学専攻設置計画書

昭和三十九年十一
月三十日

提出 北海道大学 １９６４

０１７６
（独文学専攻中国文学専攻）設置要項 研
究科及び専攻別教員採用予定表 研究科及
び専攻別担当教員予定表

昭和三十九年十一
月三十日

提出 北海道大学 １９６４

０１７７
（独文学専攻中国文学専攻）研究科及び専
攻別担当教員予定表 教員個人調書

昭和三十九年十一
月三十日

提出 北海道大学 １９６４

０１７８ 設置関係綴
昭和三十九年から
四十年まで

［庶務課学務掛］ １９６４―１９６５

０１７９
北海道大学大学院工学研究科機械工学第二
専攻設置計画書

昭和四十年十一月
三十日

提出 北海道大学 １９６５

０１８０
北海道大学大学院工学研究科機械第二専攻
設置計画書 第五ノ三研究科及び専攻別担
当教員予定表 第五ノ四教員個人調書

昭和四十年十一月
三十日

提出 北海道大学 １９６５

０１８１
北海道大学大学院水産学研究科水産増殖学
水産食品学水産化学漁業学専攻設置計画書
１

昭和四十年十一月
三十日

提出 北海道大学 １９６５

０１８２
北海道大学大学院水産学研究科水産増殖学
水産食品学水産化学漁業学専攻設置計画書
２

昭和四十年十一月
三十日

提出 北海道大学 １９６５

０１８３ 各個研究計画調書一覧 ［昭和４１年］
北海道大学［庶務課
学務掛］

１９６６

０１８４ 各個研究内定一覧 ４１ ［庶務課］学務掛 １９６６

０１８５
北海道大学医学部附属衛生検査技師学校指
定申請調書

昭和四十一年一月 北海道大学 １９６６

０１８６
北海道大学医学部附属衛生検査技師学校設
置計画書

昭和四十一年二月 北海道大学 １９６６

０１８７
（別添）北海道大学医学部附属衛生検査技
師学校学則

［昭和４１年］ ［北海道大学］ １９６６

０１８８ 歯学部設置関係綴
［昭和４１年～昭和４２
年］

［庶務課学務掛］ １９６６―１９６７

０１８９ 北海道大学歯学部設置計画書（案） ［昭和４１年９月３０日］［北海道大学］ １９６６

０１９０ 北海道大学歯学部設置計画書（別冊） ［昭和４１年］ 提出 北海道大学 １９６６

０１９１
［歯学部］一設置要項 五の２学部及び学
科別教員採用予定表 五の３学部及び学科
別担当教員予定表

［昭和４１年］ 提出 北海道大学 １９６６

０１９２
北海道大学大学院理学研究科化学第二専攻
設置計画書

［昭和四十一年十
二月二十六日］

提出 北海道大学 １９６６
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０１９３
［化学第二専攻課程］第五の３研究科及び
専攻別担当教員予定表 第五の４教員個人
調書

［昭和４１年］ 提出 北海道大学 １９６６

０１９４
五の３学部及び学科別担当教員予定表（別
冊）

［昭和４１年］ 提出 北海道大学 １９６６

０１９５
五の３学部及び学科別担当教員予定表 五
の４教員個人調書（別冊）

［昭和４１年］ 提出 北海道大学 １９６６

０１９６ 各個研究計画調書綴 昭和四十二年度 ［庶務課］学務掛 １９６７

０１９７
資料館計画専門委員会・資料館専門委員会
検討経緯

４２―６３年度 ［庶務課学務掛］ １９６６―１９８８

０１９８ 北海道大学歯学部設置計画書 ［昭和４２年１１月１６日］提出 北海道大学 １９６７

０１９９
北海道大学大学院工学研究科応用物理学専
攻設置計画書

昭和四十二年十一
月三十日

提出 北海道大学 １９６７

０２００
［応用物理学専攻］第一設置要項 第五の
２研究科及び専攻別教員採用予定表 第五
の３研究科及び専攻別担当教員予定表

昭和四十二年十一
月三十日

提出 北海道大学 １９６７

０２０１
［応用物理学専攻］第五の３研究科及び専
攻別担当教員予定表 第五の４教員個人調
書

昭和四十二年十一
月三十日

提出 北海道大学 １９６７

０２０２
北海道大学大学院水産学研究科水産増殖学
水産食品学水産化学漁業学専攻博士課程設
置計画書１

昭和四十二年十一
月三十日

提出 北海道大学 １９６７

０２０３
北海道大学大学院水産学研究科水産増殖学
水産食品学水産化学漁業学専攻博士課程設
置計画書２

昭和四十二年十一
月三十日

提出 北海道大学 １９６７

０２０４

［水産増殖学水産食品学水産化学漁業学専
攻］設置要項 研究科及び学科別教員採用
予定表 学長並びに研究科及び学科別担当
教員予定表

［昭和４２年］ 提出 北海道大学 １９６７

０２０５
［水産増殖学水産食品学水産化学漁業学専
攻］学長並びに研究科及び学科別担当教員
予定表 学長及び教員個人調書

［昭和４２年］ 提出 北海道大学 １９６７

０２０６『国立大学の講座および学科目調』 昭和四十三年度
文部省大学学術局大
学課

１９６８―１９６９

０２０７
北海道大学大学院文学研究科言語学専攻設
置計画書

昭和四十三年十一
月三十日

北海道大学 １９６８

０２０８
（大学院文学研究科言語学専攻）設置要項
研究科及び専攻別担当教員採用予定表 研
究科及び専攻別担当教員予定表

昭和四十三年十一
月三十日

提出 北海道大学 １９６８

０２０９
（大学院文学研究科中国文学専攻）研究科
及び専攻別教員採用予定表 研究科及び専
攻別担当教員予定表

昭和四十三年十一
月三十日

提出 北海道大学 １９６８

０２１０
（大学院文学研究科言語学専攻）研究科及
び専攻別担当教員採用予定表 教員個人調
書

昭和四十三年十一
月三十日

提出 北海道大学 １９６８

０２１１
北海道大学大学院薬学研究科製薬化学専攻
設置計画書

昭和四十三年十一
月三十日

提出 北海道大学 １９６８

北海道大学大学文書館年報 第９号（２０１４年３月）
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０２１２
［製薬化学専攻］一設置要項 五の２学部
及び学科別教員採用予定表 五の３学部及
び学科別担当教員予定表

昭和四十三年十一
月三十日

提出 北海道大学 １９６８

０２１３
［製薬化学専攻］第五の３学部及び学科別
担当教員予定表 第五の４教員個人調書

昭和四十三年十一
月三十日

提出 北海道大学 １９６８

０２１４
北海道大学大学院経済学研究科経営学専攻
設置計画書

昭和四十四年十一
月三十日

提出 北海道大学 １９６９

０２１５
［経営学専攻］第五の３研究科及び専攻別
担当教員予定表 第五の４教員個人調書

昭和四十四年十一
月三十日

提出 北海道大学 １９６９

０２１６『国立大学の講座及び学科目調』 昭和四十五年度
文部省大学学術局大
学課

１９７０―１９７１

０２１７
北海道大学大学院文学研究科言語学専攻
（博士課程）設置計画書

昭和四十五年十一
月三十日

北海道大学 １９７０

０２１８
（大学院文学研究科言語学専攻）設置要項
研究科及び専攻別担当教員採用予定表 研
究科及び専攻別担当教員予定表

昭和四十五年十一
月三十日

提出 北海道大学 １９７０

０２１９
（大学院文学研究科言語学専攻）研究科及
び専攻別担当教員採用予定表 教員個人調
書

昭和四十五年十一
月三十日

提出 北海道大学 １９７０

０２２０
北海道大学大学院工学研究科原子工学専攻
（修士課程）設置計画書

昭和四十五年十一
月三十日

提出 北海道大学 １９７０

０２２１
［原子工学専攻］第一設置要項 第五の２
研究科及び専攻別教員採用予定表 第五の
３研究科及び専攻別担当教員予定表

昭和四十五年十一
月三十日

提出 北海道大学 １９７０

０２２２
［原子工学専攻］第五の３研究科及び専攻
別担当教員予定表 第五の４教員個人調書

昭和四十五年十一
月三十日

提出 北海道大学 １９７０

０２２３
北海道大学大学院薬学研究科製薬化学専攻
（博士課程）設置計画書

昭和四十五年十一
月三十日

提出 北海道大学 １９７０

０２２４

北海道大学大学院薬学研究科製薬化学専攻
（博士課程）設置計画書 五の３研究科及
び専攻課程別担当教員予定表 五の４教員
個人調書

［昭和４５年］ 提出 北海道大学 １９７０

０２２５
［製薬化学専攻］一設置要項 五の２研究
科及び専攻課程別教員採用予定表 五の３
研究科及び専攻課程別担当教員予定表

［昭和４５年］ 提出 北海道大学 １９７０

０２２６
［製薬化学専攻］五の３研究科及び専攻課
程別担当教員予定表 五の４教員個人調書

［昭和４５年］ 提出 北海道大学 １９７０

０２２７ 歯学部附属病院開設承認関係綴 ［昭和４５年］ ［庶務課学務掛］ １９７０

０２２８『国立大学の講座及び学科目調』 昭和四十六年度
文部省大学学術局大
学課

１９７１―１９７２

０２２９
北海道大学医学部附属臨床検査技師学校指
定申請書

昭和四十六年一月 北海道大学 １９７１

０２３０
臨床検査技師学校教員就任同意書及び承諾
書

［昭和４６年］ ［北海道大学］ １９７１
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０２３１
北海道大学歯学部設置計画書と異なる教員
（教授、助教授、講師）の略歴書および研
究業績目録等の送付について

［昭和４６年８月３０日］［歯学部］ １９７１

０２３２『国立大学の講座及び学科目調』 昭和四十七年度
文部省大学学術局大
学課

１９７２―１９７３

０２３３
北海道大学医学部附属臨床検査技師学校指
定申請書

昭和四十七年三月 北海道大学 １９７２

０２３４

北海道大学大学院工学研究科情報工学専攻
（修士課程） 設置要項 研究科及び専攻
別教員採用予定表 研究科及び専攻課程別
担当教員予定表 教員個人調書

昭和四十七年八月
十日

［北海道大学］ １９７２

０２３５

北海道大学大学院工学研究科原子工学専攻
（博士課程） 設置要項 研究科及び専攻
別教員採用予定表 研究科及び専攻課程別
担当教員予定表 教員個人調書

昭和四十七年八月
十日

［北海道大学］ １９７２

０２３６
「北海道大学歯学部設置計画書と異なる教
員（教授、助教授、講師）の略歴書および
研究業績目録等の送付について」

［昭和４７年９月６日］［歯学部］ １９７２

０２３７

北海道大学大学院歯学研究科（博士課程）
設置要項 職員組織に関する書類 研究科
及び専攻別教員採用予定表 研究科及び専
攻別担当教員予定表 教員個人調書

［昭和４７年］ ［北海道大学］ １９７２

０２３８

北海道大学大学院歯学研究科（博士課程）
設置要項 研究科及び専攻別教員採用予定
表 研究科及び専攻別担当教員予定表 教
員個人調書

［昭和４７年］ ［北海道大学］ １９７２

０２３９

北海道大学大学院歯学研究科（博士課程）
設置要項 研究科専攻課程別教員予定表
研究科及び専攻別担当教員予定表 教員の
個人調書（省略）

［昭和４７年］ ［北海道大学］ １９７２

０２４０
［歯学研究科］一設置要項 五の２研究科
及び専攻課程別教員採用予定表 五の３研
究科及び専攻課程別担当教員予定表

［昭和４７年］ 北海道大学 １９７２

０２４１
北海道大学大学院工学研究科原子工学専攻
（博士課程）設置計画書

昭和四十七年十一
月三十日

提出 北海道大学 １９７２

０２４２

北海道大学大学院工学研究科原子工学専攻
（博士課程） 第一号設置要項 第五号学
部、学科別教員配置計画表 第六号学部、
学科別担当教員予定表

昭和四十七年十一
月三十日

提出 北海道大学 １９７２

０２４３
北海道大学大学院工学研究科原子工学専攻
（博士課程） 第六号学部、学科別担当教
員予定表 第七号教員の個人調書

昭和四十七年十一
月三十日

提出 北海道大学 １９７２

０２４４
北海道大学大学院工学研究科情報工学専攻
（修士課程） 設置計画書

昭和四十七年十一
月三十日

提出 北海道大学 １９７２

０２４５

北海道大学大学院工学研究科情報工学専攻
（修士課程）第一号設置要項 第五号学
部、学科別教員配置計画表 第六号学部、
学科別担当教員予定表

昭和四十七年十一
月三十日

提出 北海道大学 １９７２
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０２４６
北海道大学大学院工学研究科情報工学専攻
（修士課程） 第六号学部、学科別担当教
員予定表 第七号教員の個人調書

昭和四十七年十一
月三十日

提出 北海道大学 １９７２

０２４７［指定申請関係綴］
［昭和４７年～昭和５１
年］

［庶務課学務掛］ １９７２―１９７６

０２４８
旭川医科大学設置計画書 学長および学
部、学科別担当教員予定表 学長および教
員の個人調書

［昭和４７年１０月］
提出 北海道大学旭
川医科大学創設準備
室

１９７２

０２４９

旭川医科大学設置計画書 関連教育病院の
規模、内容等を示す書類 医科大学等の立
地条件に関する書類 医師歯科医師および
医療技術者等配置計画表 暫定施設を示す
書類

［昭和４７年１０月］
提出 北海道大学旭
川医科大学創設準備
室

１９７２

０２５０
旭川医科大学設置計画書 校舎等建物に関
する書類（校舎等建物の配置図および各建
物の計画図）

［昭和４７年］
提出 北海道大学旭
川医科大学創設準備
室

１９７２

０２５１
旭川医科大学設置計画書 関連教育病院の
概要等を記載した書類（別冊）

［昭和４７年］
提出 北海道大学旭
川医科大学創設準備
室

１９７２

０２５２
旭川医科大学設置計画書 暫定施設図面
（仮校舎）

［昭和４７年］
提出 北海道大学旭
川医科大学創設準備
室

１９７２

０２５３
旭川医科大学設置計画書（図書及び学術雑
誌目録）

［昭和４７年］
提出 北海道大学旭
川医科大学創設準備
室

１９７２

０２５４
旭川医科大学設置計画書 関連教育病院及
び暫定施設図面（市立旭川病院）

［昭和４７年］
提出 北海道大学旭
川医科大学創設準備
室

１９７２

０２５５ 旭川医科大学設置計画書 ［昭和４８年１月］
提出 北海道大学旭
川医科大学創設準備
室

１９７３

０２５６『国立大学の講座及び学科目調』 昭和四十八年度
文部省大学学術局大
学課

１９７３―１９７４

０２５７ №１ 環境科学 ４８．２―４９．８ ［庶務課庶務掛］ １９７３―１９７４

０２５８
［北海道大学大学院歯学研究科（博士課程）
設置計画書（予備審査）］

［昭和４８年８月］ ［北海道大学］ １９７３

０２５８―１

北海道大学大学院歯学研究科（博士課程）
設置要項 職員組織に関する書類 職員の
採用計画書 研究科及び専攻別教員配置計
画表 研究科及び専攻別担当教員予定表
教員の個人調書

［昭和４８年８月］ ［北海道大学］ １９７３

０２５８―２
北海道大学大学院歯学研究科（博士課程）
研究科及び専攻別担当教員予定表 教員
の個人調書

［昭和４８年８月］ ［北海道大学］ １９７３

０２５９
北海道大学大学院歯学研究科（博士課程）
設置計画書

昭和四十八年十一
月三十日

北海道大学 １９７３

０２６０
北海道大学大学院歯学研究科（博士課程）
研究科及び専攻別担当教員予定表 教員
の個人調書

［昭和４８年］ ［北海道大学］ １９７３
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０２６１『国立大学の講座及び学科目調』 昭和四十九年度 文部省大学局大学課 １９７４―１９７５

０２６２ 北海道大学大学院歯学研究科（博士課程） ４９．１．１０ ［北海道大学］ １９７４

０２６３
北海道大学大学院歯学研究科（博士課程）
設置計画書

昭和四十九年一月
十日

北海道大学 １９７４

０２６４
北海道大学大学院歯学研究科（博士課程）
設置要項 研究科専攻課程別教員配置計画
表 研究科専攻別担当教員予定表

昭和四十九年一月
十日

北海道大学 １９７４

０２６５
北海道大学大学院歯学研究科（博士課程）
研究科専攻課程別教員予定表 教員の個人
調書

昭和四十九年一月
十日

北海道大学 １９７４

０２６６ 環境科学研究科設置準備委［員会関係綴］
［昭和４９年～昭和５２
年］

［庶務課学務掛］ １９７４―１９８２

０２６７

北海道大学大学院環境科学研究科（博士課
程） 設置要項 職員組織に関する書類
研究科及び専攻別担当教員予定表 教員の
個人調書

［昭和４９年］ ［北海道大学］ １９７４

０２６８
北海道大学大学院環境科学研究科（博士課
程） 職員組織に関する書類 研究科及び
専攻別担当教員予定表 教員の個人調書

［昭和４９年］ ［北海道大学］ １９７４

０２６９
［北海道大学大学院工学研究科情報工学専
攻（博士課程）設置計画書］

［昭和４９年７月］ ［北海道大学］ １９７４

０２６９―１

北海道大学大学院工学研究科情報工学専攻
（博士課程） 設置要項 職員組織に関す
る書類 職員の採用計画表 研究科及び専
攻別教員配置計画表 研究科及び専攻別担
当教員予定表 教員の個人調書

［昭和４９年７月］ ［北海道大学］ １９７４

０２６９―２

北海道大学大学院工学研究科情報工学専攻
（博士課程） 設置要項 職員の採用計画
表 研究科及び専攻別教員配置計画表 研
究科及び専攻別担当教員予定表

［昭和４９年７月］ ［北海道大学］ １９７４

０２６９―３
北海道大学大学院工学研究科情報工学専攻
（博士課程） 研究科及び専攻別担当教員
予定表 教員の個人調書

［昭和４９年７月］ ［北海道大学］ １９７４

０２７０ 医療技術短期大学部設置準備委員会
昭、四十九年八月
～

［庶務課学務掛］ １９７４―１９８０

０２７１
北海道大学大学院工学研究科情報工学専攻
（博士課程）設置計画書

昭和四十九年十一
月三十日

提出 北海道大学 １９７４

０２７２
［北海道大学大学院工学研究科情報工学専
攻（博士課程）設置計画書］

昭和四十九年十一
月三十日

提出 北海道大学 １９７５

０２７２―１
北海道大学大学院工学研究科情報工学専攻
（博士課程）設置計画書

昭和四十九年十一
月三十日

提出 北海道大学 １９７５

０２７２―２

北海道大学大学院工学研究科情報工学専攻
（博士課程） 一、設置要項 五、研究科
専攻別教員配置計画表 六、研究科専攻別
担当教員予定表

昭和四十九年十一
月三十日

提出 北海道大学 １９７５
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０２７３『国立大学の講座及び学科目調』 昭和五十年度 文部省大学局大学課 １９７５―１９７６

０２７４ 情報処理教育センター設置準備委員会綴
［昭和５０年～昭和５４
年］

［庶務課学務掛］ １９７５―１９７９

０２７５
北海道大学大学院工学研究科環境計画学専
攻（修士課程）設置計画書

昭和五十年一月十
日

北海道大学 １９７５

０２７６

北海道大学大学院工学研究科環境計画学専
攻（修士課程）設置要項 研究科専攻別教
員配置計画表 研究科専攻別担当教員予定
表

［昭和５０年］ ［北海道大学］ １９７５

０２７７
北海道大学大学院工学研究科環境計画学専
攻（修士課程）研究科専攻別担当教員予定
表 教員の個人調書

［昭和５０年］ ［北海道大学］ １９７５

０２７８
北海道大学大学院経済学研究科経営学専攻
（修士課程）設置計画書

昭和五十年八月 提出 北海道大学 １９７５

０２７９
北海道大学大学院理学研究科環境構造学専
攻（修士課程）設置計画書

昭和五十年八月 北海道大学 １９７５

０２８０
北海道大学大学院理学研究科環境構造学専
攻（修士課程）設置計画書 設置要項 研
究科専攻別担当教員予定表

昭和五十年八月 北海道大学 １９７５

０２８１
北海道大学大学院理学研究科環境構造学専
攻（修士課程） 設置計画書 研究科専攻
別担当教員予定表 教員の個人調書

昭和五十年八月 北海道大学 １９７５

０２８２『国立大学の講座及び学科目調』 昭和五十一年度 文部省大学局大学課 １９７６―１９７７

０２８３
北海道大学大学院経済学研究科経営学専攻
（修士課程）設置計画書

昭和五十一年一月
十日

提出 北海道大学 １９７６

０２８４

北海道大学大学院経済学研究科経営学専攻
（修士課程）設置計画書 設置要項 研究
科専攻別教員配置予定表 研究科専攻別担
当教員予定表

昭和五十一年一月
十日

提出 北海道大学 １９７６

０２８５
北海道大学大学院経済学研究科経営学専攻
（修士課程）設置計画書 研究科専攻別教
員予定表 教員の個人調書

昭和五十一年一月
十日

提出 北海道大学 １９７６

０２８６
［北海道大学大学院理学研究科環境構造学
専攻（修士課程）設置計画書］

昭和五一年一月一
〇日

北海道大学 １９７６

０２８６―１
北海道大学大学院理学研究科環境構造学専
攻（修士課程）設置計画書

昭和五一年一月一
〇日

北海道大学 １９７６

０２８６―２

北海道大学大学院理学研究科 環境構造学
専攻（修士課程）設置計画書 一、設置要
項 五、研究科専攻別教員配置計画表
六、研究科専攻別担当教員予定表

昭和五一年一月一
〇日

北海道大学 １９７６

０２８７
北海道大学大学院理学研究科環境構造学専
攻（修士課程） 設置計画書

昭和五十一年一月
一〇日

北海道大学 １９７６
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０２８８

北海道大学大学院理学研究科環境構造学専
攻（修士課程）設置計画書 一、設置要項
五、研究科専攻別教員配置計画表 六、研
究科専攻別担当教員予定表

昭和五十一年一月
一〇日

北海道大学 １９７６

０２８９
北海道大学大学院工学研究科環境計画学専
攻（修士課程）設置計画書 六、研究科専
攻別担当教員予定表 七、教員の個人調書

昭和五十一年一月
一〇日

北海道大学 １９７６

０２９０ 設置関係綴
Ｓ５１．４～Ｓ６１．３．１５
５０年度分三件あり

［庶務課学務掛］ １９７６―１９８６

０２９１

北海道大学大学院環境科学研究科（博士課
程）設置計画書 学長及び教員の氏名、経
歴の概要等を記載した書類 学長及び教員
の個人調書

昭和５１年９月３０日 北海道大学 １９７６

０２９２

北海道大学大学院環境科学研究科（博士課
程）設置計画書 大学等の概要を記載した
書類 学長及び教員の氏名、経歴の概要等
を記載した書類 学長及び教員の個人調書

昭和５１年９月３０日 北海道大学 １９７６

０２９３

北海道大学大学院環境科学研究科（博士課
程）設置計画書 大学等の概要を記載した
書類 学長及び教員の氏名、経歴の概要等
を記載した書類

昭和５１年９月３０日 北海道大学 １９７６

０２９４ 環境科学研究科関係綴 ５１．１０～５２．３ ［庶務課学務掛］ １９７６―１９７７

０２９５『国立大学の講座及び学科目調』 昭和五十二年度 文部省大学局大学課 １９７７―１９７８

０２９６
北海道大学大学院環境科学研究科環境構造
学専攻（博士課程）設置計画書

昭和５２年１月１７日 北海道大学 １９７７

０２９７

北海道大学大学院環境科学研究科環境構造
学専攻（博士課程）設置計画書 大学等の
概要を記載した書類 学長及び教員の氏
名、経歴の概要等を記載した書類 学長及
び教員の個人調書

昭和５２年８月 北海道大学 １９７７

０２９８
北海道大学大学院経済学研究科経営学専攻
（博士課程）設置計画書

昭和５２年８月 北海道大学 １９７７

０２９９『国立大学の講座及び学科目調』 昭和五十三年度 文部省大学局大学課 １９７８―１９７９

０３００
北海道大学大学院環境科学研究科環境構造
学専攻（博士課程）設置申請書

昭和５３年１月 北海道大学 １９７８

０３０１

北海道大学大学院環境科学研究科社会環境
学専攻環境保全学専攻（博士課程）設置計
画書 大学等の概要を記載した書類 学長
及び教員の氏名、経歴の概要等を記載した
書類 学長及び教員の個人調書

昭和５３年８月 北海道大学 １９７８
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０３０２

北海道大学大学院工学研究科生体工学専攻
（修士課程）設置計画書 大学等の概要を
記載した書類 学長及び教員の氏名、経歴
の概要等を記載した書類 学長及び教員の
個人調書

昭和５３年１１月 北海道大学 １９７８

０３０３『国立大学の講座及び学科目調』 昭和五十四年度 文部省大学局大学課 １９７９―１９８０

０３０４
北海道大学大学院工学研究科生体工学専攻
（修士課程）設置計画書

昭和５４年１月 北海道大学 １９７９

０３０５

北海道大学大学院工学研究科生体工学専攻
（修士課程）設置計画書 大学等の概要を
記載した書類 学長及び教員の氏名、経歴
の概要等を記載した書類

昭和５４年１月 北海道大学 １９７９

０３０６

北海道大学大学院環境科学研究科社会環境
学専攻環境保全学専攻（博士課程）設置計
画書 大学等の概要を記載した書類 学長
及び教員の氏名、経歴の概要等を記載した
書類 学長及び教員の個人調書

昭和５４年１月 北海道大学 １９７９

０３０７

北海道大学大学院環境科学研究科社会環境
学専攻環境保全学専攻（博士課程）設置計
画書 大学等の概要を記載した書類 学長
及び教員の氏名、経歴の概要等を記載した
書類

昭和５４年１月 北海道大学 １９７９

０３０８

北海道大学大学院経済学研究科経営学専攻
（博士課程）設置計画書 大学等の概要を
記載した書類 学長及び教員の氏名、経歴
の概要等を記載した書類 学長及び教員の
個人調書

昭和５４年８月 北海道大学 １９７９

０３０９

北海道大学大学院経済学研究科経営学専攻
（博士課程）設置計画書 大学等の概要を
記載した書類 学長及び教員の氏名、経歴
の概要等を記載した書類

昭和５４年８月 北海道大学 １９７９

０３１０『国立大学の講座及び学科目調』 昭和五十五年度 文部省大学局大学課 １９８０―１９８１

０３１１
北海道大学大学院経済学研究科経営学専攻
（博士課程）設置計画書

昭和５５年１月 北海道大学 １９８０

０３１２

北海道大学大学院経済学研究科経営学専攻
（博士課程）設置計画書 大学等の概要を
記載した書類 設置の趣旨 学長及び教員
の氏名、経歴の概要等を記載した書類

昭和５５年１月 北海道大学 １９８０

０３１３

北海道大学大学院工学研究科生体工学専攻
（博士課程）設置計画書 大学等の概要を
記載した書類 学長及び教員の氏名、経歴
の概要等を記載した書類 学長及び教員の
個人調書

昭和５５年８月 北海道大学 １９８０

０３１４

北海道大学大学院工学研究科生体工学専攻
（博士課程）設置計画書 大学等の概要を
記載した書類 学長及び教員の氏名、経歴
の概要等を記載した書類［１］

昭和５５年８月 北海道大学 １９８０
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０３１５

北海道大学大学院工学研究科生体工学専攻
（博士課程）設置計画書 大学等の概要を
記載した書類 学長及び教員の氏名、経歴
の概要等を記載した書類［２］

昭和５５年８月 北海道大学 １９８０

０３１６『国立大学の講座及び学科目調』 昭和五十六年度 文部省大学局大学課 １９８１―１９８２

０３１７
北海道大学大学院工学研究科生体工学専攻
（博士課程）設置計画書［１］

昭和５６年１月 北海道大学 １９８１

０３１８
北海道大学大学院工学研究科生体工学専攻
（博士課程）設置計画書［２］

昭和５６年１月 北海道大学 １９８１

０３１９
北海道大学大学院文学研究科行動科学専攻
（修士課程）設置計画書

昭和５６年８月 北海道大学 １９８１

０３２０

北海道大学大学院文学研究科行動科学専攻
（修士課程）設置計画書 大学等の概要を
記載した書類 設置の趣旨 学長及び教員
の氏名、経歴の概要等を記載した書類 学
長及び教員の個人調書

［昭和５６年］ 北海道大学 １９８１

０３２１

北海道大学大学院文学研究科行動科学専攻
（修士課程）設置計画書 学長及び教員の
氏名、経歴の概要等を記載した書類 設置
の趣旨 学長及び教員の個人調書

［昭和５６年］ 北海道大学 １９８１

０３２２『国立大学の講座及び学科目調』 昭和五十七年度 文部省大学局大学課 １９８２―１９８３

０３２３ 行動科学科各講座担当者変更理由 ［昭和５７年］ ［庶務課学務掛］ １９８２

０３２４
北海道大学大学院文学研究科行動科学専攻
（修士課程）設置計画書

昭和５７年１月 ［北海道大学］ １９８２

０３２５
［大学院文学研究科行動科学専攻（修士課
程）授業科目関係］

［昭和５７年］ ［庶務課学務掛］ １９８２

０３２６『国立大学の講座及び学科目調』 昭和五十八年度 文部省大学局大学課 １９８３―１９８４

０３２７［設置計画書様式］ ［昭和５８年］ ［庶務課学務掛］ １９８３

０３２８
北海道大学大学院文学研究科行動科学専攻
（博士後期課程）設置計画書

［昭和５８年８月］ ［北海道大学］ １９８３

０３２９
［大学院文学研究科ロシア文学専攻設置申
請関係］

［昭和５８年～昭和５９
年］

［庶務課学務掛］ １９８３―１９８４

０３３０『国立大学の講座及び学科目調』 昭和五十九年度
文部省高等教育局大
学課

１９８４―１９８５

０３３１
［北海道大学大学院文学研究科行動科学専
攻（博士課程）設置計画書］

昭和５９年１月 北海道大学 １９８４

０３３１―１
北海道大学大学院文学研究科行動科学専攻
（博士課程）設置計画書

昭和５９年１月 北海道大学 １９８４
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０３３１―２

北海道大学大学院文学研究科行動科学専攻
（博士課程）設置計画書 大学の概要を記
載した書類 設置の趣旨 学長及び教員の
氏名、経歴の概要等を記載した書類

昭和５９年１月 北海道大学 １９８４

０３３２

北海道大学大学院文学研究科行動科学専攻
（博士課程）設置計画書 大学等の概要を
記載した書類 設置の趣旨 学長及び教員
の氏名、経歴の概要等を記載した書類

昭和５９年１月 北海道大学 １９８４

０３３３
北海道大学大学院文学研究科ロシア文学専
攻（博士課程）設置計画書

［昭和５９年８月９日］北海道大学 １９８４

０３３４『国立大学の講座及び学科目調』 昭和六十年度
文部省高等教育局大
学課

１９８５―１９８６

０３３５『国立大学の講座及び学科目調』 昭和六十一年度
文部省高等教育局大
学課

１９８６―１９８７

０３３６『国立大学の講座及び学科目調』 昭和六十二年度
文部省高等教育局大
学課

１９８７―１９８８

０３３７『国立大学の講座及び学科目調』 昭和六十三年度
文部省高等教育局大
学課

１９８８―１９８９

０３３８『国立大学の講座及び学科目調』 平成元年度
文部省高等教育局大
学課

１９８９―１９９０

０３３９
北海道大学大学院獣医学研究科収容定員関
係学則変更認可申請書

平成元年１０月３１日 北海道大学 １９８９

０３４０ 大学院整備構想検討委員会関係綴 Ｈ．元．６～Ｈ．２．６．［庶務課学務掛］ １９８９―１９９０

０３４１『国立大学の講座及び学科目調』 平成二年度
文部省高等教育局大
学課

１９９０―１９９１

０３４２ 大学院整備構想検討委員会関係綴
平成二年六月～平
成三年五月

［庶務課学務掛］ １９９０―１９９１

０３４３
大学院改革整備構想―中間報告―検討過程
資料綴

平成二年七月 ［庶務課学務掛］ １９９０

０３４４
大学院整備構想検討委員会 自己評価専門
委員会関係綴

２．１０～３．２ ［庶務課学務掛］ １９９０―１９９１

０３４５
大学院整備構想検討委員会 研究組織・管
理運営専門委員会関係綴

２．１０～３．７ ［庶務課学務掛］ １９９０―１９９１

０３４６
大学院整備構想検討委員会 学部教育専門
委員会関係綴

二年十月―四年三
月

［庶務課学務掛］ １９９０―１９９２

０３４７『国立大学の講座及び学科目調』 平成三年度
文部省高等教育局大
学課

１９９１―１９９２

０３４８ 大学院整備構想検討委員会関係綴
平成三年六月～五
年九月二二

［庶務課学務掛、庶
務課企画室］

１９９１―１９９３

０３４９
環境科に関する研究科構想特別委員会関係
綴

平成三年七月～４．６
［庶務課学務掛、庶
務課企画室］

１９９１―１９９２
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資料名 年・年度・自至 作成者

０３５０ 地域研究に関する研究科構想関係綴
平三・十月～五年九
月二十二日

［庶務課学務掛、庶
務課企画室］

１９９１―１９９２

０３５１ 学生定員関係 ［平成４年］ ［庶務課企画室］ １９９２

０３５２『国立大学の講座及び学科目調』 平成四年度
文部省高等教育局大
学課

１９９２―１９９３

０３５３
地球環境科学研究科設置準備委員会関係綴
№１

［平成４年～平成５
年］

［庶務課企画室］ １９９２―１９９３

０３５４ 地球環境科学研究科理学研究科構想関係 平成４．４～４．９ ［庶務課企画室］ １９９２

０３５５
北海道大学大学院地球環境科学研究科（博
士課程）設置計画書

平成４年１１月 北海道大学 １９９２

０３５６
北海道大学大学院地球環境科学研究科（博
士課程）設置計画書［様式第四号 大学等
の概要を記載した書類］

平成４年１１月 北海道大学 １９９２

０３５７
北海道大学大学院理学研究科生物科学専攻
（博士課程）設置計画書［１］

平成４年１１月 北海道大学 １９９２

０３５８
北海道大学大学院理学研究科生物科学専攻
（博士課程）設置計画書［２］

平成４年１１月 北海道大学 １９９２

０３５９『国立大学の講座及び学科目調』 平成五年度
文部省高等教育局大
学課

１９９３―１９９４

０３６０
地球環境科学研究科設置準備委員会関係綴
№２

［平成５年］ ［庶務課企画室］ １９９３

０３６１
北海道大学大学院地球環境科学研究科（博
士課程）設置計画書［１］

平成５年１月 北海道大学 １９９３

０３６２
北海道大学大学院地球環境科学研究科（博
士課程）設置計画書［２］

平成５年１月 北海道大学 １９９３

０３６３
北海道大学大学院理学研究科生物科学専攻
（博士課程）設置計画書

平成５年１月 北海道大学 １９９３

０３６４
北海道大学大学院理学研究科生物科学専攻
（博士課程）設置計画書に係る関係資料の
追加について

［平成５年１月２１日］［庶務課企画室］ １９９３

０３６５
北海道大学大学院理学研究科生物科学専攻
（博士課程）設置計画書

平成５年２月 北海道大学 １９９３

０３６６
北海道大学大学院理学研究科物理学専攻
（博士課程）地球惑星科学専攻（博士課程）
設置計画書

平成５年１１月 北海道大学 １９９３

０３６７
北海道大学大学院理学研究科物理学専攻
（博士課程）地球惑星科学専攻（博士課程）
重点化計画書

平成５年１１月 北海道大学 １９９３

０３６８
北海道大学大学院工学研究科（博士課程）
重点化計画書（物質工学専攻、分子化学専
攻）

平成５年１１月 北海道大学 １９９３

０３６９
北海道大学大学院地球環境科学研究科大気
海洋圏環境科学専攻設置計画書

平成５年１１月 北海道大学 １９９３

北海道大学大学文書館年報 第９号（２０１４年３月）
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資料
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資料表記
年代

資料名 年・年度・自至 作成者

０３７０

〔平成６年度開設予定〕大学院設置申請等
関係資料（北海道大学大学院地球環境科学
研究科大気海洋圏環境科科学専攻博士課
程）

平成５年１２月１日現
在

北海道大学 １９９３

０３７１
生涯学習計画教育研究センター（仮称）設
置検討委員会関係綴

［平成５年～平成６
年］

［庶務課企画室］ １９９３―１９９４

０３７２ 改組
［平成５年～平成１１
年］

［庶務課企画室、総
務課企画室］

１９９３―１９９９

０３７３ 大学院改革推進委員会
平成５年度～平成
１０年度

［庶務課企画室、総
務課企画室］

１９９３―１９９９

０３７４『国立大学の講座及び学科目調』 平成六年度
文部省高等教育局大
学課

１９９４―１９９５

０３７５
北海道大学大学院地球環境科学研究科大気
海洋圏環境科学専攻博士課程設置計画書

平成６年１月 北海道大学 １９９４

０３７６ 設置関係資料
［平成６年～平成１２
年］

［庶務課企画室、総
務課企画室］

１９９４―２０００

０３７７
北海道大学大学院地球環境科学研究科大気
海洋圏環境科学専攻博士課程設置計画に係
る提出書類（教員の個人調書等）

平成６年１月１日 北海道大学 １９９４

０３７８
北海道大学大学院地球環境科学研究科大気
海洋圏環境科学専攻博士課程設置計画に係
る提出書類（機械、器具及び標本の目録）

平成６年１月１日 北海道大学 １９９４

０３７９

北海道大学大学院地球環境科学研究科大気
海洋圏環境科学専攻博士課程設置計画書に
係る提出書類（図書、学術雑誌及び視聴覚
資料の目録）

平成６年１月１日 北海道大学 １９９４

０３８０
北海道大学大学院工学研究科（博士課程）
重点化計画書（システム情報工学専攻）（２
分冊の１）

平成６年１１月 北海道大学 １９９４

０３８１
北海道大学大学院工学研究科（博士課程）
重点化計画書（電子情報工学専攻）（２分
冊の２）

平成６年１１月 北海道大学 １９９４

０３８２
北海道大学大学院獣医学研究科（博士課
程）重点化計画書（獣医学専攻）

平成６年１１月 北海道大学 １９９４

０３８３『国立大学の講座及び学科目調』 平成七年度
文部省高等教育局大
学課

１９９５―１９９６

０３８４
演習林［北方森林圏研究センター構想関
係］

［平成７年～平成１１
年］

［総務課企画室］ １９９５―１９９９

０３８５ 工学研究科［改革構想関係］ ［平成８年］ ［総務課企画室］ １９９６

０３８６『国立大学の講座及び学科目調』 平成八年度
文部省高等教育局大
学課

１９９６―１９９７

０３８７『国立大学の講座及び学科目調』 平成九年度
文部省高等教育局大
学課

１９９７―１９９８

〔目録〕事務局総務企画部企画課文書（学部等設置申請関係）
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資料名 年・年度・自至 作成者

０３８８
総長・学部長懇談［教育学部・理学部重点
化関係］

［平成９年～平成１０
年］

［総務課企画室］ １９９７―１９９８

０３８９ 文学研究科［重点化関係］
［平成９年～平成１０
年］

［総務課企画室］ １９９７―１９９８

０３９０ 薬学研究科［重点化関係］
［平成９年～平成１１
年］

［総務課企画室］ １９９７―１９９９

０３９１ 歯病改組資料［歯学部附属病院改組関係］
［平成９年～平成１１
年］

［総務課企画室］ １９９７―１９９９

０３９２
触化センター［触媒化学研究センター改組
関係］

［平成９年］ ［総務課企画室］ １９９７

０３９３「地震火山研究観測センター」の設置
［平成９年～平成１０
年］

［総務課企画室］ １９９７―１９９８

０３９４
学術情報関係［情報メディア教育研究総合
センター新設関係］

［平成９年～平成１０
年］

［総務課企画室］ １９９７―１９９８

０３９５『国立大学の講座及び学科目調』 平成十年度
文部省高等教育局大
学課

１９９８―１９９９

０３９６
法学研究科・センター構想［法学研究科重
点化・高等法政研究センター構想関係］

［平成１０年～平成１２
年］

［総務課企画室］ １９９８―２０００

０３９７
文学研究科・国際コミュニケーション学研
究科［文学研究科重点化構想・言語文化部
大学院構想関係］

［平成１０年］ ［総務課企画室］ １９９８

０３９８
言語文化部［国際広報メディア研究科構想
関係］

［平成１０年～平成１２
年］

［総務課企画室］ １９９８―２０００

０３９９ 歯学研究科［改革構想関係］
［平成１０年～平成１１
年］

［総務課企画室］ １９９８―１９９９

０４００ 農学研究科［重点化関係］ ［平成１０年］ ［総務課企画室］ １９９８

０４０１
免疫科学研究所［遺伝子病制御研究構想関
係］

［平成１０年～平成１１
年］

［総務課企画室］ １９９８―１９９９

０４０２『国立大学の講座及び学科目調』 平成十一年度
文部省高等教育局大
学課

１９９９―２０００

０４０３ 経済研究科［改革構想関係］ ［平成１１年］ ［総務課企画室］ １９９９

０４０４ 教育学部［改革構想関係］ ［平成１１年］ ［総務課企画室］ １９９９

０４０５
大学院改革の実施状況に関する調査研究
大学基準協会

１１年３月 ［総務課企画室］ １９９９

０４０６『国立大学の講座及び学科目調』 平成十二年度
文部省高等教育局大
学課

２０００―２００１

０４０７ スラブ研究センター改組構想
［平成１２年～平成１３
年］

［総務課企画室、企
画室］

２０００―２００１

０４０８『国立大学の講座及び学科目調』 平成十三年度
文部省高等教育局大
学課

２００１―２００２
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０４０９
大学院研究科形態検討ワークショップ（継
続検討ＷＧ関係）

Ｈ１３．７．１９～ ［企画室］ ２００１

０４１０ 経済学研究科（専門大学院構想）
［平成１３年～平成１４
年］

［企画室］ ２００１―２００２

０４１１
ナノテクノロジー研究センター№１ ［設
置計画関係］

［平成１３年］ ［企画室］ ２００１

０４１２
医病・歯病・農学研究科［高次口腔医療セ
ンター・治験管理センター・応用生命科学
専攻整備関係］

［平成１３年］ ［企画室］ ２００１

０４１３ 創成科学研究機構［設置計画関係］ ［平成１３年］ ［企画室］ ２００１

０４１４
教育学院構想［多元文化教育論講座設置構
想関係］

［平成１４年～平成１５
年］

［企画室］ ２００２―２００３

０４１５
水産科学研究科マリンアファアーズリサー
チイニシアチブ組織［構想関係］

［平成１４年］ ［企画室］ ２００２

０４１６
高等教育機能開発大学院 高機能センター
（研究部）［高等教育マネジメント大学院
構想関係］

［平成１４年～平成１５
年］

［企画室］ ２００２―２００３

０４１７
北海道大学エネルギー変換マテリアル研究
センター（仮称）［構想関係］

平成１４年１２月 ［企画室］ ２００４

０４１８
「環マネジメント学舎」ソーシャルマネジ
メント専攻構想案（経済・専門職大学院）

１５．５．２１ ［企画室］ ２００３

０４１９
新体育指導センター（仮称）［体育指導セ
ンター改組関係］

［平成１５年］ ［企画室］ ２００３

０４２０ 特別クラス（名称未定）の基礎構想（案） ［平成１５年］ ［企画室］ ２００３

０４２１
北海道大学文書館（仮称）設置検討Ｗ・Ｇ
関係

［平成１５年］ ［企画室］ ２００３

備考 （１） 推定、補足は［ ］表記とした。
（２） 設置申請関係書類中、複数の申請書を合綴したものは、合綴された内容が判別できるように、枝番号を付して
各申請書類名を記載した。

（３） 年代は、内容より判断して記載した。
（４） 本目録に登録した資料群は、個人情報保護のため、利用を制限される場合がある。
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【 解 題 】

山本 美穂子

１．事務局総務企画部企画課文書（学部等設置申請関係）目録について

事務局総務企画部企画課文書（学部等設置申請関係）は、１９４７～１９９４年を中心とした時

期に、大学事務局が作成・収受した、新制大学・大学院・学部等の設置申請に関する公文

書資料群である。①百年史編集室による「札幌農学校簿書」の目録作成（『北大百年史』

札幌農学校史料一・史料二、１９８１年）、②１２５年史編集室・大学文書館による「東北帝国大

学農科大学・北海道帝国大学簿書」（『北海道大学大学文書館年報』第８号、２０１３年３月）

の目録作成に続く、北海道大学の歴史的な基幹公文書の整理である。

２．移管・整理の経緯

２０１２年度、北海道大学では、文部科学省「国立大学改革プラン」（２０１３年１１月）の一環

である「国立大学のミッションの再定義」に応じるため、学内の学部・センター等の設置

目的をとりまとめた。その際、大学文書館でも複数の学部・センターについて設置目的を

調査した。これを契機に、事務局保管の学部等設置申請関係文書について、２０１３年１月８

日、事務局総務企画部企画課から４９箱の移管を受け、整理・保管を行なうこととなった。

１月２４日、仮目録の作成が完了し、目録入力数は１，１２７点を数えた。仮目録中、資料名が

重複している文書が多いことから、５月から数回にわけて重複確認調査を行なった。

今回、「事務局総務企画部企画課文書（学部等設置申請関係）目録」を作成するにあた

り、（１）事務局が予備用として保管していた６８７点、（２）他の簿書の一部と判断して統合

した５点（原議書、文書、設置計画書等）、（３）学部等設置申請関係とは無関係な文書９

点（課内供閲通知類）、（４）学部等設置申請関係とは無関係な刊行物５点（北海道学芸大

学学生部『「学生の経済生活に関する調査」報告』１９６１年１１月、「能研テスト」関係文献：

『能研テスト報告書 第２集 昭和３９・４０年度』１９６６年・全国高等学校長協会編『昭和４１

年度「能研テスト」学カテスト問題所見集』１９６７年、北海道帝国大学学生課『東洋思想の

中心（儒教思想）』１９３４年、中島九郎『戦争と食糧』１９４５年）、計７０６点は目録から外した。

３．資料の分類・配列等

本目録に収録した資料は、１９４７～２００３年に大学事務局が作成・収受した文書類４２１点で

ある。主に、（１）文部省へ提出した設置申請関係書類、（２）文部省『国立大学の講座及び
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申請書提出年 研究科・学部・学科名等

１９４８年 北海道大学、教育学部

１９４９年 法学部、経済学部、文学部、教育学部（第二部）、水産学部

１９５０年 医学部

１９５１年 教育学部（改組拡充）、法学部、経済学部、獣医学部

１９５２年 北海道大学大学院、専攻科（水産学部遠洋漁業学・漁業学）、理学部地球物理学
科、経済学部、法学部

１９５３年 北海道大学大学院、医学部薬学科

１９５４年 医学進学課程、工学研究科機械工学専攻、法学研究科民事法専攻、文学研究科社
会学専攻・国史学専攻・東洋史学専攻・西洋史学専攻、経済学研究科経済政策専
攻、医学研究科

１９５６年 理学研究科地球物理学専攻、工学部衛生工学科、農業工学科

１９５７年 工学部精密工学科（増設）、文学研究科独文学専攻、法学研究科公法専攻、薬学
研究科薬学専攻

設置認可・設置申請・拡充改組申請書提出年・部局一覧

学科目調』、（３）改組・設置申請準備に関する簿書（綴、ファイル類）に大別できる。目

録は、作成年月順に並べた。

�１ 文部省へ提出した設置申請関係書類

本目録に登録した設置申請関係書類は、【１】北海道大学関係、【２】旭川医科大学関係が

ある。【２】は８点あり、北海道大学内に設置された「旭川医科大学創設準備室」が設置申

請書類を北海道大学から文部省に提出したために、書類一式が事務局に保管されていたも

のである。

なお、設置申請関係書類には、複数の申請書を合綴したものがある。本目録では、合綴

された内容が判別できるように、枝番号を付して各申請書類名を記載した。

【１】北海道大学関係の設置申請関係書類は、１９４８～１９９４年にかけて、下記の一覧に記し

た大学院・学部・学科等についての設置認可・設置申請・拡充改組申請書類がある。複数

年にわたり申請が続いているものは、予備審査用・本審査用の各書類を指している。

なお、下記の一覧からは、すべての設置申請関係書類が揃っているわけではないことも

わかる。欠けている設置申請書類については、今後、申請書類を作成した原局（各研究科・

学部等）が保管しているか否か、再調査する必要がある。

また、新制北海道大学への移行に際して、１９５１年、北海道大学夜間部設置運動委員会「北

海道大学夜間部設置請願署名簿」（資料番号００６０）が北海道大学に提出されていたことも、

今回の整理で判明した。札幌市内の高等学校（定時制設置校を含む）生徒会からの請願で

ある。夜間部の設置は実現には至らなかったが、北海道大学史研究として研究調査すべき

課題を示している。
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１９５８年 文学研究科独文学専攻、理学部高分子学科（増設）

１９５９年 工学部電子工学科・合成化学工学科（増設）

１９６０年 工学研究科衛生学専攻

１９６１年 工学研究科精密工学専攻

１９６２年 理学研究科高分子学専攻、工学部衛生工学科（拡充改組）・機械工学第二学科

１９６３年 理学部化学第二学科、工学研究科電子工学専攻・合成化学工学専攻、農学部農業
工学科（拡充改組）、工学部土木工学科（拡充改組）

１９６４年 薬学部、文学研究科外国文学専攻・独文学専攻・中国文学専攻、工学部応用物理
学科、水産学部水産製造学科（拡充改組）

１９６５年 工学研究科機械工学第二専攻、水産学研究科水産増殖学・水産食品学・水産化
学・漁業学専攻

１９６６年 歯学部、理学研究科化学第二専攻、医学部附属衛生検査技師学校

１９６７年 歯学部、工学研究科応用物理学専攻、水産学研究科水産増殖学・水産食品学・水
産化学・漁業学専攻

１９６８年 文学研究科言語学専攻、薬学研究科製薬化学専攻

１９６９年 経済学研究科経営学専攻

１９７０年 文学研究科言語学専攻、工学研究科原子工学専攻、薬学研究科製薬化学専攻、歯
学部附属病院

１９７１年 医学部附属臨床検査技師学校

１９７２年 医学部附属臨床検査技師学校、工学研究科情報工学専攻・原子工学専攻、歯学研
究科

１９７３年 歯学研究科

１９７４年 歯学研究科、環境科学研究科、工学研究科情報工学専攻、医療技術短期大学部

１９７５年 経済学研究科経営学専攻、理学研究科環境構造学専攻、工学研究科環境計画学専
攻・情報工学専攻

１９７６年 経済学研究科経営学専攻、理学研究科環境構造学専攻、工学研究科環境計画学専
攻、環境科学研究科

１９７７年 経済学研究科経営学専攻、環境科学研究科環境構造学専攻

１９７８年 工学研究科生体工学専攻、環境科学研究科環境構造学専攻・社会環境学専攻・環
境保全学専攻

１９７９年 経済学研究科経営学専攻、工学研究科生体工学専攻、環境科学研究科社会環境学
専攻・環境保全学専攻

１９８０年 経済学研究科経営学専攻、工学研究科生体工学専攻

１９８１年 文学研究科行動科学専攻、工学研究科生体工学専攻

１９８２年 文学研究科行動科学専攻

１９８３年 文学研究科行動科学専攻

１９８４年 文学研究科行動科学専攻・ロシア文学専攻

１９９２年 地球環境科学研究科、理学研究科生物科学専攻

１９９３年 地球環境科学研究科、理学研究科生物科学専攻・物理学専攻・地球惑星科学専
攻、地球環境科学研究科大気海洋圏環境科学専攻

１９９４年 地球環境科学研究科大気海洋圏環境科学専攻
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�２ 文部省『国立大学の講座及び学科目調』

新制大学研究の基幹資料である『国立大学の講座及び学科目調』は、他の大学アーカイ

ブズや大学附属図書館に点在する一方、本目録では１９５０～２０００年代の３７点が揃っている。

これらは庶務部庶務課学務掛～企画室が収受し、設置・改組等の参考資料として使用した

ものである。その内訳は、文部省大学学術局大学課編が９点（１９５９、１９６１～１９６２、１９６４、

１９６８、１９７０～１９７３年度版）、文部省大学局大学課編が１０点（１９７４～１９８３年度版）、文部省高

等教育局大学課編が１８点（１９８４～２００１年度版）であり、１９７０～２００１年度版は完全に揃って

いる。

�３ 改組・設置申請準備に関する簿書

新制大学への移行をはじめ、学部等の設置・改組を所管していた事務局内の部署は、庶

務課→総務課→企画室→企画調整課→企画課へと、下記のとおり変遷している。学部等の

設置・改組に関する原議書の起案は、庶務課内では文書係→文書掛→学務掛→企画室（企

画掛）と変遷している。

庶務課（１９４５年～）→庶務部庶務課（１９５９年～）→庶務部庶務課（１９９２年度～、企画

室）→総務部総務課（１９９５年度～、企画室）→総務部企画室（２００１年度～）→企画部

企画調整課（２００４年度～）→総務企画部企画課（２０１１年度～）

作成時期による特徴としては、１９４７～１９４９年頃の簿書は、新制大学移行に際して、庶務

課文書係・文書掛が収受した大学基準協会（１９４７年７月設置）からの設置基準・委員会議

事抄録等の通知類である。１９５０年以降は、学部・センター等の設置・改組準備に関する学

内文書が綴られるようになり、１９９０～２０００年代には大学院改革構想（重点化）に関する学

内文書がファイルに収納されている。

（やまもと みほこ／北海道大学大学文書館員）
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