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＜ 記 録 ＞

大学文書館業務記録（２０１４年１月～１２月）

１．公文書等大学所蔵資料の整理業務

�１ 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、２０１４年も前年に引き続

き、整理・目録作成作業を進めた。

�２ 農学部農業経済学科図書室からの受入資料

①受入日：４月２５日／農業経済学科関係資料３点／上原轍三郎受講ノート（佐藤昌介「農

史」講義、１９０９～１９１２年頃）、『北海道帝国大学新聞』創刊号（１９２６年５月）、上原轍

三郎講演記録（謄写版、１９２７～１９４１年頃）

②受入日：９月８日／農業経済学科学友会冊子３点／『のうけい』創刊号～第３号（１９６３

～６７年）

�３ 大学病院からの受入資料

受入日：６月２６日／『職員録』３４点（１９６４～６５、６８、７２～９５、９７～２００３年版）

２．資料収集業務

�１ 「文平会」（元農場助手林文平を囲む会）関係資料
受贈日：２月１０日／寄贈者：四方英四郎氏（名誉教授）／受贈資料：２５０点／出納簿、

書簡、草稿、写真など

�２ 松本純彌（林学科１９０８年卒業）関係資料

受贈日：３月２４日／寄贈者：山口二郎氏（ご令孫、名誉教授）／受贈資料：１７点／在

学・卒後日記【『北大時報』第７２１号掲載】

�３ 秋田北盟寮関係資料関係資料

受贈日：４月１０日／寄贈者：齋藤和雄氏（秋田北盟寮香蘭会会長、名誉教授）／受贈

資料：１点／新渡戸稲造揮毫墨蹟「転凡成聖 為田所君 稲造」（田所哲太郎宛て、

扁額）【『北大時報』第７２２号掲載】

�４ 宮澤弘幸（元工学部学生）関係資料

受贈日：５月７日／寄贈者：秋間美江子氏（ご令妹）／受贈資料：３件／アルバム２冊

（幼少期～中学校生徒時代、工学部学生時代）、１８９０～１９５０年代の家族関係写真類

【『北大時報』第７２２号掲載】

�５ 黒田重治（土木工学科第１期生）・星野勇三（札幌農学校第１９期生）関係資料
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①受贈日：６月１０日／寄贈者：佐野満里子氏（黒田重治ご息女、星野勇三ご令孫）／受

贈資料：６４点／書簡類

②受贈日：８月１９日／寄贈者：佐野満里子氏／受贈資料：２点／鷹部屋福平揮毫掛軸

�６ 植物学教室関係資料

受贈日：６月１７日／寄贈者：四方英四郎氏（名誉教授）／受贈資料：９１点／宮部金吾・

松本巍など教室関係者書簡、録音テープなど

�７ 教養部・言語文化部関係資料

受贈日：７月４日／寄贈者：新妻篤氏（名誉教授）／受贈資料：２３９点／教養部改革関

係文書、会議ノートなど

�８ 遠友夜学校関係資料

受贈日：７月７日、７月１４日、１２月８日／寄贈者：札幌市／受贈資料：５７５件／旧遠

友夜学校記念室所蔵資料・展示備品類【『北大時報』第７２５号掲載】

�９ 平塚直治（札幌農学校第１４期生）関係資料

受贈日：７月１６日／西安信氏（ご令孫）／受贈資料：４６点／受講ノート・研究ノート、

葉書など【『北大時報』第７２５号掲載】

�１０ 澁谷紀三郎（農芸化学科１９０８年卒業）関係資料

受贈日：７月２４日／澁谷紀直氏（ご令孫）／受贈資料：１４５点／印画紙写真（東北帝国

大学農科大学在学の頃、台湾総督府・台北帝国大学勤務の頃）【『北大時報』第７２５号

掲載】

�１１ 旧制高校・大学予科徽章コレクション

受贈日：７月２８日／宍戸昌夫氏（横浜市立大学名誉教授）／受贈資料：３５点／旧制高

校・大学予科徽章【『北大時報』第７２５号掲載】

�１２ 予科関係資料

受贈日：８月４日／宍戸昌夫氏／受贈資料：１点／北海道帝国大学予科櫻星会『昭和

十三年度 櫻星会々員名簿』

�１３ 大学概要

受贈日：８月１５日／池上重康氏／受贈資料：１点／『北海道大学概要 昭和二十八年

度』

�１４ 教育学部院生協議会関係資料

受贈日：８月１８日／逸見勝亮氏（名誉教授）／受贈資料：２９４点／１９６０‐７０年代教育学

部院生協議会関係ビラ、冊子、草稿など

�１５ 新制大学期学生関係資料

受贈日：８月２０日／細谷将彦氏／受贈資料：１件／昭和３６年度北大理類入学者アルバ

ム「エルムの梢」（印刷・データ版）

�１６ 中島九郎（農科大学１９１０年卒業）関係資料

受贈日：９月５日／越山澄子氏（ご息女）／受贈資料：１５８点／佐藤昌介講義原稿「農
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業経済学講義第壱 農業汎論 二十八枚」（１８８８年）、書簡、辞令、文武会記念メダル

など

�１７ 大島正健（札幌農学校第１期生）家関係資料

①受贈日：９月２５日／寄贈者：大島智夫氏（ご令孫、横浜市立大学名誉教授）、紹介者：

福島穆氏（内村鑑三記念今井館教友会事務局長）／受贈資料：１点／新渡戸稲造が大

島正健に献呈した『武士道』（１９００年発行）

②受贈日：１０月３１日／寄贈者：大島智夫氏／受贈資料：２６点／書簡、手稿、ルター約聖

書（１６６５年）など【『北大時報』第７２８号掲載】

�１８ 奥村信一（農学部１９２９年卒業、工学部１９４３年卒業）関係資料

受贈日：９月２９日／寄贈者：奥村繁樹氏・奥村昌聰氏（ご子息）／受贈資料：１点／

コロンビア製 SPレコード（１９３０年文武会音楽部歌唱「都ぞ弥生／瓔珞みがく」）

�１９ 新制大学期学生関係資料

受贈日：９月３０日／寄贈者：豊田八宏氏／受贈資料：６５点／在学時代の冊子類（山ス

キー部冊子『むいね』・『歌集』・『Russell』、農学部大学院生冊子『穂波』など）

�２０ 坂田実（農学実科１９２７年卒業）関係資料

受贈日：１０月８日／寄贈者：小崎侑子氏（ご息女）／受贈資料：１点／卒業記念写真帖

�２１ 東晃（元工学部教授）関係資料

受贈日：１０月２８日、１０月３０日、１１月５日／寄贈者：東眞理子氏・東恵美子氏（ご息女）、

紹介者：山崎敏晴氏／受贈資料：１箱、６箱、３点／書簡、文書など

�２２ 東新（元予科教授）関係資料

受贈日：１１月１０日／寄贈者：山崎敏晴氏／受贈資料：３点／東新訳『ファウスト』

�２３ 中谷宇吉郎関係資料

受贈日：１１月１０日／寄贈者：清野彬氏（吉田貞次郎ご令孫）、紹介者：山崎敏晴氏／

受贈資料：３点／上富良野村長吉田貞次郎宛て献呈署名入り抜刷、封筒

�２４ 松本友（農学実科１９１５年卒業、元第一・第八農場助手）関係資料

受贈日：１２月８日／寄贈者：松本晴子氏（ご令孫）、紹介：鶴岡市郷土資料館／受贈

資料：１６箱／農場関係文書類、日記・原稿・ノート・メモ類、新聞スクラップ、書簡、

刊行物など【『北大時報』第７３０号掲載】

３．研究調査業務

�１ 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・東京都立図書館）、［２］道

南地域（函館市中央図書館・七重町歴史館）に赴き、開拓使関係文書・文献調査を行った。
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研究成果は、教育史学会第５８回大会において発表した。

�２ 近代日本の学位に関する研究

２０１４年度、新たに、科学研究費補助金基盤研究（Ｃ）の交付を受け、「近代日本の女性

研究者の学歴・キャリアに関する歴史的研究――博士号取得の視点から」（研究代表者：

山本美穂子）を進めた。［１］東京都（東京大学文書館・お茶の水女子大学附属図書館・国

立国会図書館）、［２］関西地域（京都大学大学文書館・国立国会図書館関西館）に赴き、

学位授与に関する文書・文献、博士論文の調査を行った。

４．その他の業務

�１ 大学史講義

２０１４年度後期、全学教育科目「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、２００７～２０１３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。

�２ 資料見学学習会

２０１４年度前期・後期、多文化交流科目「北海道大学を歩く・見る・考える」（担当：留

学生センター妙木忍特任助教）の受講生を対象として、５月１日、１０月２３日に資料見学学

習会を、附属図書館４階大会議室Ａにおいて開催した。５月は「新渡戸稲造の“homeport”

札幌時代」、１０月は「北大における女性の進学の歴史」について、関連資料を陳列し、北

海道大学沿革史についてレクチャーを行った。

�３ 資料見学会

７月２４日、東北帝国大学農科大学１９０８年卒業生・澁谷紀三郎のご令孫にあたる澁谷紀直

氏、澁谷重紀氏、霜紘一氏をむかえて、資料見学会を開催した。当日は、澁谷紀三郎の札

幌農学校予修科生徒・東北帝国大学農科大学農芸化学科学生時代の文書・写真や、台湾総

督府技師時代の書簡や調査報告地図『台湾亜爾加里土壌調査報告』などを陳列し、ご覧い

ただいた。

�４ 展示

〔１〕大学沿革史常設展示の全面リニューアル

４月２４日、百年記念会館２階展示ホールの大学沿革史常設展示を全面リニューアル

した。リニューアルに際しては、附属図書館、大学文書館が所蔵する写真と文書資料

を中心に、北海道大学の特色ある歴史を通観できるように、①札幌農学校の開校、②

札幌農学校の肖像、③東北帝国大学農科大学、④北海道帝国大学、⑤戦争の中の北大、

⑥新制北海道大学の成立、⑦北大の現在への歩み、⑧北大の沿革と変遷の８部に構成
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した。なお、⑤には、「【北大史異聞】ある北大生の青春と戦争」と題したコーナーを

設けた。 【『北大時報』第７２２号掲載】

〔２〕常設展示の増設

７月、札幌市より北海道大学が「遠友夜学校関係資料」の寄贈を受けたことから、

同月２５日、百年記念会館２階展示ホールに展示ケース２台を新たに置き、遠友夜学校

に関する展示を開始した。遠友夜学校は、１８９４年に札幌農学校教授であった新渡戸稲

造と妻メアリーが札幌に創設した、貧困等で学校に通えない子どもたちのための学校

である。学校の運営には、創設から１９４４年閉校に至るまで、札幌農学校・北大関係者

が中心的な役割を果たし、多くの農学校生・北大生が教師を務めた。７月２５日～９月

４日までは「遠友夜学校を支えた人々」と題して、歴代の校長（新渡戸稲造、新渡戸

メアリー、半澤洵）、代表理事（宮部金吾、大島金太郎、有島武郎、蠣崎知二郎、野

中時雄、小谷武治、半澤洵）を紹介する展示とした。９月５日からは「遠友夜学校略

史――５０年の変遷」と題して、展示ケースをそれぞれ「前期（１８９４‐１９２０年）小学校

の授業を行なっていた時代」、「後期（１９２１‐１９４４年）中等学校の授業が中心となった

時代」として構成し、リニューアルした。

〔３〕パネル展示の設置

３月２８日、附属図書館北図書館２階館内ゲート前において、パネル展示「“エルム

の森”の青春――北大生の群像１８７６～１９４９」を設置した。展示は、①札幌農学校生あ

らわる、②時計台キャンパスから飛び立つ、③ Universityへの道、④“エルムの森”

キャンパスを舞台に、⑤北大生の戦争、そして新しい時代へ、と題して、５期・２カ

月入れ替え方式をとり、２０１５年１月３０日までの開催とした。

�５ 資料検索システム

１月１０日～１２月２２日にかけて、大学文書館内で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」（試行版）に、目録４０件（資料点数６，１０８点）を

登録した。２０１３年５月１７日登録開始からの累計は、目録８８件（資料点数１０，８５５点）となっ

た。

大学文書館業務日誌（２０１４年１月～１２月）

１月１０日 『Ｕ７』第５４号（学士会、３月発行）の《七大学秘宝めぐり》に「Ｗ．Ｓ．クラー

クが愛弟子に贈った聖書」寄稿（山本）

１月１５日 『リテラポプリ』第５３号（北海道大学総務企画部広報課、３月発行）の《温故

知新 北海道大学 挑戦の１４０年》第１回連載として「１８７６‐１８７７“Be Ambi-

tious”」寄稿（井上）
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１月１７日 『きぼうの虹』第３５０号（北海道大学生活協同組合、２月１日発行）の「図書

館へ行こう！」第１０回連載として「「北のアテネ」を具現――宮部金吾文庫」

寄稿（井上）

２月３日 『えるむ』第１４５号（北海道大学学生委員会、４月発行）の「北海道大学歴史

ノート」第１６回連載として「新渡戸稲造夫人メアリーのエルム・アヴェニュー」

寄稿（井上）

２月１０日 四方英四郎氏より、文平会関係資料１箱を受贈

２月１３日 ２０１３度第１回大学文書館年報編集委員会（於：附属図書館４階大会議室Ｃ）

２月１４日 学外資料調査（国立国会図書館・国立公文書館・東京都立図書館、～２月１８日、

井上）

２月２１日 寄贈者面談（東京都、～２月２２日、井上）

３月７日 ２０１３度第１回大学文書館運営委員会（於：附属図書館４階大会議室Ａ）

３月１７日 『きぼうの虹』第３５１号（北海道大学生活協同組合、４月１日発行）の「図書

館へ行こう！」第１１回連載として「北海道・札幌のワンピース――高岡直吉文

庫」寄稿（井上）

３月２２日 学外資料調査（国立国会図書館・国立公文書館・東京都立図書館、～３月２６日、

井上）

３月２４日 山口二郎氏より、松本純彌関係資料１箱を受贈

３月２８日 パネル展示「“エルムの森”の青春――北大生の群像１８７６～１９４９」を開催（～

２０１５年１月３０日、会場：北図書館２階、共催：附属図書館北図書館）

３月３１日 『北海道大学大学文書館年報』第９号を刊行

３月３１日 『新渡戸稲造ストーリー――札幌農学校からの行路』（大学文書館編集・製作、

新渡戸カレッジ発行、第１刷）を刊行

４月１日 第３代副館長に眞壁仁教授（公共政策学連携研究部）が就任

４月１０日 齋藤和雄氏より、秋田北盟寮関係資料１点を受贈

４月１４日 学外資料調査（遠友夜学校記念室、～４月１５日、井上・山本）

４月１７日 大学案内誌『Be ambitious』（北海道大学学務部入試課、６月発行）の「北海

道大学の歴史」修正（井上）

４月２４日 百年記念会館２階展示ホールの大学沿革史常設展示を全面リニューアル

４月２５日 農業経済学科図書室より、農業経済学科関係資料３点を受け入れ

５月１日 資料見学学習会（多文化交流科目「北海道大学を歩く・見る・考える」受講生

７名、妙木忍特任助教、TA１名、会場：附属図書館４階大会議室Ａ）を開催

５月７日 秋間美江子氏より、宮澤弘幸（元工学部学生）関係資料３件を受贈

５月１９日 『きぼうの虹』第３５２号（北海道大学生活協同組合、６月１日発行）の「図書

館へ行こう！」第１２回連載として「札幌農学校最後のバカ――逢坂信 文庫」

寄稿（井上）

大学文書館業務記録・業務日誌（２０１４年１月～１２月）
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５月２２日 資料見学（札幌農学校第１９期生星野勇三について、佐野満里子氏）

５月２６日 資料学習会（新渡戸スクール関係者向け、会場：高等教育推進機構）

５月２７日 学外資料調査（お茶の水女子大学附属図書館・国立国会図書館、～５月３１日、

山本）

６月９日 施設視察（京都大学大学文書館西山伸教授、神戸大学附属図書館大学文書史料

室木下資一室長・野邑理栄子専門調査員）

６月１０日 学外資料調査（遠友夜学校記念室、井上・山本）

６月１０日 佐野満里子氏より、黒田重治・星野勇三関係資料６４点を受贈

６月１１日 施設視察（名古屋大学大学文書資料室池内敏教授・堀田慎一郎特任助教・佐分

さとみ氏、広島大学文書館小池聖一館長）

６月１３日 資料見学（札幌農学校第１９期生森本厚吉について、新渡戸文化学園長森本晴生

氏）

６月１７日 四方英四郎氏より、植物学教室関係資料６箱を受贈

６月１８日 学外資料調査（市立函館博物館、～６月２０日、山本）

６月２２日 学外資料調査（函館市中央図書館・七重町歴史館、～６月２５日、井上）

６月２６日 大学病院より、『職員録』３４点を受け入れ

７月４日 新妻篤氏より、教養部・言語文化部関係資料８箱を受贈

７月４日 『えるむ』第１４６号（北海道大学学生委員会、８月発行）の「北海道大学歴史

ノート」第１７回連載として「札幌農学校に留学生がやって来た――北大最初の

留学生」寄稿（井上）

７月７日 札幌市より、遠友夜学校関係資料（旧遠友夜学校記念室所蔵資料・展示備品類）

５７５件を受贈（７月１４日、１２月８日）

７月１５日 『きぼうの虹』第３５３号（北海道大学生活協同組合、８月１日発行）の「図書

館へ行こう！」第１３回連載として「先人未踏の分野で独自の境地――知里真志

保文庫」寄稿（井上）

７月１６日 西安信氏より、平塚直治関係資料４６点を受贈

７月１８日 ２０１４年度ホームカミングデー配布カレンダー（北海道大学広報課地域連携・基

金事務担当作成）に、沿革写真画像を提供

７月２４日 資料見学（東北帝国大学農科大学１９０８年卒業澁谷紀三郎について、澁谷紀直氏・

澁谷重紀氏、霜紘一氏・真喜子夫人）

７月２４日 澁谷紀直氏より、澁谷紀三郎関係資料１４５点を受贈

７月２５日 百年記念会館２階展示ホールに常設展示コーナーを増設、展示「遠友夜学校を

支えた人々」を設置（～９月４日）

７月２８日 閲覧室にて、遠友夜学校関係資料の利用提供を開始

７月２８日 宍戸昌夫氏より、旧制高校・大学予科徽章コレクション３５点を受贈

７月３０日 新渡戸稲造墨蹟１点を総長室に特別陳列
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８月４日 宍戸昌夫氏より、『昭和十三年度 櫻星会々員名簿』１点を受贈

８月１５日 池上重康氏より、『北海道大学概要 昭和二十八年度』１点を受贈

８月１８日 逸見勝亮氏より、教育学部院生協議会関係資料１箱を受贈

８月１９日 佐野満里子氏より、黒田重治関係資料２点を受贈

８月２０日 細谷将彦氏より、昭和３６年度北大理類入学者アルバム１件を受贈

８月２６日 学外資料調査（京都大学大学文書館・国立国会図書館関西館、～８月３０日、山

本）

９月２日 『リテラポプリ』第５４号（北海道大学総務企画部広報課、１１月発行）の《温故

知新 北海道大学 挑戦の１４０年》第２回連載として「１８７６‐１８８８“実学”」寄

稿（井上）

９月５日 越山澄子氏より、中島九郎関係資料１箱を受贈

９月５日 百年記念会館２階展示ホールの常設展示増設コーナーをリニューアル、展示「遠

友夜学校略史――５０年の変遷」を設置

９月８日 農業経済学科図書室より、農業経済学科学友会冊子３点を受け入れ

９月１２日 施設見学（日下大器氏・淑子夫人、大山綱夫氏・美根子夫人）

９月１９日 『きぼうの虹』第３５４号（北海道大学生活協同組合、１０月１日発行）の「図書

館へ行こう！」第１４回連載として「波濤を越えた英語教師――北図書館レーン

文庫」寄稿（井上）

９月２５日 施設見学（内村鑑三記念今井館教友会事務局長福島穆氏・専子夫人）

９月２５日 大島智夫氏より、大島正健関係資料１点を受贈

９月２９日 奥村繁樹氏・奥村昌聰氏より、奥村信一関係資料１点を受贈

９月３０日 豊田八宏氏より、大学沿革刊行物１箱を受贈

１０月４日 教育史学会第５８回大会に参加（於：日本大学文理学部、～１０月５日、井上）

１０月６日 学外資料調査（国立公文書館、～１０月７日、井上）

１０月８日 全国大学史資料協議会２０１４年度総会・全国研究会「学内業務文書の管理と活

用」に参加（於：桃山学院史料室・大阪大学、～１０月９日、山本）

１０月８日 小崎侑子氏より、坂田実関係資料１点を受贈

１０月１０日 学外資料調査（国立国会図書館関西館、～１０月１１日、山本）

１０月２３日 資料見学学習会（多文化交流科目「北海道大学を歩く・見る・考える」受講生

１０名、妙木忍特任助教、ＴＡ１名、会場：附属図書館４階大会議室Ａ）を開催

１０月２４日 『えるむ』第１４７号（北海道大学学生委員会、１２月発行）の「北海道大学歴史

ノート」第１８回連載として「開かずの門をこじ開けた闘士加藤セチ――最初の

女性の北大生」寄稿（井上）

１０月２８日 学外資料調査（東京大学文書館・国立国会図書館、～１１月１日、山本）

１０月２８日 東眞理子氏・東恵美子氏より、東晃関係資料１箱を受贈（１０月３０日６箱、１１月

５日３点を受贈）

大学文書館業務日誌（２０１４年１月～１２月）
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１０月３１日 大島智夫氏より、大島正健家関係資料１箱を受贈

１１月１０日 清野彬氏より、中谷宇吉郎関係資料３点を受贈

１１月１０日 山崎敏晴氏より、元予科教授東新訳『ファウスト』３点を受贈

１１月１７日 『きぼうの虹』第３５５号（北海道大学生活協同組合、１２月１日発行）の「図書

館へ行こう！」第１５回連載として「北海道史研究の高峰――高倉文庫」寄稿（井

上）

１２月５日 資料見学学習会（教育学部健康体育学系基礎ゼミ受講生３名、大櫃敬史特任教

授）

１２月８日 松本晴子氏より、松本友関係資料１６箱を受贈

１２月１６日 ２０１４度第１回大学文書館運営委員会（於：附属図書館４階大会議室Ａ）

１２月２２日 資料見学学習会（全学教育科目「北海道大学の歴史」受講生１１名）

大学文書館利用状況（２０１４年１月～１２月）

�１ 参考調査 ８１２点（３６２件、３６７名）

�２ 閲覧・複写 ３，２１３点（４４１件、４９５名）

（開館日数２４３日、閲覧日数１０２日：水・木曜日）

�３ 出版・放映掲載利用 １０２点（２４件、２８名）

�４ 展示利用 １６点（５件、５名）

�５ 取材・撮影 ４８点（７件、１６名）

�６ 見学・視察等 １８件（６７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．～２０１４．３．３１．

眞壁 仁 （公共政策学連携研究部教授）２０１４．４．１．～

◇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．～２０１４．３．３１．

眞壁 仁 （大学文書館副館長） ２０１４．４．１．～

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．～
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小澤 丈夫 （工学研究院准教授） ２０１１．４．１．～

松王 政浩 （理学研究院教授） ２０１３．４．１．～

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．～

◇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．～９．２７，１０．３．～２０１３．３．２８，

２０１３．４．２．～９．２６，１０．１．～２０１４．３．２６，

２０１４．６．３．～１２．２６．

廣瀬 公彦 ２０１３．４．１５．～９．３０，１０．４．～２０１４．３．３１，

２０１４．４．４．～９．２９．

張 可勝 ２０１３．４．１５．～９．３０，１０．３．～１２．１９，

２０１３．１２．２６．～

佐々木 朝子 ２０１３．４．１９．～２０１４．３．２８，

２０１４．５．２．～７．２５，７．２９．～

齊田 春菜 ２０１４．２．４．～３．２６．

◇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 （大学文書館館長） ２０１１．４．１．～

委員 白木沢 旭児（大学文書館副館長） ２００８．４．１．～２０１４．３．３１．

眞壁 仁 （大学文書館副館長） ２０１４．４．１．～

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．～

大学文書館業務日誌・利用状況（２０１４年１月～１２月）・構成・年報編集
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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。
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