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＜ 記 録 ＞

大学文書館業務記録（２０１５年１月～１２月）

１．大学所蔵資料の整理業務

�１ 旧沿革資料室所蔵沿革刊行物の整理

整理：１１月～１２月、附属図書館の旧沿革資料室所蔵大学沿革刊行物について、建物移

転に際する移動協議に向けて、所在（資料番号）点検作業

�２ 附属図書館からの資料受入

①受入：３月３１日、１９１０年代回覧洋雑誌１点（有島武郎回覧日付入り雑誌を含む）

②受入：１１月２４日、図書館沿革資料５５袋

③受入：１２月１８日、横山壮次郎（札幌農学校第８期生）旧蔵資料１箱

�３ 百年記念会館からの受入資料

受入：５月１８日、創基百年関係資料１点（マサチューセッツ大学学長祝辞）

�４ 文学研究科図書室からの資料受入

受入：５月２２日、藤原正予科主事宛て書簡１点

�５ 工学部事務部総務課からの資料受入

受入：６月２日、有江幹男元学長・元工学部長肖像写真データ１点

�６ 広報課地域連携・基金事務担当からの資料受入

受入：６月２６日、大出哲（土木専門部１９４５年卒業）旧蔵資料３点（写真アルバム、角

帽）

整理：７月、写真アルバム２点のスキャニング作業

�７ 総務課からの資料受入

①受入：７月６日、創基百年・入学記念資料４点（創基百年記念スタンプ色紙３枚、

「入学アルバム１９８８」）

②受入：７月２７日、ポートランド州立大学寄贈額１点（２枚組、ドイツ人の米国市民

権証）

�８ 施設企画課からの資料受入

受入：７月９～２４日、施設関係写真・ネガ等８箱

整理：８月、写真ネガの目録作成（５０９点）

�９ 主計課からの資料受入

受入：７月１７日、大学紛争関係スクラップ・アルバム等１箱

�１０ 総合博物館からの資料受入

受入：７月１７日、農業経済学教室旧蔵の西平太郎関係資料１箱

整理：８月、目録作成（小作日記３０点）
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�１１ 大学病院管理課からの資料受入

受入：７月３０日、病院沿革刊行物２点（『有珠医療支援活動記録』、温泉治療研究施設・

登別分院『五十年のあゆみ』）

�１２ 農学研究院図書室からの資料受入

受入：７月３０日、札幌農学校刊行物２点（『札幌農黌第二年報』、『札幌農学校農場一

覧』明治３９～４３年製本）

�１３ 研究振興課からの資料受入

受入：１１月２０日、航空写真パネル２点（アマースト大学、北海道大学）

２．個人資料等の収集業務

�１ 立野誠吾（医学部１９３７年卒業）旧蔵資料

受贈日：１月２６日／寄贈者：立野正敏氏／受贈資料：２点／医学部第１２期生卒業記念

写真帖、第３１回東北帝国大学農科大学遊戯会記念メダル（１９１３年５月）

�２ 教養部在学関係資料（１９６０年代）

受贈日：２月３日／寄贈者：細谷将彦氏／受贈資料：１点／『霧』創刊号（北海道大

学理類一年七組クラス雑誌、１９６２年１月発行）

�３ 近藤角五郎（医学部１９３４年卒業）旧蔵資料

受贈日：２月３日／寄贈者：近藤信夫氏／受贈資料：２６点／受講ノート２５点、医学部

第９期生卒業記念写真帖１点

�４ 医学専門部在学関係資料（１９４０年代）

受贈日：３月２日／寄贈者：吉尾弘氏／受贈資料：３点／全学会総務部長通知「昭和

十九年度皇軍慰問会幹事ヲ命ズ」（昭和１８年１０月２３日付）、附属医学専門部通知「正代

表ヲ命ズ」（昭和１９年４月１０日付）、報国会全学会総務部長通知「昭和二十年度全学会

総務部幹事ヲ命ズ」（昭和１９年１０月１日付）

�５ 恵迪寮関係資料

受贈日：３月１８～１９日／寄贈者：恵迪寮／受贈資料：１３７箱／写真アルバム、寮務日

誌、冊子、ビラ、寮報など

�６ 内田正練関係資料

受贈日：３月２６日／寄贈者：三浦裕行氏／受贈資料：２１点／絵葉書「東洋一の内田正

練先生水泳技法（逆下）」、北海道帝国大学文武会水泳部白熊会『白熊』第１号（１９３７

年発行）など

�７ 後藤忠旧蔵資料

受贈日：３月３０日／寄贈者：中川厚雄氏／受贈資料：２１点／遠友夜学校卒業記念写真

帖、日記帳、『倫古龍会々誌』、『遠友魂』など

�８ 榛谷四郎（医学部１９３８年卒業）旧蔵資料
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受贈日：４月９日／寄贈者：滝本涼子氏／受贈資料：１点／医学部第１３期生卒業記念

写真帖

�９ 大島正健（札幌農学校第１期生）関係資料

受贈日：４月１３日／寄贈者：大島智夫氏／受贈資料：１点／大島正満（台北）宛て大

島正健（京城）書簡

�１０ 教養部・工学部在学関係資料（１９６０―７０年代）

受贈日：４月１７日／寄贈者：紙谷健治氏／受贈資料：４４点／父兄宛て教養部通知類、

「昭和４４年度前期時間割」、大学紛争関係ビラなど

�１１ 池田芳郎（工学部理学第二講座・理学部物理学第二講座初代教授）関係資料

受贈日：５月２２日／寄贈者：溝口百合子氏／受贈資料：１点／「池田芳郎先生論文

集」（１９６７年）

�１２ 高尾彰一旧蔵資料

受贈日：６月３０日、７月１日／寄贈者：高尾君子氏／受贈資料：３１箱／写真アルバ

ム、大学記念式典関係郵趣、原稿など

�１３ 地質学鉱物学科関係資料

受贈日：７月１６日／寄贈者：在田一則氏／受贈資料：１点／「ハンマー祭記録」（１９３３

年１２月１６日・第１回～１９５２年１２月１３日・第１４回）

�１４ 伊藤つね（日本女子大学校国文学部２回生）・五十嵐彦仁（農学部１９２７年卒業）旧蔵

資料

受贈日：７月１７日／寄贈者：五十嵐晃彦氏／受贈資料：５点／墨蹟（１９１８年６月９日

新渡戸稲造揮毫、掛け軸）、新渡戸稲造肖像画（掛け軸）、著作物３点 【『北大時報』

第７３７号掲載】

�１５ 北大婦人問題研究会・北大女子院生の会関係資料

受贈日：７月２３日／寄贈者：北海道ジェンダー研究会（笹谷春美代表）／受贈資料：

２点／札幌婦人問題研究会『前進する婦人』創刊号～１４号（１９６７～１９８１年）合冊、『前

進する婦人』創刊号～１４号・北海道経済別冊第９集『北海道の婦人』（１９７５年）・『北

海道経済』№２０８（１９８２年）のデータを収録した CD

�１６ 教育学部在学関係資料（１９６０―７０年代）

受贈日：８月１３日／寄贈者：所伸一氏／受贈資料：１０点／教育学部学生自治会執行委

員会冊子、ビラ類など

�１７ 教育学部在学・恵迪寮関係資料（１９７０―８０年代）

受贈日：８月３１日、９月２５日／寄贈者：竹下忠彦氏／受贈資料：６６点／大学祭プログ

ラム、新寮問題討論資料、『恵迪』、北大寮連ビラ・パンフ類など

�１８ 大学沿革記念品（星野勇三旧蔵資料）

受贈日：９月２５日／寄贈者：仁平道子氏／受贈資料：２点／木製丸盆「成墾二十五年

記念 北海道帝国大学」、雪の結晶文様皿「創立記念 低温科学研究所 二千六百三
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年」（１９４３年）

�１９ 医学部関係資料

受贈日：９月３０日／寄贈者：鈴木重統氏／受贈資料：３点／「北海道大学医学部医学

科志願者受験票」（１９５９年）、受講ノート「安保寿教授、恩村雄太助教授 病理学総論・

各論」（１９６０年）、『白揺』第１２号（医学部産婦人科教室・産婆看護婦白揺会、１９３４年

１２月発行、鈴木重雄旧蔵品）

�２０ 山口茂雄（農学実科１９１６年卒業）関係資料

受贈日：１０月２０日／寄贈者：山口文雄氏／受贈資料：９点／写真帖データファイル

�２１ 寺沢浩一（法医学教室第６代教授）関係資料

受贈日：１０月２２日、１１月１２日、１１月１３日／寄贈者：法医学教室／受贈資料：５箱／卒

業記念写真帖、『フラテ』、法医学教室沿革器具、写真集編纂原稿など

�２２ 高嶋英雄旧蔵資料

受贈日：１０月２３日、１０月３０日／寄贈者：高嶋栄子氏／受贈資料：４４箱／大学構内撮影

フィルム、沿革刊行物など 【『北大時報』第７４０号掲載】

�２３ 理学部関係資料

受贈日：１０月２３日／寄贈者：溝口百合子氏／受贈資料：４点／写真（教練風景、桂田

芳枝肖像）、書簡

�２４ 「クラーク博士肖像画」関係資料
受贈日：１１月１０日／寄贈者：�井宗宏氏／受贈資料：４点／飯田雄太郎筆「クラーク
博士肖像画」撮影ポジフィルムスライド

�２５ 文学部在学関係資料（１９５０年代）

受贈日：１１月２４日、１２月３日、１２月１１日／寄贈者：工藤信彦氏／受贈資料：１箱／学

生身分証明書、北海道学生アルバイト協会学生証など

�２６ 小玉知巳（医学部１９４４年卒業）旧蔵資料

受贈日：１２月３日／寄贈者：小玉理英子氏／受贈資料：１点／北海道帝国大学恵迪寮

『恵迪寮寮歌集』（１９３８年６月１日発行）

３．研究調査業務

�１ 開拓使の教育政策に関する研究

①「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／２０１２～２０１４年度）、②「初等教育始動期の北海道の地域における学

校設置・維持・定着の実態に関する歴史的研究」（研究代表者：井上高聡／２０１５～２０１７年

度）において、科学研究費補助金基盤研究（Ｃ）の交付を受け、学外資料調査・研究を行っ

た。

�２ 近代日本の学位に関する研究
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「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／２０１４～２０１６年度）において、科学研究費補助金基盤研究

（Ｃ）の交付を受け、学外資料調査・研究を行った。

�３ 札幌農学校に関する研究

「札幌農学校時代の新渡戸稲造の諸活動に関する歴史的研究」（研究代表者：井上高聡、

共同研究者：山本美穂子）において、公益財団法人北海道大学クラーク記念財団より、

２０１５年度新渡戸基金研究助成の交付を受け、学外資料調査・研究を行った。

４．その他の業務

�１ 大学史講義

２０１５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、２００７～２０１４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：～２０１５．３．３１，准教授：２０１５．４．１．～）が講義に協力した。

�２ 資料見学学習会

①北海道大学国際交流科目「北海道大学を歩く・見る・考える」受講生を対象として５

月１４日に、②藤女子大学集中講義「アーカイブズ論」受講生を対象として８月７日に、③

北海道大学超短期受入プログラム「北海道ヘリテージ体験演習」受講の国立台湾大学学生

を対象として８月１３日に、④北海道大学全学教育科目「北海道大学の歴史」受講生を対象

として１２月３日に、附属図書館大会議室において資料見学学習会を実施した。

�３ 展示

附属図書館・大学文書館共催展示として、１月９日から３月３１日にかけて、附属図書館

２階正面玄関ロビーにおいて、企画展示「“With malice toward none, with charity for all”

――遠友夜学校の歴史」を開催した。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

校であり、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た。展示構成は、①遠友夜学校の創立～「すべての人に慈愛を」、

②初等部の活動～「是こそ楽しき極みなれ」、③中等部の新設～「夜学校はいつも君達の

友です」、④戦争の影と閉校～「学問より実行」の４部とし、札幌市寄贈資料「遠友夜学

校関係資料」、附属図書館の蔵書や写真、大学文書館の沿革資料（高岡熊雄・半澤洵・川

嶋一郎関係資料、札幌農学校簿書等）を用いた。 【『北大時報』第７３１号掲載】

�４ 資料検索システム

１月９日～１２月２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

大学文書館業務記録（２０１５年１月～１２月）

―１３９―



システム「大学文書館資料検索システム」（試行版）に、目録１９件（資料点数５６４点）を登

録した。２０１３年５月１７日登録開始からの累計は、目録１０８件（資料点数１０，６６０点）となっ

た。

大学文書館業務日誌（２０１５年１月～１２月）

１月７日 移転改修工事に関する施設部施設整備課との協議（於：事務局）

１月９日 附属図書館２階正面玄関ロビーにおいて、附属図書館・大学文書館共催展示

「“With malice toward none, with charity for all”――遠友夜学校の歴史」を

開催（～３月３１日）

１月１９日 『きぼうの虹』第３５６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１６回連載として「日本近代化の足跡―開拓使外国人関係書簡

―」寄稿（井上）

１月２２日 ブックレット『新渡戸稲造ストーリー 札幌農学校からの行路』（第２版）発行

２月３日 『えるむ』第１４８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１９回連載として「「学ぶ」ということと向き合う学校――遠友夜学

校」寄稿（井上）

２月６日 ２０１４年度第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１０日 『リテラポプリ』第５５号（北海道大学総務企画部広報課、２０１５年春号）の《温

故知新 北海道大学 挑戦の１４０年》第３回連載として「１８７６―１９２３ 「開識社」

と「遊戯会」」寄稿（井上）

２月１０日 『Ｕ７』第６１号（学士会、５月発行）の《七大学秘宝めぐり》に「北海道大学

所蔵・内村鑑三自筆「日本魚類目録」」寄稿（井上）

２月１２日 資料現況調査（立会：道信有真寮長、恵迪寮Ａ棟１階資料室、井上・山本）

２月１４日 学外資料調査（国立国会図書館・国立公文書館・横浜開港資料館、～２月１８日、

井上）

２月１９日 ２０１４年度第２回大学文書館運営委員会（於：附属図書館４階大会議室Ａ）

２月１９日 移転改修工事に関する施設部施設整備課との協議（於：事務局）

２月２６日 移転改修工事に関する施設部施設整備課との協議（於：事務局）

３月２日 改修工事設計に関するキックオフミーティング（於：事務局）

３月７日 学外資料調査（市立函館図書館、～３月８日、井上）

３月１６日 施設視察（東京外国語大学文書館研究員倉方慶明氏）

３月１８日 恵迪寮Ａ棟１階資料室より、恵迪寮関係資料を梱包・移送（～３月１９日）

３月３１日 『北海道大学大学文書館年報』第１０号を発行

４月３日 第１回書架仕様策定委員会（於：事務局）

４月５日 学外資料調査（国立台湾大学・国史館台湾文献館等、～４月１１日、山本・張）
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４月１７日 改修工事設計に関する施設部との協議（於：事務局）

５月１４日 資料見学学習会「札幌農学校時代の新渡戸稲造」（国際交流科目「北海道大学

を歩く・見る・考える」受講生１５名、留学生センター妙木忍特任助教、TA１

名、会場：附属図書館４階大会議室Ａ）を開催

５月１５日 施設視察・資料見学（東海大学学長山田清志氏、東海大学札幌キャンパス長

竹中践氏）

６月２５日 施設視察（内閣府公文書管理課係長矢澤大輔氏）

７月７日 『えるむ』第１４９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２０回連載として「学生たちが受け継ぎ培った校風と理念――学芸会」

寄稿（井上）

７月１４日 学外資料調査（東北大学史料館・宮城県図書館、～７月１８日、山本）

７月１７日 新渡戸稲造墨蹟・肖像画を受贈、寄贈式を開催（会場：附属図書館４階大会議

室Ｃ）

７月２２日 スラブ・ユーラシア研究センターの依頼により、資料現況調査（於：事務局、

井上）

７月３０日 総合博物館の依頼により、資料現況調査（総合博物館、井上・山本）

８月７日 資料見学学習会（藤女子大学集中講義「アーカイブズ論」受講生１３名、小川千

代子教授、国立女性教育会館青木玲子客員研究員、会場：附属図書館４階大会

議室Ａ）を開催

８月７日 改修工事請負業者との顔合わせ、施設部との打合せ（於：中央キャンパス総合

研究棟２階）

８月１３日 資料見学学習会「資料から見る北海道大学の歴史」・「北大の１３９年」（超短期受

入プログラム「北海道ヘリテージ体験演習」受講の国立台湾大学学生３名、留

学生センター妙木忍特任助教、TA１名、会場：附属図書館４階大会議室Ａ・

Ｂ）を開催

８月１７日 学外資料調査（伊達市開拓記念館・市立室蘭図書館、～８月２０日、井上）

８月２６日 学外資料調査（国立公文書館・国立国会図書館、～８月２９日、山本）

９月２日 施設視察・資料見学（国立公文書館特別参与大濱徹也氏）

９月４日 改修工事プロット図面に関する施設部との打合せ（於：旧留学生センター）

９月２５日 改修工事プロット図面に関する施設部との打合せ（於：旧留学生センター）

９月２５日 教育史学会第５９回大会参加（９月２６～２７日、於：宮城教育大学）・学外資料調

査（盛岡市先人記念館・岩手県立図書館・国立公文書館、～１０月２日、井上）

９月２９日 施設視察・資料見学（國學院大學北海道短期大学部学生１８名、森悟朗准教授・

管野逸一准教授）

１０月７日 全国大学史資料協議会２０１５年度総会・全国研究会「「戦後７０年」と大学史資料」

に参加（於：東北大学・東北学院大学、～１０月９日、山本）

大学文書館業務記録・業務日誌（２０１５年１月～１２月）
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１０月１０日 資料現況調査（高嶋英雄邸、井上・山本）

１０月１４日 『リテラポプリ』第５６号（北海道大学総務企画部広報課、２０１５年秋号）の《温

故知新 北海道大学 挑戦の１４０年》第４回連載として「１８７６―１９０７「学士」

称号授与」寄稿（井上）

１０月１５日 資料現況調査（医学研究科中棟３階１０１号室：法医学教室、井上・山本）

１０月２１日 資料撮影（伊藤一隆学士号授与証、於：附属図書館４階大会議室Ｃ）

１０月２７日 『えるむ』第１５０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２１回連載として「北大が東北大学だった時代」寄稿（井上）

１０月３０日 床・壁材等に関する施設部との打合せ（於：旧留学生センター）

１１月２日 ２０１５年度第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）

１１月９日 学外施設調査（東京大学文書館、～１１月１０日、山本）

１１月１１日 学外資料調査（国立国会図書館等、～１１月１２日、山本）

１１月１３日 学外資料調査（宮城県公文書館・国立公文書館等、～１１月１６日、井上）

１１月１３日 移転作業に関する附属図書館利用支援課との打合せ（於：附属図書館２階事務

室）

１１月２０日 移転作業に関する附属図書館管理課・利用支援課との協議（於：附属図書館２

階第二会議室）

１１月２５日 施設視察（北星学園理事長大山綱夫氏ほか５名）

１２月１日 教育学研究院図書室より、図書１２８点を移送

１２月３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２６名、教育学研究

院近藤健一郎准教授、会場：附属図書館４階大会議室Ａ）を開催

１２月３日 施設視察（東京女子大学丸山眞男記念比較思想研究センター川口雄一氏）

１２月１７日 改修建物（旧留学生センター）を下見

１２月２２日 「平成２７年度法人文書管理・個人情報保護に関する研修会」に講師派遣（井上、

会場：百年記念会館１階大会議室）

大学文書館利用状況（２０１５年１月～１２月）

�１ 参考調査 ８０８点（４３４件、４３６名）

�２ 閲覧・複写 ３，２３０点（４９１件、５１４名）

（開館日数２３６日、閲覧日数９５日：水・木曜日）

�３ 出版・放映掲載利用 ２３３点（５４件、５４名）

�４ 展示利用 ３６点（５件、５名）

�５ 取材・撮影 ８７点（６件、１６名）

�６ 見学・視察等 １２件（１１４名）
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大学文書館構成

◇館長 新田 孝彦 （理事・副学長） ２０１１．４．１．～

◇副館長 眞壁 仁 （公共政策学連携研究部教授）２０１４．４．１．～２０１５．３．３１，

（法学研究科教授） ２０１５．４．１．～

◇運営委員会

委員長 新田 孝彦 （大学文書館館長） ２０１１．４．１．～

委員 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．～２０１５．３．３１．

大滝 純司 （医学研究科教授） ２０１５．４．１．～

大谷 文章 （触媒化学研究センター教授）２０１０．４．１．～２０１５．９．３０，

（触媒科学研究所） ２０１５．１０．１．～

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．～

井上 高聡 （大学文書館准教授） ２０１５．４．１．～

◇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．～２０１５．３．３１，

（大学文書館准教授） ２０１５．４．１．～

山本 美穂子（大学文書館技術専門職員） ２００６．４．１．～

◇技術補助員

張 可勝 ２０１３．１２．２６．～

佐々木 朝子 ２０１４．７．２９．～

秋元 由裕 ２０１５．６．１．～８．３１．

長谷川 和 ２０１５．６．１．～８．３１．

菅原 彩 ２０１５．６．１．～１０．３１．

阿部 紘子 ２０１５．６．１．～１２．２５．

石垣 佳奈子 ２０１５．６．１．～１２．２５．

大学文書館業務日誌・利用状況（２０１５年１月～１２月）・構成
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◇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 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．～

井上 高聡 （大学文書館助教） ２００７．７．２３．～２０１５．３．３１，

（大学文書館准教授） ２０１５．４．１．～

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。

北海道大学大学文書館年報 第１１号（２０１６年３月）

―１４４―



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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