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＜ 記 録 ＞

大学文書館業務記録（２０１７年１月～１２月）

１．公文書室・沿革資料室設置及び公文書室の「国立公文書館等」施設指定

２０１７年４月に、大学文書館は公文書室と沿革資料室を設置した（下図参照）。同時に、

公文書室は「公文書等の管理に関する法律」（２００９年７月１日法律第６６号、以下「公文書

管理法」と略記）第２条第３項第２号及び「公文書等の管理に関する法律施行令」（２０１０

年１２月２２日政令第２５０号）第２条第１項第３号に基づき、内閣総理大臣から「国立公文書

館等」の施設指定を受けた。

�１ 大学文書館公文書室の「国立公文書館等」施設指定

２０１１年４月の「公文書管理法」施行により、国立大学法人では保存期間を満了した法人

文書を歴史的資料として保存するためには、同法関係法令に基づく「国立公文書館等」の

施設指定を受けることが必要となった。この時点で６つの国立大学法人アーカイヴズが「国

立公文書館等」の施設指定を受けたが、北海道大学大学文書館は施設指定の申請を見送っ

た。施設指定には国立公文書館と同等の文書保存設備の整備等（専用書庫、温度・湿度・

照度管理、防災・防火・防虫対策など）が必要とされており、当時の大学文書館の環境で
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は不可能であったためである。北海道大学は、歴史的に重要な公文書も現用の法人文書と

して保存できるように「法人文書管理規程」を改正し、対処することとした。

２０１５年に、大学文書館の旧留学生センター建物（１９９４年建築、鉄筋コンクリート造２階

建、１，５４５㎡）への移転が決まった。移転前の建物改修に当たっては「国立公文書館等」

の施設指定の条件を整備することに留意した。例えば、可能な限り保存スペースを広く取

ること、床補強や集密書架等の設置により資料収蔵容量を確保すること、収蔵庫への温湿

度調整可能な空調機の設置、LED照明の設置、窓ガラスへの紫外線カットフィルム貼付、

日差し遮断のためのカーテン・ブラインド・暗幕の取り付けなどである。特に保存スペー

スに関しては、１階の保存スペース４室に移動式集密書架と固定書架、２階の保存スペー

ス４室に固定書架を設置し、単式書架（６段）に換算して移動式集密書架５０４連、固定書

架４７２連の計９７６連、棚総延長５，２７０ｍの資料収蔵容量を確保した。このほか、移転前には

なかった展示スペースを２ヶ所、計１４６㎡設置した。２０１６年１月までに移転先建物の改修・

整備が終了し、大学文書館は２～３月を臨時休館として移転作業を行なった。４月１日か

ら移転先建物で再開館した。

２０１６年８月、大学文書館は２０１７年４月からの「国立公文書館等」の施設指定を文部科学

省を通じて内閣府に申請した。申請に当たっては、大学文書館において所蔵資料の閲覧利

用・取り扱い方法の区分を明確化するため、大学公文書を担当する「公文書室」と、公文

書以外の大学沿革資料を担当する「沿革資料室」を設置する計画とし、「公文書室」に対

して「国立公文書館等」の施設指定の申請を行なうこととした。８月の施設指定申請後、

内閣府大臣官房公文書管理課の担当者との間で電子メール、電話及び文書により申請内容

の確認・説明・修正等の往復があり、１２月には同担当者２名が現地調査を行なった。２０１７

年２月２１日の内閣府公文書管理委員会が、同年４月１日から北海道大学大学文書館公文書

室を「国立公文書館等」の施設に指定することを了承した。４月１日付けの『官報』が、

北海道大学大学文書館公文書室が内閣総理大臣から「国立公文書館等」の施設指定を受け

たことを掲載した。

�２ 大学文書館公文書室

大学文書館公文書室は、「国立公文書館等」指定施設として、北海道大学の歴史公文書

（歴史資料として重要な公文書）を学内の部局等から引き継ぎ、整理・保存・公開を行な

う。

公文書室が担当する主な業務は以下の通りである。

① 北海道大学の法人文書の集中管理

公文書室は、「法人文書管理規程」に基づき、部局等から原則として作成・取得から３０

年を経た法人文書の引継ぎを受け、集中管理専用収蔵庫において現用文書として集中管理

を実施する。大学文書館公文書室における集中管理は、文書の遺失や散逸を防ぎ、効率的

に文書管理を行なうと共に、歴史的に重要な文書を確実に保存していくことを目的として
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いる。

部局等から引継ぎを受けた１年目に、副総括文書管理者（公文書室長）が、集中管理を

実施している法人文書について、それぞれの文書が歴史的に重要な文書であるか否かを判

断する。歴史的に重要な文書であると判断した場合には、「特定歴史公文書等」として公

文書室の「特定歴史公文書等」専用収蔵庫に移し保存する。一方、副総括文書管理者が歴

史的に重要な文書ではないと判断した文書は、部局等から引継ぎを受けた後５年間、公文

書室において集中管理を実施する。５年間の集中管理実施期間が終了する際に、もう一度、

副総括文書管理者が歴史的に重要な文書であるか否かを検討し、歴史的に重要と判断した

場合には「特定歴史公文書等」として保存し、重要でないと再度判断した場合は、原則と

して廃棄を行なう。

② 特定歴史公文書等の保存・公開

集中管理実施中に副総括文書管理者が歴史的に重要な文書であると判断した文書につい

ては、「特定歴史公文書等」として整理・保存・公開を行なう。また、これまで大学に関

する歴史的資料として所蔵してきた文書資料の内、明らかに大学公文書に由来すると判断

できるものについても、順次、「特定歴史公文書等」へと移行し、公文書室で保存・公開

を行なう。

�３ 大学文書館沿革資料室

大学文書館は館全体として、２００５年に「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する

法律」（２００１年１２月５日法律第１４０号）とその関係法令に基づく「歴史的若しくは文化的な

資料又は学術研究用の資料を保有する施設」（現在は「歴史資料等保有施設」と呼称）と

して指定を受けていた。公文書室の「国立公文書館等」の施設指定に合わせて、この役割

を沿革資料室に移し、沿革資料室が公文書管理法関係法令に基づく「歴史資料等保有施設」

の指定を受けた。沿革資料室は、公文書以外の北海道大学に関係する歴史資料等（歴史的

若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料）を収集し、整理・保存・公開を行なう。

沿革資料室が収集・所蔵する主な資料は、以下のようなものである。

①北海道大学の卒業生・教職員や関係者が保管してきた写真、書簡、講義・受講ノー

ト、日記、原稿、記念品等の個人資料

②北海道大学に関係する組織（研究室・講座、学生寮、部・サークル、同窓会、その

他の各種団体など）の関係資料

③北海道大学に関係する刊行物

２．大学文書館公文書室の業務

�１ 法人文書の集中管理

①引き継いだ法人文書数：４７６点
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引き継ぎ日：８月３０日

引き継ぎ元：農学・食資源学事務部、工学系事務部総務課、機器分析センター事務、

薬学事務部、北海道大学病院総務課、保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学

科）、理学・生命科学事務部、経済学研究科・経済学部事務部、国際部国際連携課、

国際部国際企画課、人材育成本部 S-cubic、学務部学務企画課、総務企画部人事課厚

生労務室、総務企画部広報課、総務企画部総務課、函館キャンパス事務部、北キャン

パス合同事務部、量子集積エレクトロニクス研究センター

②「特定歴史公文書等」に移管した法人文書数：３０点

・総務企画部企画課文書 ３０点

�２ 「特定歴史公文書等」の管理
①目録を公開した「特定歴史公文書等」数：１，０９１点

・札幌農学校簿書 １，０９１点

３．大学文書館沿革資料室の業務

２０１７年１月～１２月において学内外より受け入れた主な資料は、次のとおりである。

《学内沿革資料の受け入れ》

�１ 沿革刊行物４点（函館高等水産学校、水産学部教職員組合関係の冊子）／受入日：水

産学部図書室より１月３１日

�２ 外地演習林関係資料１箱（宮脇恒関係資料２７点、樺太・朝鮮林野分布図４点）／受入

日：北方生物圏フィールド科学センター森林圏ステーションより２月２０日・２月２３日

�３ 旧理学部附属動物染色体研究施設関係資料（牧野文庫、表札、肖像画、写真額等）９０

箱／受入日：理学研究院附属ゲノムダイナミクス研究センターより５月１２日

�４ 事務局及び農芸化学教室旧蔵資料１７点（北海道大学門標２点、北海道大学本部表札３

点、農芸化学科歴代教授肖像写真額６点、大島金太郎肖像画１点、風景油彩画１点、

写真額等）／受入日：事務局財務部資産運用管理課より６月３０日

�５ 航空写真パネル１点（２０００年撮影）／受入日：事務局財務部資産運用管理課より８月

９日

�６ 工学部沿革物品資料（歴代工学部長肖像写真額１８点、北工会等の手ぬぐい額１８点、旧

工学部食堂ランチ皿額１点、旧工学部外壁額１点、旧工学部写真額１点、勅語扁額２

点、航空写真等のパネル８点、ノーベル賞受賞記念立て看板２点等）／受入日：工学

系事務部総務課より８月３０日

�７ 登別分院表札・写真額６件／受入日：大学病院総務課より８月３０日

�８ 旧奉安庫１台／受入日：事務局施設部より９月６日
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�９ UM書簡（クラーク、ホィーラー関連）の写し１箱／受入日：附属図書館北方資料室

より９月８日

�１０ 構内・行事写真資料等１５箱／受入日：事務局総務企画部広報課より９月２２日

�１１ 北方文化研究施設・東文庫関係資料等６箱／受入日：附属図書館北方資料室より１１月

２０日

�１２ �額「Boys be ambitious」（新渡戸稲造揮毫）１点／受入日：総長室より１２月６日

�１３ １９５０―６０年代の増殖学科セミナリー記録綴等１箱／受入日：北方生物圏フィールド科
学センター生態系変動解析分野より１２月１３日

�１４ 伊藤一隆（札幌農学校第１期生）「学位記」（１８８０年）１点／受入日：総長室より１２月

２７日

《個人資料等の受け入れ》

�１ １９７０―８０年代在学関係資料１箱（恵迪寮ジャンプ大会のポスター等）／受入日：竹下忠

彦氏より１月６日・１月１１日

�２ 剣道部報『北斗』等（１９６０～２０００年代）５５点／受入日：吉開正憲氏より１月１０日

�３ スケート部報『楡氷』（１９６０～１９９０年代）３７点／受入日：スケート部より１月２０日

�４ 写真帖「北海道帝国大学医学部附属医院看護婦第二十二回卒業記念」（１９４５年）１点

／受入日：川口勉氏より２月３日

�５ 石川長壽旧蔵資料２件（工学部電気工学科第６期卒業記念アルバム、写真類）／受入

日：石川寿氏より２月６日

�６ 医学部第２３期生関係資料４件（予科桜星報国団名簿、医学部第２３期生卒業記念アルバ

ム等）／受入日：�須泰彦氏より１月２３日・２月３日・２月６日・２月１７日
�７ 応援団関係資料４点（『応援団史』、DVD「第６０回北海道大学・小樽商科大学定期戦

応援団対面式（１９７４年６月２日）」、DVD「第６２回北海道大学・小樽商科大学総合定

期戦応援団対面式（１９７６年６月１９日）」等）／受入日：谷口哲也氏より２月１７日・２月

２３日

�８ １９６０―７０年代学生資料（北大寮歌祭ポスター、恵迪寮祭パンフレット、商大定期戦プ

ログラム等）１６点／受入日：山本雅彦氏より４月７日

�９ 『札幌遠友夜学校研究Ⅳ～生徒事典～』１件／受入日：中川厚雄氏より５月２日
�１０ 大学紛争関係ビラ類（田原嗣郎旧蔵）１件／受入日：山田伸一氏より５月９日

�１１ 平塚直治（札幌農学校第１４期生）家旧蔵資料３件（旧組合教会建築図面、創基５０年記

念式典案内状等）／受入日：西安信氏より５月１０日

�１２ １９５０―６０年代学在学関係資料（大学祭パンフレット、合唱部プログラム、イールズ事
件の「告」へ対する教養自治会ビラ等）６点／受入日：久保友彦氏より５月１０日

�１３ １９６０年代卒業生資料（通知簿・辞令・履歴関係）１１７点／受入日：川嶋浩二氏より５
月１１日
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�１４ 有賀一郎（農科大学１９１７年卒業）旧蔵資料１３件（受講ノート・書簡・歌集・戦前期絵

葉書等）／受入日：有賀典子氏より５月１２日・７月１０日

�１５ 雨宮金次郎（札幌農学校農芸科第２期生）旧蔵資料１点（「写真帖第壹輯東北帝国大

学農科大学同窓農友会」１９１７年）／受入日：雨夜正義氏より５月１６日

�１６ 医学部卒業生関係資料（クラス雑誌『藪蚊』、沿革刊行物）３箱／受入日：井上勝六

氏より５月２２日

�１７ 高野善衛（１９２８年水産専門部卒業）旧蔵資料６点（卒業記念写真帖、卒業証書、SP

レコード「都ぞ弥生／瓔珞みがく」等）／受入日：小林誼氏より６月１３日・７月１４日

�１８ １９６０年代学生資料３点（受講ノート「農業気象学」、『北大生の生活 ’６５』等）／受入
日：田中貞文氏より６月２０日

�１９ 大学紛争関係資料２箱（ヘルメット、裁判記録写し、ビラ類等）／受入日：高野博三

氏より６月２３日

�２０ １９９０年代学内刊行物１箱（鬼仏帳等）／受入日：出村文理氏より７月２５日
�２１ 宮部金吾・加藤セチ関係資料３点（「宮部家系図」、米国宣教師報告書の写し等）／受

入日：大山綱夫氏より８月３日・９月１５日

�２２ 澁谷紀三郎（農科大学１９０８年卒業）旧蔵書簡２点／受入日：澁谷紀直氏より８月１５日

�２３ 進修学寮関係資料等２点（『進修学寮 藤沢アサさん古希記念寮誌』等）／受入日：稲

田雅久氏より９月６日

�２４ 田中義麿（農科大学１９０９年卒業）旧蔵資料４箱／受入日：辛島由美子氏より９月１９日

�２５ 教養部報『瓔珞』１２～５５号：１綴／受入日：伊藤章氏より９月２５日

�２６ 石垣福四郎（林学実科１９４４年卒業）旧蔵資料９点（「体力手帳」（１９４２年）など）／受

入日：石垣聡子氏より１０月４日

�２７ 須田政美（農学部１９３４年卒業）旧蔵資料１点、１９６０年代学内刊行物（北大教育学部雑

誌『ぱいでいあ』第５号等）５点／受入日：須田力氏より１０月５日

�２８ 佐藤昌介（札幌農学校第１期生・初代総長）家旧蔵資料１点（佐藤陽宛て九條武子書

簡）／受入日：佐藤ユリ氏より１２月１６日

�２９ 東克彦（理学部１９４３年卒業）旧蔵資料１点（予科工類１９４１年度卒業写真帖）／受入日：

東乙比古氏より１２月２５日

４．研究調査業務

① 開拓使の教育政策に関する研究

「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

�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

大学文書館業務記録（２０１７年１月～１２月）
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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

�の交付を受け、学外資料調査・研究を行った。
③ 近代日本の大学院に関する研究

「戦前戦後期の女性のキャリアパスにおける大学院進学の位置付けに関する歴史的研

究」（研究代表者：山本美穂子／２０１７～２０１９年度）において、科学研究費補助金基盤研究

�の交付を受け、学外資料調査・研究を行った。

５．展示業務

《沿革展示室》

第Ⅰ期企画展示「初期の札幌農学校」（公開期間：２０１６年６月９日～２０１７年７月１４日）

から、第Ⅱ期企画展示「佐藤昌介──北大の牽引者」（２０１７年７月２１日より公開）に入れ

替えを行った。

《展示ホール》

① 展示ホール入口にサイネージを配置し、大学紹介画像「北海道大学１４０年の歩み」

（大学文書館制作）、映像資料「北海道大学・小樽商科大学定期戦応援団対面式」（１９７４年

６月２日、撮影：谷口修氏）等の公開を６月５日より開始した。

② 第二農場内に退避されていた旧奉安庫を事務局施設部より９月６日に移管を受け、

展示ホールに搬入した。これを契機に、９月８～１０日にかけて、展示ホール内の展示ケー

ス・展示ボード等の配置を変更した。

《臨時企画展示》

① ７月２１日、「カルチャーナイト２０１７」に伴い、会議室において、企画展示「半澤洵

教授の納豆普及大作戦！」を陳列し、解説付きで公開を行った。

② ９月３０日～１０月１日、「ホームカミングデー２０１７」に伴い、閲覧室において、企画

展示「半澤洵教授の納豆普及大作戦！」を陳列・公開した。

６．教育支援業務

全学教育科目「北海道大学の歴史」（２０１７年度後期開講、担当：教育学研究院近藤健一

郎准教授）に、２００７～２０１５年度に引き続き、井上高聡（大学文書館准教授）が講義に協力

した。１１月２０日、受講生１９名を対象に施設・展示の見学と、会議室において学習会を実施

した。
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７．その他、各種業務

�１ 所蔵資料検索サイトの構築

大学文書館所蔵の文書・沿革資料・沿革刊行物の３群の横断的な検索サイト「北海道大

学大学文書館所蔵資料検索」の構築に向けて、１１月２４日に大学文書館ホームページを全面

リニューアルし、１２月から検索サイトの各種設定項目等の調整・検討を行なった。

�２ 自己点検・外部評価の実施

２０１１～２０１６年度の業務を対象に、大学文書館自己点検及び外部評価を次のとおり実施し

た。

① 寺�昌男氏（東京大学名誉教授・桜美林大学名誉教授）に外部評価者を委嘱し、７
月２６日～２７日に面談及び館内視察を行なった。寺�昌男氏には視察等をふまえ、「外部評
価書」を執筆いただいた。

② １０月３日、大学文書館評価委員会（於：１階会議室）を、事務局総務企画部総務課

の陪席のもと開催した。評価委員会は、委員長に長谷川晃副学長・理事（館長）、委員４

名に眞壁仁教授（副館長）、近藤健一郎准教授（運営委員会委員）、井上高聡准教授、山本

美穂子特定専門職より構成した。

③ １０月１９日、評価委員会と外部評価者との意見交換会（於：１階会議室）を、事務局

総務企画部総務課の陪席のもと開催した。１０月２０日、外部評価者による大学構内視察を行

なった。

④ １１月より、『北海道大学大学文書館自己点検・外部評価報告書──２０１１～２０１６年度』

（２０１８年３月発行予定）の編集作業を行なった。

大学文書館業務日誌（２０１７年１月～１２月）

１月５日 学外資料調査（東北大学史料館・国立国会図書館・国立公文書館、～１月８日、

山本）

１月２６日 施設見学（外務省外交史料館�田耕平外務事務官）に応対
２月２日 ２０１６年度第１回大学文書館年報編集委員会を開催（於：１階会議室）

２月４日 学外資料調査（函館市中央図書館、～２月６日、井上）

２月７日 『えるむ』第１５４号（学生委員会、２０１７年４月発行）の《北海道大学歴史ノート》

第２５回連載記事として、「有島武郎・有島生馬・里見�の三兄弟と北大」を寄
稿（井上）

２月２３日 『リテラポプリ』第５９号（事務局総務企画部広報課、２０１７年春号）の特集記事

として、「重要文化財」を寄稿（井上）
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３月２日 事務局総務企画部総務課主催「平成２８年度法人文書管理に関する研修会」（於：

百年記念会館１階大会議室）にて「法人文書管理の概要」について講演（井上）、

受講者向け施設見学会を実施

３月３日 『リテラポプリ』第５９号の《温故知新 北海道大学挑戦の１４０年》第７回連載記

事として、「教授陣の形成 １８８６―１８９４」を寄稿（井上）

３月７日 施設見学（東京学芸大学大学史資料室戎子卿専門研究員）に応対

３月９日 学外資料調査（国立国会図書館・お茶の水女子大学附属図書館、～３月１１日、

山本）

３月１４日 ２０１６年度第２回大学文書館運営委員会を開催（於：１階会議室）

３月３１日 『北海道大学大学文書館年報』第１２号を発行

４月１日 大学文書館に「公文書室」（公文書管理法関係法令に基づく「国立公文書館等」

の指定施設）と「沿革資料室」（公文書管理法関係法令に基づく「歴史資料等

保有施設」の指定施設）を設置

４月１日 大学文書館長（第三代）に長谷川晃理事・副学長が就任

４月２６日 視察（会計実地検査施設検査委員・事務局財務部４名）に応対

６月３日 大学祭に伴う展示ホール・沿革展示室の特別公開（～６月４日）

６月５日 展示ホールにサイネージを設置、映像資料等の公開開始

６月８日 国立公文書館主催「平成２９年度全国公文書館長会議」（於：ベルサール飯田橋

ファースト、～６月９日）に出席（井上）

６月１０日 学外資料調査（国立公文書館・神奈川県立公文書館、～６月１１日、井上）

６月１３日 『環境報告書２０１７』（サステイナブルキャンパス推進本部、２０１７年９月発行）に

おける３館（総合博物館・附属図書館・大学文書館）鼎談企画「《歴史をつむ

ぐ座談会》歴史を力に」（於：総合博物館１階）に出席（井上）

７月２１日 沿革展示室の第Ⅱ期企画展示「佐藤昌介──北大の牽引者」を公開

７月２１日 「カルチャーナイト２０１７」（カルチャーナイト実行委員会主催）に伴う展示ホー

ル・沿革展示室の特別公開、特別陳列展示「半澤洵教授の納豆普及大作戦！」

（於：１階会議室）の実施

７月２６日 外部評価者（寺�昌男氏）と長谷川晃館長との面談（於：１階会議室）
７月２７日 外部評価者（寺�昌男氏）による館内視察
８月２日 旧図書館内の撤収準備作業（～８月４日、８月１８日）

８月２２日 学外資料調査（東北大学史料館・国立国会図書館・国立公文書館、～８月２６日、

山本）

９月６日 旧奉安庫を第二農場から展示ホールに搬入（業者：日本通運）

９月８日 展示ホール内の展示ケース・展示ボードの配置を変更（～９月１０日）

９月２０日 旧図書館内資料を大学文書館収蔵庫へ移動（業者：日本通運、～９月２２日）

９月２０日 学外資料調査（国立公文書館・国立国会図書館、～９月２２日、山本）
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９月２６日 視察（京都大学大学文書館西山伸教授、久保田裕次助教）に応対

９月２９日 視察（経営協議会委員１２名、事務局総務企画部総務課４名）に応対

９月３０日 「ホームカミングデー２０１７」（北海道大学主催）に伴う展示ホール・沿革展示室

の特別公開、期間限定展示「半澤洵教授の納豆普及大作戦！」（於：１階閲覧

室）の公開（～１０月１日）

１０月３日 大学文書館評価委員会を開催（於：１階会議室）

１０月６日 「教育史学会第６１回大会」（於：岡山大学教育学部、～１０月９日）に参加（井上）

１０月１１日 「全国大学史資料協議会２０１７年度総会・全国研究会」（於：愛知大学、～１０月１２

日）に参加（山本）

１０月１３日 学外資料調査（国立公文書館・国立国会図書館、～１０月１４日、山本）

１０月１９日 大学文書館評価委員会と外部評価者（寺�昌男氏）との意見交換会（於：１階
会議室）

１０月２０日 外部評価者（寺�昌男氏）による大学構内視察
１０月２４日 旧図書館・石室内の書架の解体、回収作業（業者委託）

１１月４日 北大キャンパスビジットプロジェクトの企画「クラーク像を巡るツアー」に伴

う展示ホール・沿革展示室・会議室の特別公開

１１月１３日 旧図書館・石室の借用完了（事務局へ鍵を返却）

１１月１３日 北海道立文書館職員研修（７名）に応対

１１月１４日 ２０１７年度第１回大学文書館運営委員会を開催（於：１階会議室）

１１月１６日 北海道立文書館職員研修（５名）に応対

１１月１７日 事務局施設部主催「歴史的資産活用に関する関係部局意見交換会」（於：事務

局１号館３階会議室Ｄ）に出席（井上）

１１月２１日 学外資料調査（東北大学史料館・青森県立図書館・国立公文書館・神奈川県立

公文書館等、～１１月２５日、井上）

１１月２２日 展示ケース２台を百年記念会館２階展示ホールより大学文書館１階展示ホール

へ移動（業者：札幌通運）

１１月２４日 大学文書館ホームページ（https://www.hokudai.ac.jp/bunsyo/）を全面リニュー

アル

１１月２７日 北海道立文書館主催「文書等保存利用機関・団体等職員研修会」（於：北海道

立文書館）に出席（井上）

１２月１日 視察（九州大学企画部統合移転推進課、UR都市機構等５名）に応対

１２月１４日 学外資料調査（国立公文書館・国立国会図書館、～１２月１６日、山本）

１２月２１日 附属図書館主催「３館（附属図書館・総合博物館・大学文書館）連携懇談会」

（於：総合博物館１階）に出席（井上、山本）

大学文書館業務日誌（２０１７年１月～１２月）
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大学文書館利用状況（２０１７年１月～１２月）

�１ 参考調査 ８７６点（４８８件、５０６名）

�２ 閲覧・複写利用 ４，０５３点（２９９件、３５３名）

◇開 館 日：月～金曜日

◇休 館 日：土～日曜日、祝日・年末年始１２／２９～１／３

◇開館日数：２４９日（臨時開館日：６／３～６／４、９／３０～１０／１、１１／４を含む）

◇閲覧日数：２４４日（月～金曜日）

�３ 出版・放映掲載利用 ３６５点（７２件、７７名）

�４ 展示利用 ７９点（７件、７名）

【陳列資料の貸出し】 １０点（２件、２名）

�１ 北海道博物館：第３回特別展「プレイボール！―北海道と野球をめぐる物語―」

（札幌農学校簿書２点・松村松年草稿資料１点）

�２ 国立歴史民俗博物館：企画展示「「１９６８年」―無数の問いの噴出の時代―」

（堀内壽郎関係資料６点・主計課関係資料１点）

【展示パネル等への画像提供】 ６９点（５件、５名）

�５ 取材・撮影 １４９点（１２件、２９名）

�６ 展示観覧 １，３９８名

�７ 見学・視察 ３２９名（４０件）（展示観覧数に含む）

大学文書館構成

◇館長 新田 孝彦 （理事・副学長） ２０１１．４．１．～２０１７．３．３１．

長谷川 晃 （理事・副学長） ２０１７．４．１．～

◇副館長 眞壁 仁 （法学研究科教授） 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．～２０１７．３．３１．

長谷川 晃 （大学文書館館長） ２０１７．４．１．～

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．～

大滝 純司 （医学研究院教授） ２０１５．４．１．～

大谷 文章 （触媒科学研究所教授） ２０１０．４．１．～

小澤 丈夫 （工学研究院教授） 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特任教授）
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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 （大学文書館准教授） ２００５．５．１．～

山本 美穂子（大学文書館技術専門職員） ２００６．４．１．～２０１７．３．３１，

（大学文書館特定専門職） ２０１７．４．１．～

◇技術補助員

張 可勝 ２０１３．１２．２６．～２０１７．８．３１．

佐々木 朝子 ２０１４．７．２９．～２０１７．１０．１５．

中村 美樹子 ２０１６．４．１．～

宮本 花恵 ２０１７．４．１．～

杉山 和香奈 ２０１７．４．１．～

廣瀬 公彦 ２０１７．９．１．～

工藤 正智 ２０１７．９．４．～２０１７．９．１５，１０．１７．～

前田 康貴 ２０１７．９．４．～２０１７．９．１５．

櫛引 友美子 ２０１７．９．１１．～２０１７．９．２５．

唐 怡 ２０１７．９．１９．～２０１７．１２．３１．

◇事務 事務局総務企画部総務課文書情報管理担当 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．～２０１７．３．３１．

長谷川 晃 （大学文書館館長） ２０１７．４．１．～

委員 眞壁 仁 （大学文書館副館長） ２０１４．４．１．～

近藤 健一郎（大学文書館運営委員会委員）２００７．７．２３．～

池上 重康 （大学文書館兼務教員） ２００７．７．２３．～

井上 高聡 （大学文書館准教授） ２００７．７．２３．～

山本 美穂子（大学文書館技術専門職員） ２００７．７．２３．～２０１７．３．３１，

（大学文書館特定専門職） ２０１７．４．１．～

大学文書館利用状況（２０１７年１月～１２月）・構成・年報編集
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◇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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