
 

Instructions for use

Title 大学文書館業務記録(2018年1月-12月) : 大学文書館業務日誌(2018年1月-12月) : 大学文書館利用状況(2018年
1月-12月) : 大学文書館構成 : 大学文書館年報編集

Citation 北海道大学大学文書館年報, 14, 161-173

Issue Date 2019-03-29

Doc URL http://hdl.handle.net/2115/73817

Type bulletin (other)

File Information ARHUA_14_8.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP

https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/about.en.jsp


＜ 記 録 ＞

大学文書館業務記録（２０１８年１月～１２月）

１．大学文書館沿革資料室の設置

�１ 北海道大学１５０年史編集準備室の設置

北海道大学は、２０２６年、札幌農学校開校（１８７６年）から１５０周年を迎える。これまで北

海道大学では、創基５０年、８０年、１００年、１２５年と節目ごとに大学年史の編纂を行なってき

た。創基１５０年に当たっても１５０年史編纂事業を推進することとなり、２０１８年４月１日、大

学文書館内に「北海道大学１５０年史編集準備室」を設置した。

創基１００年、１２５年の大学年史編纂事業の際には、大学が周年事業全体に関する全学委員

会、その下に出版事業に関する専門委員会を設置し、さらにその下部組織として大学年史

編纂を担当する編集室を設けた。創基１５０年にあたっては、①周年事業に関する委員会設

置までには時間がかかり、長期の事業期間を必要とする編纂事業を先行して進める必要が

あること、②１２５年史編纂後、恒常的に大学に関する歴史的資料及び調査・研究を蓄積す

る大学アーカイヴズとして大学文書館を設置し、専任のスタッフが存在することから、大

学文書館が１５０年史編纂事業を中心的に担うこととなった。

編集準備室の室長は大学文書館長が、副室長は大学文書館副館長が兼任する。専任室員

として、４月付けで特任助教１名、５月付けで特定専門職１名が着任した。さらに、大学

文書館専任スタッフ２名（准教授、特定専門職）が兼任室員に加わる、計６名の体制である。

編集準備室は３年を目途に、刊行物の種類（通史、部局史、写真集、小冊子、デジタル

版等）、各刊行物の編集方針・構成、編集日程等の計画を検討する。３年後に１５０年史編集

業務を行なう「北海道大学１５０年史編集室」に改組する予定である。

�２ 業務

１５０年史編集準備室が担当した主な業務は、以下の通りである。

① １５０年史編集準備室のWebページの公開

１５０年史編集準備室のWebページ（https://www.hokudai.ac.jp/bunsyo/hu150.html）を、

５月１５日に公開し、８月３日には全面リニューアルを行なった。お知らせ等を随時更新す

ると共に、「写真でたどる北海道大学の歴史」と題したWebページの制作作業にあたって

いる。

② 『北海道大学１５０年史編集ニュース』の刊行

１５０年史編集準備室の活動を紹介し、北海道大学の歴史小話・キャンパス風景コラム等

を掲載したニュースレター『北海道大学１５０年史編集ニュース』を７月２０日に創刊した。

年２回の発行予定である。
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③ 創基１５０年プレ企画展示の開催

２０１８年は、「北海道帝国大学」が開学し“北大”の愛称が誕生して１００年、かつ、北大最

初の女性の入学者が誕生して１００年を迎えた。《２つの“１００年”》を記念して、大学行事（８

月：オープンキャンパス、９月：ホームカミングデー）・地域行事（７月：カルチャーナ

イト）等に際し、�１「アンビシャス！理系女子――女性の北大生誕生１００年」（於：会議
室、期間：７月２０日・８月５日～８月６日）、�２「“北大”の愛称１００年」（於：閲覧室前、
期間：８月５日～８月６日、９月２８日～９月３０日）、�３「女性が切り開いた研学の場――
女性の北大入学１００年」（於：沿革展示室、期間：９月２８日～）の３つの企画展示を設営・

開催した。

④ 大学年史編纂に係る情報収集・視察

大学年史編纂に係る情報収集のため、他大学のアーカイヴズ（東北大学史料館、東京大

学文書館、京都大学大学文書館）を訪問し、全国大学史資料協議会主催「２０１８年度総会・

全国研究大会」（１０月、於：九州大学）に参加した。

２．大学文書館公文書室の業務

�１ 集中管理を実施する法人文書の引継ぎ

引継ぎ数：６４７件

引継ぎ日：１１月７日

引継ぎ元：３３管理部局（総務企画部総務課・広報課・人事課・企画課・情報企画課、財

務部主計課・資産運用管理課、学務部教育推進課・キャリア支援課、研究推

進部研究振興企画課・産学連携課、創成研究機構、施設部施設企画課・環境

配慮促進課、附属図書館管理課、文学研究科・文学部事務部、教育学事務部、

法学研究科・法学部事務部、スラブ・ユーラシア研究センター事務、経済学

事務部、理学・生命科学事務部、医学系事務部、大学院医理工学院、大学病

院総務課・経営企画課、歯学事務部、獣医学系事務部、低温科学研究所事務

部、人材育成本部女性研究者支援室、農学・食資源学事務部、情報科学研究

科事務課、量子集積エレクトロニクス研究センター事務、北キャンパス合同

事務部）

�２ 「特定歴史公文書等」

「大学文書館所蔵資料検索」システム登載数（１２月末現在） １，０９１件

：【外部リンク】資料画像（簿冊内の件名目録のページを

撮影・編集した画像）の登載数１８０件
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３．大学文書館沿革資料室の業務

�１ 沿革資料数

「大学文書館所蔵資料検索」システム登載数（１２月末現在） ５，１０６件

：【登載内訳】沿革資料５６３件、沿革刊行物４，５４３件

：【サムネイル】資料画像（絵葉書資料の絵柄面・写真資料の被写面を

スキャン・編集した画像）の登載数４４４件

�２ 沿革資料の受け入れ

２０１８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 法医学教室関係資料２点（１９２３―６０年教室人名簿、１９５１年法医学会会員名簿）／受入日：

法医学教室より１月２２日

�２ 大場利夫関係資料７４２点（写真、フィルム、冊子等）／受入日：附属図書館北方資料室

より３月２６日

�３ 肖像画額１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

６月２８日

�４ 中村令（水産学科１９１０年卒業）関係資料３点（１９０７―０９年動物スケッチ）／受入日：附

属図書館北方資料室より６月２９日

�５ 寄宿舎跡の碑関係資料１点（有江幹男筆碑文原文の写し）／受入日：学務部学生支援

課より１０月３日

�６ 登別分院関係資料１点（写真アルバム）／受入日：施設部より１１月２日

�７ 工学部関係資料２点（旧工学部棟札、中国瀋陽機電学院寄贈扁額）／受入日：工学系

事務部総務課より１１月２９日

�８ 蔬菜台帳３点（１９０９―１３，１９１９―２９年試作記録）／受入日：農学研究院図書室より１２月３

日

�９ 日本史研究室関係資料１８０点／受入日：白木沢旭児教授より１２月１２日

�１０ 肖像画額３点（林学科教授：小出房吉・中島廣吉・八谷正義）・肖像写真額５点（林

学科教授：八谷正義・小関隆祺・加納瓦全・霜鳥茂・今田敬一）／受入日：農学研究

院森林政策学研究室より１２月２５日

�１１ 林学科関係写真６点（古河講堂前・中央講堂・豊平館での集合写真等）／受入日：農

学研究院森林政策学研究室より１２月２６日

《個人資料等の受け入れ》

�１ 藤井純子（農学部１９６０年卒業）関蔵資料４６３点（受講・ゼミノート、「北大女子学生の
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会」発行冊子等）／受入日：藤井完治氏より２月１４日、２月２３日、４月５日

�２ 安東幾三郎（札幌農学校第１７期生）関係資料１点（書簡の複製画像）／受入日：忠津

章氏より２月１９日

�３ 斎藤一郎（林学実科１９４４年卒業）関係資料２点（１９４３年林学実科教官寄せ書き、１９４４

年伊藤誠哉揮毫色紙）／受入日：斎藤妥子氏より３月１６日

�４ 予科関係資料・沿革刊行物等３箱（予科写真帖の複製画像、１９４４―４６年恵迪寮食料調

達記録等）／受入日：四方英四郎氏より４月１７日、５月１５日

�５ １９６０―７０年代在学関係資料５点（恵迪寮１９６８年度アルバムの複製画像、「恵迪寮落書集

成」等）／受入日：林修嗣氏より５月１７日

�６ １９７０―８０年代入学・在学・卒後関係資料９箱（入試問題、アルバム、受講ノート等）／

受入日：竹下忠彦氏より５月２４日、７月１２日、７月２０日、８月２０日、８月２７日、１０月

２２日、１０月２４日、１１月１６日

�７ 中国詩話会関係資料等４点（『楡柳白雪 詩話会だより』、録音リールテープ「宇野哲

人先生朗誦・塩谷温先生朗誦」等）／受入日：田中貞之氏より５月２４日

�８ １９５０―６０年代在学・関西同窓会関係資料１９点（徽章、寮歌集、写真、『関西エルム会会

報』創刊号等）１９点／受入日：間中俊夫氏より５月２７日、９月２９日

�９ 学科雑誌等１４点（『かめのこ』１～５号等）／受入日：川嶋浩二氏より６月２８日

�１０ 仲宗三郎（札幌農学校予修科１９０３―０４年在学）関係資料１点（１９０４年撮影写真）／受

入日：佐野命子氏より７月１７日

�１１ 恵迪寮同窓会・関西同窓会・工学部機械工学科関係資料８点（活動記録写真画像）／

受入日：米田昌弘氏より８月１日、１１月２日

�１２ 平本正顕（農学実科１９２９年在学）関係資料１点（化学受講ノート）／受入日：小野信

子氏より８月２日

�１３ 大黒静治（文学部１９５３年卒業）・美恵子（同１９５６年卒業）・真苗（同１９９０年卒業）関係

資料９箱（写真帖、日記、徽章、受講ノート、サークル・大学祭関連印刷物等）／受

入日：大黒真苗氏より８月１１日、８月２２日、８月３０日

�１４ １９９０―２０００年代在学関係資料１箱（講義プリント、卒論発表会配布資料等）／受入日：
若原里美氏より８月１５日

�１５ 東海林力蔵（札幌農学校第１９期生・元教授）関係資料１箱（書簡、写真、海外留学時

の書類等）／受入日：福原康氏より８月１６日

�１６ 恵迪寮関係資料１点（恵迪寮１９７０年度アルバムの複製画像）／受入日：石島久男氏よ

り８月２４日

�１７ 中村幸彦（農学部１９２２年卒業・元教授）関係資料２点（Foreign Language Society１９１８

年撮影写真・１９３６―３８年海外留学撮影写真の複製画像／受入日：犬養康太氏より８月

２９日

�１８ クラス雑誌１点（教養部理類３３年１２組同級会『アゴラ』第１２号）／受入日：上條栄治
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氏・大嶋和雄氏より９月２０日

�１９ 金田弘夫（農学部１９４６年卒業・元教授）関係資料５箱（写真帖、受講・講義ノート、

手稿等）／受入日：金田ケイ子氏より９月２１日

�２０ 中島九郎（農科大学１９１０年卒業・元教授）関係資料１４点（写真、書簡、勲記、名誉教

授称号授与証等）／受入日：越山澄子氏より９月２１日

�２１ 小ブロンズ像「Ｗ．Ｓ．クラーク博士像」１点／受入日：鈴木俊史氏より９月２５日

�２２ 恵迪寮関係資料３点（『恵迪寮落書集成』・恵迪寮祭６１―６２回パンフレットの複製画像

／受入日：藤井信明氏より９月２５日

�２３ １９６０―７０年代在学関係資料９点（恵迪寮新入寮生歓迎誌、水産高分子化学講座誌『り
べら』等）／受入日：上田稔氏より１０月７日

�２４ 小杉方也（農学部１９２０年卒業）関係資料１点（卒業記念写真帖）／受入日：小杉尚子

氏より１０月９日

�２５ 童話研究会関係資料５４点（童研歌集、人形劇脚本、会報等）／受入日：佐々木孝一氏

より１０月１５日

�２６ 理学部植物形態学講座関係資料・沿革刊行物３５点（松浦一教授手稿、植物形態学教室

論文集等）／受入日：谷藤茂行氏より１１月５日

�２７ 佐藤昌介（札幌農学校第１期生・初代総長）関係資料１点（１９２４年揮毫漢詩額）／受

入日：同窓生の方より１１月１２日

�２８ 田中義麿（農科大学１９０９年卒業・元助教授）関係資料１箱（中学日記、写真、辞令類、

勲記・学位記、「遺伝学」関連講演原稿等）／受入日：辛島由美子氏より１１月１３日

�２９ 月寒学寮関係資料１点（写真・寮関連印刷物貼付アルバムの複製画像）／受入日：寺

尾隆雄氏より１１月１６日

�３０ １９８０―９０年代恵迪寮同窓会関係資料７点（記念手ぬぐい・ネクタイピン等）／受入日：
工藤信彦氏より１２月１８日

４．研究調査業務

�１ 開拓使の教育政策に関する研究

①「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）、②「開拓使統治期及び札幌・函館・

根室県設置期北海道における教育財政に関する歴史的研究」（研究代表者：井上高聡／

２０１８～２０２０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・研究を行なった。

�２ 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
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（Ｃ）の交付を受け、学外資料調査・研究を行なった。

５．展示業務

�１ 沿革展示室

第Ⅱ期企画展示「佐藤昌介――北大の牽引者」（公開期間：２０１７年７月２１日～２０１８年９

月２５日）から、第Ⅲ期企画展示「女性が切り開いた研学の場――女性の北大入学１００年」（公

開期間：９月２８日～）に入れ替えを行なった。

�２ 展示ホール

常設展示「北大生の群像――北大１５０年の主人公たち」、「新渡戸稲造と遠友夜学校」を

継続した。

�３ 会議室

「アンビシャス！理系女子――女性の北大生誕生１００年」（公開期間：７月２０日、８月５

日～８月６日）を陳列公開した。

�４ 閲覧室前の展示ケース

「“北大”の愛称１００年」（公開期間：８月５日～８月６日、９月２８日～９月３０日）を陳列

公開した。

�５ 閲覧室内の展示ケース

墨蹟掛軸４幅（揮毫：佐藤昌介・新渡戸稲造・南鷹次郎）から、漢詩扁額１枚（揮毫：

佐藤昌介）・和歌扁額１枚（揮毫：新渡戸稲造）・書簡扁額２枚（筆：新渡戸稲造・内村鑑

三）に入れ替えを行なった（公開期間：１２月３日～）。

６．教育支援業務

全学教育科目「北海道大学の歴史」（２０１８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・２０１７年度に引き続き、井上高聡が講義に協力、廣瀬公彦・佐々

木朝子が新たに参加した。１１月８日、受講生２７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。

７．その他、各種業務

�１ 所蔵資料検索システムの構築

大学文書館所蔵の文書・沿革資料・沿革刊行物の３群の横断的な検索システム「北海道

大学大学文書館所蔵資料検索」の構築に向けて、２０１７年１２月～２０１８年３月にかけて各種設

定項目等の調整・検討を行なった。４月からは、検索システムの設定項目に合わせた目録

の調整、画像（サムネイル・外部リンク）の作成を進め、検索システム上で試験登載・動
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作確認を行い、１２月１０日より一般公開を開始した。

２０１８年１２月末現在、登載資料数は６，１９７件（特定歴史公文書等１，０９１件、沿革資料５６３件、

沿革刊行物４，５４３件）である。あわせて、資料画像（絵葉書資料の絵柄面・写真資料の被

写面をスキャン・編集した画像）のサムネイルを４４４件、外部リンク（簿冊内の件名目録

のページを撮影・編集した画像）を１８０件登載した。

大学文書館業務日誌（２０１８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・東京都立中央図書館、～１

月７日、山本）

１月１１日 学外資料調査（神奈川県立公文書館・国立国会図書館・国立公文書館、～１月

１４日、井上）

１月１６日 学外資料調査（東京大学文書館・国立国会図書館、～１月１８日、山本）

１月３０日 ２０１７年度第１回大学文書館年報編集委員会を開催（於：会議室）

２月９日 学外資料調査（国立国会図書館・国立公文書館・東京都立中央図書館、～２月

１１日、山本）

２月２２日 ２０１７年度第２回大学文書館運営委員会を開催（於：会議室）

３月２日 『リテラポプリ』第６０号（事務局総務企画部広報課、２０１８年春号）の《温故知

新 北海道大学挑戦の１４０年》第８回連載記事として、「１８９１―１９１３ ゼミナー

ルの誕生」を執筆（井上）

３月１９日 施設見学（スポーツ庁総括官・参事官、学務部学生支援課２名）に応対

３月３０日 施設見学（早稲田大学大学史資料センター１名）に応対

３月３１日 『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』を発行

３月３１日 『北海道大学大学文書館年報』第１３号を発行

４月１日 「北海道大学１５０年史編集準備室」開設

４月１日 廣瀬公彦特任助教が着任（１５０年史編集準備室担当）

４月２０日 視察（石狩市総務部情報政策課・建設水道部建築住宅課７名）に応対

４月２３日 事務局総務企画部総務課主催「平成３０年度公文書管理に関する研修会（初任職

員向け）」（於：百年記念会館１階大会議室）にて「法人文書管理の概要」を講

演（井上）、受講生向け施設見学会を実施

４月２５日 学外資料調査（国立公文書館・国立国会図書館、～４月２８日、山本）

５月１日 佐々木朝子特定専門職が着任（１５０年史編集準備室担当）

５月１日 リテラポプリ企画編集チーム構成員の委嘱を受ける（～２０１９年３月３１日、井上）

５月１日 広報誌検討ワーキンググループ構成員の委嘱を受ける（～２０１９年３月３１日、井

上）

大学文書館業務記録・業務日誌（２０１８年１月～１２月）
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５月１５日 １５０年史編集準備室Webページを公開

５月１５日 １５０年史編集準備室リーフレットを発行

５月１７日 第１回１５０年史編集準備室会議を開催（於：会議室）

５月２３日 大学文書館主催「２０１８年度大学文書館職員研修」を実施（於：会議室）

５月２５日 学外資料調査（国立国会図書館関西館、～５月２６日、山本）

５月２７日 関西エルム会・関西同窓会主催「北大会館祭（１５周年）」（於：大阪市立総合生

涯学習センター第１研修室）にて「北海道大学大学文書館の紹介」を講演（山

本）、特別出張展示を開催・展示解説（山本・廣瀬）

５月２８日 大学年史編纂情報収集・視察（京都大学大学文書館、廣瀬・佐々木・山本）

６月２日 「第６０回大学祭」に伴う展示ホール・沿革展示室の特別公開（～６月３日）

６月５日 学外資料調査（国立国会図書館・国立公文書館、～６月７日、井上）

６月８日 国立公文書館主催「平成３０年度全国公文書館長会議」に出席（於：ベルサール

飯田橋ファースト、井上）

６月１４日 視察（大阪市立大学学術情報総合センター運営課１名）に応対

６月１４日 施設見学（文部科学省研究振興局参事官・学術基盤整備室大学図書館係１名、

附属図書館利用支援課１名）に応対

７月１７日 札幌市公文書管理審議会委員の委嘱を受ける（～２０２０年７月１６日、山本）

７月１８日 ２０１８年度第１回大学文書館運営委員会を開催（於：会議室）

７月１９日 広報誌検討ワーキンググループ会議に出席（於：事務局、井上）

７月２０日 『北海道大学１５０年史編集ニュース』第１号を発行

７月２０日 カルチャーナイト実行委員会主催「カルチャーナイト２０１８」に伴う展示ホール・

沿革展示室の夜間公開、特別陳列展示「アンビシャス！理系女子――女性の北

大生誕生１００年」（於：会議室）を開催

８月３日 １５０年史編集準備室Webページを全面リニューアル

８月５日 北海道大学主催「オープンキャンパス２０１８」に伴う特別陳列展示「アンビシャ

ス！理系女子――女性の北大生誕生１００年」（於：会議室）・「“北大”の愛称１００

年」（於：閲覧室前）を開催、資料展示解説ツアー「北大の歴史を知る」を実

施（～８月６日）

８月６日 施設見学（放送大学來生新学長、北海道学習センター新田孝彦所長）に応対

８月１６日 資料見学会「札幌農学校第１９期生 東海林力蔵」（於：会議室）を開催

８月２４日 資料見学会「遠友夜学校生徒 荒川弘昌」（於：会議室）を開催

８月２７日 視察（中谷宇吉郎記念財団３名、学習院大学大学院人文科学研究科２名）に応対

８月３１日 『北大時報』第７７３号（事務局総務企画部広報課発行）に１５０年史編集準備室の

紹介記事を掲載

８月３１日 『リテラポプリ』第６１号（２０１８年秋号）の《温故知新 北海道大学挑戦の１４０年》

第９回連載記事として、「１８８７―１９２４ 札幌農学校工学科」を執筆（井上）
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９月３日 資料見学会「札幌農学校第２期生 廣井勇」（於：会議室）を開催

９月４日 「平成３０度第１回札幌市公文書管理審議会」に出席（於：札幌市公文書館、山本）

９月６日 施設見学（事務局インターンシップ学生１名、総務課１名）に応対

９月６日 胆振地方地震に伴う停電のため臨時休館（～９月７日）

９月２５日 資料見学会「札幌農学校第１１期生 鹿討豊太郎」（於：会議室）を開催

９月２８日 北海道大学主催「ホームカミングデー２０１８」に伴う特別陳列展示「“北大”の

愛称１００年」（於：閲覧室前）を開催（～９月３０日）

９月２８日 沿革資料室の第Ⅲ期企画展示「女性が切り開いた研学の場――女性の北大入学

１００年」を公開

９月２９日 「教育史学会第６２回大会」に参加（於：一橋大学、～９月３０日、井上）

１０月１日 学外資料調査（国立国会図書館・国立公文書館、～１０月２日、井上）

１０月９日 資料見学会「台湾の嘉義に渡った札幌農学校・東北帝国大学農科大学・北海道

帝国大学の卒業生たち」（於：閲覧室）を開催

１０月１０日 全国大学史資料協議会主催「２０１８年度大会・全国研究会」に参加（於：九州大

学、～１０月１１日、山本／～１０月１２日、廣瀬・佐々木）

１０月１２日 学外資料調査（国立国会図書館・国立公文書館・東京都立中央図書館、～１０月

１４日、山本）

１０月２４日 黒田清輝作「橋口文蔵」（油彩画）の調査・修復を東京藝術大学大学院美術研

究科文化財保存学専攻保存修復油画研究室（木島隆康教授）に委託（フロンテ

ィア基金事業）

１０月２５日 集中管理を実施する法人文書ファイルの引継ぎ用箱を対象部局へ巡回配達

１０月２７日 資料見学会「Ｗ．Ｓ．クラーク」（於：閲覧室）を開催

１１月４日 北大キャンパスビジットプロジェクトの企画「秋のキャンパスツアー 北大研

究者達の軌跡コース」に伴う展示ホール・沿革展示室・会議室の特別公開

１１月７日 集中管理を実施する法人文書ファイルの引継ぎ（６４７件・６０箱搬入）

１１月８日 施設見学（全学教育科目「北海道大学の歴史」受講生３４名、教育学研究院近藤

健一郎准教授）

１１月１２日 国文学研究資料館主催「平成３０年度アーカイブズ・カレッジ（史料管理学研修会）」

（短期コース）を受講（於：鶴岡市郷土資料館、～１１月１７日、廣瀬・佐々木）

１１月１２日 北海道立文書館主催「平成３０年度文書等保存利用研修会」に参加（於：北海道

立文書館、中村・杉山）

１１月１９日 大学年史編纂情報収集・視察（東北大学史料館、廣瀬・佐々木・山本）

１１月２０日 学外資料調査（国立国会図書館・国立公文書館、～１１月２２日、山本）

１２月３日 閲覧室の展示コーナーを、墨蹟掛軸４幅（揮毫：佐藤昌介・新渡戸稲造・南鷹

次郎）から漢詩扁額１枚（揮毫：佐藤昌介）・和歌扁額１枚（揮毫：新渡戸稲

造）・書簡扁額２枚（筆：新渡戸稲造・内村鑑三）に変更

大学文書館業務日誌（２０１８年１月～１２月）
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１２月４日 大学年史編纂情報収集・視察（東京大学文書館、廣瀬・佐々木・山本）

１２月５日 国立公文書館主催「平成３０年度公文書管理研修Ⅱ」を受講（於：朝日生命大手

町ビル・国立公文書館、～１２月７日、廣瀬・佐々木）

１２月５日 学外資料調査（日本女子大学図書館・国立国会図書館、～１２月６日、山本）

１２月１０日 大学文書館所蔵資料横断検索システム「大学文書館所蔵資料検索」をWeb公開

１２月１１日 北海道大学東京同窓会会報『フロンティア』第５４号（２０１９年２月発行）に「北

海道大学大学文書館のご案内」を執筆（山本）

１２月１３日 学外資料調査（函館市中央図書館、～１２月１６日、井上）

１２月２６日 全国歴史資料保存利用機関連絡協議会誌『記録と史料』第２９号（２０１９年３月発

行）に「北海道大学大学文書館公文書室の「国立公文書館等」施設指定につい

て」を執筆（井上）

大学文書館利用状況（２０１８年１月～１２月）

�１ 参考調査 ９８０点（４９４件、５１０名）

�２ 閲覧・複写利用 ３，５４９点（３４５件、５０４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

◇臨時休館日：９／６～９／７（胆振地方地震に伴う停電のため）

◇開館日数：２４９日（臨時開館日：６／２～６／３、８／５、９／２９～９／３０、１０／２７、

１１／４を含む）

◇閲覧日数：２４２日（月～金曜日、休館日を除く）

�３ 出版・放映掲載利用 ２０９点（６３件、６３名）

�４ 展示利用 ８０点（１０件、１０名）

【陳列資料の貸出し】 ３９点（３件、３名）

�１ 北海道立文学館：創立５０周年記念特別展（北海道１５０年事業）「有島武郎と未完

の『星座』」（札幌農学校簿書４点・沿革資料９点）

�２ 小樽市総合博物館：企画展「小樽に来た伝説の植物採集家～フォリー神父とオ

タルスゲ」（宮部金吾旧蔵書簡３点）

�３ 国立近現代建築資料館：２０１８年度秋季企画展示（開館５周年・明治１５０年特別

展）「明治期における官立高等教育施設の群像」（図面資料等２３点）

【展示パネル・映像展示等への画像提供】 ４１点（７件、７名）

�５ 取材・撮影 ８２点（８件、１７名）

�６ 展示観覧 １，９５９名

�７ 見学・視察 ３１６名（３４件）（展示観覧数に含む）
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大学文書館構成

◇館長 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 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）

２０１３．４．１．～２０１８．３．３１．

権 錫永 （文学研究科教授） ２０１８．４．１．～

◇兼務教員 坂下 明彦 （農学研究院教授） ２００５．５．１．～２０１８．３．３１．

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．～２０１８．３．３１．

◇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．～

廣瀬 公彦 （大学文書館特任助教） ２０１８．４．１．～

山本 美穂子（大学文書館特定専門職） ２００６．４．１．～

佐々木 朝子（大学文書館特定専門職） ２０１８．５．１．～

◇技術補佐員

中村 美樹子 ２０１８．４．１．～

杉山 和香奈 ２０１８．４．１．～

◇技術補助員

中村 美樹子 ２０１６．４．１．～２０１８．３．３１．

宮本 花恵 ２０１７．４．１．～２０１８．３．３１．

杉山 和香奈 ２０１７．４．１．～２０１８．３．３１．

廣瀬 公彦 ２０１７．９．１．～２０１８．３．３１．

工藤 正智 ２０１７．１０．１７．～

櫛引 友美子 ２０１８．２．５．～２．１９，８．７．～９．３０．

大学文書館業務日誌・利用状況（２０１８年１月～１２月）・構成
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張 可勝 ２０１８．５．１６．～２０１８．８．３１．

◇事務 事務局総務企画部総務課文書情報管理担当

大学文書館年報編集

◇年報編集委員会

委員長 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（大学文書館特定専門職） ２００７．７．２３．～

陪席 廣瀬 公彦 （大学文書館特任助教） ２０１８．４．１．～

佐々木 朝子（大学文書館特定専門職） ２０１８．５．１．～

◇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。

北海道大学大学文書館年報 第１４号（２０１９年３月）
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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。

大学文書館構成・年報編集
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