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＜ 記 録 ＞

大学文書館業務記録（２０１９年１月～１２月）

１．北海道大学１５０年史編集準備室の業務

�１ １５０年史編集準備室のWebページの更新

１５０年史編集準備室のWebページ上において、「資料でたどる北海道大学の歴史」（https:

//www.hokudai.ac.jp/bunsyo/hu150_chronology.html）の公開を４月１５日から開始した。

１２月末現在、開拓使仮学校・札幌学校・札幌農学校に関する歴史的な事項（組織・制度の

設置・改廃、学生生活の出来事、校長・教員・卒業生の紹介、建物・校地の変遷）を９２項

目登載している。

�２ 『北海道大学１５０年史編集ニュース』の刊行
第２号を１月３１日に発行した。《巻頭コラム》に「１９６２年３月１８日」（執筆：逸見勝亮名

誉教授〔教育学部１９６６年卒業〕）、廣瀬公彦担当の連載《北大歴史ノート》に「北海道大学

家政学部」、佐々木朝子担当の連載《北大風景グラフ》に「橋の周辺（中央ローン北側）」

を載せた。

第３号を７月３１日に発行した。《巻頭コラム》に「“激動”の１９５４年」（執筆：林恒子氏

〔文学部１９５８年卒業〕）、《北大歴史ノート》に「外国語会の英語・ドイツ語劇」、《北大風

景グラフ》に「中央講堂からクラーク会館へ」を載せた。

�３ 創基１５０年プレ企画展示の開催

創基１５０年プレ企画展示として、大学行事（６月：北大祭、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）に際して、（１）「北

大生の御用達！ 新聞広告あれこれ １９２６―１９４５」（会場：会議室、期間：６月７日～６月

９日、７月１９日、８月４日～８月５日、９月２７日～９月２９日）、（２）「“北大紛争”から５０

年――“北大紛争”とは」（会場：閲覧室前、期間：９月２７日～１０月１８日）、（３）「北大に

おける女性自学から男女共学へ――新制大学７０年」（会場：沿革展示室、期間：８月４日

～２０２１年７月３１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・施設見学・資料調査

大学年史編纂に係る情報収集・施設見学のため、他大学のアーカイヴズ（神戸大学大学

文書史料室、大阪大学アーカイブズ）を訪問し、関連する研究会（近畿大学建学史料室主

催講演会「大学沿革史編纂の現状と意義」〔１月、於：近畿大学〕、国際シンポジュウム２０１９

「アジアから見た《大学演習林》」〔２月、於：九州大学〕、全国大学史資料協議会主催「２０１９
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年度総会・全国研究大会・見学会」〔１０月、於：立教大学・学習院大学・日本女子大学〕、

第５回早稲田大学大学史セミナー「大学史に学生は入っているか」〔１２月、於：早稲田大

学〕）に参加した。

大学年史編纂に係る学外資料調査は、岩手大学図書館・東北大学史料館〔３月〕、国立

国会図書館〔１２月〕において行った。

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：３８４件

引継ぎ日：１０月２―３日、２５日

引継ぎ元：３７管理部局（総務企画部〔総務課、企画課、研究支援課、情報企画課、広報

課〕、施設部〔施設企画課、環境配慮促進課、施設整備課〕、学務部〔学務企

画課、教育推進課、学生支援課、入試課、国際交流課〕、財務部主計課、研

究推進部研究振興企画課、国際部国際連携課、法学研究科・法学部事務部、

経済学事務部、文学研究科・文学部事務部、教育学事務部、農学・食資源学

事務部、理学・生命科学事務部、工学系事務部、医学系事務部、歯学事務部、

薬学事務部、獣医学系事務部、保健科学研究院事務課、情報科学研究院事務

課、環境科学事務部、北方生物圏フィールド科学センター事務部、スラブ・

ユーラシア研究センター事務担当、低温科学研究所事務部、北キャンパス合

同事務部、附属図書館事務部、大学病院総務課、函館キャンパス事務部）

�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） ５，９５７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

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） １０，５５４件

：【登載内訳】沿革資料５，８７９件、沿革刊行物４，６７５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５５０件
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�２ 沿革資料の受け入れ

２０１９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 肖像写真額１点（今田敬一教授）／受入日：農学研究院流域砂防学研究室より２月１９

日

�２ 肖像画額２点（宍戸乙熊教授等）／受入日：農学研究院流域砂防学研究室より３月１

日

�３ 肖像写真額３点（歴代教授）／受入日：農学研究院森林生態系管理学研究室より３月

１日

�４ おしょろ丸百周年記念事業関係資料２箱／受入日：北極域研究センターより３月７日

�５ 旧作物栄養学・土壌学講座関連資料２箱／受入日：農学研究院植物栄養学研究室より

４月２３日

�６ 上原轍三郎関係資料２箱／受入日：農学研究院農業経済学分野より４月２４日

�７ 旧農業機械学講座・作物生産システム工学講座及び片岡崇准教授旧蔵資料５０箱／受入

日：農学研究院循環農業システム工学研究室より５月１６日

�８ 「北大紛争」時のアルバム２点／受入日：財務部経理課より７月１９日
�９ 構内建物の図面・航空写真等約２，２４０点／受入日：施設部より８月２９日

�１０ 医学部卒業アルバム・同窓会誌等２９箱／受入日：医学部同窓会より９月１３日、１０月１５

日

�１１ 医学部歴代学部長写真帖・写真パネル１４箱／受入日：医学系事務部より９月１７日

�１２ 旧工学部「白堊館」の建築遺物（尖塔上部装飾、軒下装飾）５点／受入日：工学系事

務部より１１月２８日

�１３ 旧工学部「白堊館」の建築遺物（外壁タイル、基礎具材）２点／受入日：北工会より

１２月９日

�１４ 林業施業案・帳簿類６６点／受入日：農学研究院生態系管理学研究室より１２月２３日

�１５ 山田眞弓旧蔵アルバム・手稿等（理学部動物学科・山岳部・内田亨関連）２箱／受入

日：理学研究院多様性生物学分野より１２月２３日

《個人資料等の受け入れ》

�１ 写真集『北海道大学夢風景 北大生の見た１９５０年代の札幌の原風景』３点／受入日：

川原幸則氏より１月９日

�２ 沿革刊行物８点（『阿部政則君追悼集』、北学寮雑誌『北学』９―１０号・薬学部自治会雑

誌『芳香』２５―２８号の複製物）／受入日：林修嗣氏より１月１０日

�３ １９７０―８０年代在学関係資料１１箱／受入日：竹下忠彦氏より１月１５日、３月１５日、４月

１６日、４月１９日、５月１６日、６月２４日、７月８日、８月２日、９月２７日、１０月１７日、
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１１月８日、１１月２２日

�４ １９９０年代在学関係資料１箱（教育学部プリント等）／受入日：川島るい氏より１月２８

日、５月２８日

�５ 田中義麿（農科大学１９０９年卒業）旧蔵資料１点（遺伝学雑録ノート）／受入日：辛島

由美子氏より１月２９日

�６ 平塚直治（札幌農学校１８９６年卒業）関係資料１点（複写写真帳「平塚直治・みさをと

その系譜を辿って」）／受入日：西安信氏より２月２５日

�７ 茅野一男（林学科１９３４年卒業）旧蔵資料４点（宮部金吾揮毫色紙、『寮歌集』１９２１年

発行等）／受入日：茅野純氏より２月２８日

�８ 遠友夜学校関係資料６点（『札幌遠友夜学校研究』Ⅰ～Ⅳ改訂版、Ⅴ）／受入日：中川

厚雄氏より３月４日、４月１５日

�９ 「北海道帝国大学農科大学水産学科創立十周年記念写真帖」１点／受入日：�須泰彦
氏より３月６日

�１０ １９５０年代入学・在寮関係資料６点（恵迪寮「郷関録」、１９５１年度合格発表新聞記事）／
受入日：米田昌弘氏より３月１１日

�１１ １９８０年代学内印刷物１箱（鬼仏表、ビラ、クラス雑誌等）／受入日：沖高行氏より３
月２０日

�１２ 佐々木博旧蔵応用菌学講座関連刊行物１箱（『舎密』、『講座開設百周年記念誌』等）／

佐々木恵一氏より３月２６日

�１３ 逢坂信�（農科大学１９０８年卒業）関係資料１箱（逢坂旧蔵『クラーク先生詳伝』、山
室軍平書簡等）／受入日：福島一穂氏より３月２７日、４月１６日

�１４ １９６０―７０年代ビラ類５６６点／受入日：北田英人氏より４月４日
�１５ １９７０年代在学関係資料（教養部・経済学部・バスケットボール部関連）５５点／受入日：
木村光彦氏より４月４日、５月２２日、９月２６日

�１６ １９７０年代受験・入学・在学関係資料２２点／受入日：福井毅氏より４月８日
�１７ バスケットボール部関係資料１３４点／受入日：坂本仁彦氏より４月１９日、９月１８日、

９月２５日

�１８ 沿革刊行物１箱（『しらかば 北大啓徳寮閉寮記念誌』等）／受入日：出村文理氏より

４月２３日、５月３０日

�１９ 盛川義道旧蔵刊行物２箱／受入日：京都文教大学より４月２４日

�２０ 森谷長能（予科１９５０年卒業、法経学部政治学科１９５３年卒業）旧蔵資料１箱（写真、沿

革刊行物）／受入日：森谷昭子氏より５月１７日

�２１ 東晃旧蔵資料１袋（ボーリン・レーン葬儀関係ネガフィルム、『工学部広報』等）／受

入日：山崎敏晴氏より５月１９日

�２２ 沿革刊行物３点（『札幌同窓会名簿』等）／受入日：北野隆志氏より６月７日

�２３ レーン夫妻旧蔵電気スタンド１台／受入日：楠本陽子氏より６月１０日
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�２４ 野客沿革誌１点（『自然に親しむ会「野客」五十周年記念誌』）／受入日：三浦一樹氏

より６月１７日

�２５ １９５０年代在学関係資料２点（創基八十周年記念ペンダント、１９５０年代アルバム複写画
像）／受入日：林恒子氏より６月１９日

�２６ １８９２年７月１２日付『朝野新聞』１点／受入日：石上信房氏より６月２０日
�２７ １９７０―８０年代構内撮影画像２点／受入日：杉浦正人氏より６月２４日
�２８ １９６０年代農学部在学関係資料８点／受入日：阿部修氏より７月２日
�２９ 前田キヨ（元水産学科副手）関係資料２点、１９６０年代クラス雑誌等２３点（『四次元』

第４号、『底流』第５号等）／受入日：細谷将彦氏より７月３日、７月１０日

�３０ 北大歴史研究会関連冊子の複写物４点（『学生歴史懇談会ニュース』３・５号、『学歴

協ニュース』９―１０号）／受入日：林恒子氏より７月５日

�３１ 若嶋昇旧蔵写真１点（北帝野球部部員壮行会）／受入日：若嶋宣夫氏より７月１６日

�３２ 酒井隆吉（初代薬局長）・酒井隆太郎（農学部１９５０年卒業）旧蔵資料６箱／受入日：

森枝かつら氏より７月１８日、７月１９日、８月８日、８月２３日

�３３ 中山久子（理学部１９４１年卒業）旧蔵資料５点（中谷宇吉郎揮毫書画）／受入日：井上

一彦氏より７月２３日

�３４ １９６０年代在学関係資料３箱（受講ノート、日記、新聞会日誌等）／受入日：小笠原正
明氏より８月１５日

�３５ １９８０年代在学関係資料（恵迪寮・教養部・経済学部関連）２箱／受入日：榊原悟志氏
より８月１９日

�３６ 小久保清治（水産学科１９１１年卒業）関係写真画像２１３点／受入日：入江武男氏より９

月３日

�３７ 絵葉書（古河講堂、１９００～１９１０年代）１点／受入日：出村文理氏より９月６日

�３８ バスケットボール部関係資料１１４点／受入日：三井良一氏より９月１０日

�３９ １９３０年代写真帖２点（医学部第１１期卒業記念、土佐林義雄「北海道帝国大学写真」）／
受入日：楠本陽子氏より９月１７日

�４０ 沿革刊行物１点（『故農学士藤田九三郎君小伝』）／受入日：中川厚雄氏より９月２４日

�４１ １９７０年代在学関係資料等２点（『北大生の生活‘７３』等）／受入日：伊藤明男氏より９
月３０日

�４２ 長谷川源太郎（工学部１９４１年卒業）旧蔵資料３点（文武会等のメダル）／受入日：長

谷川周一氏より９月３０日

�４３ １９５０―６０年代在学関係資料１８点（教養部時間割等）／受入日：間中俊夫氏より９月３０日
�４４ 文芸部部誌６点（部報『想』２３―２５、２７、２９―３０号）／受入日：文芸部より９月３０日

�４５ １９７０―９０年代恵迪寮関係資料１箱／受入日：佐々木欣也氏より１０月８日
�４６ クラス雑誌１点（『アゴラ』１３号）／受入日：教養部理類３３年１２組同級会より１０月１５日

�４７ １９５０―６０年代農学部学生関係写真１１点／受入日：日下大器氏より１０月１５日
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�４８ 童話研究会資料３５点、１９７０年代在学関係資料２点／受入日：佐々木孝一氏より１０月１５

日

�４９ 和田修一（工学部１９４５年卒業）旧蔵資料２点（佐山総平教授書簡、封筒）／受入日：

和田正博氏より１１月１日

�５０ 中谷宇吉郎書画１点／受入日：青山康彦氏より１１月５日

�５１ 和田修一（予科工類１９４２年修了）旧蔵資料１点（予科修了記念写真帖）／受入日：和

田正博氏より１１月５日

�５２ １９８０年代恵迪寮関係資料１点（「恵迪寮自治会代議員会議事録」）／受入日：佐々木欣
也氏より１１月１１日

�５３ 恵迪寮関連写真画像７１７点（佐藤雅英氏撮影、１９７９―８３年頃）／受入日：竹下忠彦氏よ

り１１月１７日

�５４ １９７０年代教養部・工学部在学関係資料２点（定期入れケース、学生証等）／受入日：
黒井光久氏より１１月１９日

�５５ バスケットボール部関係資料１点（部誌『わ』１７号）／受入日：酒井和人氏より１１月

２０日

�５６ １９６０―７０年代ビラ・ノート類５０９点／受入日：北田英人氏より１１月２５日
�５７ 南鷹次郎関係資料１箱（勲章、南鷹次郎直筆履歴等）／受入日：北村行伸氏より１２月

６日

�５８ 恵迪寮関係資料１点（『アサヒグラフ』３１２６号・１９８３年発行）／受入日：青山康彦氏よ

り１２月１０日

�５９ １９７０年代撮影の写真画像８点／受入日：黒井光久氏より１２月２３日
�６０ １９６０―７０年代撮影の写真画像１，１０８点／受入日：佐藤真理氏より１２月２４日

４．研究調査業務

�１ 開拓使の教育政策に関する研究

「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

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

「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。
�３ 近代日本における高等教育機関の入試制度に関する研究

「明治期の高等教育機関への進学経路と選抜制度に関する歴史的研究」（研究代表者：廣

瀬公彦／２０１９～２０２１年度）において、科学研究費補助金若手研究の交付を受け、学外資料

大学文書館業務記録（２０１９年１月～１２月）
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調査・研究を行った。

５．展示業務

�１ 沿革展示室

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：

２０１８年９月２８日～２０１９年７月３１日）から、第Ⅳ期企画展示「北大における女性自学から男

女共学へ――新制大学７０年」（公開期間：８月４日～）に入れ替えを行った。

�２ 展示ホール

常設展示①「北大生の群像――北大１５０年の主人公たち」、常設展示②「新渡戸夜学校と

遠友夜学校」を継続した。常設展示①は、９月２８日に新制大学期の展示資料の一部を更新

した。１０月１日には農業経済学教室旧紋章を百年記念会館から移し、１０月２３日には「【北

大史異聞】ある北大生の青春と戦争」（展示ケース１台、パネルボード１台）を増設、百

年記念会館の展示品の一部を常設展示①に編入した。

�３ 会議室

企画展示「北大生の御用達！ 新聞広告あれこれ １９２６―１９４５」（公開期間：６月７日～

６月９日、７月１９日、８月４日～８月５日、９月２７日～９月２９日）を、大学・地域行事に

あわせて開催した。

�４ 閲覧室前の展示ケース

企画展示「“北大紛争”から５０年（１）――“北大紛争”とは」（公開期間：９月２７日～１０

月１８日）を開催した。

�５ 百年記念会館

耐震工事のため、百年記念会館２階の常設展示（北海道大学沿革史展示）を、９月２４日

に休止し、展示品を撤収した。

６．教育支援業務

全学教育科目「北海道大学の歴史」（２０１９年度後期開講、担当：教育学研究院近藤健一

郎教授）に、前年度に引き続き、井上高聡が講義に協力、廣瀬公彦・佐々木朝子が参加した。

１１月１８日、受講生２６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。

大学文書館業務日誌（２０１９年１月～１２月）

１月１５日 学外資料調査（国立公文書館・国立国会図書館、～１月１７日、井上）

１月２３日 大学年史編纂情報収集・視察（神戸大学大学文書史料室・大阪大学アーカイブ

北海道大学大学文書館年報 第１５号（２０２０年３月）
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ズ、～１月２４日、廣瀬・佐々木・山本）

１月２４日 近畿大学建学史料室主催講演会「大学沿革史編纂の現状と意義」に参加（於：

近畿大学、廣瀬・佐々木・山本）

１月２５日 大学年史編纂情報収集・見学（関西大学年史資料展示室、廣瀬・佐々木）

１月２５日 学外資料調査（国立公文書館・国立国会図書館、～１月２６日、山本）

１月３１日 『北海道大学１５０年史編集ニュース』第２号を発行

２月１日 視察（東京大学文書館１名）に応対

２月６日 「平成３０度第２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）

２月９日 国際シンポジュウム２０１９「アジアから見た《大学演習林》――その来し方と行

く末」に参加（於：九州大学農学部附属演習林・福岡演習林本部、廣瀬・佐々

木）

２月２１日 ２０１８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２５日 学外資料調査（国立公文書館・国立国会図書館、～２月２７日、井上）

２月２８日 施設見学（医学部創立１００周年記念事業担当者４名）に応対

３月１日 『リテラポプリ』第６２号（２０１９年春号）の《温故知新 北海道大学挑戦の１４０年》

第１０回連載記事として、「１８９５―１９０７ 札幌農学校創立２５年」を執筆（井上）

３月６日 ２０１８年度第２回大学文書館運営委員会を開催（於：会議室）

３月２６日 学外資料調査（岩手大学図書館・東北大学史料館、～３月２８日、佐々木）

３月２９日 『北海道大学大学文書館年報』第１４号を発行

４月１５日 １５０年史編集準備室Webページ「資料でたどる北海道大学の歴史」の公開を開

始

４月１６日 NPO法人クラーク博士別れの地・久蔵の里普及促進会主催「クラーク博士別

れの日（アンビシャス・ディー）記念講演会」（於：北広島市芸術文化ホール

２階活動室）にて「W．S．クラーク 札幌農学校の２６０日」を講演（井上）、資

料見学会を開催

４月２２日 事務局総務企画部総務課主催「平成３１年度法人文書管理に関する研修会（初任

職員向け）」（於：附属図書館４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２６日 １５０年史編集準備室リーフレットを更新

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（～２０２１年３月３１日、井上）

５月９日 施設見学（東京オフィス、広報課関係者４名）に応対

５月１３日 視察（淑徳大学アーカイブズ２名）に応対

５月２９日 資料見学会「１９５０―６０年代の理学部動物学科」（於：会議室）を開催

６月４日 学外資料調査（国立公文書館・国立国会図書館、～６月５日、井上）

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

大学文書館業務記録・業務日誌（２０１９年１月～１２月）
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九段、～６月７日、井上）

６月７日 「第６１回大学祭」に伴い、企画展示「北大生の御用達！ 新聞広告あれこれ

１９２６―１９４５」（於：会議室）を開催（～６月９日）

６月８日 「第６１回大学祭」に伴う展示ホール・沿革展示室の週末特別公開（～６月９日）

６月２１日 視察（東海大学学園史資料センター１名）に応対

７月９日 「２０１９年度大学文書館職員研修」を実施（①補修体験会、於：㈱プリザベーシ

ョン・テクノロジーズ・ジャパン、杉山・中村・山本）

７月１０日 「２０１９年度大学文書館職員研修」を実施（②調査実習、於：国立国会図書館、

杉山・中村・山本）

７月１１日 学外資料調査（国立国会図書館、～７月１３日、山本）

７月１９日 カルチャーナイト実行委員会主催「カルチャーナイト２０１９」に伴い、展示ホー

ル・沿革展示室を夜間に特別公開、企画展示「北大生の御用達！ 新聞広告あ

れこれ１９２６―１９４５」（於：会議室）を開催

７月２２日 「２０１９年度大学文書館職員研修」を実施（③報告会、於：会議室）

７月３０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

７月３１日 『北海道大学１５０年史編集ニュース』第３号を発行

７月３１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」を閉幕

８月４日 北海道大学主催「オープンキャンパス２０１９」に伴い、企画展示「北大生の御用

達！新聞広告あれこれ １９２６―１９４５」（於：会議室）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５日）

８月４日 沿革資料室の第Ⅳ期企画展示「北大における女性自学から男女共学へ――新制

大学７０年」を公開

８月８日 『リテラポプリ』第６３号（２０１９年秋号）の《温故知新 北海道大学挑戦の１４０年》

第１１回連載記事として、「１８９９―１９０９ 北八条キャンパスへ移転」を執筆（井上）

８月１６日 学外資料調査（国立国会図書館、廣瀬）

８月１７日 旧制高等学校記念館主催「第２４回夏期教育セミナー」に参加（於：あがたの森

文化会館本館、～８月１８日、廣瀬）

８月１９日 学外資料調査（国立国会図書館、～８月２０日、廣瀬）

９月１０日 施設見学（バスケットボール部 OB２名）に応対

９月１７日 法人文書ファイル引継ぎ用箱を対象部局へ巡回配達

９月１８日 学外資料調査（国立公文書館・国立国会図書館、～９月２０日、山本）

９月２４日 耐震工事のため、百年記念会館２階の常設展示（北海道大学沿革史展示）を休

止

９月２５日 講演会「北海道大学と花巻ゆかりの人々――佐藤昌介・新渡戸稲造・菊池捍・

島善鄰」を開催（於：農学部大講堂）、花巻市立湯口中学校から３９名参加

北海道大学大学文書館年報 第１５号（２０２０年３月）
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９月２７日 北海道大学主催「ホームカミングデー２０１９」に伴い、企画展示「北大生の御用

達！新聞広告あれこれ １９２６―１９４５」（於：会議室、～９月２９日）、「“北大紛争”

から５０年（１）――“北大紛争”とは」（於：閲覧室前、～１０月１８日）を開催

９月２８日 展示ホールの常設展示「北大生の群像――北大１５０年の主人公たち」を一部更

新

１０月１日 耐震工事のため、百年記念会館２階から農業経済学教室旧紋章を大学文書館１

階展示ホールに移設

１０月２日 ２０１９年度法人文書ファイルの引継ぎ（２管理部局から４２箱搬入）

１０月３日 ２０１９年度法人文書ファイルの引継ぎ（３４管理部局から８４箱搬入）

１０月４日 視察（東海大学学園史資料センター２名）に応対

１０月１４日 学外資料調査（東京大学駒場博物館・東京都立中央図書館、～１０月１５日、廣瀬）

１０月１６日 全国大学史資料協議会主催「２０１９年度総会・全国研究会」に参加（於：立教大

学、～１０月１７日、廣瀬・佐々木・山本）

１０月１８日 全国大学史資料協議会主催「２０１９年度見学会」に参加（於：学習院大学・日本

女子大学、廣瀬・佐々木）

１０月１８日 学外資料調査（国立国会図書館、山本）

１０月２３日 展示ホールの常設展示「北大生の群像――北大１５０年の主人公たち」に「【北大

史異聞】ある北大生の青春と戦争」コーナーを増設

１０月２５日 ２０１９年度法人文書ファイルの引継ぎ（１管理部局から２箱搬入）

１１月６日 学外資料調査（国立公文書館・国立国会図書館、～１１月９日、井上）

１１月１８日 施設見学（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

健一郎教授）

１１月２５日 学外資料調査（函館市中央図書館・江差町図書館、～１１月２８日、井上）

１１月２６日 学外資料調査（東北大学史料館、大倉精神文化研究所附属図書館、～１１月２９日、

廣瀬）

１２月４日 学外資料調査（国立国会図書館、～１２月５日、廣瀬・佐々木）

１２月４日 第５回早稲田大学大学史セミナー「大学史に学生は入っているか――『小樽商

科大学百年史』の経験から」に参加（於：早稲田大学、廣瀬・佐々木）

１２月１２日 資料見学会「恵迪寮」（於：会議室）を開催

１２月１８日 資料見学会「札幌農学校の寄宿舎」（於：会議室）を開催

大学文書館利用状況（２０１９年１月～１２月）

�１ 参考調査 ９６７点（４５０件、４６６名）

�２ 閲覧・複写利用 ４，９９６点（３０１件、３４０名）

大学文書館業務日誌・利用状況（２０１９年１月～１２月）
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◇開館日：月～金曜日

◇休館日：土～日曜日、祝日・休日、年末年始（１２／２８～１／３）

◇開館日数：２４７日（臨時開館日：６／８～６／９、８／４、９／２８～９／２９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 ２２８点（５１件、５１名）

�４ 展示利用 １７点（５件、５名）

【展示パネル・映像展示への画像提供】１７点（５件、５名）

�５ 取材・撮影 １０点（３件、８名）

�６ 展示観覧 １，７１４名

�７ 見学・視察 １８０名（４７件）（展示観覧数に含む）

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（教育学研究院教授） ２００７．４．１．～

大滝 純司 （医学研究院教授） ２０１５．４．１．～２０１９．３．３１．

畠山 鎮次 （医学研究院教授） ２０１９．４．１．～

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．～

権 錫永 （文学研究院教授） ２０１８．４．１．～

◇兼務教員 池上 重康 （工学研究院助教） ２００７．４．１．～

◇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．～

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．～
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杉山 和香奈 ２０１８．４．１．～

◇技術補助員 工藤 正智 ２０１７．１０．１７．～２０１９．３．３１．

張 可勝 ２０１９．４．１．～２０１９．９．３０．

竹内 洪介 ２０１９．１０．１．～２０１９．１２．２５．

間枝 遼太郎 ２０１９．１０．１．～２０１９．１２．２５．

野田 紘史 ２０１９．１０．１．～２０１９．１２．２６．

海藤 侑里子 ２０１９．１０．１．～

◇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．～

廣瀬 公彦 （大学文書館特任助教） ２０１９．４．１．～

佐々木 朝子（大学文書館特定専門職） ２０１９．４．１．～

陪席 廣瀬 公彦 （大学文書館特任助教） ２０１８．４．１．～２０１９．３．３１．

佐々木 朝子（大学文書館特定専門職） ２０１８．５．１．～２０１９．３．３１．

◇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。
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�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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