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＜ 記 録 ＞

大学文書館業務記録（２０２０年１月～１２月）

１．大学文書館１５０年史編集室の業務

�１ 『北海道大学１５０年史編集ニュース』の刊行

第４号を２月２５日に発行した。《巻頭コラム》に「沖縄からの「留学生」（前編）」（執筆：

教育学研究院近藤健一郎教授）、廣瀬公彦担当の連載《北大歴史ノート》に「１９４５年度の

予科入試」、佐々木朝子担当の連載《北大風景グラフ》に「医学部・病院の門」を載せた。

第５号を８月３１日に発行した。「沖縄からの「留学生」（後編）」（執筆：教育学研究院近

藤健一郎教授）、《北大歴史ノート》に「１００年前の受験生活」、《北大風景グラフ》に「中

央食堂の周辺」を載せた。

�２ 創基１５０年プレ企画展示の準備

創基１５０年プレ企画展示「ノートの中の“画伯”たち――図版、イラスト、装幀、らく

がき」の企画構成の検討（４月～）、札幌農学校～北海道帝国大学期の受講ノートの内容

調査（５月～）を行い、開催準備を進めた。

�３ 大学年史編纂に係る準備

① 大学年表の作成に係る事前調査

『北大時報』掲載記事から、２００２年度以降の大学行事・出来事等を抽出し、入力作業を

実施した。

② 写真集編集にむけた写真資料の整理

「総務課旧蔵アルバム」（１９６０～１９９０年代撮影）を対象に、①写真目録の作成（撮影場所・

撮影年の調査、目録入力）、②印画紙写真のデジタル画像化（スキャニング、画像補正、

保存・利用・サムネイル用画像の作成）の整理作業を進めた。整理が完了したアルバム９

冊（総務課アルバム№２～№１０）について、「大学文書館所蔵資料検索」システムに登載

し、２７３点の新規公開（２０２０年１２月３１日現在）を行った。

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：５８０件

引継ぎ日：７月３１日、９月１４日、１０月９日、１０月１３日、１０月１４日、１０月２２日、１１月１８日

引継ぎ元：３９管理部局（総務企画部〔総務課、企画課、情報企画課、広報課〕、施設部
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〔施設企画課、施設整備課〕、学務部〔学務企画課、キャリア支援課、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〔総務課、教務課〕、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、メディア観光学事務部総務担

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、経営企画課〕、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３１日現在） ６，４１２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３１日現在） １３，１４６件

：【登載内訳】沿革資料８，１７９件、沿革刊行物４，９６７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 ６２１件

�２ 沿革資料の受け入れ

２０２０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 エンレイソウ型のプレス機１台／受入日：情報基盤センターより３月１９日

�２ 井口賢三宛て森田繁書簡１点／受入日：農学研究院図書室より３月２４日

�３ 施設部建物アルバム５箱等／受入日：事務局施設部より４月６日、４月７日、４月１４

日、５月２７日

�４ 木下誠一（低温科学研究所名誉教授）関係資料１６箱／受入日：総合博物館より４月２３

日

�５ 医学部新聞縮刷版１点／受入日：医学部同窓会より５月２１日

�６ 構内建物の大判図面資料１１１点／受入日：事務局施設部より１１月１８日
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�７ 医学部卒業記念アルバム・沿革刊行物４箱／受入日：医学研究院図書室より１２月２３日

《個人資料等の受け入れ》

�１ 剣道部報『北斗』第５３号／受入日：関本隆一氏より１月７日

�２ 東晃（元工学部教授）関係資料１箱（アラスカ探検関連スクラップブック、構内撮影

写真スライド、花島政人送別記念写真ガラス乾板等）／受入日：山崎敏晴氏を経由し

て１月８日、２月４日、２月２５日、３月１７日

�３ 櫻井俊郎（農学実科１９４２年卒業）関係資料（写真・ガラス乾板等）１袋／受入日：櫻

井彰氏より１月２４日

�４ 沿革刊行物２点（工学部同窓会『創立６０周年記念誌』等）／受入日：長谷川周一氏よ

り１月２７日

�５ １９６０―７０年代学生関係資料（アウロラ・工学部電気工学科）５８点／受入日：黒井光久

氏より２月１０日、３月３日、３月９日、４月１４日

�６ １９７０年代工学部学生関係資料８点（学生証、合格通知書等）／受入日：山田博史氏よ

り２月２１日、６月１０日

�７ 記念品資料（創基八十周年記念ペンダント）１点／受入日：白石由美子氏より２月２５日

�８ １９７０年代教育学部学生関係資料５点／受入日：佐々木孝一氏より２月２５日

�９ １９３０―４０年代バスケットボール部関係資料２点（『楡篭会報』第１号、『籠球部報』の

複写物）／受入日：坂本仁彦氏より２月２８日

�１０ １９５０―６０年代学生関係資料２２点（「入学志願者心得１９５８年度」等）／受入日：日下大器
氏より３月５日

�１１ １９６０年代物品資料５点（襟章〔襟章、農学部、エンレイソウ〕、バックル）／受入日：
田中貞之氏より３月１１日

�１２ １９５０年代工学部同窓会資料１点／受入日：山下達三氏より３月１１日
�１３ 教養部・教育学部・恵迪寮関係資料３箱／受入日：竹下忠彦氏より３月１１日、３月２６

日、４月１３日、４月１４日、４月２２日、５月２７日、６月８日、６月１５日、７月７日、８

月２５日

�１４ 東新（元予科教授）関係資料５点（予科ドイツ語試験問題、東新宛て軍事郵便）／受

入日：山崎敏晴氏を経由して３月１７日

�１５ バドミントン部関係資料１６点（部報、大会パンフレット等）／受入日：谷博文氏より

３月２５日

�１６ １９６０―７０年代バスケットボール部関係資料７点（大会パンフレット）／受入日：酒井和
人氏より３月２６日

�１７ 絵葉書３枚（図柄：三岸好太郎作画「北大のポプラ並木」、ポプラ並木、植物園）／受

入日：三本木毅氏より３月２６日

�１８ バスケットボール部関係資料１０点（部誌『わ』、大会パンフレット、賞状等）／受入日：
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小澤寧々氏より４月１０日

�１９ １９７０年代学生関係資料４８点（士幌小屋チセ・フレップ愛好者の会会誌等）／受入日：
田中稔久氏より４月２８日

�２０ １９６０―７０年代学生関係資料７点（教養部１年７組『あぶさんと』創刊号等）／受入日：
湊谷たえ子氏より５月２９日

�２１ 沿革刊行物２点（『応援団史』等）／受入日：北野隆志氏より６月２３日

�２２ 回想録２点（池田実〔農芸化学科１９２７年卒業〕関係）／受入日：土屋洸子氏より７月

６日

�２３ 山元周行（元理学部教授）関係資料２箱／受入日：蝦名美知子氏、山元周公氏より７

月１５日、７月２２日、１０月２８日

�２４ １９５０―６０年代学生関係資料４点（農芸化学科１９６２年卒業生文集『かめのこ』第６号等）
／受入日：川嶋浩二氏より７月２９日

�２５ １９７０―８０年代撮影写真アルバム１冊（大学構内、女子寮等の写真６４点）／受入日：稲永
由紀子氏より８月２８日

�２６ １９６０―７０年代在学・１９８０―２０００年代在職関係資料１３７点／受入日：南部�氏より９月８日
�２７ 上原轍三郎（元農学部教授）関係資料１箱（北方文化研究室、帝国大学附属図書館協

議会関連等）・川村琢（元農学部教授）関係資料１箱（研究・教務関連）／受入日：

坂下明彦氏より９月１８日

�２８ １９５０年代童話研究会関係資料５点（『童話研究』創刊号～第４号、『いっしょ』第５号）
／受入日：白石由美子氏より９月２３日

�２９ 童話研究会・郵趣関係資料５点（『北大童話研究会十年史』、創基百年記念印の押印封

筒等）／受入日：佐々木孝一氏より９月２３日

�３０ 村形友治（医学部１９３６年卒業）関係資料１点（１９６５年１０月２９日付ポーリン・レーン書

簡）／受入日：楠本陽子氏より９月２８日

�３１ 記念品資料２点（低温科学研究所創立２５周年記念センタークロス、百年記念会館落成

記念風呂敷）／受入日：出村文理氏より９月２９日

�３２ さっぽろくろゆり会・東京黒百合会（美術部黒百合会ＯＢ会）関係資料８１点（会誌、

通信等）／受入日：梶原一義氏より１０月２日、１０月９日

�３３ 教養部クラス雑誌１点（理類３３年１２組同級会クラス雑誌『Αγορα』〔アゴラ〕第１４号）

／受入日：上條栄治氏、大嶋和雄氏より１０月１２日

�３４ 村形友治旧蔵資料（論文資料、旧蔵書等）５箱／受入日：楠本陽子氏より１０月１６日、

１０月２６日、１１月６日、１１月１７日

�３５ 記念品資料１点（「学生寮新設・閉寮記念」キーホルダー）／受入日：長谷川周一氏よ

り１０月２６日

�３６ 恵迪寮史編纂委員会作成沿革展示ネガフィルム３０５点（１９７５年大学祭）／受入日：蝦名

雅幸氏より１０月２８日
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�３７ 農学部林学科関係資料１点（『シルバ』第８６号）／受入日：舟越三夫氏より１０月３０日

�３８ 同期会関係資料２点（東京エルム２７会会報『ニイナナ』複製製本版等）／受入日：三

原晃一氏より１０月３０日

�３９ 東京黒百合会関係資料３５点（『東京黒百合会会報』２００７～２０１０年発行）／受入日：長谷

川壽保氏より１１月１０日

�４０ 宮部金吾関連資料４点（書簡２点、追悼会次第、椰子の実の花器）／受入日：畠忠正

氏より１１月２０日

�４１ ワンダーフォーゲル部関係資料４７点（部誌『道標』、OB会会報、記念誌等）／受入日：

青山康彦氏より１２月１６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

研究の資料調査」（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

（C）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

調査・研究を行った。

�４ 近代日本の高等教育機関における林学教育に関する歴史的研究

「近代日本の高等教育機関における林学教育と森林行政及び地方林産業に関する歴史的

研究」（研究代表者：佐々木朝子／２０２０～２０２２年度）において、科学研究費補助金若手研

究の交付を受け、学外資料調査・研究を行った。

５．展示業務

�１ 沿革展示室・展示ホール

大学文書館１階の展示（沿革資料室、展示ホール）は４月１７日から休止した。

�２ 百年記念会館

３月２６日、耐震工事が完了した百年記念会館に、農業経済学教室旧紋章を大学文書館１

階展示ホールから移設した。百年記念会館２階の常設展示（北海道大学沿革史展示）は全
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面リニューアルし、８月１１日から陳列展示品６５点を、９月１８日からパネル展示の前期分〔札

幌農学校～北海道帝国大学期〕１８枚を新設し、公開した。

大学文書館業務日誌（２０２０年１月～１２月）

１月９日 学外資料調査（国立公文書館、～１月１１日、山本）

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１８日、井上）

１月２３日 ２０１９年度第１回大学文書館年報編集委員会を開催（於：会議室）

１月２８日 学外資料調査（東北大学史料館・名古屋大学大学文書資料室、～１月３１日、廣

瀬）

１月３１日 「令和元年度第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４日 ２０１９年度第１回大学文書館運営委員会を開催（於：会議室）

２月１０日 『リテラポプリ』第６４号（２０２０年春号、北海道大学リテラポプリ企画編集チー

ム）の《温故知新 北海道大学挑戦の１４０年》第１２回連載記事として、「「恵迪」

寮の誕生 １８９９―１９０７」を執筆（井上）

２月１２日 学外資料調査（国立公文書館・国立国会図書館、～２月１５日、井上）

２月２５日 『北海道大学１５０年史編集ニュース』第４号を発行

３月２６日 耐震工事が完了した百年記念会館２階に、農業経済学教室旧紋章を大学文書館

１階展示ホールから移設

３月３１日 『北海道大学大学文書館年報』第１５号を発行

４月１５日 新型コロナウイルス感染症の感染防止対策のため、在宅勤務制を導入

４月１７日 「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく「緊急事態宣言」（４月７日

発出、４月１６日対象地域を全都道府県に拡大）及び「新型コロナウイルス感染

拡大防止のための北海道大学の行動指針（BCP）」（新型コロナウイルス感染症

対策本部策定。以下、「大学の行動指針（BCP）」と略す）の「レベル２＿制限

（中）」（４月１６日付決定）を受け、館内展示を休止

４月２０日 「大学の行動指針（BCP）」の「レベル３＿制限（強）」（４月２０日付決定）を受

け、臨時休館（～６月２３日）。来館利用の応対を休止、メール・電話での受付

業務は継続

５月１８日 百年記念会館２階の展示什器（展示ケース、展示ボード）の改装完了

５月２６日 感染症対策のため、事務室・閲覧室内の配置換えを実施

６月１２日 感染症対策のため、会議室を閲覧室・打合室に分割、展示ホール内に「応接コー

ナー」を新設、玄関に「入館受付」を新設

６月２４日 「事前予約制」による来館利用の応対を開始
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７月３１日 ２０２０年度法人文書ファイルの引継ぎ（１管理部局から９箱搬入）

８月７日 札幌市公文書管理審議会委員の委嘱を受ける（～２０２２年８月６日、山本）

８月１１日 百年記念会館２階の「北海道大学沿革史展示」について、陳列展示品を全面リ

ニューアル、公開開始

８月１３日 『リテラポプリ』第６５号（２０２０年秋号）の《温故知新 北海道大学挑戦の１４０年》

第１３回連載記事として、「札幌農学校の大学昇格 １８９６―１９０７」を執筆（井上）

８月３１日 『北海道大学１５０年史編集ニュース』第５号を発行

８月３１日 国立公文書館主催「アーカイブズ研修Ⅰ」を受講（～９月４日、杉山）

９月７日 学外資料調査（京都大学大学文書館、～９月１１日、廣瀬）

９月９日 『きぼうの虹』第３９０号（北海道大学生活協同組合、１０月１日発行）の《大学文

書館へ行こう》第１回連載記事として、「大学文書館とは？」を執筆（井上）

９月１４日 国立公文書館主催「アーカイブズ研修Ⅲ」を受講（～９月１８日、廣瀬）

９月１４日 ２０２０年度法人文書ファイルの引継ぎ（１管理部局から８箱搬入）

９月１７日 「令和２年度第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１８日 百年記念会館２階の「北海道大学沿革史展示」について、パネル展示の前期分

〔札幌農学校～北海道帝国大学期〕を新設、公開開始

９月２９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３０日 学外資料調査（岩手県立図書館・岩手大学図書館・宮城県図書館・宮城県公文

書館、～１０月３日、佐々木）

１０月１日 大学文書館長（第四代）に山本文彦理事・副学長が就任

１０月６日 学外資料調査（宮崎県立図書館・宮崎大学附属図書館、～１０月９日、佐々木）

１０月９日 ２０２０年度法人文書ファイルの引継ぎ（１管理部局から３箱搬入）

１０月１３日 ２０２０年度法人文書ファイルの引継ぎ（２管理部局から３０箱搬入）

１０月１４日 ２０２０年度法人文書ファイルの引継ぎ（３５管理部局から６３箱搬入）

１０月１４日 学外資料調査（国立公文書館、～１０月１６日、佐々木）

１０月２２日 ２０２０年度法人文書ファイルの引継ぎ（１管理部局から１箱）

１１月９日 学外資料調査（高崎商科大学図書館、～１１月１３日、廣瀬）

１１月１１日 『きぼうの虹』第３９１号（１２月１日発行）の《大学文書館へ行こう》第２回連

載記事として、「資料の受け入れ窓口」を執筆（井上）

１１月１６日 学外資料調査（京都大学大学文書館、～１１月１８日、廣瀬）

１１月１８日 ２０２０年度法人文書ファイルの引継ぎ（１管理部局から１箱搬入）

１１月２０日 「広報室リテラポプリ企画編集チームミーティング」に出席（オンライン形式、

井上）

１２月１日 北海道大学広報室員の委嘱を受ける（～２０２２年３月３１日、井上）

１２月２６日 学外資料調査（北海道道立図書館・北海道立文書館、～１２月２７日、佐々木）
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１２月２６日 学外資料調査（函館市中央図書館、～１２月２８日、井上）

大学文書館利用状況（２０２０年１月～１２月）

�１ 参考調査 ７４５点（３９０件、３９２名）

�２ 閲覧・複写利用 ４，１９２点（２１２件、２２２名）

◇開館日：月～金曜日

◇休館日：土～日曜日、祝日、年末年始（１２／２８～１／３）

◇臨時休館日：４３日（４／２０～６／２３）

◇開館日数：１９８日

◇閲覧日数：１９８日（月～金曜日、休館日を除く）

�３ 出版・放映掲載利用 ３９０点（５１件、５１名）

�４ 展示利用 ４７点（８件、８名）

【陳列資料の貸出し】 ３１点（２件、２名）

・大学院文学研究院学芸員リカレント教育プログラム：企画展示「DISTANCE

――＃学びと距離の物語」（沿革資料２８点）

・上富良野町教育委員会：企画展示「中谷宇吉郎生誕１２０年記念特別展」（沿革

資料３点）

【展示パネル・映像展示への画像提供】１６点（６件、６名）

�５ 取材・撮影 ２０点（２件、２名）

�６ 展示観覧 ２６７名

�７ 見学・視察 ２７名（４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．～２０２０．９．３０．

山本 文彦 （理事・副学長） ２０２０．１０．１．～

◇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．～２０２０．９．３０．

山本 文彦 （大学文書館館長） ２０２０．１０．１．～

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．～

畠山 鎮次 （医学研究院教授） ２０１９．４．１．～
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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．～

井上 高聡 （大学文書館准教授） ２０１５．４．１～

◇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．～

杉山 和香奈 ２０１８．４．１．～

◇技術補助員

海藤 侑里子 ２０１９．１０．１．～

小田島 良 ２０２０．１０．１．～２０２０．１１．３０．

石立 克己 ２０２０．１０．１．～２０２０．１２．３１．

野田 紘史 ２０２０．１０．１．～２０２０．１２．３１．

劉 � ２０２０．１０．１．～

熊 征 ２０２０．１０．１．～

◇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．～２０２０．９．３０．

山本 文彦 （大学文書館館長） ２０２０．１０．１．～

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．～
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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．～

◇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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