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＜ 記 録 ＞

大学文書館業務記録（２０２１年１月～１２月）

１．大学文書館１５０年史編集準備室・１５０年史編集室（２０２１年４月改称）の業務

�１ 『北海道大学１５０年史編集ニュース』の刊行

第６号を２月２６日に発行した。《巻頭言》に山本文彦（室長）、廣瀬公彦担当の連載《北

大歴史ノート》に「原田三夫の予科入学」、佐々木朝子担当の連載《北大風景グラフ》に

「農学部」を載せた。

第７号を９月１日に発行した。《巻頭コラム》に井上高聡（大学文書館准教授）が「北

海道大学の沿革史編纂の歴史」を、廣瀬公彦担当の連載《北大歴史ノート》に「有島武郎

先生」、佐々木朝子担当の連載《北大風景グラフ》に「正門」を載せた。

�２ 創基１５０年プレ企画展示の企画

大学行事「北海道大学ホームカミングデー２０２１」（９月２４日・２５日）のWEB開催にあ

わせて、１５０年史編集室 HP上において、オンライン展示「写真でたどる北大キャンパス

の移り変わり１９４０’s―１９６０’s」を実施した。展示は、大学構内の風景写真をスライドショー

４本（「１９４０年代の札幌キャンパス」、「１９５０年代の札幌キャンパス」、「１９６０年代の札幌キ

ャンパス」、「１９４０～１９６０年代の函館キャンパス」）に編成した。９月３０日以降は、常設オ

ンライン展示とした。

�３ 大学年史編纂

①「北海道大学１５０年史」資料編の編集

〔１〕「北海道大学１５０年史」資料編Ⅰの編集班会議を４月２８日及び６月１９日に開催し、編

集方針・分担の打合せ、進捗状況の報告、作業方法の見直し等を行った。

〔２〕 旧制大学期（東北帝国大学農科大学、北海道帝国大学）を対象時期として、資料編

Ⅰの収録候補資料（公文書・同窓会誌・校友会誌・新聞記事等）を分担して調査し、撮

影作業を行った。

②写真集編集にむけた写真資料の整理

総務課旧蔵の写真アルバム（１９６０～１９９０年代撮影）について、①写真目録の作成（撮影

場所・撮影年の特定作業、目録入力）、②印画紙写真・フィルムのデジタル画像化（スキ

ャニング、各種用途〔保存・利用・サムネイル〕の画像ファイル作成）を進め、③「大学

文書館所蔵資料検索」システムへの目録・サムネイル画像の登載を実施した。２０２１年１２月

３１日現在、総務課旧蔵アルバム４１冊が完了、目録登載数は１，１４４点（内、サムネイル画像
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付き１，０５１点）。

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：４１３件

引継ぎ日：１０月１８日、１０月１９日、１０月２６日

引継ぎ元：４６管理部局：総務企画部〔総務課、総務課安全衛生室、企画課（総合ＩＲ室

事務分含む）、広報課、情報企画課〕、財務部（主計課）、学務部〔学務企画

課（高等教育推進機構事務分含む）、教育推進課、学生支援課（保健センター

事務分含む）、入試課、国際交流課〕、研究推進部〔研究振興企画課、産学連

携課（産学・地域協働推進機構産学推進本部事務）〕、施設部（施設企画課、

施設整備課）、国際部（国際企画課、国際連携課）、教育学事務部、法学研究

科・法学部事務部、経済学事務部、理学・生命科学事務部、医学系事務部〔総

務課、会計課（アイソトープ総合センター事務分含む）、保健科学研究院事

務課（保健科学院・保健科学研究院・医学部保健学科事務分含む）〕、歯学事

務部、薬学事務部、工学系事務部〔総務課、教務課、情報科学研究院事務課

（量子集積エレクトロニクス研究センター分含む）〕、農学・食資源学事務

部、函館キャンパス事務部、病院事務部（総務課人事労務管理室、経営企画

課）、環境科学事務部、メディア・観光学事務部、低温科学研究所事務部、

附属図書館事務部（管理課）、北キャンパス合同事務部、北方生物圏フィー

ルド科学センター事務部（北管理部含む）

�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） ８，３３６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） １５，２０２件

：【登載内訳】沿革資料１０，０５６件、沿革刊行物５，１４６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
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スキャン・編集した画像）の登載数 １，５６５件

�２ 沿革資料の受け入れ

２０２１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 理学部地質学鉱物学科旧蔵資料２２７箱／受入日：総合博物館より１月２１日

�２ 構内写真・航空写真（画像）１箱／受入日：事務局施設部より３月１０日

�３ 旧動物染色体研究施設関係資料７点（写真、木原均揮毫色紙、木製プレート等）／受

入日：ゲノムダイナミクス研究センターより３月２６日

�４ 旧病理学第一講座関係資料７点（今裕揮毫木額・油彩画、武田勝男講義録・講演原稿

集等）／受入日：医学研究院（分子病理学教室）笠原正典教授より３月３０日

�５ 構内写真１点（中央食堂前ポプラ伐採）／受入日：事務局施設部より４月５日

�６ 構内写真印刷物・航空写真５点／受入日：事務局施設部より４月１６日

�７ 帝国大学期の木製椅子３脚／受入日：農学研究院（食品栄養学研究室）石塚敏教授よ

り４月２３日

�８ 雨龍演習林関連扁額３点（今裕揮毫、今村成和揮毫）／受入日：北方生物圏フィール

ド科学センターより７月１６日

�９ 動物系統分類学研究室沿革関係資料５箱／受入日：理学研究院（動物系統分類学研究

室）柁原宏准教授より８月２７日

�１０ 構内写真（画像）９２７点／受入日：事務局施設部より９月８日

�１１ クラーク記念財団関係資料２９箱／受入日：事務局総務企画部広報課より９月２９日

�１２ 明治期写真４点（町村敬貴等）／受入日：附属図書館北方資料室より１２月１０日

《個人資料等の受け入れ》

�１ 東晃（元工学部教授）関係資料２０点（アラスカ探検ファイル１点、構内写真スライド

１８点、最終講義録音リールテープ１点）／受入日：山崎敏晴氏を経由して１月２７日、

２月２日、３月１日、４月１４日

�２ １９７０～１９８０年代在学関係及び教育学部・恵迪寮同窓会関係資料３２点／受入日：竹下忠

彦氏より１月２８日、５月２１日、６月２１日

�３ １９２０～１９５０年代『寮歌集』１４点／受入日：佐々木靖章氏より３月８日

�４ バスケットボール部関係資料２点（大会プログラム等）／受入日：三井良一氏、井出

聡氏より３月８日

�５ 南部信吉（工学部冶金工学科１９４７年９月卒業）旧蔵資料１点（卒業記念バックル）、

１９５０～１９６０年代助手会及び１９７０～２０００年代在職関係資料１６３点／受入日：南部�氏よ
り３月１６日
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�６ 恵迪寮１９８３年閉寮記念映像 DVD１点／受入日：佐々木欣也氏より３月１９日

�７ 剣道部誌『北斗』第５４号／受入日：関本隆一氏より３月２４日

�８ 「南極学術探検隊樺太犬訓練所」関係資料６４点（１９５６年撮影写真画像）／受入日：安藤
久男氏より４月５日

�９ １９３０～２０２０年代サッカー部関係資料７９点（部報、追悼文集等）／受入日：岸豊氏より

４月５日、４月８日、４月１３日、４月２０日

�１０ 東克彦旧蔵資料１箱（講義ノート、寮歌 CD、サッカー部部報等）、東龍太郎旧資料

５７点（森鴎外全集、夏目漱石全集、寺田寅彦全集、吉村冬吉集・続集）／受入日：東

乙比古氏より４月２１日、６月７日、９月１７日、９月２１日、１１月２６日

�１１ １９９０～２０００年代ロシア文学研究室関係資料１０点（『現代ロシア文学作品集』）／受入日：
小林流美子氏より４月２６日

�１２ 斎藤孝・高安知彦旧蔵白鳥事件関係資料９箱／受入日：高安好彦氏より５月１８日

�１３ １９８０～１９９０年代文学部在学関係資料２１点（受講ノート）／受入日：佐藤一志氏より５
月１８日

�１４ ２０２０年代美術部黒百合会関係資料１４点（『さっぽろくろゆり』１点、『さっぽろくろゆ
り通信』１点、『東京黒百合会会報』１２点）／受入日：梶原一義氏より６月１日、８月

５日

�１５ １９６０年代教養部クラス雑誌・教育学部文集・北学寮文集・教育青年会サークル文集等
１９点、北大どんぐり会・わらび会（セツルメント）刊行物８点／受入日：国吉昌吉氏

より６月１１日、１２月２日

�１６ 楠隆（農学部農学科１９３８年卒業）旧蔵資料９箱（写真、ノート、スケッチ図、レポー

ト類、証書・表彰・辞令類、原稿類、書簡、沿革刊行物等）／受入日：楠昭氏より６

月２８日、８月３日、９月８日、１０月１３日、１１月２２日、１２月１４日

�１７ １９６０～２０１０年代クラス雑誌合本版２点（工学部機械工学科・機械工学工学科工学部機
械工学科４１期・機械工学第二学科１期編『ぐるっぺ』創刊号～第１０号収録）／受入日：

野口徹氏より６月２８日

�１８ 大学門標（１９６０～１９７０年代頃・木製）１点／受入日：７月１９日

�１９ 東園基文（農学部農学科１９３４年卒業）旧蔵資料３点（第５回北海道乗馬大会〔大学専

門学校対抗競技〕優勝カップ、第４回全日本学生馬術選手権大会表彰状・表彰カップ）

／受入日：東園基政氏より７月１９日

�２０ １９７０～１９８０年代獣医学部在学資料４４点（受講ノート、学生証等）／受入日：田島朋子
氏より７月２９日

�２１ 河原林茂（林学実科１９４１年卒業）旧蔵アルバム３点（札幌第一中学校卒業記念、林学

実科卒業記念等）／受入日：八田陽子氏より８月２日

�２２ 『高倉新一郎書誌』／受入日：藤島隆氏より８月１７日
�２３ 石川長壽（工学部電気工学科１９３３年卒業）旧蔵資料３７点（構内写真フィルム）／受入
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日：石川寿氏より８月１９日

�２４ 北海道帝国大学文芸部誌２点（『平原』創刊号、第６号）／受入日：佐々木靖章氏より

８月２６日

�２５ 『ヤマゲンさん随想録 北大予科教授の誇り』／受入日：千原治氏より９月９日

�２６ 沿革刊行物５５点（『北海道大学一覧 昭和三十一年』、『理学部同窓会誌』等）／受入日：

溝口百合子氏より９月２７日

�２７ 教養部理類３３年１２組同級会『Αγορ′α』〔アゴラ〕第１５号／受入日：上條栄治氏、大嶋

和雄氏より１０月１２日

�２８ 田口豊（農学部林学科１９５３年卒業）旧蔵沿革刊行物４３点（クラーク先生胸像再建期成

会『我がクラーク先生』、『シルバ』等）／受入日：田口和子氏より１０月２７日

�２９ 片野逸夫（農学部農芸化学科１９４９年卒業）旧蔵資料２点（１９４９年３月授業料領収証書、

１９５２年パストール会開催通知）／受入日：岩田慈子氏より１１月８日

�３０ 有馬英二（初代附属医院長）、有馬純（元免疫科学研究所教授）旧蔵資料５箱（肖像

画、メダル型レリーフ、沿革刊行物等）／受入日：有馬眞氏より１１月１１日

�３１ 佐藤昌介揮毫墨蹟５点（六曲屏風３隻、扁額２点）／受入日：佐藤一男氏より１２月１０

日

４．研究調査業務

�１ 近代日本の高等教育機関における学術研究系譜に関する研究

「近代日本の高等教育機関における学術研究系譜の形成・展開に関する歴史的研究」（研

究代表者：井上高聡、研究分担者：山本美穂子／２０２１～２０２３年度）において、科学研究費

補助金基盤研究�の交付を受け、資料調査・研究を行った。

�２ 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、資料調査・

研究を行った。

�３ 近代日本の高等教育機関における林学教育に関する研究

「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、資料調査・研究を行った。
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５．展示業務

�１ 館内（沿革展示室・展示ホール）での展示

大学文書館１階の展示（沿革資料室、展示ホール）は２０２０年４月１７日から休止をしてい

る。

�２ 百年記念会館での常設展示

百年記念会館２階における常設展示「北海道大学沿革史展示」の全面リニューアルの一

環として、パネル展示の後期分（北海道大学期）をリニューアルし、５月７日から公開し

た。

�３ 館外での特別展示

総合博物館１階企画展示室において、総合博物館・大学文書館共催の企画展示「「宮澤・

レーン事件」８０周年特別展」を、１２月４日～２０２２年１月３０日までの会期で共同開催した。

大学文書館業務日誌（２０２１年１月～１２月）

１月１５日 学外資料調査（北海道立図書館、佐々木）

１月１５日 「広報室会議」に出席（WEB会議、井上）

１月２２日 「令和２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）

１月２８日 「２０２０年度大学文書館職員研修」を実施（～１月２９日）

２月１日 『きぼうの虹』第３９２号（北海道大学生活協同組合、２月１日発行）の《大学文

書館へ行こう》第３回連載記事として、「図書館と博物館と文書館」を執筆（井

上）

２月２日 ２０２０年度第１回大学文書館運営委員会を開催（WEB会議）

２月８日 ２０２０年度第１回大学文書館年報編集委員会を開催（書面会議）

２月２６日 『北海道大学１５０年史編集ニュース』第６号を発行

３月２６日 『リテラポプリ』第６６号（２０２１年春号）の《温故知新 北海道大学挑戦の１４０年》

第１４回連載記事として、「水産学科の設置 １８８０―１９０９」を執筆（井上）

３月３１日 『北海道大学大学文書館年報』第１６号を発行

４月１日 「北海道大学１５０年史編集準備室」を「北海道大学１５０年史編集室」に改称

４月１日 『きぼうの虹』第３９３号（４月１日発行）の《大学文書館へ行こう》第４回連載

記事として、「二人のパイオニア」を執筆（井上）

４月２４日 「法人文書管理に関する研修会（初任職員向け）」（配布資料、理解度確認アン
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ケート）を実施

４月２８日 「北海道大学１５０年史」資料編Ⅰの編集班会議を開催（井上・廣瀬・山本・佐々

木）

５月７日 百年記念会館２階の常設展示「北海道大学沿革史展示」について、パネル展示

の後期分〔北海道大学期〕を新設、公開開始

５月１８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」の北海道

への発令（５月１６日）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）の「レベ

ル３＿制限（大）」（５月１６日付決定）を受け、来館利用の応対を休止（～７月

９日）

５月２８日 科研費基盤研究�「日本における女性科学者の誕生についての系統的研究」に
よるWEB研究会に出席（依頼発表、山本）

５月３０日 全国地方教育史学会第４４回大会のWEBシンポジウム「高等・専門教育機関と

地域社会」に出席（依頼発表、井上）

５月３１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（WEB会議、井

上）

６月１日 「アイヌ施策検討委員会」の委員の委嘱を受ける（～２０２４年５月３１日、井上）

６月１０日 「全国公文書館長会議・実務担当者意見交換会」に出席（WEB会議、井上）

６月１９日 「北海道大学１５０年史」資料編Ⅰの編集班会議を開催（井上・廣瀬・山本・佐々木）

６月２９日 「アイヌ施策検討委員会」に出席（WEB会議、井上）

７月１日 『きぼうの虹』第３９４号（７月１日発行）の《大学文書館へ行こう》第５回連載

記事として、「同時代の資料に見るクラーク」を執筆（井上）

７月１５日 国立公文書館主催「公文書管理研修Ⅱ」を受講（～７月１６日、WEB研修、杉

山）

８月２７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」の北海道

への発令（８月２７日）及び「大学の行動指針（BCP）」の「レベル３＿制限（大）」

（８月２７日付決定）を受け、来館利用の応対を休止（～９月３０日）

８月３１日 「令和３年度第１回札幌市公文書管理審議会」に出席（書面会議、山本）

９月１日 『北海道大学１５０年史編集ニュース』第７号を発行

９月１６日 『リテラポプリ』第６７号（２０２１年秋号）の《温故知新 北海道大学挑戦の１４０年》

第１５回連載記事として、「大学予科 １９０７―１９５０」を執筆（井上）

９月１６日 『リテラポプリ』第６７号（２０２１年秋号）の特集「つなぐ」に、活動紹介記事「大

学文書館―歴史を未来へ―」掲載

９月２４日 「北海道大学ホームカミングデー２０２１」（～９月２５日WEB開催）での特別展示

「写真でたどる北大キャンパスの移り変わり１９４０’s―１９６０’s」をオンライン展示

として公開（９月３０日より１５０年史編集室 HPにおいて常設）

大学文書館業務記録・日誌（２０２１年１月～１２月）
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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

１０月１日 『きぼうの虹』第３９５号（１０月１日発行）の《大学文書館へ行こう》第６回連載

記事として、「お宝美術品から覗く」を執筆（井上）

１０月５日 学外資料調査（国立公文書館・東京大学文書館、～１０月８日、佐々木）

１０月７日 「全国大学史資料協議会２０２１年度総会・全国研究会」に出席（WEB参加、廣

瀬）

１０月１１日 国立公文書館主催「アーカイブズ研修Ⅲ」を受講（～１０月１５日、廣瀬）

１０月１８日 ２０２１年度法人文書ファイルの引継ぎ（～１０月１９日、４６管理部局から３５箱搬入）

１０月１８日 学外資料調査（五高記念館、～１０月２０日、廣瀬）

１０月１９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（WEB会議、井

上）

１０月２２日 「アイヌ施策検討委員会」に出席（WEB会議、井上）

１０月２６日 ２０２１年度法人文書ファイルの引継ぎ（１管理部局から８０点搬入）

１１月４日 学外資料調査（国立国会図書館、～１１月６日、山本）

１１月９日 学外資料調査（大倉精神文化研究所附属図書館・東京大学駒場博物館、～１１月

１２日、廣瀬）

１１月１０日 「広報室会議」に出席（書面会議、井上）

１１月１５日 学外資料調査（京都大学大学文書館、～１１月１９日、佐々木）

１２月１日 『きぼうの虹』第３９６号（１２月１日発行）の《大学文書館へ行こう》第７回連載

記事として、「展示はちょっと苦手」を執筆（井上）

１２月４日 総合博物館・大学文書館共催特別展示「宮澤・レーン事件」８０周年特別展～事

件をめぐる‘出会い’と‘絆’をたどる～」（於：総合博物館１階企画展示室、

～２０２２年１月３０日）

１２月７日 学外資料調査（国立国会図書館、～１２月９日、廣瀬）

１２月８日 「サステイナビリティ推進員会議」に出席（WEB会議、井上）

１２月１４日 学外資料調査（国立国会図書館、～１２月１６日、佐々木）

１２月１６日 学外資料調査（国立国会図書館、～１２月１８日、山本）

１２月２１日 学外資料調査（国立公文書館・国立国会図書館、～１２月２４日、井上）

大学文書館利用状況（２０２１年１月～１２月）

�１ 参考調査 １，１１８点（３７０件、３８６名）

�２ 閲覧・複写利用 １，４７６点（１５９件、１９８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）
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◇開館日数：２４３日

◇閲覧日数：１８１日（休館日、事前予約制閲覧の休止日６２日

〔５／１８～７／９、８／２７～９／３０〕を除く）

�３ 出版・放映掲載利用 １４６点（４３件、３名）

�４ 展示利用 ７点（４件、４名）

【展示パネル・映像展示への画像提供】 ７点（４件、４名）

�５ 取材・撮影 ３９点（６件、３５名）

�６ 展示観覧 ９４名

�７ 見学・視察 ２９名（８件）（展示観覧数に含む）

大学文書館構成

◇館長 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 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．～２０２１．３．３１．

神谷 温之 （医学研究院教授） ２０２１．４．１．～

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．～

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．～

大学文書館業務日誌・利用状況・構成（２０２１年１月～１２月）

―１６９―



◇技術補佐員 中村 美樹子 ２０１８．４．１．～２０２１．３．３１、

２０２１．１０．１．～

杉山 和香奈 ２０１８．４．１．～

◇技術補助員 海藤 侑里子 ２０１９．１０．１．～２０２１．３．３１．

劉 �璇 ２０２０．１０．１．～

熊 征 ２０２０．１０．１．～

石立 克己 ２０２１．４．１．～

小田島 良 ２０２１．１０．１８．～

王 梓 ２０２１．１０．１８．～

中村 俊太 ２０２１．１０．１８．～

若槻 稜磨 ２０２１．１１．１．～

◇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 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．～

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
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�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。

大学文書館構成・年報編集
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