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HUSCAPとは
HUSCAPは、北大の教員・
院生がコンピュータ上で作成
した論文・教材等を収集・保
存し、インターネット上で公
開する、図書館によるプロ
ジェクトです。HUSCAPで
は、各文献の全文を閲覧する
ことができます。

〜 収録文献ピックアップ 〜

『皇后のビスケット
-集団疎開学童ニ対シ御激励ノ思召-』

逸見勝亮
日本の教育史学. 第42集, 1999, p.80-96

文献提供者：逸見勝亮
アクセス：http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/handle/2115/632

- 本文から -

著者紹介

逸見 勝亮（へんみ まさあき）
教育学研究科 教授
教育計画講座

政府は、1944年8〜9月、東京都区部、横浜市、名古屋市、大阪市
などの国民学校初等科児童約40万人を農山村部へ集団疎開させた。
皇后は、これらの児童にたいしてビスケットと「御歌」（つきの世
をせおふへき身そたくましくおおしくのひよさとにうつりて）を
「下賜」した。ビスケットと「御歌」にふれている回想記録は少な
くない。たとえば、『不忘山』は、「御賜」と印刷してある紙袋の
写真と「御歌」を載せ、「皇后陛下より全国の疎開学童にビスケッ
トが贈られた。1袋にビスケットが12枚くらい入っていた」との説
明を付している。（中略）全国疎開学童連絡協議会「学童疎開の記録
展」（1994年8月15〜20日、丸善日本橋店）に「下賜」ビスケッ
トが展示された。私はこのとき初めて現物を見たのである。ほぼ半
分が欠けたビスケットは、真綿にくるまれて小さな桐箱に収められ
ていた。・・・（以下略）

- 図書館所蔵 関連図書 -
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教育の文化史 / 佐藤秀夫:著 - 阿吽社,

大学文書館長

2004-2005, 4冊 -- 1. 学校の構造 -- 2. 学

研究分野：

校の文化 -- 3. 史実の検証 -- 4. 現代の視座

少年兵史

疎開学童の日記 九歳の少女がとらえた終戦

学童疎開史
浮浪児・戦争孤児史
教員養成史

所在場所

前後 / 中根美宝子:著 - 中央公論社, 1965 (中公新書 74)

本館・開架
閲覧室 ほか

本館・開架
文庫 ほか

請求記号
370.952/SAT

080/CHU

学童疎開 写真・絵画集成 / 逸見勝亮:監
修・解説 - 日本図書センター, 2003.3, 3冊 本館・開架
-- 1. 親もとをはなれて -- 2. ひもじさに耐 閲覧室 ほか

952.033/GAK

える -- 3. 絵日記にみる疎開生活
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分野別収録文献リスト
医系
PET・SPECTにおける機能・放射能分布測定を行う輪郭抽出・解析ツールの開発 / 久保直樹 - Innervision.
18(8), 2003, p.34
http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/handle/2115/595

Relationship between stress factor and periodontal disease in a rural area population in Japan / Akhter,
Rahena [et al.] - European journal of medical research. 10❨8❩, 2005, p.352-357
http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/handle/2115/830

襟裳岬におけるゼニガタアザラシ（Phoca vitulina stejnegeri）の標識と計測 / 藤井啓 [et al.] - えりも研究 :
えりも町郷土資料館調査研究報告. 2, 2005, p.1-8
http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/handle/2115/840

理工系
α-Fluorination of β-dicarbonyl compounds using p-iodotoluene difluoride under neutral conditions /
Yoshida, Masanori [et al.] - ARKIVOC. 2003❨vi❩, 2003, 36-42
http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/handle/2115/612

Functional relevance of 'excitatory' GABA actions in cortical interneurons: a dynamical systems approach
/ Fujii, Hiroshi [et al.] - Journal of Integrative Neuroscience. 3❨2❩, 2004, p.183-205
http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/handle/2115/588

〜 トピックス 〜 紀要電子ジャーナル化プロジェクト開始 反響多数 ! !
附属図書館では、学内で刊行されている研究科紀要や講座・教室で発行している雑誌の電子
ジャーナル化を支援しています。現在までに下記の刊行物の電子ジャーナル化について同意いただ
いており、順次HUSCAP上で公開していく予定です。その他の研究科もぜひご協力ください。

法学研究科

『北大法学論集』

経済学研究科

『経済学研究』
『Economic Journal of Hokkaido University』
『Discussion Paper Series A, B』

工学研究科

『衛生工学シンポジウム論文集』(北海道大学衛生工学会)

農学研究科

『北海道大学大学院農学研究科邦文紀要』
『Journal of the Graduate School of Agriculture, Hokkaido
University』
『Insecta Matsumurana』(生物生態学体系学講座)
『農経論叢』(農業経済学講座)

獣医学研究科

『Japanese Journal of Veterinary Research』

低温科学研究所

『低温科学』(各編計4誌)
『Contributions from the Institute of the Low Temperature
Science』(各編計3誌)
HUSCAPレター編集担当：加藤
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