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 平成 30 年（2018 年）、「北海道」と命名されてから 150 年の節目を迎えま

した。 

 

 ここからさかのぼること 100 年、大正 7 年（1918 年）は、開拓使が設置さ

れ、北海道の本格的開拓が進められるようになって 50 年目であったことから、

記念式典の開催、北海道史の編纂、博覧会の開催を柱とする開道五十年の記念

事業が行われました。 

 中でももっとも力点が置かれたのが北海道博覧会で、北海道の 50 年間の開拓

の経過と殖産振興や交通、経済等の現況を全国に紹介し、その後の拓殖促進に

役立てようとするものでした。 

 博覧会の開催を契機として、本道の状況をまとめた要覧や、功労者をたたえ

る名鑑などの人物文献、農業や商工業の発展を紹介する写真帳などが発行され

るとともに、教育史や産業史などが編纂されました。 

また、記念事業に合わせ、観覧者の道内旅行のために各地の名勝や交通を掲

載する旅行案内なども刊行されました。 

 

大正 7 年前後に集中して各界・各地域で発行されたこれらのさまざまな資料

群は、この時代の本道を一望できる貴重な記録となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考文献：1 『新北海道史』第 4 巻 通説 3（北海道 1973 年刊）  

     2 佐藤真名「さっぽろ閑話『大正 7 年の博覧会と札幌の都市発展』」 

（『札幌市公文書館年報』第 4 号 平成 28 年度 札幌市公文書館 2017.7） 

     3 『北海道の出版文化史』（北海道出版企画センター 2008.11） 



 
 

凡  例 

 

１ 収録範囲 

(1) この目録は、平成 31 年２月 28 日現在、当館が所蔵する資料の中から、北海道

の 50 年を記念する事業に関する図書、絵葉書等の視聴覚資料、関連記事が記載

された雑誌 91 点をまとめたものである。 

(2) 「開道五十年」記念をうたったもののほか、参考文献によりこれを期して刊行

されたことが明らかな資料を収録した。 

(3) 開道五十年事業について後世に行われた研究等は収録しない。 

(4) 参考文献 

ア 『開道五十年記念北海道博覧会事務報告』（北海道 1920） 

イ 『開道五十年記念北海道博覧会協賛会事務報告』（開道五十年記念北海道博覧会協賛

会 1920） 

ウ 『北海道の出版文化史』（北海道出版企画センター 2008.11） 

エ 佐藤真名「さっぽろ閑話『大正 7年の博覧会と札幌の都市発展』」（『札幌市公文書館

年報』第 4号 平成 28 年度 札幌市公文書館 2017.7） 

オ 田中克彦「国立国会図書館所蔵展覧会関係資料目録」（『参考書誌研究』44 号（1994.8）） 

 

２ 排列 

開道五十年の事業ごと、また資料の内容から分け、その中を図書（パンフレットを

含む）、雑誌、視聴覚資料（地図および絵葉書等）の順に配置し、その中を請求記号

順に排列した。 

 

３ 掲載形式 

(1) 記述は次の項目で構成した。 
 

書名、巻号 

各巻書名 

著者、出版地、出版社、出版年、ページ数、大きさ、注記 

デジタル・ライブラリー 資料番号  請求記号
 

(2) 当館ホームページにおいて公開している「北方資料デジタル・ライブラリー※」

に掲載がある場合は、資料番号の前に表示した。 

※ http://www3.library.pref.hokkaido.jp/digitallibrary/ 

(3) 雑誌記事については掲載ページを記載したが、その復刻版についてはページの

記載を省略した。 

(4) 必要に応じ、内容等参考となる情報を注記した。 

(5) 複本がある資料については、その資料番号及び請求記号の記述を省略した。 
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【開道五十年祭の建議】 

河野常吉資料 396 

歴史材料・雑纂：開道五十年記念ニ関スル件 2 丁 28×20cm 北海道庁罫紙使用 

 1102218748  094/KO/793 

 

殖民公報 76 号～81 号 

［札幌］ 北海道庁殖民部拓殖課 1914 

 76 号：開道五十年祭建議（p76） 

1200018354  雑誌 

 

殖民公報 第 14 巻  

大正３年  

東京 一光社 1985 498ｐ 26cm 復刻版  

原本の出版事項：北海道庁［編］ 札幌 北海道協会支部発行 

  76 号：開道五十年祭建議   

 1100934023  Z/SH/14 

 

北海道農会報 14 巻 1～12 号 

札幌区（北海道） 1914 

14 巻 1 号：本会録事 開道五十年事業（p55） 

 1204200529  雑誌 

 

 

【記念式典】 

北海道拓殖功労者旌彰録 

北海道∥編 ［札幌］ 北海道 1919 634ｐ 26cm 帙入り 

  

 1101850772  281/HO 

 

開道前後拓殖功績旌彰記 

北海道∥編 札幌 北海道 1918  15,98ｐ 19cm 

 開道五十年記念式の席上で表彰し、参会者に配付したもの 

 1101850780  281/HO 

 

開道五十年記念北海道博覧会事務報告 附 開道五十年記念式報告 開道五十年記念北

海道産馬共進会事務報告 

北海道庁∥［編］ 札幌 北海道庁 1920 738,46,44ｐ 肖像 26cm 

 1103283659  606.9/HO 
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北海之農友 10 巻 1 号～10 巻 12 号 

札幌 北海道農友会 1918 

10 巻 9 号：雑報 記念博覧会概況（p31～36） 開拓五十年記念祝典（p36） 

1207006972  雑誌 

 

 

【北海道史】 

北海道史 第 1 

北海道庁∥編 札幌 北海道 1918  958ｐ 22cm 

  1101868196  210.1/HO/1 

 

北海道史 附録 

地図  

北海道庁∥編 ［札幌］ 北海道 1918 １冊（頁付なし） 22cm 

 1101868238  210.1/HO/ﾌ 

 

北海道史 附録 

管轄略譜．年表．統計表  

北海道庁∥編 札幌 北海道 1918 304ｐ 22cm 

 1101868220  210.1/HO/ﾌ 

 

殖民公報 第 15 巻 

大正４年  

東京 一光社 1985 566ｐ 26cm 復刻版  

原本の出版事項：北海道庁［編］ 札幌 北海道協会支部発行 

84 号：開道五十年記念事業調査開始（p62） 北海道史編纂事業（p62～63）   

 1100934031  Z/SH/15 

 

 

【記念博覧会】 

五稜郭内歴史館陳列品目録 

開道五十年紀念北海道博覧会函館協賛会∥編 函館 開道五十年紀念北海道博覧会

函館協賛会 1919 189ｐ 図版 19×13cm 

 1102134580  025/KA 

 

阿部家文書 1890 

阿部宇之八関係文書 その２ 証書・記録他 札幌区役所関係：辞令（開道５０年記

念北海道博覧会評議員） 大５．８． 

 1102165410   091/A/1890 
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河野常吉資料 936 

書簡（１）河野常吉関係：書簡 2 枚 謄写刷 

大正 6年 4月 27 日 開道五十年記念北海道博覧会より河野常吉あて通知 

 1102216700  094/KO/980 

 

博覧会御案内 

北海道煉乳株式会社∥編 ［出版地不明］ 北海道煉乳 1918 1 枚 14×9cm  

博覧会への案内状 

 1103531636  099/Y/651 

 

開道五十年記念北海道博覧会部類別出品人員及点数一覧表  

［出版地不明］ ［出版者不明］ 1918 1 枚 18×48cm 

 1103531651  099/Y/653 

 

開道五十年記念北海道博覧会場案内 

［開道五十年記念北海道博覧会］∥［編］ ［出版地不明］ ［開道五十年記念北海

道博覧会］ ［出版年不明］ 13ｐ 19cm 

 1103531677  099/Y/655 

 

開道５０年記念北海道博覧会会場案内図 

札幌 北海石版社（印刷） 1918 1 枚（折りたたみ） 48×64cm 

 1103531685  099/Y/656 

 

開道５０年記念北海道博覧会規則 

［出版地不明］ ［出版者不明］ 1918 1 枚 40×55cm 

 1103531693  099/Y/657 

 

開道五十年記念北海道博覧会協賛会例規 

開道５０年記念北海道博覧会協賛会∥編 札幌 札幌文栄堂（印刷） 1917 74ｐ 

19cm 

 1103531701  099/Y/658 

 

開道五十年記念北海道博覧会第１会場之図道順案内 

清水 正信∥著 ［出版地不明］ 清水正信 1918 1 枚 27×51cm 

 1103531750  099/Y/663 

 

北海道園芸要覧 

北海道農会∥編 札幌区 北海道農会 1918 112ｐ（表共） 22cm 

 1103568919  099/Y/1214 
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開道五十年記念北海道博覧会出陳家畜目録 

開道５０年記念北海道博覧会∥編 ［出版地不明］ 開道５０年記念北海道博覧会 

1918 30ｐ 22cm 

 1103569834  099/Y/1299 

 

天覧を賜りたる東海道五十三次大模型説明及び絵端書 

［出版地不明］ ［出版者不明］ ［出版年不明］ 3 枚（絵ハガキ 18 枚） 15cm 

 開道５０年記念大博覧会の際に展示したもの 

 1103570980  099/Y/1408 

 

北海道博覧会出品点数決定表 

［出版地不明］ ［出版者不明］ ［出版年不明］ 1 冊 27cm 開道５０年記念 

 1100977154  P606.9/HO 

 

開道五十年記念北海道博覧会審査報告 

北海道∥編 札幌 北海道 1920 704ｐ 26cm 

 1103283642  606.9/HO 

 

開道五十年記念北海道博覧会事務報告 附 開道五十年記念式報告 開道五十年記念

北海道産馬共進会事務報告  （※再掲） 

北海道庁∥［編］ 札幌 北海道庁 1920 738,46,44ｐ 肖像 26cm 

 1103283659  606.9/HO 

 

開道五十年記念北海道博覧会協賛会事務報告 

開道五十年記念北海道博覧会協賛会∥［編］ ［札幌］ 開道五十年記念北海道博覧

会協賛会 1920 227ｐ 26cm 

 1103283667  606.9/HO 

 

開道五十年記念北海道博覧会 演芸館舞踊番組 

［出版地不明］ ［出版者不明］ ［1918］ 1 枚 23cm（折りたたみ 18×39cm） 

 1111410161  606.9/KA 

 

殖民公報 88 号～93 号 

［札幌］ 北海道庁殖民部拓殖課 1916 

89 号：開道五十年祭記念博覧会準備（p103～104） 

91 号：北海道博覧会開設（p66） 

1200018370  雑誌 

 

殖民公報 第 16 巻 

大正５年 

東京 一光社 1985 654ｐ 26cm 復刻版  

原本の出版事項：北海道庁［編］ 札幌 北海道協会支部発行 

89 号：開道五十年祭記念博覧会準備   
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91 号：北海道博覧会開設   

 1100934049  Z/SH/16 

 

殖民公報 94 号～99 号 

［札幌］ 北海道庁殖民部拓殖課 1917 

97 号：開道博覧会設立趣旨書（p70～71） 開道博覧会設立計画大要（p71～72）  

開道博覧会出品人心得（p72～74） 

 98 号：開道記念博覧会の出品決定点数（p65） 開道記念博覧会汽車賃割引（p65） 

 99 号：開道記念博覧会汽車汽船割引（p71） 開道記念北海道博覧会参考品出品人心

得（p71～73） 

1200018388  雑誌 

 

殖民公報 第 17 巻 

大正６年 

 東京 一光社 1985 564ｐ 26cm 復刻版  

原本の出版事項：北海道庁［編］ 札幌 北海道協会支部発行 

97 号：開道博覧会設立計画大要 開道博覧会出品人心得   

98 号：開道記念博覧会の出品決定点数 開道記念博覧会汽車賃割引  

99 号：開道記念博覧会汽車汽船割引 開道記念北海道博覧会参考品出品人心得 

 1100934056  Z/SH/17 

 

殖民公報 100 号～105 号 

  ［札幌］ 北海道庁殖民部拓殖課 1918 

 100 号：開道記念博覧会審査総長以下の嘱託（p81） 開道記念博覧会審査規則決定

（p81～82） 開道記念博覧会出品関税の免除（p82） 開道記念博覧会活動

写真（p82～83） 開道記念博覧会汽車賃割引（p83～84） 

 101 号：開道五十年記念博覧会彙報（p81～82） 

 102 号：開道五十年記念北海道博覧会彙報（p66～71） 

 103 号：口絵 開道五十年記念北海道博覧会会場配置図 

 104 号：口絵 北海道博覧会閑院宮同妃同若宮三殿下御成 第一会場正門 第一会場

拓殖教育衛生館 第一会場北極塔 同上迎賓館 第二会場工業館 歓迎門 

演芸館  開道五十年記念北海道博覧会開会式（p61～63） 開道五十年記念

北海道博覧会部類別出品人員及点数一覧表（p63～65） 

 105 号：博覧会彙報（p46～51）  

1200018396  雑誌 

 

殖民公報 第 18 巻 

大正７年 

東京 一光社 1985 505ｐ 26cm 復刻版  

原本の出版事項：北海道庁［編］ 札幌 北海道協会支部発行 

100 号：開道記念博覧会審査総長以下の嘱託 開道記念博覧会審査規則決定 開道記

念博覧会出品関税の免除 開道記念博覧会活動写真 開道記念博覧会汽車賃

割引 
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101 号：開道五十年記念博覧会彙報  

102 号：開道五十年記念北海道博覧会彙報 

103 号：開道五十年記念北海道博覧会会場配置図． 記念博覧会各館の開閉時間 記

念博覧会門鑑の制定   

104 号：口絵 北海道博覧会閑院宮同妃同若宮三殿下御成 第一会場正門 第一会場

拓殖教育衛生館 第一会場北極塔 同上迎賓館 第二会場工業館 歓迎門 

演芸館． 開道五十年記念北海道博覧会開会式 同上出品人員及点数一覧表． 

105 号：博覧会彙報 定山渓鉄道開通． 

 1100934064  Z/SH/18 

 

北海道農事試験場彙報 19～30 号 

  札幌 北海道農事試験場 1918－1924 

  19 号：「開道五十年記念 北海道博覧会出品物解説書」 

 1200347274  雑誌 

 

北海道林業會報 15 巻 1 号～15 巻 12 号 

  ［出版地不明］ 北海道林業会 1917 

15 巻 2 号：論説 開道五十年博覧会の出品に就て（p1～3） 

 15 巻 3 号：開道五十年記念北海道博覧会第一会場（p54） 

1200344057  雑誌 

 

北海道林業會報 16 巻 1 号～16 巻 12 号 

  ［出版地不明］ 北海道林業会 1918 

  16 巻 3 号：雑報 開道記念北海道博覧会（p79） 

 16 巻 8 号：開道五十年記念博覧会林業館内出品物の概況（p31～38） 

 16 巻 9 号：雑報 博覧会褒賞授與式（p24） 開道五十年記念博覧会受賞者（林業関

係者）（p24～27） 開道博覧会閉会式（p27～28） 

1200344065  雑誌 

 

北海道農会報 17 巻 1～12 号 

  札幌区（北海道） 1917 

  17 巻 2 号：本会録事 博覧会農会出品講究（p33） 

 17 巻 3 号：雑報 開道記念博覧会出品物数量（p34） 

 17 巻 7 号：雑録 道博出品繭に関する注意事項（p24～25） 

1204200610  雑誌 

 

北海道農会報 18 巻 1～12 号 

  札幌区（北海道） 1918 

  18 巻 1 号：本会録事 開道記念博覧会注意事項（p47～48） 

 18 巻 8 号：本会録事 博覧会案内（p28） 

 18 巻 9 号：「開道五十年記念北海道博覧会出品北海道五町歩経営農業模型説明」（p1

～4） 「本会の博覧会出品物に就て」（p5～10） 本会録事 博覧会出品

と農会館設置（p26） 
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1203765712  雑誌 

 

北海之農友 9 巻 1 号～9巻 12 号 

  札幌 北海道農友会 1917 

  9 巻 5 号：雑報 開道記念博覧会開設趣旨書（p40～42） 

1207006451  雑誌 

 

北海之水産 55 号 

  札幌区（北海道） 北水協会 1918.8 

  開道五十年記念博覧会水産概要（p1～6） 

1200080149  雑誌 

 

北海之水産 56 号 

  札幌区（北海道） 北水協会 1918.9 

  開道五十年記念博覧会水産概要 ２（p1～6） 拓殖功績表旌（p7～12） 

1200080156  雑誌 

 

開道五十年記念北海道博覧会第一会場 ［地図資料］ 

［出版地不明］ ［出版者不明］ ［出版年不明］ 1 枚 28×44cm 

 1300101795  ﾁ/561/231 

 

 

 

【北海道および道内の紹介、観光案内等】 

（北海道の紹介、観光案内等） 

北海道要覧 

開道五十年記念北海道博覧会協賛会∥編 札幌 開道五十年記念北海道博覧会協賛

会 1918－  114ｐ 図版 19cm 

 1100257995  302/KA 

 

北海道要覧 

北海道∥編 札幌 北海道 1918 145ｐ 23cm 

 1100257003  302/HO 

 

北海道最近事情 

北海道∥編 札幌 北海道 1918 120ｐ 22cm 

 1100256971  302/HO 

 

北海道視察便覧 大正６年 

北海道∥編 札幌 北海道 1917 図版 1 冊 19cm 地図 

 1101799052  291/HO/T6 
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北海道拓殖概覧 

北海道∥編 札幌 北海石版所 1918 1 枚 46×64cm（折りたたみ 24×11cm）  

大正 6年末現在 

 1100183712  333.9/HO 

 

北越殖民社関係資料 236 

地図類 その他：要領北海道地図（冨貴堂刊）  

1918 1 枚 49×71cm（折りたたみ 18×12cm） 縮尺１：800,000 活版 裏面に北海

道周遊の栞，開道５０年記念道博覧会会場案内図あり 

デジタル・ライブラリー  1102247887  093/HO/241 

 

北海道鉄道沿線視察便覧図 

北海道∥編 札幌 北海道 1917 地図 12 枚 20cm 帙入り 

 1101799169  291/HO/T6 

 

北海道実業視察商店名勝古蹟旅行案内 

袰岩 文二郎∥著 札幌 巌鷲同志会 1918.7 106ｐ 19cm  

著者名は奥付による．はしがきの著者名：袰岩凌雲 

 1111278196  291/HO 

 

北海道協会沿革誌 

北海道協会∥編 東京 北海道協会 1918 256ｐ 17cm 創立二十五周年記念 

 1100176872  330.6/HO 

 

北海道教育沿革誌 

北海道内務部∥編 札幌 北海道内務部 1918 310ｐ 22cm 

 1101891149  372.1/HO 

 

北海道産業発達史 前編 

中外産業調査会∥編 東京 中外産業調査会 1918 866ｐ 22cm 

 1103276752  602.1/C 

 

北海道農会要覧 

北海道農会∥編 札幌 北海道農会 1918 50ｐ 22cm 

 1111003578  611.6/HO 

 

 

（道内各地の紹介、観光案内等） 

開道５０年記念 

北海タイムス社∥編 札幌区 北海タイムス社 1918 1 枚 56×81cm 「北海タイ

ムス」開道５０年記念号 

 1103534515  099/Y/10 
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根室郷土誌 

根室教育会∥編 根室 根室教育会 1918 119ｐ 図版 地図 肖像 19cm 

 1101769469  212.2/NE 

 

旭川案内 

旭川区 旭川区協賛会 1918.8 29ｐ 19cm 

 1108784511  291.421/A 

 

札幌要覧 

札幌区協賛会∥編纂 札幌 札幌区協賛会 1918.8 104ｐ 18cm 開道五十年記念

北海道博覧会 

 1106507377  291.561/SA 

 

室蘭案内 

［出版地不明］ 開道五十年記念北海道博覧会室蘭協賛会 ［1918］ 1 枚 ４つ折り

25cm 

 1109798577  P291.661/MU 

 

函館案内 

浜坂 三郎∥編 函館 開道５０年紀念博覧会函館協賛会 1918 1 枚 20×10cm

（折りたたみ本） 絵地図 

 1101873287  291.86/HA 

 

後志支庁管内一班 

北海道後志支庁∥編 ［出版地不明］ 開道五十年記念北海道博覧会後志出品協会 

1918 1 枚 54×78cm 

1100169141  351.71/HO 

 

根室千島産業一班 

開道五十年記念北海道博覧会根室千島出品協会∥編 札幌 開道五十年記念北海道

博覧会根室千島出品協会 1918.9 51ｐ 図版 19cm 

1112131907  602.122/KA 

 

ツーリスト 

ジャパン・ツーリスト・ビューロー∥編 東京 ジャパン・ツーリスト・ビューロー 

1918 98,94ｐ 22cm 「ツーリスト」第 6年第 3 号  

北海道に関する 12 項の英文版あり  

“Hokkaido and the semi-centennial exhibition”（p2～6） 

 1101835724  291.04/TS 
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【記念刊行物（人物紹介）】 

北海道婦女善行録 

北海道内務部教育兵事課∥編 札幌 北海道内務部教育兵事課 1917 148ｐ 22cm 

 1102107305  159.6/HO 

 

北海道拓殖功労者旌彰録  （※再掲） 

北海道∥編 ［札幌］ 北海道 1919 634ｐ 26cm 帙入り 

  

 1101850772  281/HO 

 

開道前後拓殖功績旌彰記  （※再掲） 

北海道∥編 札幌 北海道 1918  15,98ｐ 19cm 

 開道五十年記念式の席上で表彰し、参会者に配付したもの 

 1101850780  281/HO 

 

開道五十年記念北海道 

沢 石太∥編 工藤 忠平∥編 函館区 鴻文堂 1918 437,742ｐ 図版 肖像 

26cm 和 

 1100255296  281/SA 

 

開道五十年記念北海道 

澤 石太∥編著 再版 ［出版地不明］ 鴻文社 1985 10,4,595ｐ 図版 26cm 

復刻版 復刻版の背の書名：北海道開拓五十年史 元出版年：大正 10 年 

 1100262524  281/SA 

 

仙台藩人名鑑 開道五十年記念 

関 清輔∥編 札幌区 関清輔 1918.6 132ｐ 肖像 20×27cm 

 1101859153  281.035/SE 

 

 

【記念刊行物（写真帳）】 

開道五十年記念神社仏閣名勝写真帖 

札幌 二六堂 1919 図版１冊 22×31cm 

 1102107321  160/KA 

 

北海道拓殖写真帖 開道五十年記念 

深谷 吾市∥著 札幌 福田喜代治 1918 1 冊 23×31cm 

 1101835971  291.08/F 
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開道五十年記念北海道写真帖 

［札幌］ 開道五十年記念北海道博覧会 1918 1 冊（頁付なし） 図版 20×26cm 

 1101836342  291.08/KA 

 

北海道博覧会記念写真帖 開道五十年記念 

［札幌］ 北海道記念協会 1918.8 65ｐ 17×24cm 奥付の出版者：北海道写真協

会 

 1111414437  291.09/HO 

 

札幌開始五十年記念写真帖 

［札幌］ ［出版者不明］ 1918 1 冊 23×31cm 

 1101811816  291.561/SA 

 

日高写真帖 開道五十年記念北海道博覧会記念 

［北海道∥編］ ［札幌］ ［北海道］ ［出版年不明］ 1 冊（頁付なし）図版共 21cm 

 1101812582  291.61/HO 

 

開道五十秊記念北海道博覧会写真帖 

北海道博覧会∥編 東京 東光園 1918 1 冊（主に図版） 15×22cm 

 1103283758  606.9/HO 

 

開道五十年記念北海道博覧会写真帖 

北海道博覧会∥編 札幌 北海石版所 1919 図版 1 冊 27×38cm 

 1103284616  606.9/HO 

 

開道五十年記念北海道博覧会名誉記念写真帖 

札幌 維新堂書房 1918 1 冊（主に図版） 23×32cm 表紙書名：北海道博覧会名

誉記念写真帖 

 1103283998  606.9/KA 

 

 

【記念刊行物（絵はがき）】 

阿部家文書 1924 

阿部宇之八関係文書 その２ 証書・記録他 札幌区役所関係：開道５０年記念北海道

博覧会絵ハガキ 大 7． 

 1102165758  091/A/1924 

 

橋本堯尚関係資料 74 

開道五十年記念  

（北海道絵葉書倶楽部） 2 枚（袋入） 

 1102207469  093/HA/74 
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開道５０年記念北海道博覧会十勝出品協会絵端書 

［出版地不明］ ［出版者不明］ 1918 3 枚 15cm 

 1103531727  099/Y/660 

 

開道五十年記念北海道博覧会絵ハガキ 

［出版地不明］ 東京今川橋青雲堂 ［出版年不明］ 7 枚 14cm 

 1103531669  099/Y/654 

 

開道５０年記念北海道博覧会 ［静止画資料］ 

［出版地不明］ ［出版者不明］ 1918 15 枚 15×9cm 白黒 

 1300123930  ｴﾊ/0/77 

 

北海道博覧会 ［静止画資料］ 

［出版地不明］ ［出版者不明］ 1918 1 枚 14×10cm 白黒 

 1300123948  ｴﾊ/0/78 

開道５０年記念北海道博覧会 ［静止画資料］ 

［出版地不明］ ［出版者不明］ 1918 9 枚 14×10cm 白黒 

 1300123955  ｴﾊ/0/79 

 

開道５０年記念北海道博覧会 ［静止画資料］ 

札幌区 北海道協賛会 1918 1 枚 15×10cm 白黒 

 1300123963  ｴﾊ/0/80 

 

北海道博覧会記念葉書 ［静止画資料］ 

札幌 五番館 ［出版年不明］ 2 枚 14×10cm 

 1300123971  ｴﾊ/0/81 

 

開道五十年記念北海道博覧会記念絵葉書 ［静止画資料］ 

［出版地不明］ 札幌区協賛会 ［出版年不明］ 2 枚 15×10cm 

 1300124920  ｴﾊ/0/148 

 

開道五十年記念北海道博覧会記念絵葉書 ［静止画資料］ 

［出版地不明］ 小樽協賛会 ［出版年不明］ 2 枚 14×10cm 

 1300124946  ｴﾊ/0/150 

 

［開道５０年記念北海道博覧会絵葉書］ ［静止画資料］ 

［出版地不明］ ［出版者不明］ ［1918］ 6 枚 10×15cm 白黒 

  内容：音楽堂 第二会場工業館 朝鮮館 第三会場小樽水族館 第三会場小樽水族

館水槽 農業館  

 デジタル・ライブラリー 1300457841  ｴﾊ/0/ｶﾝ-17 
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開道五十年記念北海道博覧会第一会場機械館 ［静止画資料］ 

［出版地不明］ ［出版者不明］ 1918 1 枚 14×10cm 白黒 

 1300130596  ｴﾊ/561/ｻﾞﾂ-38 
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