
 

2005 年読書週間・北海道立図書館 
創立 80 周年記念所蔵資料展 

道立図書館ゆかりの人々 

－館内アート･トラベル－ 
 

平成１７年１１月１日（火）～１２月２５日（日） 

場所：北方資料室展示ホール 

 

 
 

 

北海道立図書館  



 
 
 

 

－ 展示開催にあたって － 
  

“スポーツの秋”“食欲の秋”･･･。 

秋には、いろいろな修飾語がありますが、 

図書館と聞けばやはり“読書の秋”でしょう。 

  でも、ふと見渡せば意外に当館はアートな 

空間。見ごたえのある芸術作品に囲まれて 

いたりもするのです。 

 それらは、昭和 42 年、江別市へ移転する 

前の旧館にあったものや、新館落成祝いに寄 

贈されたもの、また施設の一部分として設置 

されたものなど様々です。 

 今回の展示では、縁あって道立図書館の一 

部として一緒に歩んできた作品とともに、そ 

の製作者などに関わりのある資料をご紹介し 

ます。 

図書館で、“芸術の秋”をお愉しみください。 
 

2005年 秋  

北海道立図書館 北方資料部  

 
 



 
※ 【参考資料】のなかで○印の資料は展示していません。 

アート№１ 

題「北海道立図書館」 

北海道知事 町村金吾（まちむら きんご） 書 

製作年 １９６７年（昭和 42） 

石碑 

所在地 正面玄関前 

【参考資料】 
『これからの北海道と町村金五』 時の人社 １９５８ 

当館請求記号：289/MA     

『町村金五伝』町村金五／〔ほか著〕 町村金五伝刊行会 １９８２  
 当館請求記号：289/MA   

 

アート№２ 

題「脱ぐ」 

製作者 小野 健寿 

製作年 １９７６年〔昭和 51〕 

石膏 

所在地 エントランスホール 

【参考資料】 
『さっぽろ文庫 21 札幌の彫刻』 札幌市教育委員会／編 北海道新聞社 １９８２ 
当館請求記号： 081.2/SA/21 

「小野健寿 年表」 

 

アート№３ 

題「意志」 

製作者 竹中 敏洋（たけなか としひろ） 

製作年 不明 

石膏 

昭和 39 年度道展入選作 昭和 57 年 1 月 11 日選定美術品選定 

所在地 エントランスホール 

【参考資料】 
『竹中敏洋作品集』竹中 敏洋／著 竹中敏洋 １９６５ 

当館請求記号：710.8/TA 
『さっぽろ文庫 21 札幌の彫刻』 札幌市教育委員会／編 北海道新聞社 １９８２ 

当館請求記号： 081.2/SA/21 
 

アート№４（１１） 

エントランスホール 

北 方 資 料 室 前 の レリーフ 

製作者 山田 吉泰（わたなべ よしやす） 

製作年 １９６７年（昭和 42） 

【参考資料】 
「北を彩るアーティスト 22 山田吉泰さん」（『２１ＡＣＴ（復刊）86 号』） 

札幌時計台 １９８９ 
 当館請求記号：北方雑誌 



 

アート№５ 

題「春風接人」 

製作者 渡辺 緑邦（わたなべ りょくほう） 

製作年 不明 

墨書 

第 6 回日展特選受賞 

所在地 館長室 

【参考資料】 
『北海道芸術家肖像写真集』太刀川 平八／著 太刀川写真館 １９７４  

当館請求記号：703.5/TA 
○『さっぽろ文庫 ５３ 札幌と書』札幌市教育委員会／編 札幌市 １９９０ 

当館請求記号：081.2/SA/53 
 

アート№６ 

題「残照」 

製作者 阿部 貞夫（あべ さだお） 

製作年 １９６５年〔昭和 40〕 

版画 

昭和 57 年 1 月 11 日選定美術品選定 

所在地 館長室（展示期間中：北方資料室展示ホール） 

【参考資料】 
『彫波 Ｖｏｌ．１～３』阿部貞夫記念版画公募展実行委員会 １９９８（1 のみ展示） 
 当館請求記号：730.7/C/1-3 
『北海道の美術』北海道立近代美術館／編 北海道立近代美術館 １９８３ 

当館請求記号：706.9/HO  
 

アート№７ 

題「晩秋の原野から見た中部日高山脈」 

製作者 坂本 直行（さかもと なおゆき） 

製作年 不明 

油彩 

所在地 会議室 

【参考資料】 
『坂本直行作品集』京都書院 １９８７ 
当館請求記号：720.8/SA 

 

アート№８ 

題「顔」 

製作者 手島 圭三郎（てじま けいざぶろう） 

製作年 不明 

版画 

昭和 57 年 1 月 11 日選定美術品選定 

所在地 会議室（展示期間中：北方資料室展示ホール） 

【参考資料】 
『北海道版画協会３０年』北海道版画協会／編 北海道版画協会 １９８９ 

当館請求記号：730.6/HO 
『おおはくちょうのそら』手島 圭三郎／絵と文 福武書店 １９８３ 



当館請求記号：J913.8/TE 
○ 『さっぽろ文庫 17 札幌の絵画』札幌市教育委員会／編 札幌 北海道新聞社 １９８１   

当館請求記号：081.2/SA/17 
 

アート№９ 

題「北風」 

製作者 坂 担道（さか たんどう） 

製作年不明 

石膏 

昭和 57 年 1 月 11 日選定美術品選定 

所在地 会議室（展示期間中：北方資料室展示ホール） 

【参考資料】 
『道展 第３８回』 北海道美術協会／編 北海道美術協会 １９６３ 

当館請求記号：706.9/HO/38 
『ふるさとのこころ』日本報道記者会 １９９１ 
 当館請求記号：715/F 
『さっぽろ文庫 21 札幌の彫刻』 札幌市教育委員会／編 北海道新聞社 １９８２ 

当館請求記号： 081.2/SA/21 
 

アート№１０ 

題「秋日」 

製作者 畠山 三代喜（はたけやま みよき） 

製作年 不明 

彫金（青銅） 

第８回日展出品 

昭和 57 年 1 月 11 日選定美術品選定 

所在地 会議室 

【参考資料】 
『畠山三代喜 金工の世界』畠山 三代喜／著編 畠山三代喜 １９９８ 
 当館請求記号：756/HA 
『さっぽろ文庫 21 札幌の彫刻』 札幌市教育委員会／編 北海道新聞社 １９８２ 
当館請求記号：081.2/SA/21 

 

アート№１１ → アート№４を見よ 

 

アート№１２ 

題「シャコタンンの冬波」 

製作者 宮川 魏（みやかわ たかし） 

製作年 １９７５年〔昭和 50〕 

油彩 

昭和 61 年 4 月 12 日選定美術品指定 

所在地 北方資料室展示ホール壁 

【参考資料】 
『宮川魏遺作集』  宮川 魏／著 宮川魏遺作集編集委員会 １９８５ 

当館請求記号：723.1/ＭＩ  
年表あり 

『道展 第３８回』 北海道美術協会／編 北海道美術協会 １９６３ 
 当館請求記号：706.9/HO/38  



 

アート№１３ 

題「リラの花にただよう哀愁のなかに北国の春の愛しさを感じる」 

製作者 石川 錦京（いしかわ きんきょう） 

製作年 不明 

墨書 

毎日書道展 42 回入選作 

所在地 北方資料室壁 

【参考資料】 
「思い出の１ページ 石川錦京」（『月刊はろーど３号』）広宣社 １９９０年         
 当館請求記号：北方雑誌 
『北海道の詩歌を書く』〔北海道立函館美術館〕 ２０００ごあいさつ 

当館請求記号：728/HO   
 

『北海道書道連盟展作品集 第 21 回 第 22 回 第 24 回』北海道書道連盟  
１９９２－１９９５ 

（第 21 回のみ展示） 
当館請求記号：728.06/HO/21、22、24  

○ 『さっぽろ文庫 ５３ 札幌と書』札幌市教育委員会／編 札幌市 １９９０ 
当館請求記号：081.2/SA/53 

 

アート№１４ 

題「史蹟手宮洞窟 古代文字 縮尺 25／100」 

製作者 中野 五一（なかの ごいち） 

製作年 １９４９年〔昭和 24〕 

彫刻（ブロンズ） 

昭和 57 年 1 月 11 日選定美術品選定 

所在地 第１書庫２層（展示期間中：北方資料室展示ホール） 

【参考資料】 
『市立小樽美術館開館１０周年記念誌』市立小樽美術館 １９９０ 
 当館請求記号：706.9/SH  
『手宮洞窟岩壁彫刻の研究史』（博物館シリーズ Ｎｏ．７） 小樽市博物館 １９６８ 

 当館請求記号：210.02/TE   

『手宮洞窟シンポジウム資料集』小樽市教育委員会／編 小樽市教育委員会 １９９５ 

当館請求記号：210.02/TE 

『さっぽろ文庫 21 札幌の彫刻』 札幌市教育委員会／編 北海道新聞社 １９８２ 
当館請求記号：081.2/SA/21 
 

アート№１５ 

題「館紀」 

製作者 中野 北溟（なかの ほくめい）揮毛 

    松本 達雄（まつもと たつお）撰文 

製作年 １９６７年（昭和 42） 

石刻 

所在地 エントランスホール 

【参考資料】 
『雪国の譜』松本 達雄／著 新北海道教育新報社 １９８０ 

当館請求記号：049/MA 

『ぷやら新書 第４０巻 春秋』松本 達雄／著 ぷやら新書刊行会 １９７０ 



当館請求記号：081/P/40               

 

『跫音』松本 達雄／著 北海道防災指導センター １９８８ 

当館請求記号：289/SA 

『中野北溟全作品』中野 北溟／〔書〕北海道新聞社 １９９５ 

 当館請求記号：728/NA 

『北欧叙事詩「カレワラ」の光彩』中野 北溟／書  

北欧叙事詩「カレワラ」の光彩』刊行委員会 １９９９ 

当館請求記号：728/HO 

○  『中野北溟の書』中野北溟の書刊行会／編 中野北溟の書刊行会 １９８３ 

当館請求記号：728/NA 

 

【その他の参考資料】 

○  『北海道の美術史』吉田 豪介／著 共同文化社 １９９５ 
当館請求記号：702.19/Y 

  人名索引あり 
 
『江別れんがアラカルト』江別まちづくりフォーラム／編 江別まちづくりフォーラム １９９２ 
当館請求記号：291.562/E                  
図書館のサイロについて記載あり 

 
『としょかんのサイロ』〔江別〕 〔出版者不明〕 １９９２ 
当館請求記号：P526.65/TO                   

  サイロ移設中の写真集 

 
 
 


