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は じ め に 

 

 当館は、大正 15（1926）年 11 月、行啓記念北海道庁立図書館として、札幌市

内（北１条西５丁目）に開館しました。昭和 42（1967）年 4月、現在地へ新築

移転。北方資料閲覧室ができました。 

そして昭和 45（1970）年 4月、北方資料の収集から整理、保存、資料提供ま

でを一元的に担当する部署、「北方資料室」が誕生しました。北方地域の歴史や

現在を知る資料を、50 年後、100 年後の人々にも伝え、活用し続けていただく

使命と責任のもと、職員一同業務に励んでまいりました。 

40 周年を迎えた本年、これまでの歴史を振り返るとともに、更なる利用を願

い、この展示を企画しました。歴史研究はもとより、日々の暮らしや仕事、ま

ちづくり等にも役立つ資料がたくさんあります。調べものは、図書館員がお手

伝いします。 

北方資料室を、どうぞ身近に、お気軽にご活用ください。ご利用をお待ちし

ています。 
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Ⅰ 北方資料って何？ 

 Q 北方資料とは？ 

 A 近世から現代までの、北海道、旧樺太・千島などの北方地域について、あらゆる分野の資料を、

網羅的に収集しています。非売品など非流通資料が多いのが特徴です。図書以外にも、様々な

形態の資料があります。資料の収集から整理、保存、活用、提供、レファレンス（調査相談）

までを北方資料室で一元的に担当することで、よりよいサービスに努めています。 

 

Q 蔵書は閲覧室に並んでいるだけ？ 

A 閲覧室には、基本的な資料や、よく使われる資料約 4,000 冊を出しています。蔵書の大半は書

庫にありますが、お気軽にご請求ください。 
 

    ≪2010.3.31現在蔵書≫ 図書    231,755冊 （うち児童書 2,479冊） 

新聞      879タイトル 

雑誌       11,322タイトル 

市町村広報    254タイトル 

視聴覚資料  19,437点 （映像、音声、地図、絵葉書、写真、マイクロ等） 

 

Q 北方資料室は歴史研究家のための部屋？ 

A 歴史や文化を知る、古い時代の貴重な蔵書が数多くありますが、北海道の現在を知ることので

きる資料も積極的に収集しています。歴史研究はもとより、日常生活の中での「知りたい」を

解決する情報源として、ご活用ください。  

 

■展示リスト■  図書以外を中心に 

遠軽町勢要覧 1953 

  遠軽町∥編 遠軽町（網走） 遠軽町 1953 58p 13×18cm  請求記号：Y351.154/E/S28 

広報めむろ縮刷版 上巻 

  芽室町（十勝） 芽室町 2000  内容：1979 年〜1987 年 

わっかない 小学校社会科副読本 

  稚内市教育研究所∥編 稚内 稚内市教育委員会 1964 79p 地図 21cm  請：375.91/W 

「ハートランドフェリー」オリジナルトランプ 

 札幌 ハートランドフェリー ［2008］ 1 組（54 枚） 9×6cm  請：797.2/HA 

北海道野生生物フォトカード 

札幌コミネエージェンシー∥企画制作 札幌 札幌コミネエージェンシー 1995 88 枚 10cm  請：

798/HO 

想い出の駅 三菱大夕張鉄道［静止画資料］  ※絵ハガキ 

  三菱大夕張鉄道保存会∥［編］ 江別 ［出版者不明］ 2001.3 7 枚 10×15cm   請：ｴﾊ/529/21 

永遠に 上川町立東雲小学校閉校記念 ［映像資料］ 

上川町（上川） 上川町立東雲小学校閉校事業協賛会 2007.3 ＤＶＤ1 枚 12cm  請：DVD//150 

田んぼｄｅミュージカル いま、よみがえる情熱！［映像資料］ 

田んぼｄｅミュージカル実行委員会∥企画・制作 穂別町（胆振） 田んぼｄｅミュージカル実行委員会 

2002 1 巻（45 分） ＶＨＳ  請：VT//670 

富良野オムカレーＳｏｎｇ 華麗のワルツ［録音資料］ 

真由美∥歌 優里奈∥歌 富良野 音楽夢工房 2009.10 ＣＤ1 枚（12 分 47 秒） 12cm  請：

CD//256 

さらばハイセイコー ［録音資料］ 

  東京 ポリドールレコード 1970 1 枚（10 分） 17.5cm  請：R/SA/E465 

マイクロフィルム、マイクロフィッシュの展示用見本 

特別コレクション紹介（パネル） 
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Ⅱ こんな時、こんな資料 ＜レファレンス（調査相談）事例から＞ 

  北方資料室に実際に寄せられた今日的な質問と、回答に使った資料の一部を展示しました。 

 

 

 

 

 

 

 

昭和30年代に自分が勤務していた会社を確認できる資料はないか 

「年金記録問題」発生後、こういった質問が増えました。当時の電話帳、地図、

商工名鑑類などが使えます。 

旭川商工要覧 1956年版 

  旭川商工会議所∥編 旭川 旭川商工会議所 1956 323p 図版 22cm  請：670.35/A/S31 

旭川商工要覧 1963年版 

  旭川商工会議所∥編 旭川 旭川商工会議所 1963.3 466，5p 26cm  請：670.35/A/S38 

旭川地方版電話番号簿 昭和36年8月1日現在 

  札幌 北海道電気通信局 1961.10 1 冊 26cm 

旭川市地図 ［地図資料］ 

  旭川 旭川地図出版社 1951 1 枚 50×72cm 縮尺 1：12000  請：ﾁ/421/4 

旭川市街地図 1973年版［地図資料］ 

  東京 塔文社 1973 1 枚 79×109cm 縮尺 1：10000  請：ﾁ/421/22 

 

 
山菜の保存方法を知りたい 

 

絵をみてつくれる北国の手づくり食品 

北海道農業改良普及協会∥編 札幌 北海道農業改良普及協会 1983 353p 図版 21cm  請：

596.2/HO 

北海道のつけ物 

  岩城道子∥著 札幌 北海タイムス社 1980 233p（図版共） 19cm  請：596.2/I 

 

 

 

 

町の英語の実習助手が、休暇に道内旅行を予定しているので、英語の観光ガイドを借りたい 

※最新版は閲覧室でご覧ください。 

英文札幌ガイド 

ハワード・ターノフ∥著 ＥＣインターナショナル部∥編集 改訂 5 版 札幌 ＥＣ 2000.11 156p 19cm  

請：291.561/E 

英文による札幌ガイドブック 

  札幌 札幌グラフコミュニケーションズ 2006.9 105p 21cm  請：291.561/E 

Ｔｒａｖｅｌ ａｒｏｕｎｄ Ｈｏｋｋａｉｄｏ 

  Ｓａppｏｒｏ Ｈｏｋｋａｉｄｏ Ｔｏｕｒｉｓｔ Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ 2007 30p 30cm  請：291.09/TR  

 

 

 
町内会誌を作成するので、よその町内会誌を参考に見てみたい 

町会のあゆみ 創立50周年記念誌 

函館 函館市堀川町会 2005.10 85p 30cm  請：218.6/C 

美瑛町大町町内会史 町内会発足35周年記念誌 

 ［美瑛町（上川）］ 美瑛町大町町内会 1989.2 104p 26cm  請：318.18/B 

五十年の歩み 報徳町内会創立50周年記念誌 

  帯広 報徳町内会 2009.7 41p 26cm  請：318.18/HO 
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病院の評価や名医を知りたい 

  よく受ける質問です。 ※最新版は閲覧室でご覧ください。 

 

 

 

ホームドクター あなたの街のお医者さんガイド 札幌・江別 2009 

札幌 財界さっぽろ ［2008.12］ 378p 26cm ＨＯ2009 年 1 月号増刊  請：498.16/HO/H21 

医療と介護ナビ 健康生活を応援するガイドブック 2010年冬・春（1〜6月）号 札幌近郊版 

  札幌 北海道医療新聞社 2009.12 127p 26cm  請：498/I/H22-1 

北海道百科 Ｖｏｌ.12 

  札幌 北海道新聞社 2007.3 

  医療・健康③ よい医者を選ぶ 

 

七夕の「ローソクもらい」について 

  夏が来ると、時々寄せられる質問です。 

 

 

 

旭川夏祭り提言書 100年目の夏・風物詩創造 

旭川青年会議所イベント開発委員会∥編 旭川 旭川青年会議所イベント開発委員会 1990.11 88p 

26cm  請：386/A 

北海道の年中行事 

  小田嶋政子∥著 ［札幌］ 北海道 1996 232p 20cm （北の生活文庫 6） 請：386/HO 

 
道内の優良企業を知りたい 

  ※最新版は閲覧室でご覧ください。 

 

 

 

北海道企業ファイル 06－07 躍進する250社＋750社  

    北海道新聞社∥編 札幌 北海道新聞社 2006.9 349p 21cm  請：335.2/HO/H18-19 

北海道の優良企業ガイドブック 2006年 

  札幌 北海道中小企業家同友会 ［2006］ 12，84p 26cm  請：335.03/HO/H18 

エラベル 北海道版 北海道の優良企業ガイド 2009年北海道版 

  札幌 東京商工リサーチ北海道支社 2008.6 164p 30cm  請：335.03/E/H21 

ものづくりを支える北海道の基盤技術企業100選 Ｖｅｒ.2 

 北海道経済部商工局産業振興課∥編集 札幌 北海道 ［2009］ 109p 30cm 請：335/MO/2 

 

外国人の農業実習生を受入れるにあたり、現状と課題などを知りたい  

 

ニューカントリー 53巻7号 （札幌 北海道協同組合通信社 2006.7） 

  「避けられぬ問題“外国人研修生”」（北倉公彦） 

開発こうほう Ｎｏ.520 （札幌 北海道開発協会 2006.10） 

  「労働力不足の北海道農業を支える『外国人研修・技能実習制度』の限界と今後の対応に関する研究」

（北倉公彦） 

 

 

 

 

 

「食によるまちづくり事例」を調べている。2007年B-1グランプリに出展した「食のトライ

アングル（農・商・消）」という団体についての資料が見たい 

かみかわスローフードニュース Ｖｏｌ.４～５ 

  旭川  かみかわに「スローフード運動を普及する会」  2005.3～11 
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倒産情報を知りたい 

  よく受ける質問です。 ※最新版はカウンターでご請求ください。 

北海道企業倒産集計 2009年12月報  （札幌 帝国データバンク札幌支店 2010.1） 

TSR情報 北海道版 2788～2789号 （札幌 東京商工リサーチ北海道支社 2009.12） 

 

 
道内自治体で、まちの広報ビデオを作成している事例を知りたい 

 

大いなる田園の町 厚真町移住ガイド ［映像資料］ 

厚真町まちづくり推進課∥企画 北海道映像記録∥制作 厚真町（胆振） 厚真町 2007 

 ＤＶＤ1 枚（19 分） 12cm  請：DVD//200 

豊浦町 きらきら いきいき みんなのふるさと［映像資料］ 

 豊浦町∥企画 北海道映像記録株式会社∥制作 ［豊浦町（胆振）］ 豊浦町 ［2006］ 

 ＤＶＤ（Ｖｉｄｅｏ）1 枚 12cm  請：DVD//63 

森林（もり）と清流（みず）のマチ遠軽町 ［映像資料］ 

 ＮＨＫ北海道ビジョン∥制作 遠軽町（網走） 遠軽町 2006 ＤＶＤ1 枚（63 分） 12cm 付：解説資料

（8p） 遠軽町勢要覧  請：DVD//76 

 

 

 

Ⅲ 何かと役立つパンフレット 

産学官民問わず、さまざまなパンフレットやリーフレットが出されています。多くの場合、色刷りで簡潔に書かれ

たこれらの資料は、調べ物にも便利です。2009 年以降に収集したものを中心に展示しました。 

 

まちめぐり手帖 北海道遺産酒と食のスタンプラリー 

  札幌 北海道遺産協議会 ［2009］ 15p 15cm  請：P210.03/MA 

洞爺湖有珠山ジオパーク 変動する大地、体感 国内第1号「世界ジオパーク」登録地 

    洞爺湖周辺地域エコミュージアム推進協議会∥［編］ 壮瞥町（胆振） 洞爺湖周辺地域エコミュージアム

推進協議会 ［2010］ 1 枚 21×30cm  請：P291.658/TO 

郷土資源の発掘で標茶町を「美しい村」に 「日本で最も美しい村」連合への加盟を目ざして 

横平弘∥著 標茶町（釧路） 標茶町郷土館 2009.8 p21〜28 30cm 『標茶町郷土館報告 第 21

号』抜刷  請：P318.2252/KY 

まちナビ まちづくりマガジン さっぽろのまちづくりを応援します 

札幌 札幌市市民まちづくり局市民自治推進室市民自治推進課 2009.4 34p 21cm 

請：P318.2561/MA 

「食を通じたまちおこし」のための指針 ウェルシーフード構想の実現に向けて 

伊達 伊達市 2009.3 15p 30cm ＨP から印刷  請：P318.2658/SH 

過疎・高齢化集落問題への対応策に関する調査研究報告書 概要版 地域の持続と活性化に向け

て 

過疎・高齢化集落問題への対応策に関する調査研究会∥［編］ 札幌 北海道市町村振興協会 

2009.12 18p 30cm  請：P318.6/KA 

見つめてみませんか？街の顔 

建設省都市局都市政策課∥監修 札幌 北海道まちづくり推進会議 ［出版年不明］ 1 枚 30×

84cm（折りたたみ 30cm）  請：P318.7/MI 

阿寒の自然と調和した温泉街の街並み形成に向けて 景観形成のポイント 

阿寒湖自然保護官事務所∥［編］ 釧路 環境省釧路自然環境事務所 2009.3 30p 21cm 阿寒湖

温泉のみなさんへ  請：P318.8/A 
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サミットの成果を未来につなげる道民会議事業計画 サミットの成果を持続・発展させ、北海道

全体の活性化に結びつけるために 

札幌 サミットの成果を未来につなげる道民会議 2009.2 9p 30cm ポスト・サミット道民会議 ＨPから印

刷  請：P333.66/SA 

地元就職リードブック 函館の未来を担う君たちへ 

函館 函館市経済部労働政策室労働課 2010.2 42p 21cm  請：P335.03/J 

新たんぽぽ資金 地域活力向上に向けて 「新生ほっかいどう資金」融資制度のご案内 

  ［北海道∥編］ 札幌 北海道 ［2009］ 1 枚 30cm  請：P338.1/TA 

魅力ある移住生活提案 美しく快適な住まい環境が新生活を応戦します。 

 中札内村（十勝） 中札内村地域課建設グループ ［2009］ 1 冊 21×11cm  請：P361.48/MI 

士別って、こんなまち！ 転入者向けガイドブック 

士別市総務部企画振興室企画課∥［編］ 士別 士別市 2009.4 24p 21cm  請：P361.48/SH 

旭川まちづくり呼びかけ隊 

旭川 まちづくり呼びかけ隊 ［2009］ 1 枚 26cm  請：P369/A 

北海道＆サッポロ バリアフリーガイドマップ ［2009］ 

アドテック∥企画・制作 札幌 ケアラーズ北海道 2009.4 1 枚 52×73cm  （折りたたみ 19×13cm） 

共同刊行：アドテック  請：P369.27/B 

車いすバリアフリータウンマップ 3 田家地区編 

セラピア∥著 函館 ＮPＯ法人セラピア ［2009］ 14p 21cm 障がい者社会参加支援事業  請：

P369.27/KU/3 

白糠町洪水ハザードマップ 

白糠町（釧路） 白糠町地域防災課 2009.9 1 枚 84×60cm（折りたたみ 21×30cm）  請：P369.3/SH 

まなびプラン キーワードは「人づくり」 第9次浜頓別町教育推進計画 

浜頓別町（宗谷） 浜頓別町教育委員会 ［2009］ 1 枚 30×42cm（二つ折り 30cm） 平成 21 年度〜

平成 25 年度  請：P370.3/MA 

北海道発田舎で子どもを育てませんか 山村留学 

 ［山村留学推進協議会事務局∥編］ 西興部村（網走） 上興部小学校 ［2009］ 1 枚  30×21cm

（二つ折り 30×12cm）  請：P371.5/HO 

地球温暖化をふせぐために みんなでできること 北海道地球温暖化防止活動推進員がお手伝い

します！！ 2009・2010年度版 

［札幌］ 北海道地球温暖化防止活動推進員連絡会 ［2009］ 1枚 21×40cm（折りたたみ21×10cm） 

共同刊行：北海道，環境省北海道地方環境事務所，北海道地球温暖化防止活動推進センター（北海

道環境財団）  請：P451.35/C 

ちきゅうおんだんかふせぎ隊 できることからふせぎたい 地球温暖化 

北海道環境財団∥［編］ 札幌 北海道環境財団 ［2008］ 1 枚 30×42cm（折りたたみ 30×11cm）  

請：P451.35/C 

温暖化防止一村一品応援プロジェクト 北海道を元気に！ 「ご当地資源」編事例集  

札幌 北海道地球温暖化防止活動推進センター ［2009］ 18p 21cm  請：P451.35/O 

温暖化防止一村一品応援プロジェクト 北海道を元気に！ 「食」編事例集  

 札幌 北海道地球温暖化防止活動推進センター ［2008］ 22p 21cm 請：P451.35/O 

長沼町地震防災マップ（揺れやすさマップ） 

長沼町（空知） ［長沼町］ ［2009］ 1 枚 30×42cm 裏面：長沼町地震防災マップ（危険度マップ）  

請：P453.2/NA 

必見バイオビジネス支援策アラカルト Ｖｏｌ.5 

バイオ産業行政協働会議（Ｃ7 北海道）事務局∥［編］ 札幌 北海道経済産業局地域経済部バイオ産

業課 2009.3 14p 30cm  請：P464/HI/5 

札幌市難病ガイドブック これだけは知っておいてほしいこと 

札幌 札幌市保健福祉局保健所 2009.6 14p 30cm  請：P493.1/SA 
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北海道障がい者歯科医療協力医名簿 2009 

北海道保健福祉部保健医療局健康安全室∥［編］ 北海道歯科医師会事業課∥［編］ 札幌 北海

道 ［2009］ ［7］p 30cm 共同刊行：北海道歯科医師会   請：P497.2/HO/H21 

十勝青汁物語 

清水町（十勝） ランラン・ファーム ［2009］ 1 枚 42×30cm（折りたたみ 21×10cm）  請：P498.5/TO 

環境ビジネス・マッチング事例集 企業連携による副産物等利活用の取組 

経済産業省北海道経済産業局資源エネルギー環境部環境産業振興室∥［編］ 札幌 経済産業省北

海道経済産業局 2009 1 枚 30×84cm（折りたたみ 30cm）  請：P519/KA 

建主も現場へ行こう 住宅の現場チェックシート 

北海道建設部住宅局建築指導課∥［編］ 札幌 北海道建設部住宅局建築指導課 2009.2 1 冊 

30cm  請：P525.5/TA 

戸建て住宅の屋根の雪処理計画 

北海道立北方建築総合研究所∥監修 札幌 北海道建築指導センター 2010.1 6p 30cm  請：

P527.1/KO 

電気自動車による公用車のカーシェアリング実証実験 

札幌市西区地域振興課∥［編］ 札幌 札幌市西区 ［2009］ 1 枚 30×84cm（折りたたみ 30cm）  

請：P546.59/D 

地域連携による食品産業の推進に向けて 商品開発・技術開発戦略 北海道編 

東京 食品需給研究センター 2009.3 36p 30cm 共同刊行：北海道地域連携推進戦略構想書策定

ワーキング 平成20 年度食料産業クラスター促進技術対策事業  請：P588/C 

美唄おにぎり物語 

 ［美唄］ 美唄青年会議所 ［2010］ ［6］p 21cm 協力：美唄市、美唄高校イラスト部  請：P596.3/B 

北海道洞爺湖サミット活用食材リスト 北海道洞爺湖サミットで提供された道産食材 

北海道知事政策部北海道洞爺湖サミット推進局∥［編］ 札幌 北海道知事政策部北海道洞爺湖サミッ

ト推進局 ［2009］ 18p 30cm 平成21 年1 月現在の各商品内容 

  請：P602.1/HO 

風が見つけた街「滝川」で農業を始めませんか 

滝川市経済部農政課担い手育成グループ∥［編］ 滝川 滝川市 ［2009］ 1 枚 30×42cm（二つ折り

30cm）  請：P611.7/KA 

アロニア からだの酸化を防ぐ！効果に着目！ 

伊達市経済環境部農務課∥［編］ 伊達 伊達市経済環境部農務課 ［2009］ 1 枚 30cm 裏面：美

味しく食べようアロニアカンタンレシピ集  請：P625.6/A 

地材地消はじめませんか！ 法人の地材地消優良事例集 

札幌 北海道木材利用推進協議会 ［2009］ ［6］p 30cm 間伐で未来につなぐ北の森  請：P657/C 

ふらのカレーまっぷ まっぷ片手にカレーを食べに行こう！ 

ふらのカレンジャーズ∥作成 富良野 ［ふらのカレンジャーズ］ ［2008］ 1 枚 42×30cm（折りたたみ 21×

10cm）  請：P673.9/F 

深川そばめし ご当地グルメ 深川産そば＋深川産米の「おにぎり」 

深川 ［深川市観光協会］ ［2009］ 1 枚 30×21cm（三つ折り 11×21cm）  請：P673.9/F 

北海道観光ボランティアガイド 旅をもっと楽しく、有意義に！ 

  札幌 北海道 ［2009］ 1 枚 30cm 共同刊行：北海道観光連盟、日本観光協会  請：688.1/HO 
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Ⅳ これまでの歩みを振り返る 

１ 北方資料室関連略年表 

 

大正15（1926）.11  北海道庁立図書館開館（札幌市中央区北１条西５丁目） 

大正15（1926）.12  閲覧開始 『行啓記念北海道庁立図書館報』創刊 

昭和22（1947）. 5  郷土資料室整備 

昭和25（1950）. 4  郷土資料室開設  

更科源蔵氏（郷土史研究家・詩人・作家）を嘱託として迎える 

昭和25（1950）. 7  「図書館法」施行 

昭和26（1951）. 4  北海道図書館条例、北海道図書館協議会条令公布 

北海道図書館と改称 

昭和26（1951）.10  北海道郷土史料展覧会「本道地図の変遷」 於三越 

昭和29（1954）.12  郷土資料室拡充、開架式採用 

昭和32（1957）. 1  『北海道図書館郷土資料室月報』創刊  4号（9月15日）で休刊 

 
「道庁内に未整理のまま山積の旧記、簿書等、地方史研究の貴重な資料を、

北海道図書館に移管すべし」（郷土史研究者の間の声、高まる） 
 

 

 

昭和34（1959）. 5   北海道地方史研究会常任委員会 於当館 

            （北海道庁所蔵史料の当館への一部移管方陳情の件） 

昭和34（1959）. 7   北海道地方史研究会、道議会総務委員会へ陳情 

昭和36（1961）. 8  上記陳情、道議会本会議で不採決  

※ だが、この運動により当該資料の重要性が道でも認められた。 

昭和43年、道総務部行政資料室設置へ 

 

 

 

新館構想 北方資料の充実へ 

昭和38（1963）. 9  文化講演会会場にて、東大学長茅誠司氏、北大学長杉野目晴貞氏等 

より、町村知事に道立図書館新築の懇請あり。知事公約す。 

昭和39（1964）. 4  北海道立図書館と改称 

昭和39（1964）.12  北大高倉新一郎氏を講師に「古文書解読講座」開設 以降年２回ずつ開催 

昭和40年度     「北方資料収集会議」設置 館長の諮問機関 

                   ※北方資料の収集計画樹立のため、12名の委員を委嘱 

              （高倉新一郎北大名誉教授ほか） 

昭和40（1965）. 7   北方資料収集会議 第１回  「北方資料収集会議規約」作成 

昭和41（1966）. 7   北海道史研究協議会発足 事務局は当館内に 

昭和41（1966）. 8   北方資料収集会議 第２回 

  「北海道立図書館北方資料整備計画」樹立 

■計画収集 

第1次５ヵ年計画（昭和41～45）･･･明治維新まで旧記類 

第2次５ヵ年計画（昭和46～50）･･･開拓使、三県一局時代 

第3次５ヵ年計画（昭和51～55）･･･道庁初期時代 

■随時収集･･･新刊、古書等を随時 

■特殊収集･･･道内の行事、事件等特定テーマについて多角的、網羅的収集 

「北方資料」という名称を用いることに決定 

昭和41（1966）.11  『北方資料』創刊  ７号（42年10月）で休刊 

昭和42（1967）. 4  新館開館（現在地） 中２階に「北方資料閲覧室」設置 
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昭和42（1967）. 5  機構改革 職員23名（３係制） → 42名（３課６係制） 

            資料課 ･･･ 一般資料係、特殊・北方資料係 

昭和42（1967）. 8  「北海道立図書館資料収集計画」作成 北方資料の整備に力点 

昭和45（1970）. 3  「北海道地図のあゆみ展」  於丸善３階 

昭和45（1970）. 4  機構改革 「北方資料室北方資料係」新設 

昭和46（1971）. 3  北方資料収集会議 第５回 「北方資料」の概念明確化 

昭和46（1971）～   市町村史編集研修会 講師：高倉新一郎氏 

                      （昭和46.8 昭和47.6 昭和47.10 昭和50.1 開催） 

昭和 46（1971）.10  当館、道総務部行政資料室（後に課）、北海道開拓記念館の３機関で資料収

集に関する打合せ、道機関資料収集会議発足 

昭和47（1972）. 6  行政資料等収集機関連絡協議会発足 ７機関 

                   （前記３機関 ＋ 道史編集所、道議会事務局、道立教育研究所、道立総合

経済研究所） 

昭和47（1972）. 7  『北の資料』創刊 

昭和49（1974）～   道総務部行政資料課を窓口に、道刊行物の収集、配付の一元化実施 

昭和50（1975）. 7  「所蔵資料にみる北海道の50年回顧展」 於当館 

昭和54（1979）. 2  『北海道立図書館蔵書目録 11分冊 北方資料編1』発行 

昭和54（1979）. 6  「北海道立図書館資料収集方針」決定 

平成 4（1992）. 4  土曜日曜全日開館実施 

平成 7（1995）. 4  道立図書館所蔵資料展示会「戦後の創刊雑誌／北の古地図」展 

              （第7回全国生涯学習フェスティバル事業 於アクセスサッポロ） 

平成 9（1997）. 4  北海道立図書館情報システム・ネットワーク本格稼動 

平成11（1999）. 3  『北海道立図書館蔵書目録 27分冊 北方資料編10』発行 以後廃刊 

平成11（1999）夏頃  北方資料室内のカード目録を撤去 

平成11（1999）. 8  直接貸出開始 

平成11（1999）.11  祝日開館試行実施（平成20．4本格実施） 

平成13（2001）. 3  ホームページ開設 「北海道立図書館資料収集方針」改正 

平成14（2002）.12  Web-OPAC公開 

平成15（2003）. 6  夜間開館試行実施 

平成16（2004）. 4  機構改革 北方資料室から北方資料部へ 

平成17（2005）. 1  北海道立図書館横断検索システム開始 

平成17年度～     北海道立図書館利用講座開催 以後毎年開催 

平成17（2005）. 6  インターネット予約貸出サービス試行実施（平成18．4本格実施） 

平成18（2006）. 7  北海道史研究協議会事務局、当館から北海道出版企画センターへ 

平成19（2007）.10  江別移転40周年記念事業 

・３回連続講座「資料で語る北海道の歴史」講演会 

・展示「木版蝦夷地図にみる北海道」  

平成22（2010）. 1  北方資料デジタルライブラリー開設 

平成22（2010）. 3  当館所蔵『知里幸恵ノート』、北海道指定有形文化財に指定 

平成22（2010）. 7  北方資料室40周年記念事業 

・５回連続講座「今すぐ暮らしに役立つ北方資料入門講座」 

・展示「暮らしに、仕事に、図書館を  ～『こんなに使える！』北方資料編 ～」 
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２ 北方資料室の出版物等からピックアップ 

北海道立図書館蔵書目録 

   ・第11分冊～16分冊 北方資料篇 1～6  1979～1984年刊行  請求記号：016.2/HO/11-16 

   ・第24分冊～27分冊 北方資料篇 7～10 1994～1999年刊行 請求記号：016.2/HO/24-27 

北の資料 

  ・No.108 2000年有珠山噴火関係資料目録  （2002.7刊） 

  ・No.115 北方資料参考図書解説目録 8 ≪技術≫    （2005.2） 

  ・No.118 道内市町村要覧等目録    （2007.3） 

  ・No.120特別号 北海道立図書館江別移転40周年記念講演会記録「資料で語る北海道の歴史」 （2008.3） 

 資料展示目録  

 ・北方資料室【地域資料】の資料展 ～過去の展示から見る所蔵資料紹介～ H17.3～4開催 

 ・おいしい！食べよう！北海道の農産品  H18.7～8開催 

 ・北海道ブランドあれこれ  H18.9～10開催 

 ・地域の歴史を支える ～道内の地方史関係雑誌紹介～  H19.7～8開催 

 ・北の住まい  H20.3～4開催 

 ・北の旅、そして観光 今昔 ～蝦夷地探検からエコツーリズムまで～  H20.8～10開催 

 ・知っていますか？ 北海道の“ご当地○○”  H21.5～6開催 

 ・北海道産業遺産 ～ものづくりの記憶を求めて～  H21.7～8開催 

 図書館利用講座・講演会 チラシ・テキスト等  

 ・郷土を調べる基礎資料・入門編  H17.9，H18.2，H18.9，H18.10 

 ・はじめての製本 ～文庫本をリメイクしよう～  H19.7 

 ・新聞で調べる北海道知識  H20.7，H20.10 

 ・５回連続講座「今すぐ暮らしに役立つ北方資料入門講座」 H22.7 毎木曜 

 ・講演会「資料で語る北海道の歴史」 

１ 戦後史の出発 市町村要覧の史料的価値  H19.9 

２ 河野常吉のフィールドノートと地域史研究  H19.9 

３ 古地図の地域史研究  H19.9 

４ 殖民地区画図と開拓 ～長沼町、新十津川町を例として～  H20.8 

５ ヨイチ場所でのアイヌと出稼和人の取引について  H21.7 

 ・講演会「北の大地のフルーツを！」 H21.10 

 

 ●「カウンター雑記」に見る北方資料室のあゆみ 『北海道立図書館報』連載記事抜刷  

 ●『北海道立図書館報』に掲載の北方資料関係記事一覧  

 ●実際に寄せられた、調査相談（レファレンス）事例ファイル 

 ●初代北方資料室長・岡原正司氏執筆記事  

・「歴史の証人 地方新聞 貴重な資料の所在を追跡して」『月刊ダン』4巻9号（1976.9） 

・「一期一会 忘れられない人びとのこと」『〔北海道史研究協議会〕会報』59号（1996.12） 

・「山田秀三を語る 4 山田秀三さんの思い出」 

『アイヌ語地名を歩く 山田秀三の地名研究から 2006・釧路/十勝』（北海道立アイヌ民族文化研究

センター 2006.9） 請求記号：ｱ.29/A 

●「この人に聞く 君尹彦さん」『北の図書館』8号（北の図書館５人の会 2006.12） 

    ※元北方資料室長・君尹彦氏インタビュー記事 

 ●「北海道立図書館ホームページで、北海道関係の調べものがますます便利に！」（パネル） 

 ●「地域資料の収集にご協力願います！」（パネル）  

 



３ あの日、あの時･･･ 
   思い出のひとコマを、写真や記事で拾い、パネルにしました。 

 

・北海道立図書館 旧館（札幌時代）・現在館全景写真 

  『北海道立図書館40年史』巻頭写真より 

  ・「整備が急がれる郷土資料室」『北海道図書館報』41号（1953.3） 

      郷土資料室での、知里真志保、更科源蔵、渡辺茂、河野広道諸氏の写真もあり。 

      当時、更科源蔵氏は、郷土資料室の嘱託職員でした。 

  ・「郷土室だより」（渡辺茂著）『北海道図書館報』42号（1953.4） 

  ・「北海道地図のあゆみ展」『北海道立図書館50年史』より 

・「北海道の資料収集５ヵ年のまとめ」（君尹彦著）『北海道立図書館報』No.66（1971.8） 

      草創期の諸先輩の熱意と苦労が伝わってきます。 

  ・「各地からの便り 郷土資料室から北方資料室へ」（渡辺茂著） 

『北海道立図書館報』No.81（1975.7） 

  ・「古文書解読講座における高倉新一郎先生の講義」『北海道立図書館報』No.98（1979.12） 

・「雑誌にみる石狩川展」『北海道立図書館報』No.128（1990.9） 

      北方資料室前の展示コーナーは、その時々の様々なテーマで、資料紹介をしてきました。 

  ・北海道立図書館江別移転40周年記念講演会「資料で語る北海道の歴史」 

『北海道立図書館報』No.184（2008.2） 

     「資料で語る北海道の歴史」講演会は、北海道史研究協議会のご協力のもと、以後も毎年行って

います。 

・平成20年度北海道立図書館利用講座「新聞で調べる北海道知識」講義風景写真（7月） 

      図書館利用講座は、平成17年度以降、継続実施しています。 

  ・平成21年度講演会「北の大地のフルーツを！」講演風景写真 

      北海道果樹協会との、初の共催事業です。旬のフルーツの試食などもありました。 

   

 

 

 

■ 北方資料室がＴＶドラマのロケ地に  ■ 

 

三浦綾子原作『広き迷路』のテレビドラマの１シーンに、北方資料室が使われました。若き日

の俳優、秋野大作さんや島田陽子さんが来館しました。ドラマの脚本（第１回～第４回）も当室で

所蔵しています。1979 年4 月28 日に放映されました。 

 

●写真３枚  ＜大島教子元室長所蔵＞ 

   ・町沢加奈彦役の秋野大作がカウンターに立つシーン 

   ・北方資料閲覧室内で資料を調べるシーン 

・秋野大作、島田陽子とともに正面玄関前に立つ、田中保館長、上野一雄業務部長、片岡

充副館長 

 

●『広き迷路 第3 回』  ｐ38～39 

（三浦綾子原作 国弘威雄脚本 [フジテレビ]  1979  請：912.7/KU/3） 
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付録１ レファレンス（調査相談）事例リスト  

■平成19年度以降の事例あれこれ  ～今日的なものを中心に～       ＜＞内は調査年月 

  質   問   ・   回   答 

1 

ニホンザリガニの飼い方（エサ）が知りたい。また、現在どの程度生息しているのか。小学1年生に教員が説

明するのに必要なので、児童書でなくてもかまわない。＜H19.6 事例＞ 

    『ザリガニの博物誌』（東海大学出版 2007）  請求記号：485.3/Z 

     『森林と水を守る北のザリガニ』（新風舎 2004） 485.3/SH 

    『ザリガニは手袋をはいた神様』（新風舎 2006） J485.3/Z 

    北方雑誌『faura（ファウラ）』12 号 特集：ニホンザリガニ 

    一般雑誌『週刊日本の天然記念物 動物編』10 号  内容：ニホンザリガニ  

2 

札幌及び道内の産業廃棄物処理関係の会社がわかるもの ＜H19.6＞ 

   『札幌商工年鑑』（札幌出版） 670.35/SA 

    『札幌商工名鑑』（札幌商工会議所） 670.35/SA 

    『帝国データバンク会社年鑑 北海道版』（帝国データバンク） 281.035/TE 

    『北海道産業廃棄物処理業者名簿』（北海道産業廃棄物協会） 519.5/HO 

     →蔵書の最新は平成13 年版だったため、16 年版を所蔵する道庁内の行政情報センターを紹介 

  するとともに、最新版の 18 年版をすぐ購入した。   

3 
町内会史を作成するので、よそで作ったものを参考に見たい。＜H19.8＞ 

    フリーワード「町内会」で検索。100 件以上ヒットしたので、数冊を閲覧に供し、検索結果一覧も提供 

4 

ペットと泊まれる宿についての新しい本。但し、『北海道ペットライフ便利帳』（2002 刊）、雑誌『北海道百科 

No.4』（2005 刊）はあり。＜H20.3＞ 

    『ペットの本 Vol.5』（クルーズ 2004） 645.6/P/5 

    『ワンちゃんといっしょに泊まれる宿はここだ! 』（メイツ出版 2005） 645.6/W 

    『わんちゃんといっしょにおでかけできるスポットはここだ! 』（メイツ出版 2007） 645.6/W    

5 

英語版の北海道の観光ガイド。町の英語の実習助手が、ゴールデンウィークに旅行を予定しており、その前

に借りたい。また、６月には礼文島旅行も予定。＜H20.4＞ 

   ●札幌 → 『英文札幌ガイド』（EC ２００７） 291.561/E  ほか、新しいものあり 

   ●全道 → 蔵書は古いものばかり。また、英文旅行ガイドの日本および北海道内での最近の出版 

 情報は発見できず。 

           ・北海道観光振興機構で出している英文パンフレットを寄贈依頼 

           ・書店から、洋書の日本旅行ガイドを２冊購入して提供              

           ・役立ちそうなインターネット情報もいくつか紹介 

6 

外国人の農業実習生の受入れについて。試験後、受入れとなるのだが、試験の中身をどこまで掘り下げて

いいのか。また、現状の実習の問題点や改善点等。＜H20.6＞ 

    ・蔵書検索および農業関係の蔵書を調査 

    ・CiNii （http://ci.nii.ac.jp/）、ルーラル電子図書館（農文協の会員制データベース）等検索 

    ・『農業北海道』ほか、農業関係雑誌を調査 

    ・北海道農業担い手育成センターへ照会 ･･･ まとまった文献は刊行していない由 

     →以上から、雑誌記事を中心に紹介。参考文献の多いものあり 

7 

 七夕の「ローソクもらい」について ＜H20.6＞ 

    ・『旭川夏祭り提言書』（旭川青年会議所イベント開発委員会 1990） 386/A  ほか 

    ・事務用インフォメーション・ファイルも参照 
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  質   問   ・   回   答 

8 

 札幌市の地質、地盤について ＜H20.6＞ 

    『札幌地盤図』（北海道土質コンサルタント 2006） 455.1561/SA 

    『5 万分の 1 地質図幅説明書 札幌』455.1/HO/ｻﾂ  ほか種々あり 

9 

① 高校への進学率 ②就職内定率 ③中退者数  について、公立、私立別に平成11～20 年度の数値 

＜H20.8＞ 

   ①② → 公・私の合計なら、雑誌『北海道統計』の「学校基本調査」にあり 

   ③   → 統計になし。道庁所管課へ照会 

     学校安全健康課 ・・・ 生徒指導グループ（学校安全健康課）の HP の生徒指導・調査結果 

          －「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」のところに、過去５年間 

の統計あり（公立のみ） 

        学事課 ・・・ 単独で数字は公表しておらず、文科省の HP に公・私の合計あり。公立の数 

値を引けば、私立分がわかる由  

10 

野幌森林公園の自然林と人工林の比率。今日中に回答欲しい。＜H20.10＞ 

    『道立自然公園野幌森林公園要覧』（北海道野幌森林公園事務所 1994） 629.4/HO/H6 

       p5：人工林 40％ 

    『「再発見!野幌森林公園」講演集録』（江別市生涯学習推進協議会 2008） 629.4/SA 

       p8：原始林６割 

    野幌森林公園公式HP → 明記せず 

11 

北方型住宅について ＜H21.1＞ 

   ・北方資料室所蔵資料展目録『北の住まい』（北海道立図書館 2008）を参照 

   ・住宅建築関係蔵書も調査 

12 

平成11 年にオープンした温泉施設、公共施設、企業を知りたい。自社がオープン 10 周年なので、連携して

イベントをやりたい。＜H21.2＞ 

    ・設立年を記載した団体名簿類を紹介 

       温泉 ・・・ 『いつでも日帰り湯 2009 北海道編』（ジエ・エー・エフ出版社 2008）  

 291.09/I/H21  ほか 

       公共施設 ・・・ 『北海道年鑑 2002－〔1〕 記録編 人名・官公庁・団体編』（北海道新聞社  

2002） 059/HO/H14-1 

       企業 ・・・ 『東商信用録 平成19 年版北海道版』（東京商工リサーチ北海道支社 2007） 

335.03/TO/H19 ほか 

    ・「日経テレコン２１」の企業検索で、設立年、業種、地域から検索可能  

13 
道内自治体で、広報ビデオなどを作成している事例 ＜H21.6＞ 

   当館所蔵の DVD から、該当資料11 点を紹介 

14 

北海道のおせち料理について、特有のものはあるか ＜H21.8＞ 

   『日本の食生活全集 １ 聞き書 北海道の食事』（農山漁村文化協会 1986）596/KI/1 

   『北海道の衣食と住まい』（北海道新聞社 1997）383/HO ほか 類書を調査 

     →北海道共通で特有のものは見つからず。一部の地域でくじら汁などはあり。 
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  質   問   ・   回   答 

15 

平成元年４月に消費税が導入された。その前後の道内の消費者協会等で出した雑誌などあれば見たい。 

＜H21.8＞ 

   雑誌『〔さっぽろ〕くらしのニュース』『北のくらし』など    

16 
「ヤリキレナイ川」の名前の由来 ＜H21.9＞ 

   事務用インフォメーション・ファイル（地名）を参照し、掲載資料を提供。雑誌目次検索でもヒットする。    

17 

自分がかつて勤めていた会社を確認できるもの。年金記録問題絡み 

   ・電話帳 

   ・商工名鑑類 

   ・住宅地図や市街図 など 

18 

道内の病院の評価や名医を知りたい ＜H20.4＞ 

   『いい病院いいドクター vol.2  得意分野で選ぶ』（財界さっぽろ 2007） 498.16/I/2 

   『医療と介護ナビ 2007 年札幌近郊版』（北海道医療新聞社 2006） 498/I/H19 

      →2008 年版は発注中だった 

   『ホームドクター 2008』（財界さっぽろ 2008） 498.16/HO/H20 

   雑誌『北海道百科 Ｖｏｌ．１５ 認知症を防ぐ＆最新病院ランキング』（北海道新聞社 2008.7） 

19 

道内の優良企業について ＜H19.8＞ 

   『エラベル北海道 2007』（東京商工リサーチ北海道支社 2006） 335.03/E/H19   

※2008 年版は発注中だった 

   『発信！北海道企業「元気の素」』（北海道 2005） 335/HA ほか   

20 

平成17 年３月、4 月の倒産情報について ＜H21.2＞ 

   雑誌『北海道内企業倒産集計』『TSR 情報』 ・・・ ○ 

   雑誌『帝国ニュース 北海道版』 ・・・ 欠号 

21 

山菜の保存方法について ＜H19.6＞ 

   『北海道のつけ物』（北海タイムス社 1980） 596.2/I  

 ｐ103～114 

   『絵をみてつくれる北国の手づくり食品』（北海道農業改良普及協会 1983）596.2/HO 

      ｐ252～254    

22 

余市の宇宙記念館について ＜H19.6＞ 

   キーワード「宇宙」「余市」を掛け合わせて蔵書検索 

     →図書および雑誌記事、余市の観光パンフレット等を提供 

23 

「食によるまち・むらづくり（おこし）」の取組事例を調査している。2007 年の B-1 グランプリに出展した、道内

の団体、「食のトライアングル（農・商・消）」「室蘭やきとり逸匹会」についての紹介資料はあるか。 

                                                        ＜H19.6＞ 

   「食のトライアングル（農・商・消）」 

     →雑誌『かみかわスローフードニュース』vol.4,5 

       インターネット情報も提供 

   「室蘭やきとり逸匹会」 

     →当館なし。市立室蘭図書館に照会。簡単なパンフレットがある由 

       インターネット情報も紹介 
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■新聞を使った事例 

平成20年度図書館利用講座「新聞で調べる北海道知識」より  ～平成18年度以降の事例～ 

 質    問    ・    回    答 

1 

『函館新聞』明治15 年10 月の 764 号、765 号は、函館図書館では欠号だが、道立図書館にはあるか 

   マイクロフィルム版で確認 → 欠号 

全国新聞総合目録データベース → 『函館新聞』の所蔵機関一覧により､国立国会図書館には､宮内

庁所蔵の新聞からマイクロ化した、当館とは違うマイクロフィルムで所蔵していると

判明。該当年月も､特に欠号表示なし。国会図書館を紹介。コピーサービスもあり。

2 

明治38 年の樺太移住者の渡航届簿・乗船名簿のようなものはあるか 

     樺太史、樺太移住関係、日本郵船関係蔵書、『殖民公報』･･･ 判明せず 

   当時の新聞（タイムス、函館、小樽、釧路）を調査 

    『北海タイムス』 8月15，16，17，22日にあり（人名の記述はなし） 

    『函館新聞』8月12，18，20，21，23，27日にあり 

    『小樽新聞』8月15，16，18，21，22，23，25，28日にあり 

    

    第1回航海の乗客は50名。内小樽から乗船した32名の名前は18日の小樽新聞にあり。 

    第2回航海の乗客中、1等・2等の乗客20名は25日の小樽新聞と27日の函館新聞、20日 

 と23日の函館新聞には函館区在住者で樺太行きのため樺太営業及身元証明願等を提出し道庁 

に進達された人名あり 

 

    すべての人名が判明しなかったため、全国樺太連盟北海道支部連合会ほか関連機関を紹介 

3 

明治43，44 年頃の倶知安で発行され、読まれていた新聞 

   『倶知安町史』（倶知安町 1951）および『北海道・樺太の新聞雑誌』により、『新京報』『倶 

知安新報』の2紙を発見。しかし当館未所蔵。 

→ 代替で『北海タイムス』『小樽新聞』等紹介 

      ※現在であれば、『北海道地方新聞所在目録 改訂版』を参照するが、当時は刊行前だった

4 

大正11 年の東宮行啓時の拝謁者について 

   『皇太子殿下北海道行啓録』ほか、行啓関係蔵書には記載なし 

  『北海タイムス』大正11年7月20日 5面に記載あり 

5 

『日本写真史』（平凡社 1971）および『映像が語る「日韓」併合』（労働経済社 1987）に掲載されている写真「北

海道中川郡安平志内 大盛時 渡辺土工部屋 酷使虐待を受けた土工たち 旭川新聞 大正15 年」の、新聞か

らの複写希望。月日は不明 

   月日特定のため、年表、強制労働関係、タコ部屋労働関係、中川町史など見るが不明。 

  写真の景色に雪はなく、植物がかなり生い茂り、土工たちの服装も薄着なことから、夏と推  

測し、新聞調査 

『旭川新聞』大正15年9月9日に該当写真記事あり 

           9月8日、12日にも関連記事あり 

6 

佐左木俊郎『熊の出る開墾地』の映画に関する資料 

   『北海道映画史』ほか映画関係蔵書に若干記述あり 

    映画関係雑誌 ･･･ 記事確認できず 

  『北海タイムス』昭和7年2月22日8面 ロケ隊が来たときの記事 

  『朝日新聞縮刷版 復刻版』昭和7年4月13日3面 映画広告 

               昭和7年4月14日3面 映画広告 

               昭和7年4月14日7面 映画の批評記事 
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7 
昭和14 年か 15 年夏に、樺太の能登呂半島で野ネズミが大量発生したときの記事 

   『樺太日日新聞』昭和14年6月30日3面、7月2日3面、7月5日3面に記事あり 

8 

戦時中の、陸軍美術協会が関係した戦争関係の美術展について 

『北海道美術史』『道展・全道展・新道展創造への軌跡』等、美術関係蔵書や、『北海道年鑑 昭和

19年版』等に記述あり。美術展開催時期を特定 

それらの情報をもとに、新聞調査 

 昭和15年9月 『函館新聞』9月11日3面  『函館日日新聞』9月11日3面 

 昭和17年5月 『北海タイムス』5月23日2面  

 昭和18年6月 『北海タイムス』6月4日4面  

昭和20年6月 『北海道新聞』6月5日2面 

9 
 『想ひ出の記』所収の新聞記事の、新聞名と日付がわからないので、調べて欲しい 

    記事中の語句や地域から推測し、あたりをつけて調査、回答 

10 

 昭和17 年以前の北海道の地方新聞について 

   『北海道立図書館報』151、159、178号の特集記事「所蔵資料紹介 北海道の地方新聞 マイ 

 クロフィルム資料から」 

    『北海道地方新聞所在目録』 

     これらをもとに紹介 

11 

昭和18年9月29日中島公園でのアッツ島戦死者の慰霊祭に、藤田嗣治は「アッツ島玉砕」の絵を持って参加し

ていたか 

   『北海タイムス』昭和18年9月30日2面に、9月29日夜の北海タイムス主催行事に講師で参 

加の記事あり。但し、絵については記載なし 

  『北海道年鑑 昭和19年版』『北海道美術史』『北海道の美術史』等には、記述なし 

12 

『北海道新聞』昭和18 年8 月29 日の 3・4 面に、沖縄戦戦死者名簿があるか。あれば、知人の名前の有無を確

認してほしい。 

   該当ページに記事があったが、沖縄戦ではなく、アッツ島での戦死者。該当名なし。 

   アッツ島および、沖縄戦の戦死者名簿が含まれる図書を、別途紹介 

13 
昭和20 年7 月14～16 日の北海道新聞に、十勝・帯広空襲の記事があるか 

  『北海道新聞』7月15日1～2面に記事あり 

14 
『八雲新報』昭和23 年分 

  『プランゲ文庫（新聞）』 マイクロフィルム に97枚あり 

15 

『プランゲ文庫新聞目録 北海道関係分』に『みなと新聞』が載っているが、昭和24年5 月18 日に、小樽図書館

の記事はあるか 

   マイクロフィルム確認 あり 

16 

『君の名は 第2 部』昭和29 年北海道ロケについて、町史以外の資料を 

   北海道の映画関係の図書 

  北方資料室展示目録『すべては君の瞳の中に』（平成15年7～8月開催）より、 

『道新Today』29巻12号（2001.10）に記事あり 

  『北海道新聞』、『キネマ旬報』ほか映画雑誌等の閲覧をすすめ、成果があった由 
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17 

昭和33 年8 月10 日（日）、11 日（月）前後の新聞で、函館市で開催された、全国高校ハンドボール大会の記事

が詳しいもの 

   『北海道体育協会五十年史』により、昭和33年8月6～10日函館開催を確認 

  『北海道新聞』8月1～11日の記事に関連記事あり 

  『北海道新聞 函館地方版』8月7～11日にあり 

  『北海タイムス』8月7～11日 

  『朝日新聞 北海道版』8月7日 

    雑誌『高体連』7号にも関連記事あり 

18 

1977 年10 月15 日と 30 日の札幌の天気 

   『気象年鑑 1978年版』（大蔵省印刷局 1978）ｐ71 

     10月15日：晴 30日：曇 

  『北海道新聞』縮刷版 1977年10月号 

     10月15日：曇  10月16日2面より 

30日：曇 10月31日2面より 

19 

昭和57年7月～60年3月に湧別で行っていた、湧別市川Ⅱ遺跡発掘の記事。『網走館内ニュース年報 22号』

に昭和57 年7 月14 日付けの記事が載っているが、新聞名は不明。その他の記事もあれば。 

   該当記事 → 『北海道新聞』地方版「みんなの北見・網走欄」 

 

  『北海道年鑑』昭和58年版～61年版 巻頭の「重要日誌」で昭和57～60年を調査。「58.8.28 

   湧別町の市川遺跡で縄文早期の滑石製の装身具が完全な形でみつかる。国内では初めて」を手がか

りに、『北海道新聞』昭和58年8月29日1面関連記事発見 

 

『北海道新聞 縮刷版』昭和57～60年目次の「重要日誌」および、「文化」の中の「文化財・天然

記念物・史・遺跡」欄も調査したが、他の記事は発見できず。 

20 

インディギルカ号が座礁し、猿払に着いた事件で、その船のラプシーン船長は、本当に銃殺されたのか 

   『インディギルカ号の悲劇』（筑摩書房 1993） ｐ292：銃殺刑が宣告されたとあり 

   日経テレコン21で検索  

    『朝日新聞』平成3年1月29日 夕刊3面 

      インディギルカ号遭難事件の生存者の手記を紹介しつつ、その手記の契約記者の解説 

に、帰国後銃殺になった旨記述あり 

    『北海道新聞』平成11年1月20日15面 

      船長は裁判で銃殺刑を宣告されていたとあり 

21 

元道酪農協会会長の福屋茂見氏の経歴等 

   『北海道歴史人物事典』にあり 

   日経テレコン21で検索 

 『北海道新聞』平成4年12月24日23面に死亡記事あり 

   記事内容から、『北海道開発功労賞受賞に輝く人  々 昭和57年』（北海道 1983）も参照 

22 

道内の新聞で、平成10年10月7日、平成11年3月2日の両日に、北海道電力の藤野変電所の撤去を求める

仮処分の申請と、それを却下した札幌地裁の記事があるはず。確認を 

   日経テレコン21で検索 

     『北海道新聞』に記事あり。但し、平成11年は、3月3日に掲載 

23 

2000 年の有珠山噴火に関する本。特に、洞爺湖温泉小学校の被害状況の写真が見たい 

   「2000年有珠山噴火コレクション」から、数冊 

   日経テレコン21で検索 

    『読売新聞』平成12年4月10日18面に該当写真記事あり 
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24 

平成16 年5 月27 日か 28 日に、体長2.3ｍのチョウザメが、10 年ぶりに水揚げされたと記憶する。報告書や、

北海道新聞の記事などないか。自分は作家で執筆資料にしたいので、なるべく幅広く沢山あるとよい 

     報告書なし 

『広報 いしかり』平成16年7月および8月号に記事あり 

   日経テレコン21 「石狩川」×「チョウザメ」 

       『北海道新聞』平成16年5月27日夕刊 ほか種々ヒット 

   石狩川関係雑誌 ･･･ 記事なし     

石狩市民図書館および石狩市観光センター（剥製を展示）も紹介 

25 

札幌で一番高い建物は 

   日経テレコン21で検索 

   『北海道新聞』平成18年6月3日地方版 記事あり 

       2006年現在 JRタワー 173ｍ 

  JRタワーHPにも記述あり 

26 

『北海道医療新聞』平成18 年4 月1 日付けに「診療報酬改訂疑義解釈 その 2」という記事があった。その 3 ま

では見たが、その 4 以降もあるのか 

   原紙確認 その2  4月7日 

       その3  4月14日 

       その5  5月12日    

  

      3と5の間の号には記事見つからず。5以降も記事なし。 

     その後、厚生労働省のHPに「平成18年度診療報酬改訂に係る通知等に係る疑義解釈資 

  料 1～4」の掲載を確認。その4は、『北海道医療新聞』のその5と同一内容だった。 

27 

ハスカップの有機栽培の方法。質問者は農業従事者と思われ、「他のベリー類は、結構有機栽培が可能だが、

ハスカップは化学でないと難しい。農業試験場に問い合わせるなら、自分でする。」と言っている。 

   ×果樹栽培、有機および無農薬栽培関係蔵書 

  ×雑誌『北海道有機農研』『有機栽培ノウハウ』など 

  ×雑誌記事検索および農学関係の無料データベース（インターネット） 

  ○日経テレコン21で検索 

新聞記事が種々ヒットし、有機栽培はあちこちで行われていることが判明。記事を紹介するとと

もに、北海道有機農業研究協議会も紹介 

28 

YOSAKOI ソーラン祭りの経済効果についての文献 

   YOSAKOIソーラン祭り関係蔵書および雑誌記事検索の結果は、古いものばかり。 

  日経テレコン21で検索 

 毎年祭り後に、関連記事ヒット 

29 
『プレス空知』の題字が、縦から横へ変わったのはいつか 

    現物確認 平成20年4月から 

 

 

 

 

 

 

 



付録２

  

 

 

 「北海道人物文献目録（明治～戦前期）」で人物調査 ＜北方資料室のページ＞ 

   明治から戦前期（一部江戸時代を含む）にかけて、北海道（旧樺太含む）で活躍した人物、

約１万人について、どの文献に記載があるかが一目でわかる目録です。歴史上の著名人のほか、

北海道開拓や、産業・工業・政治などで業績のあった市井の人物を多数収録 
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※ ｗｅｂページの検索機能を使って人名検索すると、該当ページへジャンプ。その人物が掲

載された文献のタイトルやページ、肖像の有無等がわかります。 

 

「松浦武四郎」で

検索 

 

 

 

 

北海道立図書館ホームページで、 

北海道関係の調べものがますます便利に！ 

 

 

 

 

 

 



 １００タイトル以上の雑誌記事の検索が可能に ＜蔵書検索（詳細）＞ 

   総合雑誌から経済誌、北海道および市町村史誌、農林水産ほかの業界誌、タウン誌、博物館

や大学・研究機関の紀要、旅の雑誌など、北海道関係の多種多様な雑誌、１００タイトル以上

の目次を検索できます。 

 

※「雑誌記事」欄にキーワードを入力。スペースで区切れば、キーワードの掛け合せも可 

 

 

 

 

 

 

 
  「環境」「観光」で検索 
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 分類・主題からの蔵書検索が充実 ＜蔵書検索（詳細）＞ 

分類番号がわからなくても大丈夫。「分類・主題選択」ボタンをクリックすると、分類が言葉

で表示され、「＋」ボタンをクリックすると、更に分類が展開して細分化し、主題を絞り込めま

す。 

  国立国会図書館や都府県立図書館でも、蔵書検索画面に参照分類表を載せているところはあ

りますが、当館の方が、細部まで絞り込めるのが特徴です。 

  キーワードによる検索では漏れてしまうものも、分類検索ではヒットするので、特定テーマ

の調査に便利です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※別掲の「北方資料分類表・道内市町村史分類表」「雑誌分類表」もご活用ください。 
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 北方資料デジタル・ライブラリー 
  当館所蔵の貴重書・古地図・文書コレクション等をデジタル画像化し、ホームページでの閲

覧を可能にしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜収録資料＞ 

林家文書、河野常吉資料「野帳」「日記帳」、北越殖民社資料、古地図（55 点）、北海測量舎の

５万分の１地形図（126 点） 

 

＜特色＞ 

・ 多角的な検索機能 
  カテゴリー別、一括、キーワード、地域等 

・ 多様な表示機能 
検索結果一覧のソート、サムネイルの表示・非表示切替、表示位置確認（パンウィンドウ）や虫眼鏡（部

分拡大）、大容量の高精細画像（古地図等）も拡大・縮小・回転等が自在、「書誌」ボタンで書誌詳細デ

ータを表示、古地図は研究家（高木 崇世芝 氏）による解説を付す 

・ 充実のリンク集 

・ 国立国会図書館近代デジタルライブラリーの中の、北方関係資料約1400 点とリンク 
      ※「北方関係デジタル資料（他機関所蔵）」ボタンから 

・ 北海道立図書館ホームページの蔵書検索結果からも、北方資料デジタル・ライブラリーの該

当画像へジャンプできる 

・ 国内諸機関のデジタルアーカイブを統合検索できる、国立国会図書館デジタルアーカイブポ

ータル（PORTA）と連携 

 

 
＊＊ 北海道、旧樺太・千島関係の調査相談（レファレンス）は、北方資料部へどうぞ ＊＊
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