
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

と き：平成 28年 7月 5日（火）～8月 30日（火） 

ところ：北海道立図書館 エントランス・ホール 

道道立図書館と北海道の 90年 

～あの日・あの頃～ 
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はじめに 

 

当館が、行啓記念北海道庁立図書館として札幌（北 1条

西 5丁目）に誕生したのは、大正 15年 11月のことです。

昭和 42年に現在地へ移転し、本年、創立 90周年を迎えま

した。 

 

また、旧館はその後、北海道立美術館、北海道立文書館

別館と変遷し、本年 3月、歴史的建築を生かしつつ、北菓

楼札幌本館に生まれ変わりました。 

 

90周年記念展として、次の 4部構成で、これまでの図書

館や、当時の世相、出版物、ゆかりの人物などを、北方資

料でたどります。 

 

 

 

 

 

 

別会場で開催中の次の特設展示と併せて、どうぞごゆっ

くりご覧ください。 
  

  ○ 道立図書館のあゆみパネル展「道民とともに、図書館とともに」 

  ○ ミニ展示「北海道のあゆみとどさんこ豆知識」 

１ 北海道庁立図書館創立の頃 ＜大正 15（1926）年＞ 

２ 江別へ移転した頃 ＜昭和 42（1967）年＞ 

３ 最近の雑誌記事から 

４ 知っていますか？ 豆知識 

 



 

 

 

 

赤れんが 北海道立文書館報 49 号 

 札幌 北海道立文書館 2014.3  資料番号：1211417819 

ｐ3：文書館別館が図書館だったころ（靍原美恵子著） 

 

北の建物散歩 

 越野武，北大建築史研究室∥編 札幌 北海道新聞社 1993.9 279p 18cm 

 資料番号：1110805437   請求記号：521/KI/ｲ 

 ｐ11～13：北海道立文書館別館（旧庁立図書館） 

 

札幌の建築探訪 

 北海道近代建築研究会∥編 札幌 北海道新聞社 1998.10 167p 20×20cm 監

修：角幸博 

 資料番号：1106081431   請求記号：521/SA 

 ｐ18：北海道立文書館分館 

 

北海道庁立図書館 チョコサンドクッキー 

 ［札幌］ 北菓楼札幌本館 2016 1枚 12×16cm（折りたたみ 12cm）  

菓子「北海道庁立図書館」のしおり．図書館の歴史に関する記述あり 

 資料番号：1112023203   請求記号：P016.2/HO 

 

新聞と写真に見る北海道昭和史 1926－1989 

 北海道新聞社∥編 札幌 北海道新聞社 1989.1 296p 27cm 

資料番号：1111015861   請求記号：210.1/HO 

 ｐ4～5：大正 15・昭和元年（1926年） 

 

さっぽろ文庫 別冊 11 札幌生活文化史 大正・昭和戦前編 

 札幌市教育委員会∥編 札幌 北海道新聞社 1986 68p 30cm 

 資料番号：1102140272   請求記号：081.2/SA/ﾍﾞﾂ 11 

 ｐ6～7：ファッション 

 

北海道旅行の栞 

 札幌鉄道局運輸課∥編 札幌 札幌鉄道局運輸課 1926 73p 地図 18cm 

 資料番号：1101807467   請求記号：291.09/SA 

 

北海道登山案内 

 札幌鉄道局運輸課∥編 札幌 札幌鉄道局運輸課 1926 87p 18cm 

 資料番号：1101807491   請求記号：291.09/SA 

 

札幌大観 

 札幌市教育会∥編 札幌 北海道教育研究会 1929 36p（図版共） 19×23cm 

 資料番号：1101812285   請求記号：291.561/SA 

 

北海道移住案内 第 26 

 北海道拓殖部∥編 札幌 北海道拓殖部 1926.8 19cm 

Ⅰ 北海道庁立図書館創立の頃＜大正 15（1926）年＞

＞ 



 資料番号：1109976082   請求記号：334.5/HO/26 

 

烏と豚 札幌真駒内牧場所見 

 北原 白秋∥著 東京 東京社 1926 1冊 26cm  

『コドモノクニ』第 5巻第 1号所収 

 資料番号：1103397517   請求記号：J911.58/KI 

 

北海道人 THE HOKKAIDOJIN 1巻 1号 

  東京 北海道人社 1926.2 資料番号：1207164383 

 

小学キング 創刊号 

  札幌 小学キング社 1926.3 資料番号：1209430279 

 

映画 1巻 1号 

  札幌 映画社 1926.9 資料番号：1206648071｡ 

 

缶詰時報 5巻 11号 

  東京 日本缶詰協会 1926.11 資料番号：1206846618 

 

 

 

 

 

 

 

 

財界さっぽろ 2巻 11号 

  札幌 さっぽろ百点 1964.11 資料番号：1200554606｡ 

  ｐ24～26：赤レンガ風聞録 論議沸騰で年内見送りの道立図書館 札幌か西野幌か 

  でもみ抜く 

 

えべつｅｙｅ vol.111   

江別 グリーンタイム 2014.7 

  「江別版百年物語 111 なぜ、道立図書館が札幌から江別に移転した？」所収 

 

教育月報 No.187 

  ［札幌］ 北海道教育委員会 1967.4 資料番号：1206964999 

  「新しい道立図書館誕生 図書館活動のセンターとして」所収 

 

北海評論 22巻 4号 

  札幌 北海評論社 1967.4 資料番号：1207169762 

  ｐ104～105：落成、開館した文化の殿堂 新道立図書館 

 

えべつ市勢要覧 1968 

 江別市企画室∥編 江別 江別市 1968 52p 19×21cm 

 資料番号：1300044714   請求記号：Y351.562/E/S43 

 ｐ45：道民のまなびの庭 

 

Ⅱ 江別移転の頃＜昭和 42（1967）年＞ 



激動の 50年 目で見る昭和史 

 ［札幌］ 北海道新聞社 1974 240p（おもに図） 27cm 

 資料番号：1102222666   請求記号：071/HO 

ｐ182～183：昭和 42年（1967年） 

 

さっぽろ文庫 別冊 12 札幌生活文化史 戦後編 

 札幌市教育委員会∥編 札幌 北海道新聞社 1987.2 68p 30cm 

 資料番号：1101787297   請求記号：081.2/SA/ﾍﾞﾂ 12 

 ｐ8～9：ファッション 

 

わたしたちの江別 3 年 

 江別市教育研究協議会社会科部会∥編 江別 江別市教育研究協議会社会科部会 

1969 93p 17×19cm 江別市社会科副読本 昭和 44年度版 

 資料番号：1101945796   請求記号：375.91/E/S44 

 

石狩平野 

 船山馨∥著 東京 河出書房 1967 423p 図版 20cm 

 資料番号：1103399885   請求記号：F/F 

 

旅路 第 1部 

 平岩弓枝∥著 東京 東京文芸社 1967 296p 図版 19cm 

 資料番号：1103471890   請求記号：F/HI/1 

 

北海民藝 No.1 

  札幌 札幌民芸協会 1967.7 資料番号：1206371666 

 

月刊ベストドライバー 1巻 1号 

  札幌 北海道自動車出版協会 1967.7 資料番号：1207179605 

 

新しい北海道 月刊グラフ 1巻 7号 

  札幌 北海新潮社 1967.11 資料番号：1204994691 

 

北国 ［レコード］ 

 東京 クラウンレコード 1967 1枚（8分） 17.5cm 

 資料番号：1300186697   請求記号：R/KI/E173 

 歌：北島三郎 南沢純三作詞 関野幾生作曲 鏑木創編曲 

 

霧の摩周湖 ［レコード］ 

 東京 キングレコード 1967 1枚（6分） 17.5cm 

 資料番号：1300187828 請求記号：R/KI/E337 

 歌：布施明 水島哲作詞 平尾昌晃作曲 森岡賢一郎編曲 

 

盛り場ブルース ［レコード］ 

 東京 ビクターレコード 1967 1枚（10分） 17.5cm 

 資料番号：1300309471   請求記号：R/SA/E772 

 歌：森進一 藤三郎作詞 村上千秋補作詞 城美好作曲 森岡賢一郎編曲 

 

 



 

 

 

 

O.tone オトン 5巻 1 号 

  札幌 あるた出版 2010.1 資料番号：1210387526 

  「タイムトリップライブラリー 俺の青春時代、あの雑誌 『ミュージック・ライフ』 

  協力／札幌市中央図書館、北海道立図書館」所収 

 

パウロレター No.65 

  札幌 新札幌パウロ病院 2014.4 資料番号：1211482995 

  「エベツナビ！～地域を支えるプロフェッショナルたち～ 北海道立図書館」所収 

 

酪農ジャ-ナル 65巻 12 号 

  江別 酪農学園大学エクステンション・センター 2012.12 資料番号：1210895551 

  「資料で読み解く酪農の歴史 12 酪農関係の資料も幅広く収集・保存・調査する 

  北海道立図書館『北方資料室』（北海道江別市）」所収 

 

カイ 7巻 2号 

  札幌 ノーザンクロス 2014.4 資料番号：1211481534 

  「行ってみたくなる図書館へ 北の“知層”を探訪する 北海道立図書館北方資料 

室の裏側を覗く」所収 

 

さっぽろ経済 681号 

  札幌 札幌商工会議所 2016.5 資料番号：1211796121 

  「トップの戦略 ㈱北菓楼 代表取締役 堀安規良氏」所収 

 

北海道生活 Vol.53 

  札幌 アイリー 2016.5 資料番号：1211796493 

  「北海道生活インタビュー 堀安規良（株式会社北菓楼代表取締役社長）」所収 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開拓使日誌 1 明治二年五月 

 日本史籍協会∥編 東京 東京大学出版会 1987 392p 22cm （明治初期各省日誌 

 集成） 底本：国立公文書館所蔵本 

 資料番号：1100247012   請求記号：317/KA/1 

 ｐ208～：「八月二十五日 教師ケプロンヨリ黒田次官へ書翰写」 

Ⅲ 最近の雑誌記事から 

Ⅳ 知っていますか？ 豆知識 

■ 開拓使顧問ケプロンが図書館設置を力説 ■ 

 『開拓使日誌』によれば、明治 4 年 8 月 25 日、ケプロンが開拓次官黒田清隆に

宛てた書簡で、図書館と博物館の設置を強くすすめ、その具体的方策をも示して

いる。図書館は、「文房（ライブラリー）」と表記されている。 



■ 更科源蔵は職員だった ■ 

   昭和 25年 4月に郷土資料室を開設。更科源蔵氏（郷土史研究家・詩人・作家） 

を嘱託職員として迎える。郷土資料の整備や利用相談等を委嘱。いつしかここが、 

失業中の詩人や文化人達が集まっては語り合う場となり、「浪人長屋」と呼ばれた。 

詩人の渡辺茂氏、考古学者の河野広道氏、編集者の永田栄氏などのほか、“浪人” 

ではない高倉新一郎氏や知里真志保氏なども常連に。 

更科氏の随筆に、当時の様子が書かれている。また、「コックリ会」と称し、皆

で度々集まっては、勉強会や飲み会を開催していた。金田一館長の名前も見える。

員として迎える。郷土資料の整備や利用相談等を委嘱。いつしかここが、失業中

の詩人や文化人達が集まっては語り合う場となり、「浪人長屋」と呼ばれた。詩人

の渡辺茂氏、考古学者の河野広道氏、編集者の永田栄氏などのほか、“浪人”では

ない高倉新一郎氏や知里真志保氏なども常連に。随筆に、当時の様子が書かれて

いる。 

 昭和 25 年 4 月に郷土資料室を資料室開設。更科源蔵氏（郷土史研究家・詩人・

作家）を嘱託職員として迎える。郷土資料の整備や利用相談等を委昭和 25 年 4 月

に郷土資料室を開設。更科源蔵氏（郷土史研究家・詩人・作家）を嘱託職員として

迎える。郷土資料の整備や利用相談等を委嘱。いつしかここが、失業中の詩人や文

化人達が集まっては語り合う場となり、「浪人長屋」と呼ばれた。詩人の渡辺茂氏、

考古学者の河野広道氏、編集者の永田栄氏などのほか、“浪人”ではない高倉新一

郎氏や知里真志保氏なども常連に。随筆に、当時の様子が書かれている。昭和 25年

4月に郷土資料室を開設。更科源蔵氏（郷土史研究家・詩人・作家）を嘱託職員と

して迎える。郷土資料の整備や利用相談等を委嘱。いつしかここが、失業中の詩人

や文化人達が集まっては語り合う場となり、「浪人長屋」と呼ばれた。詩人の渡辺

茂氏、考古学者の河野広道氏、編集者の永田栄氏などのほか、“浪人”ではない高

倉新一郎氏や知里真志保氏なども常連に。随筆に、当時の様子が書かれている。嘱。

いつしかここが、失業中の詩人や文化人達が集まっては語り合う場となり、「浪人

長屋」と呼ばれた。詩人の渡辺茂氏、考古学者の河野広道氏、編集者の永田栄氏な

どのほか、“浪人”ではない高倉新一郎氏や知里真志保氏なども常連に。随筆に、

当時の様子が書かれている。 

ホーレス・ケプロン将軍 北海道開拓の父の人間像 

 メリット・スター∥著 西島 照男∥訳 札幌 北海道出版企画センター 1986.11 

238p 19cm 肖像あり 

 資料番号：1101855763   請求記号：289/C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

札幌チャチャニレの木 

 紺野 哲郎∥編 ［札幌］ 紺野哲郎 2008 9p 30cm 

 旧道庁立図書館前のチャチャニレの木についての資料 

 資料番号：1109034742   請求記号：P479.57/SA 

 

 

        

  

   

 

 

 

 

 

 

北の原野の物語 更科源蔵生誕 100年 

 北海道文学館∥編集 札幌 北海道立文学館 2004.7 31p 26cm 

 資料番号：1107925172   請求記号：910.268/SA/ｲ 

 ｐ16：「アイヌ文化と郷土研究」 写真：「浪人長屋にて」 

 

札幌放浪記 

 更科源蔵∥著 東京 創樹社 1979.7 211p 20cm 

 資料番号：1103249106   請求記号：914.6/SA 

 ｐ152～153：道立図書館の無給嘱託になった経緯あり 

 ｐ156～164：浪人長屋  

 

わが師わが友 

 更科源蔵∥著 札幌 北海道新聞社 1985.6 301p 20cm 

 資料番号：1105272544   請求記号：914.6/SA/ｲ 

 ｐ28～30：花模様の封筒－渡辺茂 

ｐ133～135：浪人長屋のこと－河野広道 

 

こっくり会誌  

  ［札幌］ 渡辺茂 1955.5 資料番号：1207208024 

■ チャチャニレの木 ■ 

チャチャとはアイヌ語で長老の意。チャチャニレの愛称で親しまれた楡の大木 

が、旧道庁立図書館前にあった。木陰は皆の憩いの場でもあった。老齢化により、

推定樹齢 500 年のこの木が、惜しまれながら伐採されたのは昭和 42 年 2 月。当

館が江別へ移転する 2か月前のことだった。 

 切り株はその後、新館のエントランス・ホールに長年にわたり展示されていた

が、腐食が進み、その役目を終えた。 



こっくり会誌 2号 

  ［札幌］ 渡辺茂 1961.5 資料番号： 1207208016 

   創立 10周年記念号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

史跡が語る江別の歩み 

 江別市教育委員会∥編 改訂版 江別 江別市教育委員会 2012.8 133p 21cm 

（江別歴史ガイドブックシリーズ 1） 

 資料番号：1111258644   請求記号：291.02/SH 

 ｐ118：旧山内家サイロ 

 

江別れんがアラカルト れんがの建物・道・公園 

 江別まちづくりフォーラム∥編 江別 江別まちづくりフォーラム 1992.3 90p 

19cm 

 資料番号：1101812525   291.562/E 

 ｐ26～27：北海道立図書館 

 

 

 

 

 

 

 

江別・北広島秘境 100選 

 青木 由直∥編著 札幌 共同文化社 2008.12 ［240p］ 21cm （都市秘境シリ

ーズ 江別・北広島編） 

 資料番号：1109346880   請求記号： 291.562/E 

 「北海道立図書館内模型」所収 

 

 

 

 

 

 

道立図書館ゆかりの人々 館内アート・トラベル  

北海道立図書館北方資料部∥編 江別 北海道立図書館 2005 

1冊 30cm 

 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目録 

 

■ 図書館のサイロは産業遺産 ■ 

  図書館入口のサイロは、元々は裏庭東南の隅にあった。昭和 18年頃までここで

酪農をしていた元野幌の山内兼雄さんが、昭和 10年頃デントコーン用に建てたも

の。平成 2 年、道路拡幅工事で解体予定だったが、地元住民等の要望で現在地へ

約 150ｍ移設して残った。 

  「北海道に適した建設材料として建造物の近代化に貢献した赤煉瓦製造業発展

の歩みを物語る近代化産業遺産群」のひとつとして、平成 20年度に経済産業省に

認定されている。 

 

■ 江別・北広島 秘境 100選に ■ 

当館が秘境に選ばれた要因は、北方資料室前に展示している、旧北海道庁立図 

書館の模型だった。 

■ 当館ゆかりの芸術家 ■ 

 館内のあちらこちらにある彫刻や絵画、レリーフなどの製作者や関連資料を紹介 
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