北方資料展

必見！

思いがけない
コレクション

と

き：平成 29 年 9 月 1 日（金）～10 月 29 日（日）

ところ：北海道立図書館

エントランスホール

はじめに

北海道、旧樺太、千島など、地域を知るための資料を収集
する北方資料室には、約 30 万冊の図書があります。その中か
ら、「えっ、これも図書館の蔵書なの？」と思うような、珍
しいコレクションをいくつか御紹介します。

懐かしいマッチラベルのスクラップブック、道内各地のご
当地カルタ、すごろく、包装紙のイラストマップ、変形本ほ
か、形態の多様性と、それぞれの地域や時代、人々の暮らし
を感じてください。

Ⅰ

マッチラベルを中心に
かつては店の広告として、マッチが広く使われていました。
特別コレクションに含まれる様々なマッチラベルや、コーヒー店のマッチ
収集家から寄贈されたスクラップブックなど、併せてコーヒー関連の豆本や
小冊子なども並べてみました。

［北海道百年記念資料］ 250 北海道百年記念関係各種資料；北海道百年標語入マッ
チ箱
［札幌］ ［出版年不明］ 7 点
資料番号：1100288644
請求記号：318.2/HO/250
＊1968 年当時、北海道百年の標語は「風雪百年 輝く未来」
［五番館関連資料］ 戦前編
札幌 五番館 ［出版年不明］ 1 冊 34cm
資料番号：1109580827
請求記号：673.8/G
＊五番館の後身である札幌西武デパート閉店時に寄贈された資料から．
昭和 5 年頃の五番館や丸井などの、マッチラベルのスクラップ所収
マッチペーパ集
［製作地不明］ ［製作者不明］ ［19--］ 1 冊 31cm
表紙に 1936.1.1 高田栄一とあり
資料番号：1110792148
請求記号：727/MA
＊マッチラベルのスクラップブック
札幌のコーヒー店 No.1 1972.10－12
［札幌］ ［中鉢文夫（製作）］ ［19--］ 46p 13×19cm
資料番号：1110791777
請求記号：727/SA/1
＊マッチ箱のスクラップブック．店ごとの感想なども記述
札幌のコーヒー店 No.2 1972.12、1973.1－2
［札幌］ ［中鉢文夫（製作）］ ［19--］ 47p 13×19cm
資料番号：1110791785
請求記号：727/SA/2
＊マッチ箱のスクラップブック．店ごとの感想なども記述
札幌のコーヒー店 No.3 1973.1－3
［札幌］ ［中鉢文夫（製作）］ ［19--］ 47p 13×19cm
資料番号：1110791793
請求記号：727/SA/3
＊マッチ箱のスクラップブック．店ごとの感想なども記述
札幌のコーヒー店 No.4 1973.2－4
［札幌］ ［中鉢文夫（製作）］ ［19--］ 47p 13×19cm
資料番号：1110791827
請求記号：727/SA/4
＊マッチ箱のスクラップブック．店ごとの感想なども記述

札幌のコーヒー店 No.5 1973.4－6
［札幌］ ［中鉢文夫（製作）］ ［19--］ 47p 13×19cm
資料番号：1110791819
請求記号：727/SA/5
＊マッチ箱のスクラップブック．店ごとの感想なども記述
コーヒー物語
和田 義雄∥著 札幌 ぷやら新書刊行会 1984.9 177p 5cm
箱入．付：コーヒー豆（3 粒）
資料番号：1105275265
請求記号：596.7/KO
＊豆本とコーヒー豆が入った外箱は、コーヒー店のマッチ箱
札幌喫茶界昭和史
和田義雄∥著 東京 沖積舎 1982.12 128p 20cm
資料番号：1103359244
請求記号：673.9/W
＊表紙や本文にマッチラベルの図版多し

復刻

さっぽろ喫茶店グラフィティー
和田 由美∥著 札幌 亜璃西社 2006.1 151p 19cm
資料番号：1108602622
請求記号：673.9/SA
＊表紙や巻頭にマッチラベルの図版
根室町カフェーゴロー ［静止画資料］
中村写真場∥撮影 根室 中村写真場 ［出版年不明］
資料番号：1300411103
請求記号：ｴﾊ/220/13
＊白黒写真の絵はがき
コーヒー北海道史
更科 源蔵∥著 札幌
資料番号：1102033303

窓編集室

1956.9 35p 13cm
請求記号：596.7/SA

1 枚 15×10cm

（「窓」シリーズ

No.1）

Ⅱ

カルタ、トランプ、花札
楽しみながら地域を知ることのできる、道内各地のご当地カルタやカードな
ど、創意工夫の数々をご覧ください。

厚岸観光歌留多
前田 義夫／企画
厚岸町（釧路） 前田義夫
資料番号：1110802079

［出版年不明］ 1 箱（88 枚） 11×15cm 箱入り
請求記号：798/A

ヒグマかるた
野生動物教育研究室ＷＥＬ∥［作成］
弟子屈町（釧路） 野生動物教育研究室ＷＥＬ ［2003］ 1 組（96 枚） 8.8×14cm
資料番号：1108570381
請求記号：798/HI
北海道かるた 方言編
はた 万次郎∥イラスト 谷崎 尚之∥読み手
［札幌］ ディスカバリー・クリエイレィヴ（発売）
付属資料：録音ディスク（1 枚 12cm）
資料番号：1106632779
請求記号：798/HO

2003

1組

15cm

北加伊道カルタ
北海道カルタをつくる会∥著
札幌 北海道カルタをつくる会 2007.4 89p 11cm
ケース入り.付：読み札 44 枚 取り札 44 枚
資料番号：1108797075
請求記号：798/HO
キャベツ歌留多
オオミヤ企画∥制作
美深町（上川） 雪中貯蔵きゃべつ研究会 2009.3
袋入り.読み札 47 枚・絵札 50 枚
資料番号：1109391159
請求記号：798/KY

1 組（97 枚）

10×8cm

小樽切り絵カルタ
高田 幸枝∥企画・原案 高橋 悦郎∥切り絵 高田 裕也∥読み札・解説文
小樽 小樽港民舎 2008.11 1 組（128 枚） 15×11cm
附：解説書（80p 14cm） ケース入り.読み札・絵札ともに各 64 枚
資料番号：1109347458
請求記号：798/O
利尻の方言かるた 島で暮らして 80 年の佐藤萬がおくる
佐藤 萬∥著 工藤 英晴∥かるた絵 若西カナ子∥編集
小樽 若西カナ子 2005.3 116p 13×18cm
付：利尻の浜ことば、利尻島案内
資料番号：1108558329
請求記号：798/R 798/R/ｲ

留辺蘂切り絵カルタ
北見市留辺蘂青年団体協議会∥制作
北見 ［北見市留辺蘂青年団体協議会］ 2008.5 94 枚
木箱入り（取り札 46 枚（予備 2 枚）、読み札 46 枚）
資料番号：1109057370
請求記号：798/R

11×8cm

らくのうかるた
豊栄会∥製作 十勝農業改良普及センター十勝南部支所∥監修
広尾町（十勝） ［豊栄会］ 2008.9 1 組（箱入り 92 枚） 10×6cm
後援：広尾町広尾集落、ＪＡひろお 付：らくのうかるたのあそびかた（1 枚）
資料番号：1109379410
請求記号：798/R
啄木かるた
中原 淳一∥著 中原 蒼二∥監修
東京 国書刊行会 1985.11 1 組（箱入り） 18cm
装幀：中原淳一
資料番号：1112051964
請求記号：798/TA

（淳一文庫

「ハートランドフェリー」オリジナルトランプ
ハートランドフェリー∥［編］
札幌 ハートランドフェリー ［2008］ 1 組（54 枚）
資料番号：1109376176
請求記号：797.2/HA
北国の蝶トランプ
高野 豊∥原画 哲学の村・ふくろうの森∥企画
札幌 山と森の散歩道 ［出版年不明］ 1 組（56 枚）
資料番号：1111263552
請求記号：797.2/KI

14）

9×6cm

9×7cm

萌か留た るもい管内オリジナル花札
［留萌］ ［地域情報受発信システム実行委員会］ ［2014］ 1 式（箱入） 7×5cm
付：ローカルルール，出来役一覧（5 枚）、ランダム同封袋（4 枚）
資料番号：1111291439
請求記号：798/MO
アポイフラワーカード
アポイ岳ファンクラブ事務局∥［編］
［様似町（日高）
］ アポイ岳ファンクラブ ［出版年不明］ 1 組（56 枚） 8×5cm
付：解説書
資料番号：1109580397
請求記号：797/A

Ⅲ

その他いろいろ
1 枚ものや小冊子などのパンフレット資料を中心に、また変形本など、各種
集めてみました。

お猿のモンチャン早廻りスゴロク
［札幌？］ ［出版者不明］ ［19--］ 1 枚 52×72cm
ふりだしは「ステーションデパート」、あがりは「北海道宝くじ」
（北海道受託北海道
拓殖銀行）
資料番号：1109019503
請求記号：P291.561/O
端野町案内絵地図
端野町（網走） 志賀甘栄堂 ［出版年不明］ 1 枚 54×38cm
志賀甘栄堂（菓子店）の包装紙
資料番号：1109995603
請求記号：P291.038/TA
＊わかりやすいイラストマップに、ご当地ソングまで
［日本ハムファイターズ観戦ボード他］
［札幌］ 北海道日本ハムファイターズ ［2007］ 6 点 30－37×52cm
資料番号：1108990753
請求記号：P783.7/NI
＊この内、懐かしいヒルマン監督の写真や応援方法が書かれた観戦ボードを展示
さよなら、ふるさと銀河線 2006 年カレンダー
椎名 次郎∥画
［出版地不明］ ［出版者不明］ ［2005］ 1 冊 30×21cm
資料番号：1108604248
請求記号：P686.21/SA
汽笛の響いた街夕張 2016 年オリジナルカレンダー
三菱大夕張鉄道保存会∥企画・制作
［夕張］ 三菱大夕張鉄道保存会 ［2015］ 1 冊 21×30cm
資料番号：1112063506
請求記号：P686.2152/KI/H24
北海道の車窓展望
［東京］ ［日本国有鉄道］ 1954 1 帖（折図） 24cm
行幸啓記念．編集：札幌鉄道管理局、青函鉄道管理局、旭川鉄道管理局、釧路鉄道管
理局
資料番号：1101799722
請求記号：291/HO
＊長い列車の旅を、折本でお楽しみください。
函館港まつり 市制施行 90 周年記念 開港 153 周年記念
函館 函館港まつり実行委員会 ［2012］ 1 枚 35×24cm
うちわ．裏面に「いか踊り」の歌詞と振り付けあり
資料番号：1111377212
請求記号：P386/HA
＊一般的に歌に関する問い合わせは多く、歌詞や振り付けなどがよく聞かれます。

［北の誉歌集シリーズ］ 1 日本の民謡
［札幌］ 北の誉酒造 ［1973］ 30p 8×12cm
資料番号：1108978915
請求記号：767/KI/1-ｲ
［北の誉歌集シリーズ］ 4 なつかしの流行歌 戦前
［札幌］ 北の誉酒造 ［1973］ 30p 8×12cm
資料番号：1108978980
請求記号：767/KI/4-ｲ
［北の誉歌集シリーズ］ 7 山の歌・海の歌
［札幌］ 北の誉酒造 ［1973］ 30p 8×12cm
資料番号：1108978576
請求記号：767/KI/7-ｲ
［北の誉歌集シリーズ］ 9 北海道の歌
［札幌］ 北の誉酒造 ［1973］ 30p 8×12cm
資料番号：1108977867
請求記号：767/KI/9-ｲ
［北の誉歌集シリーズ］ 10 お祝いの歌
［札幌］ 北の誉酒造 ［1973］ 30p 8×12cm
資料番号：1108978592
請求記号：767/KI/10-ｲ
［北の誉歌集シリーズ］ 12 チビッコの歌
［札幌］ 北の誉酒造 ［1973］ 30p 8×12cm
資料番号：1108978618
請求記号：767/KI/12-ｲ
塀の中の歳時記 網走刑務所受刑者の作品
山谷 一郎∥代筆
網走 網走文庫 1993.6 1 冊 36×6cm
資料番号：1101074183
請求記号：911.36/HE
＊収容者に俳句を教えてきた講師が選んだ 120 句の作品集．短冊を綴じたかたちの縦長本
挽歌
原田康子∥著
［釧路］ 原田康子「挽歌」の碑建立期成会 1998.7 1 冊 15×42cm
釧路新聞創刊二十五周年特別掲載復刻版
原田康子「挽歌」の碑建立期成会記念事業
資料番号：1111065296
請求記号：F/HA
＊初出は同人誌『北海文学』．これは『釧路新聞』に連載されたかたちでの復刻で横長本
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