
附属図書館書庫紹介

美濃部達吉を知っていますか??

　『美濃部達吉』，そう，憲法学者で東京帝國大學の教授の後に貴族院議員となり，天皇機関説で貴

族院を追われた『美濃部達吉（1873-1948）』です。たぶん，聞いたことがあるかと思います。では，

その美濃部達吉の蔵書を北海道大学附属図書館が所蔵していることはご存知でしょうか??

　以前，書庫図書の整理をしていた時に『美濃部達吉の蔵書印』がある本を見つけたときには，ビッ

クリしてしまいました。これら，美濃部達吉の旧蔵書は，どのような経緯で附属図書館へやってきた

のでしょうか。『北大百年史（1980年）』を読んでいくと，次のような文章が見つかりました。『北

大百年史. 部局史』の『法学部』の部分（297ページ）からの引用です。

　　図書の充実

　　　法文学部創設当初研究上最も必要な図書文献類は，ほとんど無に等しい状態であり，その購入

　　のための財源も非常に乏しかった。そのために学部をあげて寄付金募集に奔走し，後には学生に

　　よる鉛筆販売運動等が展開され，道・拓銀その他各種団体からの寄付金等によって，ようやく軌

　　道に乗るに至る。1947～48年にかけて東京にいた小山助教授（筆者注：現在は名誉教授）は，哲

　　学科助手杉原大輔の協力をえて，図書の購入発送に精根を傾けた（参照「旧い憶い出と新しい夢」

　　小山昇『北大時報』第220号，1972年 7 月）。

　　　こうした努力が積み重ねられ，美濃部文庫（洋書577冊，15万1400円で購入），佐々弘雄文庫

　　等の個人蔵書購入，また東大法学部の好意によりその蔵書中重複本3628冊の保管転換を受けたこ

　　と，などもあって法学関係図書はしだいに充実して，1947年ほとんどゼロだった蔵書は1953年学

　　部独立を迎えた時，洋書 1 万5080冊，和書7355冊，合計 2 万2435冊を数えるにいたった。

　　（下線は筆者）

　『美濃部文庫』という言葉が出てきました。これが書庫の中で見つけた美濃部達吉の蔵書のことで

す。補足すると，北海道大学は，札幌農學校・東北帝國大學農科大學・北海道帝國大學から北海道大

学へと移り変わってきました。札幌農學校・東北帝國大學農科大學の時代は，農学部のみの学校でし

たが，北海道帝國大學の時代になり，医学部（1919年），工学部（1924年），理学部（1930年）と農学部
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コ　ラ　ム

写真１
美濃部文庫（Deutsches Verwaltungsrehct, Band 2 / 
Mayer, Otto . － Duncker & Humbolt, 1896）
表題紙上部に美濃部達吉のサイン，中央に蔵書印が見える。

写真２　サインの拡大。『T. Minobe』
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以外の学部ができていきます。しかし，まだ，文系の学部はありませんでした。積極的な文系学部設

置運動が実り，1947年 4 月に北海道帝國大學にはじめての文系学部である『法文学部』ができました。

その後，1950年に法文学部が文学部・法経学部へ，1953年に法経学部が法学部と経済学部へ分離・独

立していきます。北海道帝國大學が北海道大学と改称したのは，1947年10月のことでした。

　法文学部設立当時，法文学部に認められた予算は『経常経費のみ』で，図書の購入や教室の整備の

ための設立経費は認められず，設立経費はもっぱら寄附金でまかなわれました。しかし，戦後のイン

フレの時代という背景もあり，寄附金集めは難航したそうです。北海道内各地で講演会を開く・募金

をつのる・学生が鉛筆を売り募金を集めるなどの活動をしてきましたが，芳しい結果は得られなかっ

たそうです。図書の整備にメドがついたのは，1949年に北海道庁から図書購入費として500万円とい

う当時としては巨額の寄付を受けてからです。

　このような背景から，法文学部当時の図書の収集が困難を極めたことは想像に難くありません。北

大百年史の引用で紹介している小山昇名誉教授の北大時報の記事は，法文学部草創期の困難な時代を，

筆舌尽くしがたい苦労を乗り越えてきた当事者が記録してくれています。この記事は，『文系四学部

創設二十五周年を迎えて』という特集のなかの一つの記事です。他にも，文系学部の創設時を知る先

生方が執筆されています。興味をお持ちの方はぜひご覧ください。

　さて，引用した北大百年史の記述に戻ります。

　『佐々弘雄（1897-1948）』は，戦前は九州帝國大學教授，戦後は参議院議員となっています，とい

う紹介より，佐々淳行氏の父という紹介の方がとおりが良いでしょうか??　また，東京大学から寄贈

（管理換）された洋書の中には，『ノイベッカー文庫』や『ワッハ文庫』の蔵書印が押された図書も

あります。どちらもともに，東京大学法学部で所蔵しているノイベッカー文庫（フランツ・ノイベッ

カー（1872-1923，民法）の旧蔵書）・ワッハ文庫（アドルフ・ワッハ（1843-1926，民事訴訟法））の

旧蔵書）の一部です。美濃部達吉や佐々弘雄の旧蔵書は，それぞれ関係した大学などで所蔵すること

を希望したでしょうし，東京大学法学部では，関東大震災を契機に寄贈図書が大量に増えたことによ

り重複図書も増えたでしょうが，ノイベッカー文庫やワッハ文庫の一部を手放すことを快諾したとは

思えません。小山先生をはじめとする，当時の北海道大学法学部の図書収集担当者の，血のにじむよ

うな努力があって実現したことだろうと思います。引用した北大百年史の記事は，ページ数も限られ

ていますので，その苦労を少しだけなぞったものに過ぎないでしょう。　（附属図書館・北方資料室）

写真３　蔵書印の拡大。
『美濃部達吉蔵書之章』と読めます。

写真４　ワッハ文庫（De Transferenda ad Firmarium Adovictione  / 
　　　　Wach, Adolf . － Regimonti, 1845）
東京大学で押された，『ワッハ文庫』と『法学部研究室図書印』が見える。



教員著作寄贈図書
（平成19年6月21日～10月16日）

学術成果コレクション（HUSCAP）寄贈文献
（平成19年 6 月21日～10月16日）

　172名の先生から，304件のご著作論文等を寄贈いただきました。

　また，研究紀要等電子ジャーナル化推進プロジェクトにより，新たに12研究科等

の21タイトルの紀要文献4,754件が公開されました。

　HUSCAPについて詳しくは，http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/をごらんください。

 　ご恵贈誠にありがとうございました。図書館では本学教員が執筆した著作の原稿ファイルを収集し，HUSCAP
 にて保存・公開しています。新たに論文等を発表された際には，是非ご恵贈くださるようご協力お願い致します。
　　ファイルは，repo@lib.hokudai.ac.jp宛にメールでお送りいただくだけで結構です。
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寄贈者

藤原　正則

藤原　正則

山口　二郎

山口　二郎

山口　二郎

廣重　　力

眞﨑　睦子

吉田　邦彦

園　信太郎

法学研究科

法学研究科

公共政策大学院

公共政策大学院

公共政策大学院

名誉教授

メディア・コミュニ
ケーション研究院

法学研究科

経済学研究科

本館・書庫

本館・書庫

本館・開架閲覧室

本館・書庫

本館・開架閲覧室

本館・開架閲覧室
分館・開架一般図書

本館・開架閲覧室
分館・開架一般図書

本館・開架閲覧室

本館・開架閲覧室
分館・開架一般図書

ドイツ社会法の構造と展開　：　理論，方法，実践　／ ハンス・
 F・ツァハー ; 藤原正則 [ほか] 訳　- 日本評論社. 2005.5

ヴァイヤース=ヴァント保険契約法 ／ ハンス・レオ・ヴァイ
ヤース, マンフレート・ヴァント ; 藤原正則, 金岡京子共訳. 
- 成文堂 . 2007.1

内閣制度 ／ 山口二郎. - 東京大学出版会 . 2007.5 - (行政
学叢書 ; 6）

｢強者の政治」に対抗する！　／　山口二郎編 ; 鈴木宗男
 [ほか述]. - 岩波書店 . 2006.12

ポスト･デモクラシー　：　格差拡大の政策を生む政治構造　
／　コリン・クラウチ ; 近藤隆文訳 ; 山口二郎[監修]
 - 青灯社 . 2007.3

多岐亡羊　／　廣重　力. - [私家版] . 2007.3

渡米移民の教育 ： 栞で読む日本人移民社会　／　
横田　睦子. - 大阪大学出版会 . 2003.12

多文化時代と所有・居住福祉・補償問題　／　吉田　邦彦. 
- 有斐閣 . 2006.12 - （民法理論研究 ; 3)

サヴェジ氏の思索　／　園　信太郎. - 岩波出版サービスセン
ター . 2007.8

所属部局 寄贈図書 所在

　ご恵贈誠にありがとうございました。
　図書館では本学教員が執筆した図書資料を収集しています。新たに本を出版される際には，是非ご恵贈くだ
さるようご協力お願い致します。また，北京大学図書館との相互交流および協力に関する覚書の締結に基づき，
北京大学との交換用にもう 1 冊分，ご寄贈いただきますようご協力をお願い致します。とりまとめは，附属図
書館で行います。



　会議（平成19年 7 月11日～11月 6 日）

【学　内】

◎学術成果発信小委員会

　○平成19年度第 2 回〈 9 月26日（水）〉

【学　外】

◎国立大学図書館協会

　○学術情報委員会〈 9 月25日（月）〉（筑波大学）

　○秋季理事会〈10月26日（金）〉（筑波大学）

◎第81次国立七大学附属図書館協議会及び第 6 回国立七大学附属図書館長会議並びに第40回国立七大

　学附属図書館事務部課長会議〈 9 月11日(火)〉(九州大学)

◎北海道地区大学図書館協議会

　○第50回図書館職員研究集会〈 8 月 3 日（金）〉（千歳科学技術大学）

　○第57回総会〈 8 月31日（金）〉（北翔大学）

　○幹事館会議（北翔大学）第 3 回〈 8 月31日（金）〉

　○図書館職員研究集会企画委員会(北海道大学)　第 4 回〈 9 月14日(金)〉

◎北海道図書館連絡会

　○図書館年鑑2008北海道ブロック協力者会議〈 9 月27日(木)〉（道立図書館）

　○北海道図書館連絡会議〈11月 6 日(火)〉（道立図書館）

◎電子ジャーナル北海道地区説明会〈 9 月27日（木）〉（北海道大学）
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　　人　事　往　来

【平成19年10月　1　日付発令】

　宇都宮　輝　夫　　附属図書館副館長・北分館長（任期：平成21年 3 月31日まで）�

副館長・分館長交替により以下の委員会委員の変更がありました。

図書館委員会

北分館委員会

学術研究コンテンツ小委員会

点検評価小委員会

各委員会等委員変更について

文学研究科 　副 館 長

所　　　属 職名

宇都宮　輝　夫

氏　　名

4052

電話

19.10. 1～21. 3.31

　　

任　　　期 備　　　考

文学研究科 委員長分 館 長

所　　　属 職名

宇都宮　輝　夫

氏　　名

4052

電話

19.10. 1～21. 3.31

　　

任　　　期 備　　　考

文学研究科 委員長副 館 長

所　　　属 職名

宇都宮　輝　夫

氏　　名

4052

電話

19.10. 1～21. 3.31

　　

任　　　期 備　　　考

文学研究科 委員長副 館 長

所　　　属 職名

宇都宮　輝　夫

氏　　名

4052

電話

19.10. 1～21. 3.31

　　

任　　　期 備　　　考



月日　　　　　　　　項　       　目

　7　月

　2　　　 獣医情報学講習会(獣医学研究科)

　2-13　　平成19年度大学図書館職員長期研修（情報管理課）

　3　　　 国立情報学研究所平成18年度CSI委託事業報告交流会

       (東京)(情報システム課)

　4　　　 HUSCAP説明会(医学研究科)

　4　-　6　　Ovid講習会(本館･医学研究科･理学研究院･歯学研

　　　 究科･獣医学研究科)

　5　　　 HUSCAP説明会(低温科学研究所)

　6　　　 第50回北海道地区大学図書館職員研究集会企画委

　　　 員会（3回目）（北大）

10　　 情報探索入門

10　　 中国研修生図書館ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ

10　　 北海道図書館連絡協議会幹事会(道立図書館)

　　　 （情報ｻｰﾋﾞｽ課長）

10-13　平成19年度学術ポータル担当者研修講師（名古屋）

11　　 HUSCAP説明会(触媒化学研究所)

12　　 HUSCAP説明会（情報科学研究科）

13　　 HUSCAP説明会（スラブ研究ｾﾝﾀｰ）

13　　 「マークエステル日本神話」講演会

18　　 平成19年度第4回ホームページ委員会

18-19　AED講習会

19　　 情報探索入門

20　　 HUSCAP説明会（歯学研究科）

23　　 HUSCAP説明会（医学部保健学科）

24　　 HUSCAP説明会（獣医学研究科）

25　　 北分館図書選定小委員会

25-26　第1回ERMS実証実験会議(東京)(情報管理課)

27　　 HUSCAP説明会（工学研究科･水産科学研究院）

　8月

　1-9   図書館実習（藤女子大学2名・武蔵女子短期大学6名）

　3　　　 第50回北海道地区大学図書館職員研究集会

　　　 (千歳科学技術大学）

　3　　　 電子ジャーナル契約方針ワーキンググループ（仮

　　　 称）準備会

　　　 (東京)(部長)

　5(日) オープンキャンパス

　6　　　 図書館見学(米国ｱﾏｰｽﾄ大学図書館職員同大教授2名)

22　　 DRF実行委員会(東京)(情報システム課)

22-24　平成19年度学術ﾎﾟｰﾀﾙ担当者研修講師（名古屋）

　　　 (情報ｼｽﾃﾑ課)

26　　 本館・北分館閉館（全学停電のため）

31　　 第57回北海道地区大学図書館協議会総会（江別）

　　　 （館長,部長,情報管理課長，情報サービス課長，

　　　 情報管理課長補佐）

31　　 平成18年度第3回北海道地区大学図書館協議会幹事館会議

31　　 HUSCAP説明会（教育学研究院）

31　　 第1回電子ジャーナル契約方針ワーキンググループ（仮称）

　　　 会合(東京)(部長)

　9月

　1-30　　北分館耐震補強工事のため休館

　4-5　　北海道図書館大会(札幌)(館長，情報サービス課長)

　5 　　平成19年度第2回楡蔭編集委員会

　6-7 SciFinder Scholar講習会(本館･理学研究院)

月日　　　　　　　　項　       　目

10-11　第39回国連寄託図書館年次会議(東京)(情報サービス課)

11　　 教育著作権セミナー(北大)（情報管理課，情報サ

　　　 ービス課，情報システム課）

11-12　国立7大学図書館協議会･図書館長･事務部課長会議(福岡)

　　　（館長，部長，情報サービス課長）

14　　 第50回北海道地区大学図書館職員研究集会企画委

　　　 員会（4回目）（北大）

14　　 HUSCAP説明会(文学研究科)

19　　 平成19年度第5回ホームページ委員会

19-20　国立大学図書館協会シンポジュウム(つくば)

　　　 (情報サービス課)

25　　 国立大学図書館協会学術情報委員会(東京)(情報サービス課長)

26　　 平成19年度第2回学術成果発信小委員会

26　　 第２回電子ジャーナル契約方針ワーキンググルー

　　　 プ（仮称）会合(東京)(部長)

27　　 図書館年鑑2008北海道ブロック協力者会議(第1回目)

       (道立図書館)(情報サービス課長)

27　　 図書館見学(市立函館高校生徒60名)

27　　 平成19年度図書館とNIIの集い(北大)

27　　 電子ジャーナル北海道地区説明会(北大)

27　　 国立情報学研究所教授 他 来館

28　　 図書館見学(旭川大学高等学校生徒8名)

10月

　1　　　 HUSCAP説明会(北方生物圏フィールド科学センター)

　1　　　 北分館見学(平成19年度高大連携科目履修生17名)

　4　　　 北分館見学(平成19年度高大連携科目履修生5名)

　4　　　 HUSCAP説明会(地球環境科学研究院)

　5　　　 図書館見学(札幌大谷大学学生15名)

　9-11　　北海道地区国立大学法人等係長研修(旭川)（情報管理課）

10-11　Web of Science,EndNoteWeb講習会(図書館･理学       

       研究院･工学研究科)

11　　 HUSCAP説明会(法学研究科)

11　　 情報探索入門

12　　 附属図書館講演会

15-11/9 企画展示「本は脳を育てる」(北分館)

16　　 情報探索入門

17　　 平成19年度第6回ホームページ委員会

17　　 文献探索ワークショップ(法学研究科)

17-19　目録システム講習会(雑誌コース)(東京)(情報管理課)

18　　 消防訓練（北分館）

18　　 情報探索入門

18　　 文献探索ワークショップ(法学研究科)

23　　 HUSCAP説明会(電子科学研究所)

24　　 文献探索ワークショップ(北方生物圏フィード科学センター)

24-26　NACSIS-CAT/ILLワークショップ(東京)(情報システム課)

25　　 情報探索入門

26　　 ライブラリーセミナー（電子ジャーナルの使い方）

26　　 HUSCAP説明会(薬学研究院)

26　　 国立大学図書館協会秋季理事会(つくば)(館長，   

       部長，情報管理課長)

30　　 ライブラリーセミナー（国内雑誌論文の探し方）

30　　 図書館見学(札幌大学学生16名)

31　　 消防訓練(本館)
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図書館日誌（平成19年　7　月～10月）
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