
タイトル 作成年代 数量 作成者 概要 形態 備考

佐武 1 ［大学行政に関するメモ］ 昭和21年夏頃か 4枚 工学部の試験延期/夏期帰省の件/医学専門
部教授学生主事兼任/大阪物理（八木総長）へ
マ司令/保有米の件/外食券発行の件　ほか。
東北帝国大学用箋に墨書。

個11-2

佐武 2 ［帝国大学総長会議関係メモ］ 昭和22年5月か 5枚 文部省用箋に鉛筆書。医学教育審議会/高等
学校の扱い/新旧大学の切替/学生の輔導教養
/各大学の新規計画　等に関する発言メモ

個11-2

佐武 3-1 帝国大学総長会議日程 昭和22年5月 1枚 日程、議題、配付資料等について記述。 個11-2

佐武 3-2 医学教育刷新改善要項 昭和22年5月 1枚 「東北」の書き込み。総長会議の配付資料。 綴 個11-2

佐武 3-3 教育基本法 8頁(冊子) 「１東北」の書き込み。総長会議配付資料 冊子 個11-2

佐武 3-4 学校教育法 26頁（冊
子）

「２東北」の書き込み。総長会議配付資料 冊子 個11-2

佐武 3-5 学校教育法施行規則 昭和22年5月 19枚(綴） 「東北」の書き込み。総長会議の配付資料。 綴 個11-2

佐武 3-6 新旧切替実施表(案) 1枚 総長会議の配付資料か。印刷物 個11-2

佐武 3-7 大学設立基準に関する要項(案) 昭和22年5月 2枚(綴) 「３東北」の書き込み。総長会議配付資料 綴 個11-2

佐武 3-8 大学設立基準設定協議会文科系分
科会決定事項

昭和22年5月 6枚（綴) 「４東北」の書き込み。総長会議配付資料 個11-2

佐武 3-9 単位に関する共通協議会の申合せ 昭和22年5月 1枚 「５東北」の書き込み。総長会議配付資料 個11-2

佐武 3-10 帝国大学令 昭和22年5月 2枚(綴) 「６東北」の書き込み。総長会議配付資料 個11-2

佐武 3-11 学術研究体制世話人会について 昭和22年5月 1枚 「東北７」の書き込み。学術体制刷新委員会実
現までの世話人会。印刷物

個11-2

佐武 3-12 全国大学教授連合規則 昭和22年5月 1枚 総長懇談会の配付資料。印刷物 個11-2

佐武 4 ［評議会議題］ 昭和22年6月3日 2枚 東北帝国大学用箋に墨書。総長会議・総長相
談会の報告、農学部創設委員会経過報告等。
東北帝国大学用箋に手書。追記有り。

クリップ
留
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佐武 5-1 ［総長懇談会関係メモ］ 昭和22年6月か 2枚(綴) 東北帝国大学用箋に墨書。伝研/全国大学教
授連合/大学院特別研究生/科学局の学校局
への吸収/定年制度　などに関するメモ。評議
会報告用のものか。

綴 個11-2

佐武 5-2 ［帝国大学総長会議関係メモ］ 昭和22年6月か 8枚(綴） 東北帝国大学用箋に墨書。5/26総長会議の発
言内容等のメモ。講座制について/新学制施行
について/医学教育審議会/大学院の充実/高
等学校の扱い/大学定員/学生の輔導教養/学
術研究体制世話人会/科学技術者履歴調査/
附属研究所の整理　などについて。

綴 個11-2

佐武 6-1 ［帝国大学総長会議関係メモ］ 7枚 東北帝国大学用メモ用紙に鉛筆書き。講座制、
研究所の整理等に関する出席者の発言及び佐
武の意見等が記される。

メモ用紙 個11-2

佐武 6-2 ［農学部設立関係メモ］ 2枚 東北帝国大学用メモ用紙に鉛筆書き。農学部
設置に関する所感。

メモ用紙 個11-2

佐武 6-3 ［農学部設立関係メモ］ 昭和22年4月16
日

1枚 東北帝国大学用メモ用紙に鉛筆書き。「佐武
/22.4.16」の印。農学部官制公布の件ほか。

メモ用紙 個11-2

佐武 6-4 ［農学部設立関係メモ］ 2枚 東北帝国大学用メモ用紙に鉛筆書き。農学部
創立委員及び委員会に関するメモ等。

メモ用紙 個11-2

佐武 6-5 ［メモ　特殊物件の件］ 2枚 東北帝国大学用メモ用紙に鉛筆書き。 メモ用紙 個11-2

佐武 7-1 ［評議会議題］ 昭和22年7月8日 1枚 東北帝国大学用箋使用。鉛筆による追記。会計
課事務分掌規程、定年制、法文学部分離ほ
か。手書

個11-2

佐武 7-2 会計課事務分掌規程中改正の件 昭和22年7月 1枚 7月8日開催評議会の資料か。「会計課資材掛」
設置関係。

個11-2

佐武 8-1 ［県知事宛書簡案］ 昭和21年12月6
日

6枚 佐武安太郎 農学部設置について支援を依頼。鉛筆書。8-2
の草案。

個11-1

佐武 8-2 ［県知事宛書簡案］ 昭和21年12月6
日

6枚 佐武安太郎 農学部設置について支援を依頼。インク書。 個11-1

佐武 9-1 ［東北地方行政事務局長官宛書簡
案］

昭和21年12月5
日

3枚 佐武安太郎 農学部設置支援に関する東北各県知事への働
きかけを依頼。鉛筆書。9-2の草案。

個11-1

佐武 9-2 ［東北地方行政事務局長宛書簡草
案］

昭和21年12月5
日

4枚 佐武安太郎 農学部設置支援に関する東北各県知事への働
きかけを依頼。インク書。

個11-1

佐武 10 ［農学部創設に関するメモ］ 昭和22年4月頃
か

1枚 農学部の設置日および定員について。東北帝
国大学用箋に記入。

個11-1
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佐武 11 ［東北帝国大学農学部創設委員会資
料］

昭和22年5月 2枚 5月29,30両日開催委員会の議題・日程等。議
題は①学部長詮衡②学科目③教官詮衡④校
舎敷地・実習場⑤寄附金⑥その他。印刷物

個11-2

佐武 12 ［東北帝国大学農学部創設委員会資
料］

昭和22年5月 2枚 11と同じ印刷物に鉛筆での書き込み。 個11-1

佐武 13 東北帝国大学川渡農場概況 昭和22年5月 16頁(冊
子）

印刷物。創設委員会の資料か。 冊子 2-5-3

佐武 14-1 ［畜産学科講座内容・科目表］ 3枚（綴) 方眼紙に記入。畜産学・家畜飼養学・畜産製造
学・家畜病理学・獣医学の５講座構想。

綴 個11-2

佐武 14-2 ［水産学科講座内容・科目表］ 3枚（綴) 方眼紙に記入。５講座構想。 綴 個11-2

佐武 14-3 ［農学科講座内容・科目表］ 3枚（綴) 方眼紙に記入。７講座構想。 綴 個11-2

佐武 15-1 ［農学科・共通講座職員候補者一覧］ 2枚 農学科は7講座にそれぞれ教授・助教授を予定
し候補者19人。共通講座は4講座8人のポストに
12人の候補者。末尾に農学部長候補者名。「農
学研究所調査用紙」に手書

個11-1

佐武 15-2 ［農学部水産学科職員候補者］ 2枚 不明 5講座構想。18人の候補者。農学研究所用箋に
手書。

個11-1

佐武 16-1 ［東京帝国大学農学部科目・講座一
覧表］

7枚(綴) 「作物学研究室」用紙に手書。北海道・京都・九
州の表と同筆。

綴 公24-5-2

佐武 16-2 ［北海道帝国大学農学部科目・講座
一覧表］

9枚(綴) 「作物学研究室」用紙に手書。東京・京都・九州
と同筆。

綴 公24-5-2

佐武 16-3 ［九州帝国大学農学部科目一覧表］ 7枚(綴) 「作物学研究室」用紙に手書。農学科・水産学
科・畜産学科。北海道・東京・京都と同筆。

綴 公24-5-2

佐武 16-4 ［九州帝国大学農学部講座一覧表］ 3枚（綴) 「作物学研究室」用紙に手書。農学科・水産学
科・畜産学科。植物学講座について「貴学デハ
不要」云々の追記あり。北海道・東京・京都と同
筆

綴 公24-5-2

佐武 16-5 ［京都帝国大学農学部科目一覧表］ 3枚（綴) 「(S-9）京７」銘入りの用紙に手書。東京・北海
道・九州と同筆。

綴 公24-5-2

佐武 17 ［水産学科科目表］ 2枚 印刷物。必修19科目、選択52科目／必修15科
目、選択75科目

公24-5-2

佐武 18 ［昭和22年度農学部授業案］ 昭和22年5月19
日

2枚 東大農学部での佐々木林治郎・佐々木清綱・
野口・今井４氏の検討結果。農学研究所用箋に
手書。

個11-1

整理番号
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佐武 19 ［農学部第一年度授業科目］ 昭和22年 3枚 （臨時措置）とあり。印刷物。 個11-1

佐武 20 ［農学部第一年度授業科目（検討メ
モ）］

昭和22年 3枚 印刷物に各科目担当者名の書き込み。 個11-1

佐武 21 昭和二十二年度学生募集要項 昭和22年5月 1枚 東北帝国大学農
学部

一部訂正されている。 個11-1

佐武 22 農学部教授助教授講師等発令関係 昭和22年8月29
日

1枚 東北帝国大学用箋に記入。8月28日現在の各
教員の発令状況一覧。「佐武/22.8.29」の印

個11-1

佐武 23-1 ［農学部学科及講座表］ 2枚 東北帝国大学用箋に手書。農産学科10講座、
畜産学科７講座、水産科4講座。各々の開設年
次を記入

個11-1

佐武 23-2 ［農学部学科及講座表］ 1枚 東北帝国大学用箋に手書。農産学科10講座、
畜産学科７講座、水産科4講座。各々の開設年
次を記入。

個11-1

佐武 24 ［農学部講座構成表］ 昭和22年9月 1枚 東北帝国大学用箋に記入。各講座の教員名一
覧。「佐武/22.9.2」の印。

個11-1

佐武 25 ［農学部創設委員会関係メモ］ 昭和23年4月 1枚 「佐武/23.4.17」の印。「創設委員会の残題」と
題し、盛岡農業専門学校との合併に関する検討
課題が列挙されている。東北大学用箋に鉛筆

個11-1

佐武 26-1 ［盛岡農業専門学校卒業生に対する
アンケート結果］

昭和23年1月 1枚 「1月23日迄分」の記述。盛岡農専卒業生に対
する合併に関するアンケート結果。

個11-1

佐武 26-2 ［盛岡農専との合併問題に関するメ
モ］

昭和23年1月頃
か

1枚 東北大学用箋に鉛筆で手書。盛岡農専との合
併問題に関するメモ。岩手県教育民政委員会
の態度、鈴木農専校長への希望など。

個11-1

佐武 26-3 ［盛岡農専との合併問題に関するメ
モ］

昭和23年1月頃
か

1枚 東北大学用箋に鉛筆で手書。盛岡農専との合
併問題に関するメモ。「日高局長　一切の新規
予算は認メズ」「盛岡問題」云々の記述内容。

個11-1

佐武 26-4 ［盛岡農専との合併問題に関するメ
モ］

不明（昭和23年1
月頃か）

1枚 東北大学用箋に鉛筆で手書。鈴木校長ニ県会
議長の文部省での話を問いて貰ふこと」云々。

個11-1

佐武 27-1 ［日本学術振興会定例理事会開催通
知］

昭和22年2月17
日

3枚（綴) 日本学術振興会
理事長長岡半太
郎

佐武安太郎宛。開催通知及び議案 綴 個11-2

佐武 27-2 「公務ニ適セサル者ノ公職ヨリ除去ニ
関スル件」ノ調査表提出ニ関スル件
（通知）

昭和22年2月15
日

1枚 日本学術振興会
理事長長岡半太
郎

佐武安太郎宛。調査表の提出不要の旨を通知 個11-2

佐武 28 「ユネスコ協力会」規約 (昭和22年頃） 2枚(綴) 綴 個11-2
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佐武 29 (封筒)昭和二十二年五月　帝大総長
会議等

昭和22年 1点 『日本生理学雑誌』の封筒を使用 封筒 個11-2

佐武 30 (封筒)農学部関係私書 1点 「農学部関係私書　仙台東北帝大　佐武安太
郎」の表題。

封筒 個11-2

整理番号


