
この事例集について 

このレファレンス事例集は，旭川市中央図書館資料調査室で市民の皆

さんからお受けした２００５～１３年中の旭川を中心に北海道に関係す

る調査依頼事項をまとめたものです。 
これらの業務の事例をお知らせするとともに，皆さんの新たな調査の

ご参考にしていただければ幸いです。  
・この事例集は，簡易な事例のみを掲載し，複雑な事例は除いてありま

す。 
・分類番号は「日本十進分類法」の第一次区分を利用しています。内容

は別記を参考にしてください。また，分類はあくまで便宜上のもので

すので，不統一や不適切な部分などについてはご了承を願います。 
・資料名はスペースの関係上，基本的に題名だけで出版社などは省略し

てあります。使用資料は原則，当館の資料ですので，詳細をご希望の

方は蔵書検索をご利用になるか，職員にお尋ねください。 
 
 
 
 
 

 
旭川市中央図書館資料調査室のご案内 

資料調査室は，市民の皆さんの調査・研究をサポートする「レファレ

ンス（参考調査）・サービス」を提供するコーナーです。 
調査に役立つ参考資料と，地域の情報源である郷土資料を収集・保存

しています。書籍資料だけではなく，新聞・雑誌・地図・写真などの資

料も収集し，情報を提供できるよう努めています。また新聞記事検索な

どの有料データベースにも加入し，職員を通して皆さんに無料で情報を

提供しています。 
さらに当館資料では解決に至らない場合，他の図書館や専門機関への

照会，資料や複写の取寄せなども行っています。 
電話などでのお問い合わせも受けておりますので，お気軽にご相談く

ださい。 
 
 

   
 
 
 

 日本十進分類法 

０：総記（事典・新聞など） 
１：哲学・宗教 
２：歴史・地理 
３：社会科学 
４；自然科学 

５：工学 
６：産業 
７：芸術・スポーツ 
８：言語 
９：文学 

こんな質問、きました!!（郷土編） 
旭川市中央図書館資料調査室 簡易レファレンス事例集 ２０１３年版 



分類 問い合わせ内容 結果 メモ（資料名など）

0 総記 旭川で最も古い週刊誌は 一部回答 『旭川市史』第3巻に戦前の雑誌と刊行時期が載っているが，この他にもあった可能性がある

0 総記 岩見沢にある鉄道の博物館について知りたい。 回答 『全国博物館総覧』で，「万字線鉄道資料館」として記載あり。

0 総記 竹吉　新一郎について。北海タイムス記者。論説を書いていたので読みたい 回答
『北海タイムス三十五年史』退職者一覧に名前を発見。該当するであろう北海タイムスを見ても
らう。その他，竹吉新一郎著『北海道観光』を提供。

0 総記 道新のコラム＜まど＞に建築士の話が載っていたと思う。見てみたい。 回答
『北海道新聞記事データベース』で「まど」，「建築士」で検索し2013年5月24日の記事と
わかる。

0 総記 現在の道立図書館長の名前を調べたい。 回答 北海道新聞データベースで「図書館長」，「人事」をキーワードに検索。阿部豊館長。

0 総記 平成8年から昨年までの旭川の主なニュース 回答
『北海道新聞記事データベース』「みんなが選んだ10代ニュース」，旭川市民広報の各年12月
号（2009年までは市内の主なニュースがある），『旭川自分史ノート』などを提供。

1 哲学･宗教 西御料地神社についての詳細を知りたい 回答 『鎮守神楽神社史』

1 哲学･宗教 昭和7年に旭川で仏教展覧会があったらしいがその詳細は 回答
市史編集課編「旭川関連新聞記事データベース」により検索、『北海タイムス』マイクロフィル
ムで確認

1 哲学･宗教 「北海道護国神社」の社標の筆者 回答 『北海道護国神社史』

1 哲学･宗教 旭川の神社の数 回答 『北海道神社庁誌』に神社本庁管轄の一覧あり

1 哲学･宗教 東鷹栖3線19号にかつてあった真宗興正寺派の説教所の由来について 回答 『鷹栖村史』『鷹栖町史』『東鷹栖町史』

1 哲学･宗教 旭川市内の寺の住所と宗派が掲載されている資料。 回答 『日本寺院総覧』，『日本寺院名鑑』，『北海道宗教法人名簿　平成6年』を提供。

1 哲学･宗教 神居神社にあるブナの大木がいつ頃植えられたか知りたい 回答不能 『旭川の巨木』，市史，村史，町内会記念誌等を見るが記載なし。

2 歴史･地理 昭和20年7月の旭川空襲の詳細 回答 『旭川市史』・『旭川研究』・関連ファイル資料

2 歴史･地理 幌別（現登別）に入植した「本澤直養」などの人名の読み 回答 『北海道史人名字彙』によると「もとざわ・ちょくよう」

2 歴史･地理 間宮林蔵･最上徳内の蝦夷地探査ルート 回答 『新サハリン探検記』・『蝦夷草紙』など

2 歴史･地理 牛朱別川の切り替え前の地図 回答 『まちは生きている』・『旭川歴史探訪』

2 歴史･地理 北海道開拓移住者の「日野愛憙」の読み 回答 『登別町史』・道立図書館ネット目録



分類 問い合わせ内容 結果 メモ（資料名など）

2 歴史･地理 市街軌道が下をくぐっていたロータリーの旧常盤タワーの設置･撤去年月日 回答不能 設置は昭和25年の北海道大博覧会の時ということは判ったが撤去日は皆目不明

2 歴史･地理
戦時中、玉砕した第七師団の部隊が亡霊となって帰ってきたという噂についての
市民の反応

回答 示村貞夫『北の兵隊』

2 歴史･地理
旭山をかつて「稲荷山」と読んだらしいが、その由来は。またその周辺の開拓の
歴史

一部回答 『東旭川町史』『拓きし路』

2 歴史･地理 三浦綾子『ちいろば先生物語』の中の地名などの読み 回答 『大漢和辞典』・『日本国語大辞典』

2 歴史･地理 樺太の真岡・蘭泊間の距離 回答 樺太の地図から距離を換算

2 歴史･地理
東川の中国人強制労働慰霊碑と記念誌では、強制連行の閣議決定の年が違ってい
るがどちらが正しいか。

回答 Web：下級裁主要判決情報の判決文によれば、記念誌の記載が正しい

2 歴史･地理 ある人物が昭和10年代に旭川の警察署長だったはずだが、その記録を見たい 回答 市史編集課編「旭川関連新聞記事データベース」・『旭川新聞』　※実際には署長ではなかった

2 歴史･地理 元第七師団長渡辺錠太郎の在任期間 回答 『旭川第七師団』・『日本陸海軍の制度：組織・人事』

2 歴史･地理 旧樺太の地名「白主」の読み 回答 『南樺太』によると「しらぬし」

2 歴史･地理 営業当時の神居古潭駅の写真が見たい 回答 『写真で見る北海道の鉄道』

2 歴史･地理 春光台（近文台）の地形の由来について。十勝岳の噴火によるものと聞いた 回答 『新旭川市』通史1、p.13、30及び図12

2 歴史･地理
1920年の旭川開基30周年記念式で表彰された開発功労者名と式の内容を知り
たい

回答 『旭川市史』『旭川市功労者伝』など

2 歴史･地理 旭川の医師，竹村鋌次郎の略歴について 回答 「旭川人物伝記資料索引｣により，『本田親美翁伝』附録に記述発見

2 歴史･地理 坂本直行の名前の読み 回答 『北海道人物・人材情報リスト』2004年版より「さかもと・なおゆき」

2 歴史･地理 沢井兵次郎の略歴 回答
「旭川人物伝記資料索引｣により，北海タイムス連載「八十年の人」，『北海道市町村総覧旭川
市上川支庁管内篇』に記述発見

2 歴史･地理
以前男山公園にあった「鷹栖邨墾田碑」が道路工事によって移転したらしいが，
現在どこにあるか

回答 『旭川の石碑』により，昭和59年に近文土地改良区敷地に移転とあり，住宅地図で確認

2 歴史･地理 旭第五農場というものは現在のどの辺りにあったか 回答 『美瑛町旭開基百年誌』『角川日本地名大辞典』

2 歴史･地理 大町地区で大正10年から現在まで行われている鎮火祭についての資料はないか 回答不能 『旭川市史』・『旭川地方新聞データベース』でも該当記事なし



分類 問い合わせ内容 結果 メモ（資料名など）

2 歴史･地理 永山武四郎の事跡について 回答 『永山町史』所収「永山武四郎小伝」

2 歴史･地理
足尾銅山における労働運動の指導者「長岡鶴蔵」について知りたい。夕張に鉱夫
としてきていたことがあり，旭川に墓がある（所在不明）

回答
夕張・旭川資料なし。『新聞集成明治編年史』13・14巻，『明治ニュース事典』Ⅶ・Ⅷ，『日
本政治裁判史録　明治・後』『日本の労働組合100年』

2 歴史･地理
当麻の屯田兵の墓について載っている資料が見たい。永山屯田と合同で永山に墓
を建て，その後当麻に移設したことまではわかっている。

回答不能 『当麻町史』『永山屯田兵村』『当麻屯田百年史』などでは該当情報なし

2 歴史･地理 旭川アイヌ給与地の第1回目の割り当て地図が見たい。 回答 『旭川市博物館研究報告』第6号

2 歴史･地理
旭川屯田兵で日露戦争に出征した父に家の窮状を訴えた書状の写真と文章が見た
い

回答 『北海道屯田兵絵物語』

2 歴史･地理 旧樺太の地名「千緒」の読み 回答
『南樺太』の地名索引により，塔路町の「ちお」とわかる。位置については『樺太連盟四十年
史』巻末の「南樺太全図」で分かる

2 歴史･地理 旭川市高砂台地区の歴史について知りたい 回答 東延江『旭川街並み今・昔』に若干の記述あり

2 歴史･地理
大正時代の旭川大休寺にいた僧「かんりょう」なる人物のプロフィールと写真が
ほしい

回答
『旭川地方新聞データベース』により，大休寺住職の神田寛量師とわかる。訃報の記事にプロ
フィールと写真が掲載。また『小熊秀雄全集』にも関連資料あり

2 歴史･地理 大正時代の旅館「永楽館」の火災の日付が知りたい 回答 『旭川地方新聞データベース』により，昭和11年3月13日とわかる

2 歴史･地理 元旭川商工会議所会頭斉藤弥三郎氏の経歴が知りたい。 回答 「旭川人物伝記資料索引｣により『旭川市功労者伝』ほか6点の人名録を提供。

2 歴史･地理
屯田兵屋は各戸が道路に向かって同じ基準で建てられていた。道路から戸口まで
の距離が知りたい。特に旭川屯田（東旭川）の状況が知りたい。

回答
『東旭川町史』71頁，『史料旭川屯田』88頁の記述では，「20間」（36.4メートル）とあ
る。

2 歴史･地理
昭和11年9月26日から10月9日にかけて天皇が北海道に来ているが，富良野駅
を通った日時を知りたい。

回答
『行幸記念誌』および『北海タイムス』（現・北海道新聞札幌本社の前身）マイクロフィルムの
紙面記事に記載あり。

2 歴史･地理 第七師団長であった渡辺錠太郎の略歴が知りたい。 回答 『講談社日本人名大辞典』『日本陸海軍人名辞典』『国史大辞典』に記述あり。

2 歴史･地理 函館に初めて館を築いた河野政通について記された資料が見たい。 回答 『函館・道南大事典』『函館市史　通説第1巻』に記述あり。

2 歴史･地理 函館のあたりが明治4・5年に青森県に属していたと聞いたが本当か知りたい。 回答 『郷土資料事典　2　青森県』「新北海道史　9　年表』に記述あり。

2 歴史･地理 近文アイヌ墓地のできた時期と経緯について知りたい。 回答 旭川竜谷高等学校郷土部『上川アイヌの研究　Ⅰ』に記載あり。

2 歴史･地理 大雪山の地名「裾合平」の読み方が知りたい。 回答 山と渓谷社『大雪山を歩く』の記載に，「すそあいだいら」とある。



分類 問い合わせ内容 結果 メモ（資料名など）

2 歴史･地理
明治時代に札幌にあった「米風亭」という店のことについて書かれた本が読みた
い。

回答
『札幌食物誌』に写真とともに記述あり，『札幌事始』にも記述。いずれも「さっぽろ文庫」の
1冊。

2 歴史･地理 札幌中島公園にあるアッツ島玉砕慰霊碑の由来について知りたい。 回答 『札幌の碑』（さっぽろ文庫）に記載あり。

2 歴史･地理 士別の日向温泉裏にある開拓碑の由来についてい知りたい。 回答 『郷土誌たよろ』に記載あり。

2 歴史･地理 カムイコタンの古い住宅地図がみたい 回答 『ほっかいの住宅地図　旭川市　1975』が初出

2 歴史･地理 8条7丁目　稲荷小路について知りたい。 回答 『旭川今昔話』，『まちは生きている（下）』，「道北経済」1970.10月号

2 歴史･地理 田中喜代松（きよまつ）についての資料 回答
「旭川人物伝記資料索引｣を参考に数冊提供。明治10～昭和19　政治家，旭川市議，道義，衆
議院議員

2 歴史･地理 大正15年～昭和初期の第七師団周辺地図 回答
地図データベース№7，32，33，663，542
マイクロフィルム「旭川市地形図」（大正13～15年制作）

2 歴史･地理
『竿有日記』の小樽の部分を見たい。『小樽市史』第1巻収録のものと『続函館
市史資料集』第3巻のものと内容に異同あり。

回答
『竿有日記』のマイクロ版を函館市立図書館が所蔵，複写可とのことのあので，必要部分の複写
依頼を行う。

2 歴史･地理 歌志内の地形図を見たい（三井の私設鉄道が掲載されているもの） 回答不能
昭和29年の地形図に記載あり。質問者は昭和29年以後で鉄道が掲載されているものを探してい
が，所蔵せず。

2 歴史･地理 設立当時の旭川駅，師団通，上川倉庫の写真はあるか？ 回答 写真データベース，鉄道及び地理に関する資料から提供

2 歴史･地理
昭和20年頃の東旭川の地図が見たい（東旭川上兵村にあった鉄道官舎の場所が
知りたい）

回答不能 地図，鉄道，町史等をみたが記載なし，

2 歴史･地理 昭和48年の旭川の世相，飲食店での価格について 回答
世相は「北海道経済」等を提供，飲食店での価格は『うまいもの屋　北海道編』（昭和49年発
行）。

2 歴史･地理
常磐公園に「旭川郷土考古館」を開設した小倉倉之助について知りたい
（旭川市史，市史小話は詠んだとのこと）

回答
市史作成の旭川新聞記事索引でいくつか記事あり。その他所蔵する，『小倉倉之助日誌　昭和十
二年』『北日本乃石器』を提供。

2 歴史･地理 「旭川」の地名の読み（明治23年9月北海道庁令，官報での読み。実物） 回答
『新旭川市史』第2巻　94～99pの記述から年月日を特定。『北海道庁例規集　第1期
（四）』52p，国会図書館図書館デジタルデータの官報検索で，明治23年9月29日の官報を年
月日と「新村」というキーワードで検索。

3 社会科学 近文第一・二・三・四小学校の開校年月日と第四小学校の廃校年月日 回答
『市政のあらまし（施設編）』，そのほか『東鷹栖町史』･『北海道教育関係職員録』･『道新記
事データベース』

3 社会科学
以前、小中学校で気温が一定まで下がると休校になった時代があったが、それが
始まった経緯、およびなくなった経緯と、その基準の温度が知りたい

回答不能 市・道の教育委員会に照会するも回答を得られず

3 社会科学 北海道で一般に仏事に供えられる「おけそくもち」とは何か。その語源は? 回答 『綜合日本民俗語彙』・『広辞苑』・Web検索



分類 問い合わせ内容 結果 メモ（資料名など）

3 社会科学 旭川市国民健康保険条例の改正前のものが見たい 回答 『旭川市の国保』のバックナンバー

3 社会科学 旭川のある株式会社の決算報告書が見たい 回答不能
『株式会社の決算』によれば、新聞ないし官報での決算報告は義務だが怠っている企業も多いと
の記述あり。中小企業ではほとんど報告は公表されていないと思われる。

3 社会科学 児童・生徒向けの「熊送り」について書かれたものが見たい 回答 『アイヌ文化の基礎知識』・『別冊太陽　先住民アイヌ民族』

3 社会科学 アイヌ文様の持つ意味 回答 『アイヌ民族誌』『上川アイヌの研究』など

3 社会科学 道内の教育委員会と給食センターの住所 回答 『北海道教育関係職員録』『全国学校総覧』

3 社会科学 昭和21年に3条通5丁目にあった「松竹座」が火事になった日付を知りたい 回答
『旭川市史』第2巻の「消防」の項目に大きな火災についての記述がある。北海日日新聞でも確
認

3 社会科学 昭和51年度の旭川高専の合格発表記事が見たい 回答 北海道新聞原紙（通常は閲覧禁止）で確認、複写を送付

3 社会科学 旭川と上川管内のここ10年の人口が知りたい 回答 旭川・上川・北海道庁の各統計書

3 社会科学 占冠村の人口・世帯数 回答 『北海道統計書』

3 社会科学 旭川における獅子舞のルーツについて知りたい 回答 『旭川市の民俗芸能』

3 社会科学 以前，極寒の日に学校の登校時刻が繰り下げになった時の基準の気温が知りたい 一部回答 『旭川市教育史』111頁記述あり，ただし戦前の例

3 社会科学 「子ども盆おどり唄」ができた由来と歌詞が知りたい 回答 当館登録書誌情報により，『北海道の文化』74号，叢書・江別に生きる5『人間の詩』

3 社会科学 「市民委員会」とはどういうものか知りたい 回答 『地方自治の現代用語』

3 社会科学
硫黄島の栗林忠道中将が旭川の第七師団にいたという記事を道新で見たが，それ
は本当か

回答
『日本陸海軍総合事典』で『帝国陸軍編制総覧』で栗林中将の軍歴を確認，旭川の騎兵第7連隊
の連隊長を昭和11年8月～12年8月まで務めた

3 社会科学 「北海盆歌」の振付が知りたい。 回答 『正調北海盆踊りと旭川夏まつり』，『日本の民踊』に図解あり。

3 社会科学 空知支庁から道議に選出された原田伊曽八の在任期はいつか。 回答 『道議会百年小史』に第14期（昭和26～30）・第17期（昭和38～42）の在任記録あり。

3 社会科学 大正10年に旭川の中学の校長をしていた某はどこの中学の校長かを知りたい。 回答
戦前の旭川の中学校は庁立旭川中学しかないので，その後身の旭川東高の学校誌『北海道旭川東
高等学校開校五十年史』の歴代校長表を見ると当該人物が掲載されていた。

3 社会科学 北海道・札幌の死亡率が知りたい。 回答
北海道の値は『北海道統計書』に記載あり。札幌は『札幌市統計書』に死亡数はあるが死亡率は
なし。厚労省『人口動態統計』には北海道・札幌とも記載あり。



分類 問い合わせ内容 結果 メモ（資料名など）

3 社会科学 旭川刑務所の敷地面積が知りたい。 回答
『北海道新聞記事データベース』で検索，2004年10月23日の記事で12万平方メートルと分
かる。

3 社会科学 旭川市内の身体障害者授産施設の一覧が見たい。 他機関紹介 書籍資料なし。「北海道授産事業振興センター」ホームページに掲載。

3 社会科学 昔の函館高等計理学校は現在何という学校か。 回答 『函館市史』『函館・道南大事典』により，現・函館大学付属有斗高校とわかる。

3 社会科学 北鎮小学校が私立だった時期があったと聞いたが，いつのことか。 回答
『旭川市立北鎮小学校開校100周年記念誌』により，明治34年から44年までの10年間のこと
とわかる。

3 社会科学 道立高校の昭和28年と現在の授業料が知りたい。 回答
『北海道教育史　戦後編』の第6巻425頁に昭和23年から32年までの授業料が掲載。現在につ
いては北海道教育委員会Webサイトに掲載あり。授業料は「道立学校の授業料に関する条例」
で規定。

3 社会科学 市営住宅の低所得者向家賃減免のついて条例と申込の書式 回答 『旭川市例規類集』旭川市営住宅条例，旭川市営住宅条例施行規則

3 社会科学 道内の明治30年～昭和20年の中学校，女学校の進学率 回答 『北海道教育史　総括編』

3 社会科学 旭川市の旗がカラーで大きく出ているもの 回答 『旭川市例規類集』（白黒），『あさひかわ　小学校社会科副読本　3年生・4年生』

3 社会科学 観光旭川音頭の昔のアレンジの音源とレコードの発売元，歌手の名前 一部回答 『旭川商工会議所70年史』79ｐ，音源は発見できず。

3 社会科学
昭和30年代に旭川にあったという私娼街（青線）について知りたい。7丁目，
15丁目にあったらしいが南条か？

回答
『旭川夜話』39Ｐ，『旭川市史』第3巻848Ｐ，北海道新聞昭和30年8月3日の記事（記事検
索）に記述あり。

3 社会科学 馬の絵を描く画家，畠中露山について知りたい。 回答
ネットに開拓記念館で特別展が行われていた情報あり。図録『北海道の馬文化』を所蔵していた
ので提供。

3 社会科学 明治36年の近文アイヌの平均寿命 回答
該当する統計は見つからず。『アイヌ民族近代の記録』546ｐに大正元～大正五年五か年平均
の旭川区における死亡平均年齢は掲載されている。17歳。

3 社会科学 北海道の振興局ごとの人口を知りたい 回答 『北海道統計』最新版

3 社会科学 2007年7月の参議院選比例区での道内の市町村別得票数を知りたい。 回答 『北海道新聞記事データベース』から回答。文字が小さいため上川管内分は原紙から複写。

3 社会科学 綴方教育連盟事件に関して，坂本亮という人物のことが書かれている本 回答 『弾圧　北海道綴方教育連盟事件』，『『銃口』を読む』ほか

3 社会科学 北海道のカントリーサイン，人口・面積・特産 回答
カントリーサインについては，カウンターバックの「カントリーサイン」，『COUNTRY
SIGN MAP212』に加えて合併に伴う変更を『北海道新聞記事データベース』で確認。人口・
面積は『北海道統計』，特産物は『北海道212インフォメーション』

3 社会科学 戦前の政治家，友田文次郎が衆議院議員補欠選挙で当選した選挙の年月日 回答
『新旭川市史』5巻（索引）の「衆議院選挙」から「新旭川市史』3巻1,100pに記述あり。ま
た，小樽新聞から選挙結果の紙面を印刷し提供。



分類 問い合わせ内容 結果 メモ（資料名など）

3 社会科学
旭川の地域（東光・豊岡）の歴史や人物，事件をまとめた雑誌記事の連載を資料
調査室で見たことがあるが見つからない。

回答
カウンターバックの「旭川・地域今昔シリーズ」（北海道経済81年8月号～83年1月号連載）
を提供。

3 社会科学 『北海道につたわるこどもの遊び』にある「三角竹馬」の作り方を知りたい。 一部回答
分類384（社会・家庭生活の風俗）棚の周辺を見るも，見つからず。ネット上でいくつかのサ
イトに作り方が出ていた。

3 社会科学 旭川冬まつりの歴史がわかる本について 回答
『旭川魅力発見伝』，『図書館でたどる旭川冬まつり今むかし』，創設の頃について『旭川市
史』5巻，『旭川商工会議所七十年史』に記述あり。雑誌記事にも該当する資料あり。

3 社会科学
昭和29.10.1～昭和39.12.1まであった道立旭川乳児院の沿革などが載っている
資料

回答
市史編集課編「旭川関連新聞記事データベース」から設置～廃止に至る記事を提供。『旭川市
史』第5巻665Pに廃止後の経過について記述あり。

4 自然科学
明治35年に旭川で記録した最低気温－41℃の日、旭川では市民にどのような影
響が出たか

回答不能 当時の『北海タイムス』には気温の記事しかない

4 自然科学 最低気温日本一記録の旭川と美深の違いについて 回答
『気象年鑑』・『気象の事典』によれば、旭川の記録は気象台の観測記録、美深の記録は委託の
「気象官署」による記録。公式記録のレベルとしては旭川が上位。

4 自然科学 エゾミミズクという名の鳥はいるか 回答 『北海道野鳥図鑑』ほか

4 自然科学 昭和25年　斜里の初霜・遅霜の日にちを知りたい 回答 『北海道の気候』

4 自然科学 北海道の温泉の湧出量・温度・泉質の一覧表を見たい 回答 『北海道の地熱・温泉』，『北海道鉱泉誌』

4 自然科学 旭川で雪解けに咲く花が知りたい 回答 『旭川周辺の生きものたち』

4 自然科学 エゾリスの冬眠時期 回答 『旭川周辺の生きものたち』によると，エゾリスは冬眠しない。

4 自然科学 北海道内の老人介護施設の一覧表が見たい 回答
Web検索により北海道庁の高齢者保健福祉課のサイトに老人福祉施設の一覧があることがわか
る。数種類に分かれており，介護施設もある。

4 自然科学 雪虫の生態や大きさなどについて知りたい 回答 『森の昆虫記　1』，『北海道の昆虫』ほか

4 自然科学 直近の冬至・大寒の旭川での日の出・日の入りの時刻が知りたい 回答
『神宮館高島暦』で冬至・大寒の日付を特定，『北海道の暦と潮汐』で旭川のその日の日の出・
日の入りの時刻を調べる

4 自然科学 旭川で人工衛星が見られる時間や方角が知りたい。 回答
書籍資料では記載なし。Webサイト「人工衛星を見よう」で，全国59か所の衛星観測予報が発
表されており，旭川も含まれている。

4 自然科学
現在の道北病院は昔，衛戍（えいじゅ）病院と言ったはずだが，そのことが記さ
れた資料が見たい。

回答 示村貞夫『旭川第七師団（復刻改訂版）』，『第七師団衛星部員の回想』などに記述あり。

4 自然科学 今年の留萌と増毛の潮の干満の時間を知りたい。 回答 『北海道の暦と潮汐』に留萌の記載があるが，増毛は記載の資料なし。



分類 問い合わせ内容 結果 メモ（資料名など）

4 自然科学 旭山動物園の入園者数の推移が知りたい。 回答
開園～平成13年までは旭川市『動物園が地域経済に及ぼす影響』，平成6～17までは中公新書
『戦う動物園』に，その後や細目は旭川市議会事務局『市政のあらまし（施設編）』に記載あ
り。

4 自然科学 旭山動物園の昭和50～58年ころのパンフレットを見たい 回答 キャビネット行政資料の中にあり。欠号（未発行か？）あり。

4 自然科学 旭川の公園等で6月頃に鳴くセミについて 回答 『北海道昆虫ガイド』ほかから，エゾハルゼミと思われる。

4 自然科学 北海道の雪害について知りたい。 回答 『北海道新聞記事データベース』で検索，原紙で提供。

4 自然科学 沼田町で発掘できるタカハシホタテ貝について知りたい 回答 参考資料にはなし。郷土の化石関係の資料中にあり（請求記号457）

4 自然科学
シバザクラの刈り入れ，手入れの方法を知りたい。館外貸し出しできるものがよ
い。

回答 『毎年花を楽しむ球根・宿根草』，『宿根草の12か月』を提供。

4 自然科学
インターネットで市内の病院を探したい（かかっている病院を転院したいとのこ
と）

回答
『北海道の病院』ほか病院案内資料の提供，旭川市医療安全支援センターで電話相談を行ってい
ることを紹介した。

5 技術 旧市役所・旧商工会議所・六条望楼の設計者名、建築様式、建っていた年代 回答
『目で見る旭川の歩み』・『旭川商工会議所創立40周年記念抄史』・『旭川市史』・その他パ
ンフ･チラシ

5 技術 美唄炭鉱の盛衰の歴史 回答 『美唄市史』・そのほか

5 技術 上川倉庫の建設時期 回答 『旭川と道北の建築探訪』

5 技術 アイスキャンドルの作り方 回答 『北海道新聞記事データベース』から，北海道新聞2002.2.18夕刊

5 技術 国や道の入札関係の事項の検索がしたい 回答 『官報』データベース検索、北海道公報ホームページ、道財務局ホームページ入札情報など

5 技術 高砂酒造の地下水の水源について 回答 『地下水の水質　6』，『旭川市の地下水』

5 技術 脱獄名人「五寸釘寅吉」の詳しい脱獄歴が知りたい 回答
熊谷正吉『樺戸監獄』，山谷一郎『網走刑務所』，寺本界雄『樺戸集治監獄話』などに記載あ
り。全ての脱獄歴は判明せず

5 技術 うわさで聞いた旭川市内の甘味処の場所 回答
話の内容から『あさひかわ新聞』連載「ケロコのおいしい話」で紹介されたと分かり，Web版
『あさひかわ新聞』で検索。

5 技術 旭川市内の河川の本数 回答
『市政のあらまし』行政編の「河川の現況」には164とある。また，市の土木部のWebサイト
には各河川名も掲載

5 技術
現在クリスタルホール敷地内にある茶室「晴雪亭」の設計者岡田エイ斎のエイの
字は「英」「永」の表記があるが，どちらが正しいか。

回答
『旭川地方新聞記事データベース』で検索，北海道新聞の記事で「永斎」の表記があることを確
認。



分類 問い合わせ内容 結果 メモ（資料名など）

5 技術 「ザンギ」の語源について知りたい。 回答
『北海道新聞記事データベース』で検索した記事により，定説はないが中国語起源説が複数あり
有力，道内以外にも四国での用例があるとの記述があった。

5 技術 「ジンギスカン」の語源を知りたい。 回答 『北海道新聞記事データベース』の検索により，詳細を記した特集記事を発見。

5 技術 旭川で一番古い蕎麦屋についてのエピソードが知りたい。 一部回答
『旭川地方新聞記事データベース』で検索，明治32年に蕎麦屋の記事が出てくるが，それ以前
に蕎麦屋がなかったかは不明。

5 技術 北彩都あさひかわ事業の開発計画について 回答
『北彩都旭川のあらまし　平成20年7月』（事業についての資料はこの後は発行されていな
い），『川のある駅』

5 技術 買物公園の大正時代の写真を見たい。 回答 『まちは生きている』（上），『写真集　明治大正昭和　旭川』ほか

5 技術 金星橋の名称の由来 一部回答 『旭川の橋』ほかを見るが，当時の旭川市長が命名したという以外不明。

5 技術 旭川開発建設部の記念誌はないか？ 一部回答
北海道開発局についてはいくつか記念誌が発行され所蔵しているが，旭川開発建設部のものは所
蔵なし。同部に電話で発行されていないことを確認した。

5 技術 旭橋の設計者は外国人ときいたが本当か 回答 『還　旭橋60周年記念誌』から日本人。

5 技術 マンサード屋根の構造・図解がわかる資料。 一部回答
木造建築用語辞典』134,141pから腰折り屋根ともいう。『図解建築のしくみ』108Pに簡単
な図はあるが構造等がわかる資料はみつからず。

6 産業 昭和30～40年代の旭川－東京間の電話料金 回答 当時の旭川の電話帳

6 産業 旭川電気軌道東川線の廃止になった年月日を確認したい 回答 ファイル資料より道新旭川版紙面コピー発見。昭和47年12月31日と分かる

6 産業 新五稜郭タワーの開業日 回答 『北海道新聞記事データベース』により，2006．4．1

6 産業 昭和25年の北海道開発博覧会（開催地旭川）に観覧車はあったか 一部回答 当時のパンフレットや要綱では，他の遊具はあっても観覧車は確認できなかった

6 産業 どんぐりの木に空洞ができてしまったので，治し方を知りたい 回答・他機関紹介
『樹木医ハンドブック』を提供，またタウンページで旭川の造園業者，そして「緑の相談所」の
連絡先を紹介

6 産業 昔の樺太航路の船賃が知りたい。 回答 復刻版『汽車汽船旅行案内』（時刻表）に記載あり。

6 産業 昭和20年ごろ，旭川で開催された博覧会の日付を知りたい。 回答
『目で見る旭川の歩み』により，「北海道開発大博覧会」が25年7月15日から8月23日まで開
催されたことがわかる。

6 産業 ラベンダーはどの国から来た植物か。 回答
『日本ハーブ図鑑』に，日本での本格的な栽培は昭和13年に北海道でフランスから種子を導入
したことに始まるとの記述あり。

6 産業 昭和25年の北海道開発大博覧会に設置された動物園にゾウがいたか知りたい。 回答
『北海道開発大博覧会誌』によれば，常設の「小動物園」にはいなかったが，上野動物園の「移
動動物園」が中央小学校校庭で一週間ほど置かれたときにゾウのインディラが来ていた。



分類 問い合わせ内容 結果 メモ（資料名など）

6 産業 常磐公園の樹木，植物について知りたい。分布図があれば見たい。 回答
『常磐公園の樹木実態調査』（第1報）,（第2報），『常磐公園ガイドブック』等を提供。いず
れも調査年月が古い。

6 産業 鉄道の路線，「興浜北線」の読み方が知りたい。 回答
『写真で見る北海道の鉄道』で廃線であることがわかるが読みの記述なし。『国鉄・ＪＲ鉄道廃
線カタログ』には線名・駅名に振り仮名があり，「こうひんほくせん」とわかる。

6 産業
黒澤明，岡田嘉子，長谷川一夫がホテル層雲の落成式に来た時の新聞記事が読み
たい（タイムス札幌版（昭和48.4.24）は見た。旭川版を見たい)

回答
タイムス旭川版原紙を提供。（地方面だけではなく，その他の紙面も札幌版とは異なる記事多
し）

6 産業 近文駅～第七師団間の線路が掲載されている地図（大町岐線） 回答 『地図で見る旭川の変遷』付録地図

6 産業 銀座商店街にある第一市場の開設年 回答 『新旭川市史』第4巻，275p，『旭川年鑑』昭和9年版などに掲載。

6 産業 旭川の銭湯の壁画を見たい（『極楽手帖』以外） 一部回答
地元紙の雑誌索引データベース，『旭川浴場100年のあゆみ』，『組合創立110年記念誌』ほ
かを見るが，写真はわずかしかない，

6 産業 常磐公園ができたころの写真が見たい（特に樹木の様子） 回答 写真データベースにはなし。『写真集　明治大正昭和　旭川』，『旭川写真帳』ほかを提供

6 産業
現在，丸谷病院があった場所に旭川地方郵便局の寮（白菊寮）があったか確認し
たい。（昭和20年前後。

回答不能
（最も古い住宅地図（昭和31年）からは確認できず，その他，地図，郵便局関連の資料を見る
が確認できなかった。

6 産業
1旭川市街軌道が通っていたタワーの所在地が知りたい。
2馬車鉄道の写真がみたい

回答
1『まちは生きている』下131p　昭和25年「道博」を記念して建てられた平和塔
2写真データベース，『まちは生きている』上114ｐ，『目で見る旭川のあゆみ』92pほか

6 産業 旭川4条駅の開設はいつか 回答
『旭川鉄道八十八年のあゆみ』には昭和48年9月29日とある。市史の道新見出し検索では，昭
和32年2月1日に乗降場として開設されたとある。

6 産業 旭川の銭湯の歴史，入浴料等について。 回答
『SENTO』，『極楽手帳』，『旭川浴場組合100年の歩み』，『いらっしゃいませ銭湯』な
どに加えて，雑誌索引から「北海道経済」，「メディア旭川」の関係記事を提供。

6 産業
昭和22年に列車事故で道新のカメラマンが橋から落ち，亡くなったらしい。そ
の新聞記事を見たい。

回答不能

新聞見出し検索でヒットせず『北海道新聞二十年史』等で物故者を確認するが，それらしき人物
は見当たらず。『北海島鉄道百年史』中巻では乗客の死亡事故は昭和21～23年に1件づつ起き
ているが，物故者一覧に記されている日付と一致せず，新聞記事も見当たらないため確定でき
ず

7 芸術･
　スポーツ

昭和21年中等学校野球大会地区予選旭川大会の対戦表が見たい 回答 『北海道高等学校野球連盟50年史　白球の証』

7 芸術･
　スポーツ

「雪の降る街を」の曲が旭川の歌とされるに至った経緯が知りたい。 回答
『北海道新聞記事データベース』で検索，1998年5月10日の記事に詳しい。本来は舞台は特
定されておらず，モデルとされる土地についても異論がある。

7 芸術･
　スポーツ

昭和42年8月付の北海道新聞に，大雪山での遭難事故の記事があるか。 回答不能
旭川版マイクロフィルム，札幌版縮刷本で確認できず，秀岳荘発行『山の仲間と五十年』に掲載
の年表も確認したが，記載なし。

7 芸術･
　スポーツ

道展会員の某氏について知りたい。 回答
『北海道年鑑』2002年版「記録編・人名・官公庁・団体編」に簡単な履歴・受賞歴の記載あ
り。

7 芸術･
　スポーツ

高橋北修と小浜亀角の画歴について 回答
『旭川人物プロフィル30人集』，『旭川九十年の百人』，『高橋北修作品集』，『追憶旭川の
作家たち展』，『道展四十年史』



分類 問い合わせ内容 結果 メモ（資料名など）

7 芸術･
　スポーツ

「ななかまど文化賞」創設企画の新聞広告があるらしい。道新の昭和49年8月～
10月頃，3回掲載された。基金の協賛者を知りたい。

一部回答 マイクロでは確認できず，原紙を質問者に確認してもらい，第2回目の記事のみ発見。

7 芸術･
　スポーツ

全国高等学校野球連盟の旭川支部はどこにあるか？ 回答 ネットから平成25年6月現在は明成高等学校（もちまわりか）

7 芸術･
　スポーツ

旭川のサイクリングロードの地図がほしい 回答 キャビネット，旭川観光マップフォルダの中に2種あり。

7 芸術･
　スポーツ

国劇ビルの前身の建物の写真を見たい 一部回答
『あさひかわ劇場盛衰史試稿』から第2神田館→神田館→国民劇場→国劇ビルとわかる。第2神
田館については『北海の礎』等に写真があるが，神田館，国民劇場の写真はみつけられず。

7 芸術･
　スポーツ

藤田嗣治の「アッツ玉砕」という絵が載っている本が見たい。 回答
『日本美術作品レファレンス事典』から「アッツ島玉砕」。同書中の資料は未所蔵のため，1階
資料を確認し，『藤田嗣治の「異邦人」の生涯』を提供。

7 芸術･
　スポーツ

古い文献に「外神楽」という地名があるが，現在のどこか？ 回答
市史，神楽町史，地名辞典に掲載なし。戦前期の新聞見出し検索で「市外神楽町・・・」などの
言葉があり，「（旭川市から見て市外の）神楽町」という意味と思われる。

8 言語
昭和7年～11年の旭川新聞・小樽新聞・北海タイムス掲載のエスペラント語の記
事を見たい。また，下村文庫に関係する資料はあるか。

回答
市史作成新聞データベースで検索（エス語と掲載されている記事多し），下村文庫には特にな
し。

9 文学 石川啄木の宿泊した宮越屋旅館の現在地は 回答
『まちは生きている』上巻・『文学作品の中のあさひかわを読む』より現旭川西武百貨店（史跡
標示板あり）

9 文学 石川啄木が旭川で訪問した北海旭新聞の住所 回答 『旭川市史』第3巻

9 文学 常磐公園の今野大力の碑の場所が知りたい 回答 『旭川の石碑』

9 文学
大町桂月「富士山に登って山岳の高さを知れ、大雪山に登って山岳の大きさを知
れ」の句の出典

回答 『日本の名山　1　大雪山』・『桂月全集　別巻』

9 文学 小熊秀雄賞の応募方法を知りたい 回答 『旭川市民文芸』に掲載

9 文学 徳冨蘆花『寄生木』文学碑建立の経緯 回答 『旭川の石碑』

9 文学 敦賀谷夢楽の上川神社境内川柳碑以外の句が知りたい 回答 夢楽主催の川柳誌『川柳あさひ』に多数あり

9 文学 板東三百の小説「雪みち」が読みたい 回答 旭川叢書第6巻『屯田作家　板東三百　人と作品』所収

9 文学
2007年7月10日付『産経新聞』一面「産経抄」で取り上げられた森省子「上
品」という詩が収録されている書籍が知りたい。

回答 『森田省子詩集Ⅵ　一家に一鉢』に収録を確認。ちなみに森田氏は旭川在住。

9 文学 百田宗治の詩「平原の街旭川」を読みたい。 回答 『北海道文学散歩Ⅳ　道北編』59頁に掲載あり。

9 文学 森鷗外が来旭した裏付けになる資料は何か。 回答
『北海タイムス』大正3年5月2日・11月13日の記事，『新旭川市史』第8巻（「師団歴史」）
555頁，『豊栄尋常小学校沿革史』所収の参観者名簿など。
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9 文学
三浦綾子さんがクリスマス会で上演した戯曲，「珍版・シタキリスズメ」が読み
たい。

回答
『個人全集・作品名綜覧第Ⅱ期』では検索できず。『三浦綾子全集』の目次を確認,『全集』第
11巻に「珍版・舌切雀」の収録を確認。『作品名綜覧』は11巻を含む3巻が未収録なことによ
る。

9 文学
市内の居酒屋「大舟」が登場する三浦綾子の作品「尾燈」という作品は全集のど
こに載っているか。

回答 『個人全集・作品名綜覧第Ⅱ期』により，『三浦綾子全集』第6巻に収録とわかる。

9 文学 北方季語について知りたい 回答 『葦牙北方季題選集』，『北ぐに歳時記』を提供。

9 文学 「佐川ちか」という詩人について調べたい（詩も読みたい） 回答
『現代近代文学大事典』から明治44年に余市で生まれた詩人，昭和36年『左川ちか詩集』を出
版している（道立所蔵あり）。苗字は「左川」。中央図書館所蔵『ふるさと文学さんぽ　北海
道』に記述あり。

9 文学
「アキバ」さんという旭川の作家の『子殺し』という小説はありますか？炭鉱を
舞台にした話だったと記憶している。

回答
「秋庭ヤエ子」の伝記『ナナカマドの挽歌』，『続ナナカマドの挽歌』，『赤い命』を見てもら
う。

9 文学
『三浦綾子論』（黒古一夫）で引用されている，毎日新聞1966年5月の文芸時
評（平野謙）を読みたい。

回答
『平野謙全集』，資料庫三浦綾子ファイルともに該当記事が見つからず。三浦綾子記念館に照会
『文芸時評』とわかる。
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