昭和 11年 11月第 39回創立記念
後列左より・木村一郎、花島政人、角譲、大鐘晶、細川弘、手塚太郎
大坪艶夫、田原正明、平山常雄
中列左より・平野浩也、柳川洋一、若松不二夫、植岡静雄、桜林繁
辻秀人、池谷理、玉山和夫、田村光世
前列左より・亀井専次、犬飼哲夫、鈴木限三、宮部先生、前川十郎
笹部義一、平戸勝七

第 1章

沿
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青年寄宿舎の沿革
Ⅰ．寄宿舎の創立と運営原則確立の時期
寄宿舎の設立と学生の住宅事情
青年寄宿舎は、1898
（明治 31）年 11月３日、札幌基督教青年会の有志（会長・石澤達夫、
森廣、森本厚吉(※)ら）が、宮部金吾札幌農学校教授を監督にあおぎ、札幌基督教青年会
寄宿舎を北４条東２丁目の１軒家の間借りにより設立したことに始まる。有志は当時の新
聞に寄せた言葉で、 屋舎はなはだ大ならず、舎生また微々たる小数に過ぎずといえども、
幸いにして舎生が俗潮に超然として学と行いとに忠なるを得れば、本会は斯道に貢献する
ところありしを喜ぶものなり。 と同会の大義に沿った寄宿舎の発足を喜んだ（ 北海教報
第 11号、明治 31年 11月 30日）
。（※本沿革においては宮部先生以外、資料引用の場合を
のぞき原則として敬称を略す。
）
当時の学生の住宅事情はきびしいものであった。それは 青年寄宿舎一覧 （1908年）が、
農学校寄宿舎の存するあれども、僅かに本科生の一部を収容するに過ぎず 、そのうえ、
かつて札幌に建設された青森県人の鴻鳴館、岩手県人の

水倶楽部、宮城県人の仙台倶楽

部、鹿児島県人の独立館、等の寄宿舎は運営を継続できず閉舎に追い込まれたため、 本邦
各地より笈を札幌に負へる幾多の青年は、
適当の宿所なきに苦し む、と書くほどであった。
このような事情のなかで

有志

が立ち上がり、自主的に寄宿舎を設立したのである。

しかし、発足した青年会寄宿舎は狭すぎることと地理的な不便のため、はや同年 12月 31
日、大通西５丁目に移転する。竹中成憲病院跡の 11室借上であった。舎内に図書室を設け
るなど勉学条件は好転する。舎生数は翌年２月現在 12名となる。余裕あるため７名を募集
との広告を出す（ 北海教報 第 14号、明治 32年２月 15日７頁）。このころの日誌によれ
ば佐賀県出身という札幌尋常中学校（５年。翌年の改正で中学校となる）の学生も入舎す
るなど、中学校生の舎生が認められる。当時の学校体系の上から、中学校卒業者で高等学
校（３年）を経ない者は農学校予習科に入学した。この修了後に本科（４年）に進んだの
である。
この頃 1898年には農学校の学生総数は 185人であった（ 北大の 125年 2001年 26頁）。
中学生を含む約 20名とはいえこの寄宿舎生の数は、農学校の規模からすれば、影響力のあ
るものだったと言うべきだろう。なお、札幌農学校は 1899年、北８条西６丁目へ移転を開
始する。
初期寄宿舎の財源
有志

の発議によるとは言っても、また石澤・森・森本らが農学校生だったとはいえ、

寄宿舎の運営は札幌基督教青年会の事業の一環であった。同会の 1899
（明治 32）年度の総
支出高 181円 72銭１厘のうち寄宿舎関係は家賃補助 98円 34銭６厘、備品購入金 20円 35
銭１厘、個別割上納（１戸にかかる地方税）３円１銭６厘、合計 121円 70銭 13厘を占め、

翌 1900（明治 33）年度には支出総額 144円 98銭４厘うち寄宿舎には 42円 91銭４厘（補
助金と区費負担合計）を割いていたのである（ 北海教報

第 26号、明治 33年２月２日、

９頁；39号、明治 34年４月５日７頁）。したがって青年会ではこの年度末の役員及び評議
員の会合（1901年１月 19日）において 寄宿舎は当初の目的を貫くためこれを法人組織と
して独立せしむる事 を決議し、以後の総会にはかることとしたが（ 北海教報 第 37号、
明治 34年３月５日７頁）、家賃・税等の負担を考えれば、それは道理のあることであった。
その決議の以後の取り扱い自体はいま定かではないが、この３年半あと、寄宿舎は新築費
の債務返済後、青年会から

独立

する。

宮部金吾先生とクラーク精神、および

有志

との出会い

青年寄宿舎の指導者である宮部金吾先生はクラーク精神をどのように受け止めたのか、
また寄宿舎の設立発起人の

有志

とはどのような関係だったのか。設立よりも少し時代

をさかのぼったところから見ておこう。
札幌農学校開校式の演説で 1876年８月 14日、教頭 W.S.クラークは、学生たちに対して
君等は宜しく自国に於て勤労と信任及びこれより生ずる栄光の最上地位に適せんことを
勉めよ。健康を保し、情欲を制し［Control your appetites and passions］、従順と勉強
との習慣を養い、時機の学ぶべきに遭わば学術の何たるを論ぜず、力の及ばん限りその智
識と熟練とを求めよ。 と要求している（英語原文、冊子 札幌農学校 1898、収録； 宮
部金吾 1953自伝部分への引用より）。さらに、クラーク教頭は 11月 28日、徳育の一環と
して学生たちに

禁酒禁煙の誓約

への署名を求めている（ 北大百二十五年史（論文・資

料編） 2003）。
宮部先生は 1877年９月３日、札幌農学校の第二期生として入学し、内村鑑三、新渡戸稲
造らと同期で学ぶ（1881年７月９日卒業）
。したがってクラークに直かには接していない。
しかし、晩年その

自伝

の中でも語っているように、宮部先生たちは書物を良く読んだ

のみならず、先輩たちからくわしく話を聞くなど、クラークについて学び取り、大いに影
響を受けたのだった。また、クラークが起草した

イエスを信ずる者の契約

に署名し、

クリスチャンになった。宮部先生は農学校卒業後さらに東京大学で植物学を修めたのち、
母校の教員となり、アメリカ留学を経て、1896年、教授となる。
さて、多くの

御雇い外国人教師

の一人でもあったクラークの名前の一般への広まり

について言えば、1894年、農学校の学生・卒業生・教員たちの学術・文芸団体である農学
校学芸会の雑誌 恵林 第 13号上の伝記論説がクラークの開校式演説を訳載したうえ、ク
ラークが 1877年４月 16日の離任に際して Boys, be ambitious like as this old man
の言葉をのこしたと記した。これが以後ひろまることになる。
宮部先生は 1898年２月、病気・辞任（1897年 10月）の新渡戸稲造に代わって学芸会会
頭を引き受ける
（当初は会頭代理）。1898年６月、学芸会は札幌農学校の存在を全国に知ら
しめるため、また、折から進学案内などの出版物も出回るようになった情勢をとらえて、
大学案内冊子 札幌農學校 を東京・裳華房より刊行する。これは BOYS,BE AM BITIOUS

の一句を内表紙に掲げ、クラークの開校式演説（英文）
を収録した。 青年の血を湧かしめ
て、冊子は、売行き好調につき、1899年に再版、1902年には増補第三版を出したほどであ
り、札幌農学校の知名度の引き上げに貢献した。こうして全国から札幌農学校にさらに学
生が集まるようになったのである。宮部先生は、この出版に協力している。
それでは宮部先生と石澤達夫らの出会いはどこにあったか。石澤、森本らはこのような
活動を行う学芸会の学生側役員に名を連ねるほどの活発な会員であった。さらに、彼らが
指導部をなす札幌基督教青年会（内村鑑三による設立）には宮部先生も顧問として加入し
ているような関係であった。こうしてお互いに人物をよく把握し、高く評価するようになっ
ていたのである。
寄宿舎の新築と市民的な支持
基督教青年会は 1899
（明治 32）
年夏から寄宿舎新築の計画を決断し寄付募金を開始する。
８月 29日には、学生寄宿舎新築計画の第一歩として、豊平館（現在の札幌市民会館の地）
において青年会音楽会を開催する。当日は教会員 24−5名からなる合唱、オルガンの独奏、
女性四重唱、師範学校音楽科教諭のバイオリン、加えて尺八、琵琶の演奏など多彩で、大
盛会だった模様である。入場者は 200名に制限されたため、他を断らざるを得なかったと
いう。収支決算によれば純益金は 43円９銭であった。こうして９月で既に 500余円に達し
ている（ 北海教報

第 21号、明治 32年９月 20日１、６、７頁）
。

予定の建物の概要は、当時報じられた計画によれば

凡て七十八坪の平家にて南北に長

く東西五間。中央に一間の廊下を取り、その両側を学生室とす。室は方二間にして中に一
間の押入を取り、畳七枚を敷き一室二人総計二十二人を容れうべく、その他図書室食堂等
を設くる

というものであり、既に後の実際の骨格をなす。その建築費については

凡そ

金千二百円を要する見込なれば、寄付金にて不足の分は笠原文平氏一時立換え置き、年賦
償却の法を立つる由なり

とされていた（ 北海教報

第 21号、６頁）。

舎の自治と禁酒禁煙の導入
1899（明治 32）年には青年会寄宿舎内で 月次会 が始まっている。最初の４月 29日の
月次会には宮部舎長、中江汪基督教青年会長らが列席し、中江氏がフランクリン伝の一節
を紹介し、食事に対する不満を抑制すること及び謙遜を舎生に伝えようとしている（寄宿
舎

日誌 ； 北海教報

第 17号、明治 32年 5月 14日９頁）
。

この年始め、１月９日には舎生の自主的規律５ヵ条（食事・掃除・門限・静粛・火気）
を決める。翌 1900（明治 33）年２月３日、宮部舎長の提起により、会計・賄・衛生・記録
の４委員を設置することを決める（寄宿舎 日誌 ）
。さらにこの年、３月 31日の集会にお
いて禁酒禁煙を決定するのである。舎の日誌には全文次のように記される。
規定集会ヲ午後七時ヨリ開ク舎長宮部氏来会シ第一着ニ議題トシテ寄宿舎ニ関係アル
者ハ飲酒喫煙ハ禁ス可キヲ提出シタリ然ルニ尤モ当時ハ春期休業ナル為メ或ハ帰省或ハ旅
行等ニテ出席者拾五名タリシモ一同異議ナク之を可決セリ 。

青年会の機関紙はこの決定について、此日大いに喜ふへきは喫煙禁止令に付在舎生は成
年如何に関せず在舎中は断然喫煙を禁止し之と同時に禁酒をも断行することに決せり且つ
舎長も寄宿舎に関係せらるる間は飲酒喫煙せざる旨を約束せられたり是れ当寄宿舎の美風
として永く存すべき者(ママ)なり。 と報じた( 北海教報 第 28号、明治 33年 4月 2日９
頁）。
さらに、７月に新舎屋に入って以後の新入舎生もふくめて多数が列席した 12月 21日の
会議の記録には 三月に定めたる飲酒の事を又喫煙は次の如く改定す。飲酒喫煙は舎の内外
を不問之を禁ず。とある( 青年寄宿舎日誌 明治三十一年創立ヨリ三十六年十二月マデ ）
。
これがこの年 1900年における自主的規律と禁酒禁煙の舎是の導入経過であった。このよ
うに禁酒禁煙を柱とする青年寄宿舎の信条は設立後２年の期間を要して見いだされたもの
であった。
舎屋の新築（続き）および寄宿舎の独立
新築のほうはそれと平行して進んでいる。1900年４月には次のように報じられている。
寄宿舎新築工事は今度いよいよ着手の運びとなり、
塚田政五郎氏の設計に基き札幌木挽
所工事を担当し、指名入札に付せるに一千六百八十円にて泉谷初三郎なる者に落札し、既
に工事に着手し、来る５月 31日落成の筈なり。建築地は北５条西９丁目開拓記念碑西隣、
札幌農学校所属地千二百坪を借受けたるが、地位高燥にして清泉湧き大樹茂りすこぶる幽
邃なり。構造は西洋作り平家にして、総建坪百四坪、学生室 12、これに副舎長室、図書室、
応接所、食堂、台所、賄居室、風呂場等を備え、入舎生 25名乃至 30名を収容することを
得べし。寄付金額は目下 850余円達し居れども金額の半ばに充たざれば尚引続き寄付金を
募集する筈なれば有志の諸兄姉は奮って同情を寄せられんことを望む （ 北海教報 第 28
号、９頁）。
そして同年７月 21日、寄宿舎の新築落成式（北５条西９丁目、現在地）の運びとなる。
午後３時より新築寄宿舎々前庭に於てその落成式を挙ぐ。地は札幌の北西樹木参差渓泉
晴朗高燥なる地に在り学生好学の地なり。
来会者 60余名に
して宮部舎長開会の辞ありて、青年会副会長森氏の報告あ
り。左乙女中学校々長の痛切なる、片山潜氏の多趣なる、
佐藤農学校々長の巧妙なる演説あり、宮部舎長の挨拶あり
て茶菓の饗に移る。舎生 10名周旋の労を探る。閉会の後宮
部舎長の案内にて舎内を観覧に供す。主客十分に歓を尽し
夕陽西山に傾く頃散会せり。（ 北海教報

第 32号、明治

33年 9月 2日２頁）。
舎の建物はこのようにして建設され、この木造舎屋がこ
の後七四年の長きにわたり使われ続けることとなった。ま
た、わが寄宿舎は、当時著名なクリスチャン活動家の片山
潜はたまたま所用で来道していたため列席したのであった

が、このように多彩な方々に祝され期待されて新たなスタートを切ったのであった。
そして、わが舎は 1904
（明治 37）年６月、新築時の負債を完済し、基督教青年会より独
立し、 青年寄宿舎

となったのである（十周年記念誌の

沿革 ）
。

舎は 1908（明治 41）年 12月、はじめての刊行物 創立十週年記念
を発行したが、その

沿革

青年寄宿舎一覧

の章において記念誌は、舎のアイデンティティを鮮明にする

ために、宮部博士が舎長を承諾する条件として要求したことは

一、本寄宿舎をして宗教

伝道の機関とすることは全然なきこと。二、入舎生に対しては、絶対的に禁酒禁煙を実行
せしむること。 の二つであったと定式化した（同記念誌、２頁）。
このうち条件の第一については、まだ確証は見つけられていないのだが、宮部先生が晩
年、同期に入学した二期生の大半が

イエスを信ずる者の契約

に署名したものの、その

二期生の半数は基督教から離れた と回顧したことからも察せられるように、彼自身のキ
リスト信仰と共存していたリベラルな社会精神に発する、信仰が寄宿舎入舎の事実上の強
制となってはいけないという原理に基づいて規則化されたと解してよいであろう（参照 宮
部博士あての書簡による内村鑑三 、宮部先生の回想部分）。
第二の禁酒禁煙の条件については、クラークの農学校開校式挨拶の言葉に淵源があると
みてもよいであろう。それは、第二代舎長の奥田義正が我々に伝え語ってきたこと、ある
いは、たとえば戦前の北大で宮部先生と親交があった予科教授の宇野親美（国文学。のち
に予科長）が宮部先生は

コントロール・ユア・アペタイト

が大事だとよく語ったと書

き残してくれたところと通じるものである（この宇野予科長の言葉を
周年記念誌 1898−1998年

青年寄宿舎創立百

で黒嶋理事長が紹介している）。

大学と学生宿舎に関する動き
札幌農学校は 1905年４月、北８条西６丁目の新キャンパス内に学寮の
寄宿舎を新設し、1907年４月には

恵迪寮

と命名した。1907年６月、

札幌農学校は東北帝国大学農科大学となり、従来の予修科は大学予科に
なる。このような中で学生の宿舎も増えていく。1907年には山形県人有
志により札幌荘内館（寮）が設立された。また、1909年９月には、森本
厚吉らが農科大学基督教青年会として、分離独立した青年寄宿舎とは別
個に、基督教青年会寄宿舎を設立した。これは後に汝羊寮と名付けられ、
市内北区北 12条西２丁目にあり、現在に続いている。
在舎生と社会の関わり
寄宿舎創立者の一人、石澤達夫（盛岡出身、在舎 1899−1906、畜産）
は初期の青年寄宿舎において副舎長も数年つとめ、後輩の世話を良くし、
一貫して宮部先生を助けた。人生半ばで逝った折り、先生は大いに悲し
まれた。1922
（大正 11）年１月 25日に持たれた石澤の追悼会の資料と宮
部金吾舎長の弔辞は

青年寄宿舎日誌

自大正八年四月二十五日

に収

められている（なお、 青年寄宿舎〝喜寿"記念誌 1974、には時田

が１年生の時、大正

10年夏、札幌・山鼻の石澤先輩宅を訪問したときのことを記している）。
足助素一（岡山県出身、在 1899−1901林実。後に出版社・叢文閣を起こす）
、逢坂信
（新潟出身 1900−1905、後にクラーク伝を書く）
、明治 36年入舎組の中島九郎
（和歌山出身、
1903−1906、農経。のち北大の博士第１号にして法経学部教授）と鈴木限三（名古屋出身、
1903−1908、生物。後に北大予科教授）ら、及び亀井専次（1913−1919。のち林学教授）
は舎 OB としてよく行事に、運営に参加し、宮部先生を助けた。
なお、有島武郎（札幌農学校 1901年卒）は 1908（明治 41）年に農科大学講師（英語）
として赴任したおり、学生たちに大きな感化を与え、その下で農科大学社会主義研究会が
作られ、ここに舎の OB 逢坂、鈴木、足助らが参加していたことが知られている（ 北大の
125年

27頁掲載の写真と説明参照）。

これらは何より有島武郎の人格的な影響力によるものと言うほうが真相のようである
が、彼の旧友・森本厚吉の存在や独立基督教会への加入などもあり、そもそも青年寄宿舎
関係者との交りが浅からぬことも関わっていた。
それだけに 1923
（大正 12）年夏の有島の死は、青年寄宿舎生にも衝撃であった。舎の 日
誌

を見てみよう。
７月９日、試験もいよいよ終結し台風一過の感ありしに突如有島武郎氏の変死の報を

得、一同愕然たり。偉人の死は後世の批判により定まるものとはいへ情死とは実に氏の為
に遺憾なり。月次会を催す。先生を始め亀井、笹部の二先輩及び退舎されし坂本、松島両
君も出席されたり。話も有島さんの事が多く。先生は故有島氏の人格を称へ、死に付きて
は詳細に事情を知りたる後に非ざれば批評しがたしと云はれ最後に、青年期には誘惑多き
故充分注意せよと云はれたり。亀井氏は有島さんの進歩的にして反省する事少きが此度の
事件を起したるならんとて人間は心を開拓すると同時に心を制御する事必要なりと云は
る。（ 青年寄宿舎日誌

自大正八年四月二十五日 ⎜ 至大正十三年十一月八日

このように青年寄宿舎においては月次会で
宮部先生と先輩から適切な
先輩が事件を

人格

フォロウ

事件

より）
。

が忌憚なく取り上げられると共に、

が行われているのであった。学生たちが、先生や

を通していかに受け止めているかに接したことは、他に代えがたい

経験であったはずである。

Ⅱ．寄宿舎の運営安定と 大修繕 。舎の評価の上昇
北大の拡充と学生寮の増加
1918（大正７）年４月、 帝国大学令 の公布により北海道帝国大学が置かれ、従来の農
科大学は農学部となり、同時に医学部の増設が決まる。これらに伴い 1918年、恵迪寮は予
科生のみの寮となる。さらに 1924年には工学部、1930年には理学部が設置され、北大は
徐々に総合大学になる。このなかで北大の学生数は急激に増えていった。学生数は 1917年
には 845人であったが、1922年４月には農学部 218人、医学部 67人、予科 704人となって
いた。さらに土木専門部 103人、水産専門部 124人、農学実科 93人、林学実科 101人がい

た（ 北大の 125年

26頁、30頁）。

そのためこの時期には、北大生のために同郷人組織により学生寮があいついで設立され
る。1924年に仙台寮、1925年に秋田北盟寮、1927年に（岩手）巌鷲寮が、またこれに前後
して埼玉寮、進修寮等々が設置された。他方ではこの頃、大正末から昭和の始めにかけて
（特に 1924−27年）は、恵迪寮が予科生のみの寮となって以降の自治能力の低下、風紀の
乱れが大学内外で指摘されるに至ったのである（ 北大百年史・部局史 ）。
このような中で青年寄宿舎の在り方、教員や OB と舎生の協力関係等に対する評価はさ
らに一段と高まり、他の学生寮の模範として一目置かれたのであった。
青年寄宿舎の主な出来事
1919（大正８）年９月、富山県出身の奥田義正が医学部を志して北大予科に入学し、青
年寄宿舎に入舎した（1922年４月には医学部に第一期生として入学する）。舎において奥田
はその後、学生をまとめる上で、また卒業後は OB として舎生の指導、舎の経営・発展に
一貫して献身するのである。
1922（大正 11）年７月 17日、寄宿舎は創立 25周年記念事業として大修繕に着工する。
窓を二連窓に、障子戸をドアにする等の大改造が行われ、採光・換気面等で大幅に改良さ
れ快適な建物となる。９月２日、創立 25周年記念式典をかねた完成式を行う。
大修繕の費用総額は 6,197円 09銭であり、
寄付金 5,233円と積立金を充てても不足分が
生じ、これは銀行より借用し月賦返済とした。この事業のため、在舎生は OB と手分けし
て拠金募集に奔走し、大学関係者のみならず一般市民のなかにも入っていった。副舎長の
奥田は札幌市有志を担当した。寄宿舎はのちに 1928年刊の 30周年記念誌に寄付者 一覧
を掲載して記録にとどめ、謝意を表した。
舎生の生活
寄宿舎生たちの生活は食事と休息、自習ばかりではなく、スポーツやレクリエーション
にも広がっていく。1902（明治 35）年の６月には舎生全員で紅白に分かれテニスの試合を
行っている。翌年 10月 11日には早朝３時起きで手稲登山を敢行している。
1913（大正２）年には、９月 28日、朝４時に起き、舎生 21名で、恒例になった兎 狩り
に手稲に繰り出すものの、しかし獲物は一匹に終わったという。さらに、10月 11日には 舎
生一同の定山渓旅行。７里の道を踏破する。 と記録される。
舎の 記念祭 は、1899年 11月３日の設立１周年の日、舎生に宮部先生がお昼ご飯にカ
レーライスをご馳走したというのが始まりであったが、４周年
（明治 35年）からは舎の OB
を招待して講演など催しを行い、菓子の饗応が在るというものになっていく。５周年（明
治 36年）からは舎生たちの準備された余興・隠し芸の披露などが加わって、硬軟両様の催
しのある

祭り

となり、その後数十年続く在り方が形をなしていく。

記念祭はこうして寄宿舎の近くの人々や子供達も楽しみにして押しかけるほどになって
いくのである。

創立 30周年と学内からの評価
1927（昭和２）年 11月３日には青年寄宿舎創立 30周年記念式が開かれた。これには舎
の同窓生のみならず、佐藤昌介総長、時任一彦学生監始め多数の大学関係者が出席し、こ
れら主賓一同が宮部舎長と青年寄宿舎の歩みを讃えたのであった。
宮部先生は挨拶のなかで、設立期に主義として信仰の自由と禁酒禁煙を標榜して以来、
寄宿舎が一貫してこれを守って来れたことは副舎長となった代表の
固な意志とによる

誠実と舎生諸氏の堅

ことを挙げて、自主的運営を担ってきた学生に対する感謝と自負を述

べ、 禁酒禁煙という良い習慣を青年時代に養成することを主義とし た理由について、 人
格の陶冶をはかり心身の健全を保ち、強固な意志と純真な情操を養成するうえに大いに貢
献するところがあるはずだと確信するところによ

るとしつつ、寄宿舎の建築の時も、創

立 25年の大改築の時も その費用のほとんど全部は、札樽間の有志諸氏がよろこんで与え
て下さった同情と援助とに仰ぐことができたのは、ひとえにこの舎が単に郷党ということ
で集まるのと趣を異にし、門戸を広くして青年に安住の場所を供するとともに、その情操
の薫育に寄与するところが多いことに賛同して下さったことによると信じ
の訓育の成果を誇った（ 青年寄宿舎 30周年誌

るとして、舎

1928年、付録。現代文に読み下し）。

佐藤昌介北大総長は次のように祝辞を述べた。 古人も三十にして立つと言ひ、三十にし
て人格を具へるに至ると云ふ。当寄宿舎はそれを待たずして之を保つていた事は誠に嬉ぶ
べき事である、又此寄宿舎が、信仰の自由と禁酒禁煙を主義として三十年間一波乱もなく
今日迄送られた事は、非常に尊ひ歴史だと思ふ。
（中略）この長い三十年を一日の如く、舎
生と家庭に於ける如き生活を共にされた〔宮部〕舎長の御功績は非常なものであるが、舎
長も舎生諸君によって与へられているものがある。それは若さであって、この若さは感謝
に値すると思はれる。（同上、記念誌、付録）。
学生監（1945年以降の学生部長に相当）時任一彦教授は次のような体験を挙げながら、
青年寄宿舎を讃えた。 私は朝夕此寄宿舎の前を通って感ずる事がある。その第一はこの寄
宿舎が収容人員から云って最も適当してると云ふ事であ
る。四五十人を収容するのは経済上から云ってよいかも知
れぬが、暖い家庭的生活を送るには少し多過ぎる。どうし
ても二十人位が家庭的生活の最大限である。この点で此寄
宿舎は成功している。第二は禁酒禁煙を遵守せられている
事で寄宿舎に禁酒禁煙の必要な事は一言を俟たぬ。かつて
私は模範的学生に会った事があるが、その人は此寄宿舎の
学生であった。私は宮部先生の感化が、舎内に及んでいる
のを見て、感謝の意を表する者である。（同上、記念誌、
付録）
。
青年寄宿舎の法人化
1926年３月に奥田義正は医学部を卒業、退舎する。彼は

４月同助手となるが、以後も変わらず寄宿舎の運営を助ける。1927年４月、宮部先生は北
大を退官し、名誉教授となる。1928（昭和３）年には創立 30周年の 青年寄宿舎一覧 を
発行する。
舎にとり大きな出来事は、1933
（昭和８）年４月 15日、財団法人青年寄宿舎が設立認可
を得たことである。これによって理事会・評議会をもつなど経営において安定度を増すこ
とになったが、寄宿舎は毎年じかに文部大臣宛に事業報告書を提出しなければならなかっ
た。これ以降、理事会及び評議会は毎年、事業報告、財産目録、決算と予算を決定する。
事業報告は冒頭の 法人の目的たる事業の状況 の項において、 信仰の自由及び禁酒禁煙
なる舎則の下に堅実なる学生生徒多数を寄宿せしめたり。 と記載し続けた。
ここで、第一回理事会で承認された昭和七年度と八年度の青年寄宿舎経費予算を資料綴
りの
収

表簿

から引いておこう。

入

舎

費

1,540円 00

食

費

2,160.00

寄 付 金

50.00

計
支

3,750.00
出

食

費

2,160.00

部

費

150.00

保 険 料

54.00

月次会費

100.00

記念祭費

60.00

薪 炭 費

340.00

電 燈 費

230.00

瓦 斯 代

60.00

地 代 金

180.00

傭 人 代

120.00

積 立 金

96.00

雑

費
計

200.00
3,750.00

昭和八年度青年寄宿舎経費予算説明書
収入之部
舎

費

1,704.00 室代
雑費

食

費

副舎長

月１円（１人）

舎

月３円（15人）１年 552円

生

寄宿舎生１人当月６円（16人）1,152円

2,304.00 １人１月 12円割 16人一ヵ年分

寄

付
計

70.00 例年有志及寄宿舎先輩ヨリ寄付アリ
4,078.00

支出之部
食

費

部

費

保 険 料

2,304.00 前記同様
192.00 新聞書籍薬品運動品等に用ふ
54.00 大北火災保険会社と契約す

月次会費

100.00 毎月一回特別会を開く。茶菓その他に用ふ

記念祭費

100.00 年一回催す。招待状印刷その他接待費に用ふ

電 燈 費

260.00 燈用

ガ ス 代

80.00

地 代 金

180.00

積 立 金

100.00

傭 人 代

120.00

薪 炭 代

340.00

雑

248.00

費
計

4,078.00

〔予算書で舎生の数を 16名としているのは、たまたまこの

報告

書 作成時の一時的な実数に基づいたことによる。……引用者注〕
このような財団法人化にかかわり、この年 12月には、 舎友会

を設立した（近藤七郎

の発案）
。1935（昭和 10）年には 青年寄宿舎々友会時報 第１号を発行した（奥田義正編
集）。会の設立目的は寄宿舎出身者の親睦を強化することと、舎の改築等のための財政的基
盤づくりであった。しかし、舎友会は不調であり、取り組みを実体化していくには至らな
かった。
この頃の舎生
時田 （在 1921−1927、
のち植物学者）
、多勢俊一
（在 1921−1927、
医）
、
今井三子
（在 1921−
1924、のち生物学者）ら大正 10年入舎生らは卒業後もよく協力し、また、それぞれ活躍す
る。平戸勝七(在 1923−1928、畜産。のち獣医・教授)も卒業後よく舎の行事に参加し、戦後
は、寄宿舎の理事会を構成し尽力する。
奥田は 1934年４月、医学部助教授に昇進する。
また、
1937年３月、副舎長をつとめた若松不二夫は医学部を卒業するが、退舎後も舎に顔を出す。

Ⅲ．戦時下の寄宿舎。生活と経営
時代と北大の動向。北大生への影響
柳条湖事件に始まる満州事変から戦火は止まず、国内は戦時体制へと変わっていき、こ
れは大学にも影響を及ぼした。研究施設分野では 1941年に低温科学研究所、1943年に超短
波研究所（戦後は応用電気研究所−電子科学研究所）と触媒研究所が設置され、また、教
育体制の面では軍医の需要を満たすため４年制の医学専門部の制度ができて 1939年に開

校、また中学校教員不足を補うため札幌臨時教員養成所が 1942年北大に設置された（以上、
北大の 125年 48頁）。戦争の影響はそれだけではなく、学生生活そのものに及んだ。日
中戦争期に入ると 1937年から学生の勤労動員が行われ、さらに 1943年以降は 学徒戦時
動員体制確立要綱

によって、軍の要求する重要作業に学生は労働力を提供しなければな

らなかった。わが青年寄宿舎生もこれを免れなかった。
寄宿舎の生活と経営
この時代の青年寄宿舎生の生活を

日誌 の記述にもとづいてえがいてみよう。

1941（昭和 16）年６月９日（月）。 午後７時より若松先輩凱旋歓迎会開催。毎度の事な
がら宮部先生始め今度は鈴木、亀井、奥田先生達は勿論、久しぶりに山口さん、時田さん
又珍しく桜林さんの出席もあり、実に８人の先輩を迎へ盛会であった。（略）山根副舎長の
開会の辞を兼ねての簡単なる若松さんの紹介あって、次いで若松さんの尊い戦地の体験談
に耳を傾ける。大体戦地の模様・場所・日付の説明をされ次いでエッセンを食ひながら
（略）
色々な話に花を咲かせる。
６月 28日

石炭配給（１頓分）来る。

６月 30日

健さん炭配給分受け取りにいって呉れる。九俵分内五俵は舎、残り四俵区の

人へ。菅沼
７月 ２ 日

満州への勤労報国隊参加の為め東京に向け今夕出発。
食用油需要量、燐寸需要量の申請書来るにつき市役所に提出。並に釘配給

キップを貰ひ買ってくる。
７月 ９ 日

予科試験終了。此で全舎生夏期休暇に入る。本日午後五時半食堂にて解散コ

ンパ、すき焼にて行ふ。
７月 11日

本日より舎を閉鎖す〔賄い休止、休灯の措置〕
。舎生漸次減る。（略）河辺、

三村、戸田、樺太へアルバイトに出発す。
７月 29日

樺太アルバイト組より便りあり。元気一杯働いている模様

1944
（昭和 19）年の日誌：１月１日（土） 自炊三人組無事迎年。望月君早暁寒風をつい
て札幌神社に参拝。帰舎した頃他の二名初夢より醒む。 ざうに は雑煮と書いて具を十数
種も入れるところがあるとのことであるが我々の今朝のざうには大根と餅だけである。だ
がまめに暮らす様にと黒豆と千万の子孫を栄へせしめる様にと数の子が我々の手になって
盛られたのは正月の臭（原文のママ）。
１月 29日 本年度最初の月次会。今回は例会と形式が変わり、
各弁士が夫々の演題をもっ
て話すこととなった。弁士諸君左の如し。
一、舎生活の報告、北野君、現今の青年寄宿舎生活を他舎との比較に依り述べ、最後は
君の舎生活への積極的肯定の決意を述ぶ。
一、炭素同化作用の検討、佐本君、炭素同化作用の概略及び之と食料との関係について
君の考えを述ぶ。
一、戦争と生理作用、草地君、戦争の生理的面よりの一考。

一、連続と無理数、田崎君、デデキントの本の内容を紹介せるもの。君は彼の本を十分
理解されて其の概要を我々に説明す。
一、感想、望月氏、最近の政局と我々の之に対する覚悟を述べらる。
一、吾人須らく自由主義を超越すべし、副舎長
〔＝筆者＝飯島寿…引用者注〕
、最近の全
体主義に対する大体の批判と自由主義の現今なほ取り入るべき点多々あるを論じ、吾
人は須らく真の自由主義に徹すべしと大声す。以上六名、夫々弁を振はれ盛会なりし。
其後、時田先輩が海草フジマツモは臭素の多量に含まれるを発見され現今これが戦争資
材として大いに活躍しつつあるを語り、其の発見の由来について自筆の随想を読まれた。
次
いで亀井先輩立ち、現在のご自分の研究について一端を語らる。最後に宮部舎長先生の立
たれ、自叙伝の内、御祖父の時代から御自分が横浜の英語学校に入学された当りまでをお
話になる。会終って、ざうに、あまざけの馳走あり。解散十時頃なりし。宮部舎長大変御
満足の様子にて今後も大いにかくの如き月次会の開催される様に、とのお話しであった。
青年寄宿舎においては戦時下にあっても、じつに大学らしい、教員と学生・先輩が交流
する、このような内容と質の自由な営みが続けられていたのである。学生が
る

とは、このようなことを言うのではないだろうか。その効果は端

大事にされ

すべからざるもの

である。
日誌からの引用を続けよう。同年３月 25日（土）にはこうある。
学生生活最後の試験もやうやう半分終った。試験が終ると我々は直ぐ学徒動員で四五の
２ヵ月札幌を離れなければならない。６月以降はどうなるか分からない。ひょっとすると
この日誌もつけ終りになるかも知れない。従って四月から舎のことは望月君にやって貰ふ
ことにした。（略）
今後も望月君を中心に助け合ひ舎を愛し、舎精神を昂揚されてゆかれん
ことを切望している。（略）
理想に到達する前提として、あくまで自己を制するに峻厳であ
らねばならぬ。これ即ち禁酒禁煙の精神であると思ふ。学生の特質は理想に燃え、自己反
省と思索に精なることである。而して舎はその実現に最も処を得たる環境であらねばなら
ぬと思ふ。どうかくれぐれも舎の為につくして頂きたい。飯島
1945（昭和 20）年の日誌を読んでみよう。
６月 26日

北野君、横須賀海軍造機敞より休暇で帰舎。同時に河村君
（空襲にて家類焼

のため帰省）も共に帰舎。
７月１日

医専新入の飯田尚治君が本日より入舎される。本日朝からアルバイト。舎の

東側の立木を大部切倒し（交渉済）畑にする。
終戦について： ８月 15日、米英支ソ四国へのカイロ宣言受諾に際する大詔

発せらる。

陛下の玉音を拝す。感極まるなし。嗚呼。遂に緒期の目的を達し得ず、かゝる結果になり
了らんとは（略）。而も吾ら生きてこの日に会わんとは（略）。全く思ひがけないことだっ
た。吾、未だに唖然として為す術を知らず。８月 19日、軍関係のアルバイトに出動の石田、
平、清水等帰舎。

Ⅳ．戦後・新制北大下の寄宿舎
１）戦後初期
長かった戦時期を終えて日本の社会と大学は民主化と平和をめざす体制へと方向を転換
しなければならなかった。新しい教育制度の発足にともない、1947年 10月、北海道帝国大
学は北海道大学となった。また、あわせて、戦前には設置されなかった文科系の学部が四
つ新設され、北大は名実共に総合大学になった。
寄宿舎の出来事
戦後の初期には青年寄宿舎にとり転換期を意味する出来事が続いた。
1946（昭和 21）年４月に、宮部先生がご高齢のため青年寄宿舎理事長及び舎長を辞任さ
れ、奥田義正が第二代理事長及び舎長に就任した。1946年６月 25日の財団法人理事会並び
に評議員会は役員の交替を決議した。理事長に奥田、理事に平戸勝七、監事に青木三哉を
それぞれ新たに承認し、評議員として花島政人、菅沼健三、望月政司を加えた。こうして
理事は奥田、時田、平戸の三氏、監事は亀井、青木の二氏となった。ちなみに評議員の中
には従来より山下太郎、犬飼哲夫、今井三子、若松不二夫らが入っていた。
これと前後して宮部先生に関わっては、1946年５月に文化勲章拝授祝賀会が、1947
（昭
和 22）年７月には米寿祝賀晩餐会が開かれた。
また、1948
（昭和 23）年 11月３日には青年寄宿舎創立 50年記念式を挙行し、翌 1949
（昭
和 24）年 11月に

青年寄宿舎五十年史

を刊行した。

そして悲しむべきことに、1951年３月 16日、青年寄宿舎の大恩人である宮部金吾先生が
死去された。90歳であった。
宮部先生の伝記は、生前から書かれてきた 自叙伝 を中心として、1953年、岩波書店
から刊行されたが、同書の中の先生と青年寄宿舎の関わりに関する部分は奥田義正・新理
事長が執筆した。
伝記 において奥田理事長は、宮部先生が 1947年７月 13日、青年寄宿舎で行った米寿
記念祝賀会での挨拶： 今日は私の 88になりましたこと
をお祝い下さいまして、何と御礼申し上げてよいか分か
りません。実に感慨無量のものがあります。（中略）実は
私の今日までの生活の中で狭いサークルでありますが、
大学教室関係、独立教会、青年寄宿舎が私にとって最も
重要なもので、その外には世間のおつきあいは余りしな
かったのであります。 を抜粋し、これを受けて奥田は、
右に言われるように

教室と教会と寄宿舎は先生の人生

構成のトリオの役目を果たしていると同時に、先生は偉
大な科学者、偉大な信仰家、偉大な人格者のトリオでも
あると申し上げたい。 と讃えたのであった（ 宮部金吾
岩波書店、1953年 340頁）。

財団法人青年寄宿舎の財政
この頃の状況を理解するために、財団法人青年寄宿舎の 1948（昭和 23）年の文部大臣・
森戸辰男宛事業報告書から昭和 23年度予算書を引いて、財政面の仕組みを見ておこう。
収入之部
一、舎

費

264,531円 55銭

一、寄

附

10,000円 00

一、前年度繰越

10,139円 45

合 計

284,671円

支出之部
一、食

費

200,000円

一、保 険

金

500円

一、地

代

171円

一、電 燈

代

10,000円

一、燃 料

代

30,000円

一、傭 人

費

15,000円

一、部

費

4,000円

一、記 念 祭 費

10,000円

一、修 繕

費

10,000円

一、雑

費

5,000円

合 計

284,671円

予算はこのような構成であった。このうち

地代

は、その後、国側のおおらかな計ら

いのためか執行されない年度もあったが、支払っても、例えば 1964
（昭和 39）年で 50,707
円／年、1972（昭和 47）年で 293,389円／年であり、格安であった。
寄宿舎改築の計画
1954（昭和 29）年６月初、奥田義正理事長は寄宿舎の改築を計画し、図面を作成し、募
金を開始するところまで漕ぎ着ける。しかし資金の見通しが開けず、これは断念せざるを
えなかった。奥田理事長は北大教授・附属病院長等を務めた後、1961年３月、北大を停年
退官し、４月には、札幌斗南病院長に就任する。青年寄宿舎理事長は継続する。
舎生の生活
わが青年寄宿舎生の戦後の生活はいかなるものであったか。まず重要な

アルバイト

として食糧調達に取り組まざるを得なかったが、勉学に、スポーツに、合唱など文化活動
に、社会的関心に旺盛であった。ふたたび 日誌

を読んでみる。

1945（昭和 20）年 10月５日 一日より一人一日平均 30本の薪を作ることとする。現在
舎生 22名、部屋不足、円筒不足、食糧問題等、冬を迎ふるの心配は極めて大きい。米軍の
札幌進駐始まる。

10月 16日

北野君より便りあり。同君の家は洪水のため浸水を受け大被害を被むりし

との事。米軍将校来舎、舎の事情につき二、三しらべらる。中学以来の英語がさっぱり役
に立たないはずかしいことだ。
10月 21日

田崎さん辻君と共に南瓜買出し。一の沢へ行く。然し買出しはどうも感じの

よいものではない。林檎一貫十円、南瓜三貫五百で 17円 50銭、全く高い。
11月 19日、 全学、燃料と食糧の関係にて来る 12月 16日より来年２月一杯休みと決
まった。
1946（昭和 21）年４月７日、 本日はイモの種用１俵 15貫 200円をとる事にて予約して
頂いたもの、月寒迄取りに行く。
４月 10日、今日選挙の日で休講。吾々にとっては初めての選挙の日、来るべき日が来た
と思っている。舎の古い本、処分。舎生に１頁２銭の割にて売る。古書店に河瀬（中略）
村上、内田、飯田の諸氏持って行って 612円にて売ってくる。（ 昭和十六年度 庶務日誌
（含昭和二十年度））
。
1948（昭和 23）年 ⎜

日記

昭和二十三年

にも活気ある生活が記録されている。

４月―仙台寮とのピンポン定期戦、惜敗。 清談クラブ の結成。砂糖の配給あり、汁粉
を作ってくれる。餅米の配給あり−ぼた餅、一人６個となる、他。
５月 16日（日曜）今日も亦快適な晴天であった。この調子にプラスの適当な雨があれ
ば本年は略々豊作確実だらう。快適

一日も速かなる食糧事情の好転を希む。

５月 25日火曜日、５時より評議員会あり。奥田舎長、平戸、亀井、青木、望月の諸氏
が列席され、その後、７時より月次会。弁士は一、経済と道徳との関係、予１、黒嶋。二、
デッケンズ、予２、坂井。三、大陸移動説、予３、三角。四、電子顕微鏡、医１、上野。
五、ハリ・キュウ、医４、河瀬。三角さんは１時間も話したので皆の顔はとろんとしてい
た。弁士各位大いに熱弁を振ひ第１回目の月次会も成功に終わった。オハギうまかった。
６月 25日、金曜日、晴。授業料値上げ反対、文教予算の増額等々をスローガンに同盟
休校に入るもの農学部、工学部、土専、農専。入らざるもの医学部、理学部、医専。どち
らが正当か。両方共に勿論正当な理由がある訳であろう。此のストでどれだけの効果があ
るかは見ものである。
日誌

昭和二十三年

第２冊を手にする。

９月 10日（金）九月の月次会あり六時開会。宮部先生始め高松、時田、花島、望月、
北野の諸先輩及び奥田舎長の参会あり。会すこぶる盛大。弁士は理学部二年泉田―扇子の
話。予科文二、河村―漱石について。予科一、折内―トルストイについて、の三氏。終り
に時田先生の米国より帰りたる日本婦人の話。かくて喝采裡に閉会。続いて秋の五十周年
記念祭についての会合が特別室において行われ（る。）
（後略）。
９月 28日（火）時々雨。本日草地、河瀬、村上の三氏の送別会挙行さる。宮部先生を
始め亀井、奥田、時田、望月、北野等諸先生・先輩のご来場を得て甚だ盛大に行われた。
なごやかな会食の後に大類、中川、平の三氏、舎生を代表して卒業を祝し、また送別の辞

を述べる。各々幾年を此寄宿舎に共に暮し共に語り、共に学んだ深い深い想い出に満ちた
述懐がしみじみと胸に打ち、未だ入舎して日浅い自分にとっても真に感慨無量であった。
終わって先輩方が銘々祝辞を述べられ三氏の一層の奮闘と幸福を祈って激励されるや、河
瀬さん、草地さん、村上さん次々と立って懐かしい舎生活を憶ひ起し別を惜まれた。宮部
先生の心からの飾りのない眞心籠った激励の言葉と三氏に贈られたゆかしい訓しの筆文に
傍で見る我々まで感激の念にかられた。きっと三氏は座右の銘としてそれを人生の杖とし
て進まれる事でせう。優秀な三先輩を一度に此の舎から送り出さねばならない我々は（中
略）船の舵か水先案内人を失った様な有様ですが（略）古い歴史を持つ舎を代々受け継い
で来った先輩の如く敢然と引き受け、（略）別れを惜しむばかりでなく、
（略）波荒い社会
への雄々しい一歩を讃えませう。相馬記 。
まことに、日誌にとどめた相馬高（工学部）の感性と筆力もさることながら、ここでは
青年寄宿舎の伝統の送別会が素晴らしかったこと、やはり

学生が大事にされている

こ

とが忍ばれるのである。舎生は誇りを抱いて巣立ったはずである。
舎生のその後
戦後すぐに入学・入舎した三角亨（在 1946−1952、農）は退舎後、札幌市内の高校教員
として勤める傍ら、舎 OB として催しによく参加し、後輩たちを世話してきた。のちに理
事もつとめた。黒嶋振重郎（在 1948−1955、医）は札幌を離れて病院に勤務しつつ永年理
事・理事長として貢献した。昭和 26年入舎の後藤史郎
（医）
、安孫子保（医）、藤井郁雄（工）、
及び牧田章（在 1953−56、医）らは卒業後も同期のつながりを保ち、さらに昭和 29年入舎
生たち ⎜ 佐藤章（札医）、田端宏（文）、佐藤茂行（経）、加藤正道（医）、奥田利恒（教）
⎜ も同様に交流を維持し、それぞれの分野で業績を挙げ地位を得るとともに、寄宿舎の役
員を担うなど各種の運営を支えてきたのであった。
２）1960年代、北大の大拡張の時代
1950年代後半以後、高度経済成長の時代に入るとともに、60年代後半には戦後ベビー
ブーマーの大学進学の時代が来る。全国的に大学が新・増設され、北大は大拡張の時代を
迎える。理・工学部の拡充、
1965年に薬学部、1967年に歯学部の設置と続いた。工学部の学
生定員は 1956年から 68年の間に約 3.3倍に、理学部は同じく約 1.9倍に増加した。また、
1960年代中期には文・法・経済学部の定員も大きく増える。
こうして北大の入学定員は 1967
年に 2,000名を超え、これが以後続く。
北大の 1956年の学生定員は全学部あわせて 1132人
であったから、この間にほとんど倍増したのであった(数字は

北大の 125年

より）。

青年寄宿舎の生活と運営
木造の舎屋はかなり老朽化してきたが、収容学生数 24−25名の規模は変わらず、青年寄
宿舎生たちは伝統を引き継いで学生生活を送っていた。定期的に舎生会議を開いて方針を
決め、11月の創立記念祭を実施し、舎の OB の参加、講話などで交流する、及び自治的に

維持管理して、賄い婦さんを選考・決定する、給与・手当額を決める等も実行している。
レクリエーション、合ハイ、 桑園リーグ 戦なども続けている。しかし、月次会は減少し、
また、1960年代末には舎生 日誌 の継続・保管が一時あいまいになるなど、管理能力の弱
体化も一部に生じている。だが、戦時期および戦後初期生まれのこの頃の舎生たちは、貧
しかった時代を体験して後、高度成長期の中で一定の楽天性を備えているためか、読書に、
サークル活動(スキー、柔道等に加えて旅行、海外移住研など多様化）
に、あるいは折から
の日米安保、 日韓 条約、ベトナム戦争など平和や国の進路に関わる問題あるいは 大学
管理法 や 大学紛争 など大学の在り方そのものが問われる環境の中で、セツルメントや
自治会、市民団体などを通した社会活動にと、青春のエネルギーを傾ける者を多く出した。
回想と舎生日誌から
1964（昭和 39）年５月、わが寄宿舎 OB の山下太郎が北大から講演を依頼されて来札し
た折り、寄宿舎を訪問した。北大での講演は

宇宙への雄飛

と題され、当時在舎の青木

武（1963−1966）によれば、 オブラートの製法特許をもとに山下商会を設立した青年期に
始まり、戦前の満州での住宅建設、戦後サウジ・アラビアの石油開発に成功する時期まで
の、いわばアラビア太郎の成功劇ともいうべき
寄宿舎来訪 ⎜

ものであった（青木武

アラビア太郎の

青年寄宿舎〝喜寿"改築記念誌 38頁）。山下は講演の前と後、２度、舎

を訪れ、学生と話している。山下は

商売は何のかのといっても、成否は〝誠実さ" によ

る。それがなければ、人も企業も国も動かすことはできない。と人生哲学を語った。翌日
離札するのを見送りに行った舎生たちに 参考書を寄贈しよう。30万円分の書名を書いて
よこしなさい。 と言って去った。３週間後には 40冊ほどの真新しい参考書が届いたとい
う（前掲、青木の回想による。なお山下の講演は５月７日にクラーク会館大講堂で行われ
た ⎜ 調べて下さった北大キャリアセンター武藤氏に感謝 ⎜ 。寄宿舎の記録では５月 23
日の舎生会議が
日誌

山下先輩寄贈書の件

を議題にしている）。

の 1964年 11月９日記事： 日本へは米原子力潜水艦が今月末頃寄港しようとし

ている（略）。11月５日には５千人の人が寄港反対を旗印に札幌市内をデモ行進した（略）。
商業新聞はデモがことさら嫌いなようでございます。
1965年２月 23日： 北炭夕張鉱のガス爆発にて 61名死亡
視することを許してよいか

わが国がかくも人命を軽

(略）友人に ガス爆発 の研究をしているものがいる。し

かし、今吾々が問題にしなければならないのは自然科学の研究対象として（略）ではない。
社会科学的ガス爆発である。（略)⎜ 四号室住人

Ｖ．改築と学生生活の変化の時代と寄宿舎
１）改築と奥田理事長の奮闘
1973年春、国有地を管理する札幌財務局より青年寄宿舎借用地 620.03平米の 売払い
通知が出される。奥田義正理事長は自身の個人資金の提供と銀行融資とにより２千数百万

円で、法人として購入する。７月、舎の存廃について理事長は OB から意見を集約する。
改築について 一部不必要の声もあったが 、大部分の OB の存続の希望に基づき、理事長
は改築に邁進する。発起人を選定しつつも、400人余に改築のための拠金を依頼したのは
全部お独りのご尽力であった （以上、若松不二夫理事の言葉）。他方では、難航した末に
1974年３月、所有地の３分の２を売却して改築資金を得る課題を解決したのであった
（OB
の意見資料や以上の経緯は

青年寄宿舎〝喜寿" 改築記念誌

に収められている）。

1974（昭和 49）年４月、寄宿舎改築に着工。このため３月末、一旦休舎し、在舎生は大
学周辺の下宿・アパートなどに引っ越して一時を凌ぎ、
あるいは退舎した。同年 10月 15日、
改築落成となった。新しい青年寄宿舎は鉄筋コンクリート造り３階建て、相部屋７・個室
１で学生 15名が居住可能の規模となった。
奥田義正理事長、記念誌を遺す
1974年 11月、新築落成記念式が行われ、あわせて同 11月３日、 青年寄宿舎〝喜寿"改
築記念誌 が公刊された。この記念誌はとりわけ、OB たちの戦前・戦後の回想記（1948年
の寄宿舎五十周年時と 1974年改築時とに寄稿されたもの）及び改築に関する資料の収録で
貴重である。これはまた、奥田理事長の永年の悲願と実現の喜びとが凝縮された記念誌で
もあった。
奥田理事長は、青年寄宿舎改築を成就し、その記録と感謝の印を記念誌にまとめ、また
自身の北海道大学医学部第一期生としての輝かしい足跡の年譜を遺して、1978年４月、世
を去った。
２）70年代中期以降の舎生の生活
この 70年代中期以降の舎生は、戦後ベビーブーム世代がほぼ卒業した後の青年となる。
1974年 10月 15日には新舎屋になり第一回の舎生会議が開かれ、記録がある。 舎則：禁
酒禁煙；退舎処分の権限は委員長が単独に掌握。舎内においては一切禁煙；飲酒を認めな
い。というものである。しばらく続けられ、さらに、1976
年４月９日の舎生会議においても禁酒禁煙について長く議
論している（ 舎生会議ノート ）
。
これらは、奥田理事長が

禁酒禁煙

の伝統の規律再考

をじかに提起するなど、自治の伝統を取り戻そうと試みた
結果であった。学生もこれを受けて、舎生会議でまじめに
討論する気風があった。
寄宿舎の出来事
1978（昭和 53）年４月、逝去した奥田のあと、若松不二
夫（在舎 1930−1937、医）が第三代理事長に就任する。若
松は在札ではなく、美唄の労災病院長をつとめながらの理

事長であった。４月 28日、寄宿舎の役員室において理事会
を開催し、80周年記念に関して討議する。若松、黒嶋、飯
田、三角、河瀬、能篠各理事が出席している。
この年 11月３日、寄宿舎創立 80周年記念式典を行う。
禁酒禁煙の舎則に従いジュースで乾杯する。理事会は同年
秋、 青年寄宿舎八十周年記念誌 ⎜ 奥田先生を偲んで を
発行する。
舎生の生活
1970年代−1980年代と引き継がれて、６月にはサッカー
で、７月にはソフトボールで伝統の

桑園リーグ

を実施

している。参加は青年寄宿舎、巌鷲寮、秋田寮、仙台寮、
荘内寮、福島寮、米沢寮である。
1986年５月５日、OB の東根聡（在 1979−1983）が役員室を利用して後、 舎生ノート
に言葉を記している。
今回は皆とあまり話す機会を得ませんでしたが、舎生ノートはじっくり読ませてもらい
ました。昨夜は 10年−80年くらい前までの舎生日誌を拾い読みしました。その時々の時代
に対する考え方は年々変化し、また人様々ですが、今も数十年昔も全く変わらないような
感じ方、考え方もあって、まるで昨日書かれたかのような印象を受ける文章もありました。
興味ある人は（古いのでかなり傷んでいるから破らぬように）読まれると良いでしょう。
舎誌等を作る時に抜粋など載せてみたらよいかも知れません 。
たしかに、東根が書いたように古い日誌を読み返してみることを勧めるのみならず、新
旧の寄宿舎 OB が役員ならずとも、機会を見ては、歴史を伝える、あるいは舎生と交流し
て良き伝統を一緒に楽しむ、などの工夫・努力が必要であったのかも知れない。
３）80年代後半以後の寄宿舎
1980年代の半ばになると、寄宿舎では建物、ボイラー・給湯装置関連などのトラブルが
よく発生するようになる。
こうしたなかで、1985(昭和 60)年８月、加藤正道（在 1954−1957、医）が、第四代理事
長に就任する。時代の変化は、現役の医学部教授を務めながら寄宿舎の学生に接する、建
物管理に配慮する、さらに法人の業務報告をまとめるという兼務を至難のわざとしていた。
86年 10月 11日の舎生会議の議題は １．新おばさんの事。２．舎の修理〔屋根〕につ
いて。３．合コンのこと。４．ボイラーの件。５．舎祭について

である。

賄い婦さんについては、1986年７月以降、舎生会議を重ね、募集・選考する努力をして
いる。ここで野村朋子さんが採用され、一時中断（1986.11−1987.6）をはさみ、結局 1991
年秋の賄い雇用制の廃止まで働いてくださる。
この秋の舎祭の予定については、日誌に 10月 25日・合コン（村田、菅原がんば）。11

月２日・植物園〔記念撮影〕
。11月３日・ドライブ（10時より）
・会食（５時頃より。野村
さん一家と新しいおばさんも参加）と記されている。合コンの相手は札幌市立病院附属看
護学校の いずみ寮 である。このころ舎に立ち寄った OB の益野大成（在 1981−1983）
は日誌に 舎祭のダンパとソフトボールも無くなって今昔の感 と書き込む。10月 25日、
合コンを実施。会計の記録は以下：一次会総費用 33,400。女性出費 1,500×８＝12,000。
男性出費 2500×11＝27,500で残 6,100円であった。二次会にはディスコに行っている。
1987年１−２月には、舎生の歓談室でもある２階役員室では喫煙されているようである
が、そのマナーを巡り、舎是の

禁酒禁煙 の取り扱いと

嫌煙権

をめぐり舎生間で議

論活発化し、定例舎生会議の議題になる。この年 11月 21日に OB の益野は、ふたたび舎
を利用した際に 日誌 に意見を書いている： 舎生ノートの内容が年々けわしくなってい
くな

と感じる、 今の舎誌を見ていると（中略）セルフコントロールがあまりにもなく、

単に主張や不満をぶつけあっている〔だけの…引用者〕ようにも思える。 と。
青年寄宿舎は入舎生の確保に苦しむ時代に入る。経済や住環境の変化、いわゆる大学の
大衆化 とともに北大生の気質も変化していく。相部屋を嫌い、共同の食事さえ疎んじる
若者も増えており、新入舎生を集めるのが容易ではなくなってきた。
1988年春からは寄宿舎に空き室が生じ始める。また、食事を自炊にしたり外食で済ませ
る舎生あるいは費用滞納のため

食事停止 の者も現れている。舎生として賄いさんのお

世話になり、食事を中心に共同生活に参加することから 抜ける 、分散的なスタイルが許
され始める。
1989年々頭では前年の募集努力の結果在舎生は 15名であり満室となっている。1989年
３月 10日の日誌には、たまたま加藤理事長と顔を合わせた舎生が感想を書いている。
理事の加藤先生も実は寄宿舎の関連で教育委員会とか税務署とかに提出する書類をま
とめたり、なかなか苦労なさっている様子（厚さ 1.5センチはあった。すごい書類だ。
）はっ
きり言ってボランティアだもの。
しょい込んだ気苦労もちょっとじゃあないでしょう。
（略）
青年寄宿舎は、あまり表に出てこない数多くの人々の努力の上に成り立っているのだなあ
と改めて思いました 。
文体のことを割り引けば、歴史への共感の片鱗が表明されている。しかし、それは残念
ながら大方の学生の認識や感想ではない。舎生日誌のトーンは、これ以後、きわめてくだ
けた私的内容と調子のものになっていく。
また、すぐに復活する空き室は次第に埋められないままになっていく。
このあと間もなく、1991年 10月、賄婦の野村さんが他への転職が理由で辞職する。冬を
前にして舎生たちは、減ってしまった利用者の中で引き続き独自の雇用を追求するか或い
は会社委託とするか、いくつか検討した末に、舎としての食事賄い制度を廃止する。こう
して以後は舎生が各自で自炊・外食する様式をとるのである。
このようにして、全員が揃って共同生活をする、運営について議論するという青年寄宿
舎伝統の要素の決定的な部分が崩れていったのである。
他方で、娯楽の様式も変わっていく。1990年４月には舎生ノートにパチスロで 4,000円

負けた等という書き込みもある。
1994年３月、空き室状況が日誌に記される。留学生のルイス君を含めて７名の在舎に過
ぎない。以後、寄宿舎の舎生充足度はこの辺りを前後し、また、留学生が増えていく。
日誌は 舎生ノート としてかろうじて維持されている。1995年９月 11日には次のよう
なやりとりが記されている。一舎生の述懐メモ： 経済へ移行決定。どうやら、バブルがは
じけてしまった今では、経済は非常に不人気らしい 。これに対して上級学年の舎生が追
記： 何がいいたい？不人気だからイヤなのか？

他人がどう言おうと自分のやりたい事

をやるべきだと思うぞ 。このような、大学が生まれた時から存在したはずの、学生の共同
生活における討論はいくら繰り返されても貴重である。しかし、共同の精神生活が日頃の
会話においても維持されていたのであろうか。
舎生会議の記録は 1994年９月のメモをもって終了し、1995年秋以降は日誌としての
ノート

も維持されず、ここで青年寄宿舎の継続的な記録は途絶える。

他方、在舎生には、安価な住居を特に必要とする留学生や大学院生が比重を増していく
のである。
時代と雰囲気、住宅需要がこのように変化している中、1995（平成７）年４月、黒嶋振
重郎（在舎 1948−1955、医）が第五代理事長に就任する。黒嶋は、在札ではなく、帯広の
厚生病院長をつとめながらの理事長であり、独自の苦労を余儀なくされた。
寄宿舎は 1998（平成 10）年 11月３日、創立百周年記念パーティを開く。また、翌年 11
月、 青年寄宿舎創立百周年記念誌

を発行する。

だが、若い入舎生の調達困難と青年寄宿舎の精神の希薄化という、引き続く困難な状態
は変わっていなかった。
この頃の社会・経済の変化、住宅要求の変化を示すデータは次のようなものであった。
北大生の住居形態では、2002年刊の北大の調査報告書によれば マンション・学生ハイツ
がもっとも多くて、1995年、1997年および 2001年の調査を比べてみると、全体として
30.3％−33.0％−40.9％と、増加し続けていた。寮を希望する学生はこの間減り続けてお
り（特に男子）2001年には数％である。寮を希望しない理
由は プライバシーが守れない （31.2％）
、 集団生活がわ
ずらわしい （26.6％）が双璧であった（複数回答）。

Ⅵ．青年寄宿舎の閉舎へ
2002
（平成 14）年４月、奥田利恒（在 1954−1957、教育）
が第六代理事長に就任する。奥田は道立高校長や道教委課
長補佐、北大講師などを勤め上げ、在札であった。この期
は理事・評議員として、OB 中川徹（在 1968−1972、農）
の肝いりで、60年代後半から 70年代にかけて在舎した、齢
50代の OB が参加し始め、会議の空気は若返った。しかし、
議題のほうは、引き続き、舎の定員を満たせず芳しくない

現状と設備補修に関わるものが主であった。
2003年 12月、理事会は遂に、OB に対して舎の現況資料を添えて今後の在り方について
アンケート調査を実施し、2004（平成 16）年２月の理事会においてこれら OB の意見分布
結果をふまえて閉舎の手続き準備に入ることを決議したのであった。
引き続き３月には北大クラーク財団関係者に寄宿舎屋・土地を下見してもらうなど、具
体的な交渉を開始した。
財団法人青年寄宿舎は 2005
（平成 17）年３月をもって解散した。４月、法人の理事たち
が清算人となり、残余財産の管理と寄附準備を引き受ける。５月、寄宿舎を解体し、跡地
を整地する。並行して記念事業実行委員会が設けられて、これが 2005（平成 17）年 11月
３日、青年寄宿舎跡に記念碑を建立し、閉舎記念式典を持つとともに
舎 ⎜ 青年寄宿舎 107年の歴史 ⎜

我が北大青年寄宿

を刊行する。

最後の理事長となった奥田利恒は用意周到各方面をよく調整し、
中堅役員たちをまとめ、
青年寄宿舎の立派な

撤退

を組織した。

このようにして青年寄宿舎は幕を閉じた。今後青年寄宿舎 OB たちはクラーク精神、宮部
精神に導かれ誇りをはぐくむ訓育を受けた歴史に感謝しつつ親睦を深めるとともに、この
寄宿舎の経験をば日本の大学教育に生かす途の探究のために協力することであろう。
（文責

所伸一)
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校歌

永遠の幸（とこしえのさち）

有島武郎君作歌
ジョージ・Ｆ・ルート作曲

校歌

永遠の幸

は、米 国 人 作 曲 家 が 1863年 に 作った〝Tramp! Tramp!

Tramp!" が原曲で、最初は南北戦争時に北軍の行進曲として歌われた。作詞に
関しては、大和田建樹が校閲したので、作詞者として有島とともに併記される
こともある。有島が作詞した 1900年（明治 33年）頃、札幌農学校の学生であっ
たため、 有島武郎君作歌

と君付けで表記されることが多い。

歌詞
１番
永遠（とこしえ）の幸 朽ちざる誉
よるひる育て

あけくれ教へ

イザイザイザ
豊平の川
２番
北斗をつかん

人となしし我庭に

うちつれて

尽せぬ流れ

つねに我等がうへにあれ

進むは今ぞ

友たれ永く友たれ

たかき希望（のぞみ）は

時代（とき）を照す光なり

深雪（みゆき）を凌ぐ 潔き節操（みさお）は
イザイザイザ
豊平の川

うちつれて

尽せぬ流れ

国を守る力なり

進むは今ぞ

友たれ永く友たれ

３番
山は裂くとも
不朽を求め

海はあすとも
意気相ゆるす

真理正義おつべしや
我等丈夫（ますらお）此にあり

イザイザイザ うちつれて 進むは今ぞ
豊平の川 尽せぬ流れ 友たれ永く友たれ

