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1 CONTROL YOUR APPETITES AND PASSIONS

青年寄宿舎跡の碑

1898（明治31）年11月３日、札幌農学校学生の寄宿舎として市内北４条東２丁目に創立

された青年寄宿舎は、1900（明治33）年６月、移転新築されて以降、105ヵ年の間、この地

にあった。

創立時より48ヵ年の長きにわたり舎長の任にあって舎生の札幌農学校・北海道大学学生

に薫陶を及ぼされたのは宮部金吾先生である。先生が舎生にしめされた信教の自由・禁酒

禁煙の二ヵ条は農学校クラーク教頭の言葉、コントロール・ユア・アペタイトに由来する

自律自制の理念を説くものであった。それは寄宿舎運営の経済的自立、生活の規範などす

べてがOB舎生を含んでの舎生自治に委ねられていた故に、一層深い意味を持ち続けたの

である。此処に若き日々を過ごした舎生906人は心身の一隅に染みついた理念の一片を抱

き、有志の「青年」として社会の前線―フロンティアへおもむいたのである。

時は移り、社会環境、生活条件の豊かにして多様に変動する時代となった。その社会的

変遷のなかで青年寄宿舎独特の存在意義、その重さを支えるべき入舎生の状況、舎屋整備

の経済力などは重責に耐える努力の限界をしめすようになり、ついに閉舎の時を迎えたの

である。愛惜の思いをもって此所に碑を残す。

2005（平成17）年11月３日

財団法人青年寄宿舎第六代理事長 奥田 利恒



2 財産寄附関係資料



3 北大「大学文書館」に保存される青年寄宿舎関係資料一覧

●青年寄宿舎の記念刊行物

創立十週年記念青年寄宿舎一覧 明治四十一年十二月 1908年刊。21.5cm iv＋29pp.

青年寄宿舎一覧 昭和二年十一月三日（創立三十週年記念) 1928年刊。22.0cm ii＋32

pp.

青年寄宿舎五十年史 1949年11月刊。18cm iv＋124pp.

青年寄宿舎「喜寿」改築記念誌 1974年11月刊。25.5cm x＋82pp.

青年寄宿舎八十周年記念誌― 奥田先生を偲んで 1978年「晩秋」刊。25.0cm 72pp.

青年寄宿舎創立百周年記念誌1898－1998年 1999年11月刊。25.5cm viii＋114pp.

●記念誌以外の刊行物

青年寄宿舎々友会時報 第壱号〔昭和十八と誤植〕昭和10（1935）年10月刊 26.5cm

二折４面

●青年寄宿舎の公的書類原簿

表簿（四）財団法人青年寄宿舎／27.5cm×3.5cm 法人理事会原書類の綴り。背無し・

紐綴じ。状態悪し。対象期間：法人設立昭和８(1933）年5月14日より30年5月14日

まで。

青年寄宿舎々友会名簿／27.0cm×0.5cm ２穴ファイル・状態悪。元在舎生・会員の姓

のABC順全19葉？ 昭和10年頃の作成。

在舎生名簿 青年寄宿舎／25.5cm×2.5cm 綴じしろ壊れ保存状態悪。1954（昭和

29)－1974（昭和49）。★1954.9.20入舎以下、1973.11入舎まで179名の入退舎日時、

所属、出身地等記載。

財団法人青年寄宿舎旧書類（その１）／Ｂ５版フラットファイル。昭和28年度事業報告

書並財産目録報告、以下48年普通財産売り払い申請書まで。

財団法人青年寄宿舎旧書類（その２）／Ｂ５版フラットファイル。昭和30年度末役員一

覧、48年度臨時評議員会議事録ほか51年度舎費納入一覧まで。

●日誌類、計64冊、舎生会議録、計３冊

＊表の標記／＊大きさ（縦、厚さ）、＊状態、＊記録範囲、★特記事項

日誌 明治三十一年創立より三十六年十二月まで／23.5cm 1898.11.3－1903.12.31

★創立最初期は帰舎門限違反の記録きわめて多し。学僕を雇入れ。札幌中学校生入舎。

禁酒禁煙の決定。新築・移転。

明治三十七年日誌 青年会寄宿舎／24cm 1904.1.1－12.31 ★日露戦況を報じる北

海タイムス号外挟み込み。４月１日定山渓行



明治三十八年日誌 青年会寄宿舎／23.5cm 同38.1.1－12.31 ★1905年１月「二日

午後旅順陥落シ公報アリ正月早々実ニ御目出度事奈リ市民狂セルガ如ク悦ビ商業ハ俄

ニ景気付タリ」。

明治三十九年日誌 青年寄宿舎／23.5cm 1906.1.1－12.31

漫録 明治三十九年／21cm 小判・大学ノート>

明治四十年日誌／23.5cm 0.6cm 良好 ★1907.1.8、農学校中学校の始業式、挙行。

佐藤校長の言にいわく「諸子がperfection of characterを期せられよ」と。

明治四十一年日誌／23.5cm 1.0cm 良好 1908.1.1－12.31

★明治42年分日誌、所在不明

明治四拾三年日誌／23.0cm 0.8cm 良好1910.1.1－12.31 ★4.24「当舎先輩農学

士森廣さんより木苗百十余本御寄附あり…舎前に植ふ」。

明治四十四年度日誌／23.5cm 1.0cm 良好 1911.1.1－12.31 ★3.11本日から新

刊の札幌毎日新聞当舎に寄贈す。

明治四十五年日誌／23.5cm 1912.1.1－同年（大正１) 12.31 ★7.30付の記録：

「我が聖上陛下御崩去遊ばさる我等に一悲しみ堪えず大行天皇陛下と詮名す」

日誌 大正二年正月 文芸部／23.0 1.5cm 1913.1.1－1915.3.31 ★9.10亀井専

次入舎。10.9舎生会議で学僕を廃止して交替で掃除と決める。

日誌 大正四年四月起 青年寄宿舎 文芸部／23.5cm 3.0cm 1915.4.1－大正

5.1.1－大正6.1.1－大正7.1.1－大正8.4.23

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／23cm×3.0cm

表紙なし、状態悪。★1919.8.9奥田義正入舎。1922.1.25石澤達夫没。1923.7.9月次

会で「有島武郎氏の変死の報を得一同愕然たり」。

無題>表紙なし23.5cm 4.0cm 1924（大正13) 11.9－1930（昭和５) 11.30 ★

昭和３年創立30周年。昭和５年２月、宮部先生帝国学士院会員に選ばる。４月、若松

不二夫、入舎

無題>23.5cm 1.7cm 昭和５年12月１日－７年２月20日 ★5.12.30舎にて餅つ

き。「夜例年の如く石澤氏の追悼会を１号室にて催し故人の在りし日の一端を知り、氏

の性格の偉大さに打たれる。同氏夫人より寄贈さる蜜柑を戴き在舎生氏名を寄せ書

き」。

無題>23.5cm 2.5cm 昭和７年２月21日－８年４月30日

無題>23cm 1.5cm 1933（昭和８）年5.1－1934.4.30 ★５月３日「東鉄問題に関

して日満露の関係緊張す」。５月６日新入舎生歓迎月次会、宮部先生、鈴木、亀井、犬

飼、時田、多勢の諸先輩に舎生20名。★12月「舎友会」設立趣意書、規約、会費振

替貯金用紙を挟み込む。

無題>23cm 3.7cm 表紙なし・状態悪、1934（昭和９）年5.1－14年3.24

日誌／23cm 2.5cm 1939（昭和14）年4.13－16.4.30 ★三宅勝入舎14.4 ５月24

日工学部講堂で満州についての講演会と映画。６月３日予科３年生、島松での軍事教



練から帰る。

日記／23cm 2.0cm 昭和16年５月５日－12月31日。

日記／26cm 3.5cm 昭和17.1.1－18.12.30

昭和十六年度 庶務日誌／23cm 1.0cm 102pp.良好 1941年６月１日－10月25

日。 記入中断>昭和20年６月22日－8.11、8.19－11月19日。 中断>21年3.31－

7.4 9.9－10.24記録 記録中断：21.12.9－22.2月末、閉舎>22年3.3－7.13 中

断>22年10.17－11.26 ★16年７月樺太へのアルバイトの話

日記 昭和二十年二月十七日以降／25.5cm 大学ノート>－20年12月18日、中断、21

年４月８日－６月11日 ★河瀬、飯田ら

無題>23cm 2.0cm 良好 昭和15.5.9－18.5.2 ★静岡中学同窓会・会合記録、及

び舎生の自由日記。昭和22.3.1－9.30

日誌／23.5cm 昭和22年10月１日－23年４月30日

日記 昭和二十三年／24.0×1.0cm 1948.5.2－8.31 ★三角、角田、黒嶋ら在舎。

日誌 昭和二十三年／23.0×1.0cm 1948.9.1－1949.1.6紙質悪し>★９月28日（火）

草地、河瀬、村上らの送別会：名文で記録

日誌／23.0cm 紙質悪し>昭和24年１月１日－７月９日

青年寄宿舎日誌／25.5cm×1.0cm 大学ノート。昭和24.7.10－25.4.12

日記帳／25cm 昭和25年４月１日－11月８日 ★戦争再発懸念・政治関係記述

無題>表紙壊れ〔「お願ひ」の書込〕23cm 1.7cm 昭和25.11.11－26.5.31★記事：

宮部金吾教授逝去・葬儀次第、折込みアリ。奥田舎長の弔辞原稿、遺品資料あり

日記／23cm 昭和26年６月１日－27年２月４日 ★藤井郁雄、後藤史郎ら在舎

日記／25.5cm 昭和27年２月５日－27年９月４日

日誌／24.5cm 昭和27年９月５日－28年５月17日

日記帳／25cm 1.5cm 昭和28年５月16日－29年４月18日。★牧田章、小島ら

日誌／25cm 昭和29年４月19日－９月30日。★社会・政治に関する討論多い

庶務日誌／24.0cm 昭和29年７月－35年９月。舎生会議の記録。31.4より院生入る

日誌／25.5cm 1955（昭和30）年６月３日－12月19日 社会討論、記す。★佐藤茂行、

奥田利恒ら在舎

日誌／25.5cm 1956（31）年２月17日－６月24★田端、牧田（兄）、和田完、小島ら

日誌／25cm 1956（31）年７月６日－（32）年２月19日

日誌／24.5cm 1957（32）年10月１日－（33）年２月23日

日誌／24.5cm 1959（34）年11月16日－（35）年２月16日

日誌 自昭和三十五年六月／24.5cm 1960年３月４日－７月24日★安保の討論。長内

ら

日誌／24.5cm 2.0cm 1961（昭和36）年11月12日－12月25日；62年４月28日－

10月31日

舎生日誌／25cm 2.0cm 1962（昭和37）年11月４日－63年５月６日★中橋、青木ら



論客多い

舎生日誌／24.5cm 1.8cm 1963（昭和38）年10月12日－12月１日；(39）年２月26

日－11月15日；(40）年２月23日－９月29日。★上級生・新入生の討論多い

無題>21cm 1965（昭和40）年10月２日－66（41）年６月４日。

★この後1966.7－1972の間の「日誌」有無不明

委員長日誌／24.5cm スパイラル・リーフ・ノート。1973.10.1－1974.3.29 ★旧舎屋

最後の記録。1973.11「大舎祭」を実施。写真多し。草苅在舎。改築決定。1974.2.23

奥田理事長と会見、舎の縮小を告げらる。３月下旬の解散会打ち合わせ

青年寄宿舎生会議録／25.5cm 大学ノート。1972.4.27－1980.11.26 ★1974.10.15

の新舎屋第１回舎生会議。1978.4.28、役員室にて理事会開催

舎生ノート／21.0cm ビニールカバー版。1979.2.13－1979.6.22

舎生ノート／21.0cm ビニールカバー版。1979.6.23－1980.7.28★葉書ファイル付き。

1980.1.28の雪祭りに北大青年寄宿舎参加の新聞記事、切抜き貼付。

舎生ノート／25.0cm 本装丁Ｂ５版。1980.7.30－1981.8.22

舎生会議／25.5cm 大学ノート、表紙張り替え。1981.2.16－1994.9.11

舎生ノート／25.0cm 本装丁Ｂ５版。1981.8.25－1982.2.6

舎生ノート／26.0cm ビニールカバー版。1982.2.6－1982.12.29

舎生ノート／25.0cm スパイラル・リーフ版。1982.12.29－1983.4.30

舎生ノート／26.0cm ビニール・カバー版。1983.4.30－1984.2.10

舎生ノート／25.5cm 大学ノート。1984.2.11－1984.11.26

舎生ノート／25.0cm 本装丁Ｂ５版。1984.11.17－1985.10.7

舎生ノート／22.0cm ビニール・カバー版。1985.10.7－1986.6.11

舎生ノート／25.0cm ビニール・カバー版。1986.6.11－1986.11.12 ★この年８－９

月賄婦さん交替の件で舎生が採用面接を行っている。

舎生ノート／25.5cm ビニール・カバー版。1986.11.13－1987.7.29 ★87.1－２禁

煙・嫌煙をめぐる論争数頁。

舎生ノート／25.0cm スパイラル・リーフ版。1987.7.31－1988.3.22

舎生ノート／23.0cm ８穴ファイル版。1988.3.26－1988.9.18

舎生ノート／25.0cm ダイアリー・ノート。1988.9.18－1990.2.5 ★89.9月現在、舎

生13名。

舎生ノート／25.5cm 大学ノート。1990.3.5－1993.4.5 ★1991.1.3から5.2まで

ノートが開かれず。1991.9.1まで賄いの野村さんとのやりとりがノートに残る。

舎生ノート／25.5cm ビニール・カバー版、ミシン線切れ状態悪 1993.11.30－

1995.9.

1993.11.30舎生ノート復活と記される。94.2月に飛ぶ。★空き室状況：３月、留学生

ルイスを含めて７名の在舎。95年９月でノート途絶える。



4 これまでに刊行された記念誌

１)創立10周年記念誌



２)創立30周年誌



３)創立50年史



４)〝喜寿"改築記念誌



５)80周年記念誌



６)創立100周年記念誌





5 青年寄宿舎への寄付者

『青年寄宿舎一覧 昭和二年十一月三日(創立三十周年記念より)』より





『青年寄宿舎五十年史』より



『青年寄宿舎喜寿改築記念誌』より





『青年寄宿舎八十周年記念誌』より



『青年寄宿舎創立百周年記念誌』より





⑴ 実施 平成15年（2003年）12月－16年（2004年）１月

⑵ 対象者 百周年記念事業寄付者を含む住所判明OB、101名。回答50通。

⑶ 青年寄宿舎の今後に関する意見の分布

１．是非とも存続－1

２．どちらかと言えば存続－７

３．どちらかと言えば廃止－25

４．廃止すべき－19 〔複数回答をした方の分も集計したため合計52〕

⑷ 回答・意見から抜粋・紹介 (今後についてのご意見に重点を置き抜粋させて

いただきました）

「宮部金吾先生の胸像を北大構内にたてる。北大農学部の生物学研究に寄付する」（藤田

一、昭和５－11年在舎）

「副舎長として宮部先生、奥田先生ご夫妻に直接指導を賜った者の一人として、是非とも

存続してほしい。学部学生にとって魅力のある舎屋、舎環境を造り常時定員を満たすこ

とに努める。具体策ａ．賄い付きにする、ｂ．舎内の安全と清潔；創設以来の舎是『禁

酒禁煙』とSelf-Controlの精神を持ち続ける、ｄ．募集と舎費。安かろう悪かろうでは

現代の若者は目を向けない。」（山根乙彦、昭和12－17年）

「約５年前に訪問した。舎生も少なく不潔。せっかくの鉄筋コンクリートの建物も荒れ果

てている。私は宮部先生の温顔に感謝しつづけています。現状のままでは廃止」（塚越喜

一郎、昭和13－16年）

「廃止すべき。青年寄宿舎は大勢の学生が先輩と２人１部屋で生活してこそ存在意義が

あります。宮部先生のお写真と在舎当時の思い出を大切に心の中に残しておけばそれで

よい」（斎藤弘夫、昭和14－17年）

「ほぼ１世紀にわたって宮部金吾先生の教えの下に結束してきた舎生活は世相の変遷と

共に全く変わって参りました。今のままで続けることは宮部先生はじめとする先輩各位

の志にそむくことになると思うので、栄光のある撤退を望みます」（三宅 勝、昭和14－

18年）

「廃止した方がよかろうと思います。事後策に就きましては、北大に相談すべきと存じま

す」（望月政司、昭和15－20年）

「法人への寄付」（平 巌、昭和19－26年）

「北大クラーク財団に寄附する」（世木沢淳一、昭和21－22年）

「舎生の減少は一時的なものではなく、今後に於ても増加は期待できない。この傾向は他

の学生寮に於ても同様のようである。更に寄宿舎の基本理念が「０」の現状を考えると、

6 青年寄宿舎の今後に関するOBアンケート調査の結果
（平成16年２月)



認められにくい基本財産の取り崩しをしてまで運営を続ける意味はない。２名の現舎生

が卒業する平成17年３月をもって幕を降すこともやむを得ないと考えます。道教委の指

導をいただき、閉舎へ向けて道筋を具体化しては如何」（黒嶋振重郎、昭和23－30年）

「舎生数も激減し、禁酒禁煙の舎是も守られていない現状では存続の意味がない。舎是を

守る舎生の確保も今後は難しいと思われるので廃止も止むを得ない。北大がよいが駄目

ならクラーク財団などに寄付してほしい」（角田和夫、昭和23－26年）

「寄宿舎100年有余の使命は完全に終わったと理解して居ります。私達の青年寄宿舎は

立派に歴史の一齣を歩んだと、その中で私達は育ったと心から感謝。できるだけ苦労し

ない事後策を」（辻 功、昭和23－30年）

「現況報告書を読んで、青年寄宿舎もその受難から逃れられぬ瀬戸際に来ていることを

痛感。これからについては北大クラーク記念財団に委託するのが妥当」（伊藤 弘、昭和

25－26年）

「北大クラーク財団に寄付；実現可能な方法であれば、いずれでも」（藤井郁雄、昭和26－

28年）

「どちらかと言えば存続を。クラーク先生に源を発し、宮部先生から諸先輩へと受け継が

れて来たSELF-CONTROLこそ舎のバックボーンをなしています。大事な青年の一時

期に生活を共にし乍ら人間の多様性や切磋琢磨を体験する機会を用意して上げることを

見過ごしてはいけないと思います。色々な背景・特色を持つ小さな学生寮がありました

が、今後、連携し、統合してクラーク記念財団の大きな懐にゆだねて、伝統や特色を生

かして行けたらよいと思います。黒嶋さんのクラーク記念財団への折衝に期待していま

す。」（本橋常正、昭和24－27年）

「設立理念（宮部Doctrine）を失っては青年寄宿舎存続の意味はない。理念は陳腐でない

が世の潮目が変わった。潔く撤収するしかなく、処置はむしろ急がれるべき。北大クラー

ク記念財団に寄附することが財団の目的・事業内容から推して舎の名誉ある移管になる」

（松山繁夫、昭和25－？年）

「禁酒禁煙を掲げ自治をモットーとした寄宿舎の存在は今も有意義だが、時代が変わり、

自治能力のある寄宿希望者がいなくなったとすればクローズが順当。資産はなまじ延命

を図るよりも然るべき相手に寄付する方が活きるのではないか」（中林忠志、昭和24－28

年）

「現在の社会環境の中では宮部先生の宗教の自由、禁酒禁煙の舎是は全く意義を失って

しまった。我々老年者の在舎時代のような経済的な意味ももう無い。青年寄宿舎の理念

は終了してしまった。かつての理念に郷愁を感じつつも、寄宿舎は潔く廃止するのがよ

い。残余財産は北大クラーク財団に寄附、に賛成」（後藤史郎、昭和26－30年）

「北大に寄付し、留学生（大学院でなく学部の）の宿舎として使っていただくのがよい」

（我孫子保、昭和26－32年）

「イメージしていた舎とはあまりにも乖離している現状に驚きました。展望のもてない

状況からすれば廃止も致し方ない」（平野伸吾、昭和27－30年）



「学生気質が変化したため、入舎生の増加は難しい。思い切ってリニューアルしてはとも

思いますが、どちらかといえば廃止、です。」（西村隆男、昭和27－？年）

「廃止して北大に寄附、と考えています」（牧田 章、昭和28－31年）

「現代に於いて禁酒禁煙を舎是として守っていくことは無理。法人財産の寄付が適当と

思います」（宮野 貢、昭和28－31年）

「クラーク財団に寄付。もし問題あれば国か道を対象に」（佐藤 章、昭和29－31年）

「私が理事長を務めていたときから青年寄宿舎の理念はすでに途切れていると痛感し、

色々と模索しましたが私一人の力では無理と思い辞しました。、、規定に従って早急に処

分法を決められたら良いと思います」（加藤正道、昭和29－32年）

「クラーク財団への寄付」「事後処理に際し資金が必要となるので、その分を予算化して

保留しておくこと」（佐藤茂行、昭和29－32年）

「創立の信条を守り継ぐ管理運営ができない現状では廃止も決断。財産の寄付は北大ク

ラーク記念財団へ」（藤井農夫也、昭和29－33年）

「宮部先生が出された、青年期の節制を求めた言葉は現代にも永遠に生きる。しかし（舎

の存続は）問題が多すぎる。北大クラーク記念財団に寄付するのが一番。寄宿舎のあっ

たことを記念してクラーク財団の文章の形か記念碑の形でメモリアルを残す」（牧田道

夫、昭和30－31年）

「どちらかと言えば廃止。（事後策は）思いつきませんが、役員の方におまかせします」

（佐藤 孟、昭和31－33年）

「禁酒禁煙の舎是を守れないようなら維持する意味がない。無理な入舎勧誘までしなく

てよい。北大クラーク財団へ寄付されてはいかがか」（細岡敏夫、昭和32－36年）

「正直な気持ちでは是非とも存続だが、現状を正しく判断することも必要。事後策として

は、クラーク財団に寄付という意見に賛成。どこかに旧青年寄宿舎という名は残して欲

しい。」（鈴木 勝、昭和32－36年）

「在舎当時は規律は守られており、記念日には宮部先生直弟子の先生方による講話など

があった。しかし最近の風潮も理解できなくはない。従って舎は無理して存続させる必

要はなかろう。北大クラーク記念財団が寄付を受納してくれるのであれば、名前だけで

も青年寄宿舎の一文字を残していただき、無理な経営から撤退すべき」（中村寿孝、昭和

33－34年）

「北大クラーク記念財団に寄付」（岩合清英、昭和33－36年）

「朝晩の食事を共にしない共同生活に 50年も100年も前の貧乏生活に耐えた人達が目

指した舎是と精神の清らかさ>を望むのは無理。基本財産で建物を撤去し クラーク記

念庭園>を作り、市民の憩いの場として残す。その後クラーク財団か、札幌市か北大に

寄付をする。」（坂尻光禧、昭和33－37年）

「先賢諸氏の「独立教会」の思いが現代の若人に受け入れられないのが残念。無理して舎

を存続させる意味は認められません。財産はすべてクラーク記念財団へ寄付することに

賛同」（岡澤 進、昭和34－36年）



「心情的には存続してほしいと思うのですが、時代の変遷と学生気質の変化から、廃止も

やむを得ないと思います。奥田理事長殿と役員の方々にすべてお任せ致します」（宮内慶

夫、昭和34－38年）

「自主管理ができないようですので解散がよい」（長内戦治、昭和37－39年）

「役割を終えた。持続は困難。無理に財団等に押し付けるより、今少し改革を試みて、好

転の兆しなければ解散の道を選ぶべき」（加藤正昭、昭和38－40年）

「社会情勢、学生の考え、親の考えの全てが変化してしまった以上、寄宿舎の事業自体が

歴史的役割を終えたと言わざるを得ません。黒嶋先生、望月先生のご提案に従い、北大

クラーク記念財団が寄付対象になるのであれば寄付するのが最善と思われます。」（澤田

幸治、昭和42－46年）

「寄宿舎の廃止やむなし。全財産を北大に寄付する。現在地には歴史メモリアルのポール

ないしプレートを設置する。」（所 伸一、昭和45－46年）

「廃止し、クラーク記念財団に寄付。処分後、植物園内の宮部先生の展示コーナーに寄付、

ただし青年寄宿舎の記念碑のようなものを園内に設置」（中川 徹、昭和43－47年）

「クラーク記念財団へ寄付できるのであれば、それでいい」（岩村繁夫、44－45年）

「継続させる意義が既に失われた。北大に寄付。法人の余力ある状況で対策を講ずべき」

（田中敏滋、昭和44－46年）

「財産一切をクラーク財団に寄付し、その場合何らかの形で青年寄宿舎の歴史を残して

いただく。時代の流れを思わずにはいられません。ご苦労ですが、すべては役員の皆様

にお任せいたします」（鳴海勇蔵、昭和44－48年）

「どちらかといえば存続という意見だが、廃止するのならば、北大の学生の福利や教育な

どに関するNPO等への寄付」（草苅 健、昭和45－48年）

「当時における青年寄宿舎の役目は十分以上に果たしたと考えます。維持費の捻出さえ困

難な現状では廃止すべきで、寄付するのが一番と思います。」（山口多門、昭和46－51年）

「どちらと言えば存続の意見です。入舎する者にとって舎の情報が少なく、理念が前面に

出てくると一歩引いてしまうと思う。法人の目的に類似する北大クラーク記念財団に寄

付するというのも一つの方法かと思います」（三木義和、昭和47－49年）

「舎は廃止すべきで、北海道大学・札幌市当局と相談して寄付の方法をさぐる」（増田

剛、昭和49－53年）

「どちらかと言えば存続。この不況の中、住居に金をかけたくない学生は必ずいるはずで

す。禁酒禁煙という舎是については理解してもらわねばならない。あと３年ほどは舎生

を増やす努力をしていただき、その結果をみて決断されたらどうでしょう。」（井上定良、

昭和51－52年）

「どちらかと言えば廃止」（野呂雅仁、昭和56－59年）

「どちらかと言えば存続。寄宿料の安さを前面に出して真剣に募集すれば、舎生が増える

のではないか。舎生が舎の存続を真剣に考え行動しているのか疑問だ」（大滝重明、平成

2－3年・1990－91年）



青年寄宿舎 沿革年表

1876（明治９）年

1877（明治10）年

1881（明治14）年

1895（明治28）年

1896（明治29年）

1898（明治31）年

11月３日 札幌基督教青年会の有志、宮部先生を監督に同青年会寄宿舎を設立

12月31日 青年会寄宿舎、大通西５丁目に移転

1899（明治32）年

１月 舎生の自主的規律５ヵ条（食事・掃除・門限・静粛・火気）の確立

1900（明治33）年

２月３日 宮部舎長の提起により、会計・賄・衛生・記録の四委員設置

３月31日 宮部舎長の提起により、禁酒禁煙を決める。

６月 新舎屋竣工（北５条西９丁目。札幌農学校附属国有地貸与）

７月21日 新築落成式

1903（明治36）年

1904（明治37）年

６月 新築時の負債を完済、札幌基督教青年会より独立。「青年寄宿舎」となる

1905（明治38）年

1907（明治40）年

1908（明治41）年

12月 『創立十周年記念青年寄宿舎一覧』発行。舎是として信仰の自由、禁酒禁煙

の二ヵ条を明記する

８月14日 (札幌農学校開校。開拓使所管）

同 (開校式で教頭W.S.クラークが演説。学生たちに Lofty mind を持ち、

Control your appetites and passions することを要求。）

４月 (クラーク Boys,be ambitious like as this old man の言葉をのこす）

９月３日 (宮部金吾先生、札幌農学校入学、第二期生。1881年７月９日卒業）

10月 (内村鑑三、札幌基督教青年会（YMCA）を結成、副会長に）

４月 (札幌農学校が文部省直轄となる）

９月 (宮部先生、札幌農学校教授となる）

２月 (宮部先生、新渡戸稲造に代わり札幌農学校学芸会会頭に）

７月 (札幌農学校、北８条西６丁目の現在地に移転）

４月 (農学校、寄宿舎を新設、北８西６丁目。1907年４月「恵迪寮」と命名）

６月 (札幌農学校、東北帝国大学農科大学となる）



1918（大正７）年

1922（大正11）年

７月17日 創立25周年記念事業大修繕着工

９月25日 創立25周年記念式典（大修繕完成）

1924（大正13）年

1926（大正15）年

1927（昭和２）年

11月３日 創立30周年記念式

1928（昭和３）年

『青年寄宿舎一覧（創立三十周年記念）』発行。記念式祝辞を掲載

1933（昭和８）年

４月15日 財団法人青年寄宿舎設立認可

12月 青年寄宿舎舎友会設立

1935（昭和10）年

10月 『青年寄宿舎舎友会時報』第１号発行

1945（昭和20）年

1946（昭和21）年

５月４日 宮部先生、理事長並びに舎長を辞任

奥田義正（1919－1926在舎）第二代理事長及び舎長就任

宮部先生文化勲章拝受祝賀会

６月14日 新旧理事長、舎長を囲む会

1947（昭和22）年

７月13日 宮部先生米寿祝賀晩餐会

1947（昭和22）～1953（同28年）

1948（昭和23年）

11月３日 創立50周年記念祝賀会

1949（昭和24）年

11月 『青年寄宿舎五十年史』発行

1951（昭和26）年

４月 (北海道帝国大学、置かれる。1919年２月 医学部、設置される）

この年（恵迪寮、予科生のみの寮となる）

９月 (北大に工学部、1930年４月、理学部、設置される）

３月 (奥田義正、医学部を卒業、退舎。４月、同助手に）

４月 (宮部先生、北大を退官。５月、名誉教授に）

８月 (第二次世界大戦、終了）

10月 (北海道帝国大学から北海道大学となる。）

(文系四学部および水産学部、獣医学部、設置される）

３月 (宮部先生、逝去。90歳）



1954（昭和29）年

６月 寄宿舎改築計画着手（1956年、中止に）

1961（昭和36）年

1969（昭和44）年

1973（昭和48）年

春 札幌財務局より青年寄宿舎借用地の払い下げ通知。土地の購入。

1974（昭和49）年

４月 寄宿舎改築着工

10月15日 改築落成

11月 『青年寄宿舎〝喜寿"改築記念誌』発行

1978（昭和53）年

４月８日 奥田義正理事長、逝去

４月 若松不二夫（1930－1937在舎）第三代理事長就任

11月３日 創立80周年記念祝賀会

晩秋 『青年寄宿舎八十周年記念誌― 奥田先生を偲んで』発行

1985（昭和60）年

８月 加藤正道（1954－1957在舎）第四代理事長就任

1991（平成３）年

秋 寄宿舎の賄い制度を廃止

1995（平成７）年

４月 黒嶋振重郎（1948－1955在舎）第五代理事長就任

1998（平成10）年

11月３日 青年寄宿舎創立百周年記念祝賀会

1999（平成11）年

11月３日 『青年寄宿舎創立百周年記念誌1898－1998年』発行

2002（平成14）年

４月 奥田利恒（1954－1957在舎）第六代理事長就任

2004（平成16）年

２月 理事会、閉舎の準備を開始

３月 理事会、残余財産寄付について財団法人北大クラーク記念財団と折衝開始

2005（平成17）年

３月31日 青年寄宿舎閉舎。財団法人青年寄宿舎解散、５月道教委「公報」に告示

４月１日 青年寄宿舎清算人置かれる

５月 舎屋の解体

11月３日 青年寄宿舎跡の碑建立。閉舎記念式典挙行

『我が北大青年寄宿舎― 青年寄宿舎107年の歴史― 』刊行

３月 (奥田義正、北大を定年退官）

４月 (いわゆる「大学紛争」始まる）


