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３.４ 原資料にあたる－図書館コレクションの活用
図書館には、一般の資料とは異なった扱いをしている学術的に貴重な資料が保存
されている事が多くあります。これらは貴重資料や図書館コレクションと呼ばれま
す。貴重というだけに、図書館で利用を制限していて簡単に閲覧できないものもあ
りますが、みなさんの研究にとっても「貴重な」資料でもある訳ですので、これら
の資料を活用できるよう、この節を設けました。
探している原資料をオンライン目録で探す手法が基本的方法ですが、東北大学の
コレクションに関する知識があれば、研究に関係しそうなコレクションを直接見る
ことで、キーワード検索では見つけられない、求めていた資料を見つけることがで
きるかもしれません。そのような、資料の内容からの探索方針も自分で思いつく様
になることもこの節の目標です。
それでは、東北大学附属図書館が誇る貴重書や各コレクションの紹介と、近隣図
書館のコレクションの紹介をしていきます。

３.４.１ 東北大学附属図書館のコレクション
(１) 主要コレクションと特色
東北大学附属図書館のコレクションには約30の特殊文庫とそれらを画像データ
ベース化したもの、その他に約20の大型コレクションがあります。特殊文庫の多く
は収集者の名前を取って○○文庫という名称がついており、各々図書館に受け入れ
られた時期も、全体冊数も異なります。一方、大型コレクションは、非常に高価な
資料を、一定の主題の元に集めたものです。これらのコレクションは、オンライン
目録で全てが検索できるわけではなく、カード目録（旧片平カード目録）や冊子体
目録を使わないと検索できないものもあります。
次項からこれらのコレクションを分野別に紹介していきます。
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① 総合分野
『狩野文庫』 狩野亨吉旧蔵書 108,000 冊：本館書庫
旧制第一高等学校校長（明治 31～39）や京都帝国大学文科大学長（明治 39
～41）を歴任し、また江戸時代の学者志筑忠雄、思想家安藤昌益、経世家本
多利明を発掘したことでも知られる、秋田県大館出身の文学博士狩野亨吉（か
のう こうきち 1865～1942）の旧蔵書。約 108,000 冊からなる大コレクショ
ンで、和漢書古典を主体とする幅広い領域の資料を含み、「古典の百科全書」
あるいは「江戸学の宝庫」とも称されています。資料現物のほか、マイクロ
フィルムの利用も可能です。また、画像データベース化にも取り組んでおり、
目録や画像データベースを公開した次のウェブサイトがあります。
『狩野文庫画像データベース』 東北大学附属図書館
<http://www2.library.tohoku.ac.jp/kano/kano_top.html>
このデータベースは、『狩野文庫』中のマイクロフィルム化した和書
線装本のうち、古地図約 900 点、絵本・絵巻約 280 点（合計約 16,700
画像）を収録しており、インターネットで画像を参照できるようにし
たものです。
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『漱石文庫』 夏目漱石旧蔵書 3,068 冊：本館 2 号館貴重書庫
文豪夏目漱石（なつめ そうせき 1867～1916）の旧蔵書 3,068 冊からなるコ
レクションです。英文学関係の図書が中心で、漱石による多くの書入れがあ
り、漱石の日記、ノート、試験問題、原稿・草稿などの断片資料も含まれて
います。当コレクションは、閲覧には特別な手続きが必要です。目録や画像
データベースを公開した次のウェブサイトがあります。
『夏目漱石文庫目録 DB』東北大学附属図書館
<http://www2.library.tohoku.ac.jp/soseki/>

『夏目漱石ライブラリ』東北大学附属図書館
<http://www.library.tohoku.ac.jp/collect/soseki/>
漱石文庫を中心とした、夏目漱石のポータルサイトです。夏目漱石本
人や漱石文庫についての解説のほか、漱石文庫資料の検索や画像デー
タの公開も行っています。
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『和算関係文庫』 林鶴一、藤原松三郎 ほか旧蔵書 18,335 冊：本館書庫
東北帝国大学理学部教授で初代の図書館長でもあった林鶴一（はやし つるい
ち 1873～1935）と、数学教室創設時の同僚であった藤原松三郎（ふじわら ま
つさぶろう 1881～1946）の旧蔵書および両教授の収集した和算関係資料
14,470 冊に加え、帝国学士院会員の岡本則録（おかもと のりふみ 1847～
1931）の旧蔵書 2,667 冊その他からなる合計 18,335 冊の大コレクションです。
収集された単位により、林文庫、林集書、藤原文庫、藤原集書、岡本文庫の 4
種類に分かれています。なお、目録や画像データベースを公開した次のウェ
ブサイトがあります。
『和算ポータル』東北大学附属図書館
<http://www2.library.tohoku.ac.jp/wasan/>
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『Early English Books : 英国古書集成 STC Ⅰ (1475-1640) Units. 1-61、
STC Ⅱ (1641-1700) Units. 1-101』 マイクロフィルム版 約 4,000 Reels
：本館書庫 B1F マイクロ室 [YD/13,ⅠC/2/E3]
1475～1700 年の共和制の成立、王政復古、名誉革命、宗教革命当時にわたっ
て、英国・アイルランド・スコットランド・英領北アメリカ各州において、
英語で刊行された政治社会史、科学史、文学史等文献を網羅的に収録したコ
レクションです。利用するためには、次の索引で、どの作品がどのリールに
収録されているのかを調べる必要があります。
STC I の索引
1)『Short-title catalogue of Books 1475-1640』 Vol.1-3：本館 RC
2)『Early English Books 1475-1640 Cross Index to Reels 1-1885』
(Unit57 まで）：本館 RC
3)『A guide to Units of the Microfilm Collection 1-1979』 (Unit61
まで）：本館 RC
1-1674,1699-1760,1845-1907 本館書庫 B1F マイクロ室
STCⅡの索引
1)『Short-title catalogue of Books 1641-1700』 Vol.1-3：本館 RC
2)『Early English Books 1641-1700 Cross Index to Reels 1-1921』
(Unit74 まで）：本館 RC
3)『A guide to Units of the Microfilm Collection 1-2414 』(Unit99
まで）：本館 RC
1-1452,1603-1753,2125-2280 本館書庫 B1F マイクロ室
② 文学
『阿部文庫』 阿部次郎旧蔵書 5,190 冊：本館書庫
東北帝国大学法文学部教授で、『三太郎の日記』などの著作で有名な阿部次
郎（あべ じろう 1883～1959）の旧蔵書。内容は日本文化全般に渡ります。
『石津文庫』 石津照璽旧蔵書 4,773 冊：本館書庫
東北大学文学部教授（宗教学宗教史専攻）で第 11 代学長を勤めた石津照璽（い
しづ てるじ 1903～1972）の旧蔵書。仏教をはじめとする宗教書や哲学書が
中心です。
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『伊東文庫』 伊東信雄旧蔵書 4,526 冊：本館書庫
東北大学文学部教授（考古学専攻）の伊東信雄（いとう のぶお 1908～1987）
の旧蔵書。考古学・歴史学 が中心です。冊子体目録あり。
『梅原文庫』 梅原末冶旧蔵書 1,143 冊：本館書庫
京都大学名誉教授で東アジア青銅器研究の世界的権威の梅原末治（うめはら
すえじ 1893～1983）の旧蔵書。考古学（とりわけ洋書）が中心です。冊子体
目録あり。
『大類文庫』 大類伸旧蔵書 946 冊：本館書庫
東北帝国大学法文学部教授の大類伸（おおるいのぶる 1884～1975）の旧蔵書。
西洋史関連書籍が中心となっており、特にラファエロ、ダンテ、マキャヴェ
リ関連の著作が多くを占めています。
『河野文庫』 河野与一旧蔵書 1,108 冊：本館書庫
東北帝国大学法文学部教授（仏文、古典語、哲学史専攻）の河野與一（こう
の よいち 1896～1984）の旧蔵書です。古代・中世哲学を中心とする古典
学関係資料が多くを占めます。
『児島文庫』 児島喜久雄旧蔵書 1,494 冊：本館書庫
東北帝国大学法文学部助教授として西洋美術史を担当し、ついで東京帝国大
学に転じた美術史家児島喜久雄（こじま きくお 1887～1950）の旧蔵書。西
洋美術史、特にレオナルド・ダ・ヴィンチ関係資料が中心です。
『晩翠文庫』 土井晩翠旧蔵書 2,624 冊：本館書庫
仙台の地の文学者にして教育者であった旧制二高教授土井晩翠（どい ばんす
い 1871～1952）の旧蔵書。彼の蔵書は、仙台空襲で 8 割が消失してしまいま
したが、残りの 2 割を東北大学附属図書館が所蔵しています。蔵書の内容は
英文学、漢文学、仏教書、西洋思想関係など多岐にわたり、しばしば朱点、
書き入れや蔵書印を押された手沢本が見られ、また夏目漱石やアインシュタ
インからの書簡も含まれています。
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『ケーベル文庫』 Raphael von Köber 旧蔵書 1,999 冊：2 号館準貴重書庫
明治 26 年（1893）から大正 3 年（1914）まで東京帝国大学において西洋哲
学等を講じた Raphael von Köber(1848～1923)の旧蔵書。ギリシャ、ラテン
の古典学を中心に哲学・文学関係の図書が多数を占めます。冊子体目録あり。
『ヴント文庫 Wilhelm Wundt 旧蔵書 15,840 冊：2 号館準貴重書庫
ハイデルベルク大学で医学博士の学位を取得後、ライプチヒ大学で哲学の教
授に就任し名高い実験心理学研究室を創設、同大学の学長を務めたこともあ
るドイツの著名な心理学者 Wilhelm Wundt(1832-1920)の旧蔵書。心理学・
哲学を中心に幅広い内容を含んでいます。冊子体目録あり。
『ヴュルフェル文庫』 Georg Würfel 旧蔵書 1,160 冊：2 号館準貴重書庫
旧 制 第 二 高 等 学 校 で 30 年 近 く ド イ ツ 語 教 師 を 務 め た Georg Würfel
（1880-1936）の旧蔵書。ほとんどがドイツ語資料です。
『中国方志叢書 第 2 期～第 3 期 台湾省第 1 期～第 2 期』 4,147 冊
：本館書庫 B2F 大型コレクションコーナー [GB/22/04]
第 1 期（研究室所蔵）から民国(17-20 世紀) にかけての、中国全土の地文志を
網羅的に収集し、影印したものです。『中國方志叢書目録』という索引があ
り、本誌と共に備え付けてあります。
『Protestant Movement in France from 16th to 18th Century : 16-18 世紀
フランスのプロテスタント運動』 68 点
：本館書庫 B1F 大型コレクションコーナー
ナントの勅令発布からその廃棄までの期間に刊行された王令、王に対する意
見書、聖人伝、演説等の第一次資料。
『清蒙古車王府蔵曲本』 線装影印本 1,662 冊 (315 帙)
：本館書庫 B2F 大型コレクションコーナー [KK/257/035]
中国清朝の蒙古王族車臣可汗の北京の居邸、通称「車王府」に所蔵されてい
た戯曲及び俗曲（説唱、雑曲など）の台本集。中国近世における社会生活、
風俗習慣を題材とする曲本が中心ですが、歴史劇或いは古典文学・伝説等広
範な記事を含む曲本も多く収められており、極めて資料価値が高いものです。
構成は、首函 4 冊(1 帙)、戯劇部分 412 冊(74 帙)、曲藝部分 1,246 冊(240 帙)
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からなっていて、全収録作品 1,585 種に対して、字・音による戯曲目索引も
首函に付せられています。索引は、第 1 函に目録ともに含まれています。
③ 典籍・古文書
『西蔵（チベット）大蔵経』 多田等観招来資料 6,652 部
：本館 2 号館貴重書庫
東北帝国大学法文学部講師で、河口慧海と並ぶ西蔵学者であった多田等観（た
だ とうかん 1890～1967）が、チベットにおいて収集した資料 6,652 部から
なるコレクション。デルゲ版大蔵経を中心として稀少な経典を所蔵していま
す。
『秋田家史料』 旧三春藩主秋田家旧蔵 4,337 点：本館 2 号館貴重書庫
鎌倉時代に陸奥国津軽十三湊を拠点に栄え、後に出羽国秋田に移って戦国大
名となり、近世に入って常陸国宍戸 5 万石、さらに陸奥国三春 5 万 5 千石の
藩主となった秋田家に伝来した文書類。古文書の大半は近世以降のもので、
その中には、安倍貞任の子孫という伝承にもとづく独特の自己認識を記した
系図や、蝦夷地の領主であった名残と伝えられる弓などが含まれています。
目録や画像データベースを公開した次のウェブサイトがあります。
『秋田家史料データベース』東北大学附属図書館
<http://www2.library.tohoku.ac.jp/akitake/>
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『晴山文書』 岩手県九戸郡大野村 晴山吉三郎家旧蔵 6,530 点
：本館 2 号館貴重書庫
岩手県九戸郡大野村の晴山吉三郎家に伝来した文書群。晴山家は、鎌倉時代
の御家人大崎氏の一族で、近世初頭に大崎氏が滅びたため南部領に移り帰農
したとの伝承を持ちます。江戸時代から戦後までの歴史・経済において、貴
重な原資料です。冊子体目録あり。
『下総佐倉藩 堀田家文書』 マイクロフィルム版 238 Reels
：本館書庫 B2F マイクロ室 [GB/22/052]
譜代大名堀田藩の藩政・幕政資料で、日産厚生会佐倉厚生園所蔵堀田家文書
のマイクロフィルム版です。索引には、『下総佐倉藩 堀田家文書 マイク
ロフィルム版 解説目録』（本館 RC・ マイクロ室に所在）があります。
④ 教育学
『松本文庫』 松本金寿旧蔵書 3,174 冊：本館書庫
東北大学教育学部教授（発達心理学講座）で、教育学部第 2 代学部長の松本
金寿（まつもときんじゅ 1904～1984）の旧蔵書。 教育学・心理学が中心で
す。冊子体目録あり。

みみふくろ 古文書と家文書
これらは、一冊単位ではなく、同じ場所から発見された資料群として扱う
というところが一般の図書とは大きく異なります。
資料群を構成する個々の資料が、地域や体制の中で体系的に関係しあうも
のとして研究することにより、文書が作成された当時の地域や社会の様子へ
の理解を尚一層、深めることが可能です。
古文書や家文書のデータベースには、東京大学史料編纂所で公開している
ウェブサイト：東京大学史料編纂所データベース SHIPS for インターネット
<http://www.hi.u-tokyo.ac.jp/ships/shipscontroller>が有効です。詳しく
は、３.２.４を参照して下さい。
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⑤ 法学
『高柳文庫』 高柳真三旧蔵書 3,818 冊：本館書庫
東北大学法学部教授で教養部長や法学部長を務めた高柳真三（たかやなぎ し
んぞう 1902～1990）の旧蔵書です。日本法制史の研究に関連する資料を中心
として、古文書約 1,400 点を含みます。
『宮田文庫』 宮田光雄旧蔵書 7,668 冊：本館書庫
東北大学法学部教授（政治学・政治学史）であった宮田光雄（みやた みつお
1928～）の旧蔵書。ドイツ関係資料のほかキリスト教の教会闘争の資料など
が中心です。
『柳瀬文庫』 柳瀬良幹旧蔵書 1,877 冊：本館書庫
東北大学法学部教授の柳瀬良幹（やなせ よしもと 1905～1985）の旧蔵書。
行政法関連資料のみならず、政治家の伝記や古典などを幅広く含みます。
『ゼッケル文庫』 Emil Seckel 旧蔵書 7,380 冊：本館 2 号館準貴重書庫
30 年間ベルリン大学の教職にあり、総長としても令名のあった Emil Seckel
（1864～1924）の旧蔵書。16 世紀に始まり現代にいたるまでのローマ法、教
会法、ドイツ法に関する文献が中心です。冊子体目録あり。
『シュタイン文庫』 Friedrich Stein 旧蔵書 6,810 冊：本館 2 号館準貴重
書庫
ドイツの民事訴訟法および刑法学者で、ライプチヒ大学教授であった
Friedrich Stein(1859～1923)の旧蔵書。民法、商法、民事訴訟法、破産法、
刑法等法律全般に関する図書、雑誌、小冊子が含まれています。冊子体目録
あり。
『チーテルマン文庫』 Ernst Zitelmann 旧蔵書 8,280 冊：2 号館準貴重書
庫
ボン大学教授で、国際私法の大家でもあり、ドイツ民法の起草者であった
Ernst Zitelmann(1852～1923)の旧蔵書。内容は法学全般にわたっています。
冊子体目録あり。
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『Great Britain Parliament Hansard's Parliamentary Debates : ハンサー
ド, 英国議会討論報告』 2,544 冊:本館 書庫 B1F 大型コレクションコーナー
[BG/6/1]
ウィリアム 1 世のブリタニア征服（1066 年）当時から現在にいたる英国議会
庶民院及び貴族院の会期ごとの議事録及び議事全体について、議員の発言・
討論を逐語的に収録したものです。内容は以下の通りです。
『Cobbett's Parliamentary History of England, from the Norman
Conquest on 1066, to the year 1803』 Vol. 1-36 (1066-1803)
『Hansard's Parliamentary Debates』.
1st ser. Vol. 1-41 (1066-1820)
2nd ser. Vol. 1-25 (1820-1830)
3rd ser. Vol. 1-356 (1830-1891)
4th ser. Vol. 1-199 (1892-1908)
5th ser. House of Lords: Vol. 1-585 (1909-1998)
House of Commons： Vol. 1-1000 (1909-1980/81)
6th ser. House of Commons： Vol.1-302 (1980/81-1998)
索引は、現物と一緒に備え付けられています。Cobett...については、 各巻頭
に索引があり、Hansard's... 1-2ser. (1803-1830) General index ・3-6ser.
(1830- ) については各年巻尾に索引あります。
『British Parliamentary Papers. 1801-1899 : 19 世紀英国議会報告 (Blue
Books: IUP series)』 リプリント版 1,000 冊
：本館書庫 B1F 大型コレクションコーナー [BG/8/3]
英国議会に設置された特別委員会、王立委員会の立法のための調査報告書、
証言録、資料を収録しているリプリント版。索引は次の 2 点があります。
『 Checklist of British parliamentary papers in the Irish
univ.press 1000vol. series,1801-1899.』：本館書庫 B1F マイクロ
室[BG/8/3]
『General Index to the Bills, Reports and Papers printed by order
of the House of Commons, and to the Reports and Papers presented
by Command.』（通称 General Index）：本誌と同じ場所 [ⅥE/4/B25]
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『The House of Commons Parliamentary Papers, 1801-1921 : 19 世紀英国下
院議会文書集』 マイクロフィッシュ版 : 本館書庫 B1F マイクロ室[YC/5/5]
19 世紀英国下院文書(Sessional Papers) の全巻をマイクロフィッシュ化した
もの。本学では議事録である Hansard 及び IUP(Ireland University Press)
による復刻版を所蔵していますが、IUP の復刻版は全体の約 20％を選択して
まとめたもので、選択から漏れたものの中には、なお多数の重要な資料が存
在しています。この資料はそれらを補い、19 世紀英国における公共の政策に
関する資料のほとんどを入手することができます。索引は次の 3 点がありま
す。
『Subject catalogue of the House of commons parliamentary papers
1801-1900 Vol.1-5』：本館書庫 B1F マイクロ室[YC/5/5]
『 Annual catalogues of British official and parliamentary
publications (1894-1909, 1910-1919)』：本館 RC [UP/11/6]
『General index to the Bills, Reports and papers printed by order
of the House of commons and to the reports and papers presented
by command 1900 to 1948-49.』 （通称 General Index）: 本館 RC
[BG/6/3]
『 The Controller's Library Collection of Her Majesty's Office
Publications. 1922-1977 : 英国王立印刷局 20 世紀政府刊行物』 マイクロ
フィルム版 4,436 Reels: 本館書庫 B1F マイクロ室 [BG/8/4]
1921 年からの議事録・制定法（議会資料）等及び議会に提出されない各種委
員会報告書、補助法令書（非議会資料）等の二本立てで政府刊行物を収録し
たもの。索引は次の 2 点があります。
『 Annual catalogues of British government publications
(1920-1935, 1936-1950, 1951-1960, 1961-1970), Consolidated
indexes to British government pulications (1936-1970)』：本館
RC [UP/11/6]
『 Governtment publications 1971-1977 』 各 年 1 冊 : 本 館 RC
[UP/11/6]
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『The Poor Law Collection. : 英国救貧法研究コレクション』 オリジナル
版 172 Items : 本館書庫 B1F 大型コレクションコーナー
1830 年代の救貧法運動に焦点をあてたもので、第 1 部に政府リポート、救貧
法委員会レポート類、第 2 部に当時の政治家、学者の原著が含まれています。
『United States Government Documents and Proceedings : 米国政府刊行物
議事録』 マイクロフィルム版 1,413 Reels: 本館書庫 B1F マイクロ室[YC/4]
アメリカ合衆国政府が成立し、初代大統領が就任した 1789 年から 1970 年ま
での 182 年間にわたる米国上院、下院の議会関係資料を網羅したものです。
索引は次の 5 点があります。
『Annual of congress. 1789-1824 Sessional Indexes to Annual of
the U.S』 2v.：本館書庫 B1F マイクロ室[BU/6/1]
『Register of Debates. 1824-1837 Sessional Index to the Register
of debates in the U.S. Congress』 1v.： 本館書庫 B1F マイクロ室
[BU/6/1]
『 Congressional Globe.1833-1873 Sessional Indexes to the
Congressional globe』 6v.：本館書庫 B1F マイクロ室[BU/6/1]
『 Checklist of U.S. 1789-1976 To Checklist of U.S. public
documents,1789-1976』 Vol.1-5：本館書庫 B1F マイクロ室[BU/6/1]
『Cumulative title index to U.S. public documents, 1789-1976』
16v.：本館書庫 B1F マイクロ室[BU/6/1]
『CIS: U.S. Congressional Publications : 米国連邦議会、委員会刊行物総
集成』 マイクロフィッシュ版 : 本館書庫 B1F マイクロ室 [YC/6/2]
米国連邦議会、委員会が刊行した資料を網羅的に収集したもので、以下の２つ
にわかれています。索引は現物のある本館書庫マイクロ室に備え付けています。
Serial Set. Pt. 1-12 (1789-1969)
1789 年から 1969 年までの米国連邦議会の公報、私法の法政に関する
委員会報告書を中心に上院、下院の歩みをしるす議事録、種々の調査
報告書をまとめたもの。
1970 以降
1970 年から 1990 年までの米国議会の報告書類、特別出版物、委員会
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配布資料を年次別に集成したもの。
『American State Reports: Prior to National Reporter System : 米国各
州判例集』 マイクロフィルム版 1,106 Reels : 本館書庫 B1F マイクロ室
[YC/6]
全米判例体系（National Reporter System) 以前の各州の判例を全て収録して
います。索引は次のものが、現物のある本館書庫マイクロ室に備え付けられ
ています。

『Bibliographical index-State reports prior to the National
reporter system』：本館書庫 B1F マイクロ室[YC/6]
『National Reporter System. 1st Series : 全米判例集』 2,018 冊
：本館書庫 B1F 大型コレクションコーナー [各巻毎請求記号あり]
米国法の全領域を包含し、終審、中間審の州判例を収録したもので、米国の
判例に対する網羅的、体系的な判例集です。索引は『American Digest System』
（法図書室）があります。また、内容は次のようになっています。
Atlantic Reporter Vol. 1-200 (1886-1938) [CU/3113/5A] （巻末
に州別 index あり）
Federal Reporter Vol. 1-300 (1880-1925) [CU/2113/3A] （5vol.
毎に index あり）
Federal Rules Decision Vol. 1-118 (1941-1988) [CU/2113/9]（10vol.
毎に cumulative index あり）
New York Supplement Vol. 1-300 (1888-1938) [CU/3113/1A]
North Western Reporter Vol. 1-300 (1879-1942) [CU/3113/7A]
Pacific Repoter Vol. 1-300 (1884-1931) [CU/3113/6A]（巻末に州
別 index あり）
South Western Reporter Vol. 1-300 (1887-1928) [CU/3113/9A]
Southern Reporter Vol. 1-200 (1887-1941) [CU/3113/8A]（巻末に
州別 index あり
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『Thomas Hobbes Collection. 1588-1679 : トーマス・ホッブス著作および
研究書コレクション』 46 点：本館 2 号館貴重書庫
英国の哲学者ホッブスの代表作『リヴァイアサン』初版の第 1 刷から第 3 刷
をはじめ、主著が網羅されています。『東北大学附属図書館本館所蔵新訂貴
重図書目録 洋書編』の付録が『ホッブズ・コレクション目録』となってい
ます。
⑥ 経済学
『木下文庫』 木下彰旧蔵書 5,067 冊：本館書庫
東北大学経済学部教授で学部長も務めた木下彰（きのした
82）の旧蔵書。農業経済学が中心です。

あきら

1903～

『櫛田文庫』 櫛田民蔵旧蔵書 3,130 冊：本館書庫
代表的なマルクス主義者であった櫛田民蔵（くしだ たみぞう 1885～1934）
の旧蔵書。Misere de la philosophie（『哲学の貧困』初版本 1847 年刊）を
代表とする、マルクス主義関係資料が中心です。冊子体目録あり。
『東北大学 デジタル・マルクス/エンゲルス』 東北大学附属図書館・東北
大学大学院経済学研究科 大村泉教授
<http://www2.library.tohoku.ac.jp/marx/>
『櫛田文庫』を中心とした本学所蔵のマルクス・エンゲルスの著作の画像デー
タベースを公開しています。
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『須永文庫』 須永重光旧蔵書 6,316 冊：本館書庫
東北大学農学研究所教授の須永重光（すなが しげみつ 1907～1976）の旧蔵
書。経済・農林水産業、それらをまとめた農業経済学関係資料が中心です。
『中野文庫』 中野正旧蔵書 5,873 冊：本館書庫
東北大学法文学部経済科を昭和 15 年（1940）に卒業し、法政大学経済学部長、
長野経済短期大学学長を務めた中野正（なかの ただし 1912～1985）の旧蔵
書。マルクス主義関係資料、西洋古典籍を含めた経済学の資料が中心です。
『中村文庫』 中村吉冶旧蔵書 4,297 冊：本館書庫
東北帝国大学法文学部、のち東北大学経済学部教授で学部長も務めた中村吉治
（なかむら きちじ 1905～1986）の旧蔵書。日本経済史・社会史関係の基礎資
料・研究資料が広く収集されています。
『和田文庫』 和田佐一郎旧蔵書 2,670 冊：2 号館準貴重書庫
東北帝国大学法文学部教授であった和田佐一郎（わだ さいちろう 1894～
1944）の旧蔵書のうち洋書を集めたものです。内容は古典経済学からマルク
ス主義経済学までの貴重な原資料を収蔵したものです。
『Communism and Socialism: Collection of Books on Socialism Communism
in German, USSR, France, England, China, Italy, Switzerland, including
a very fine collection on Marx/Engels and Lenin : 社会主義思想の発展
と現代的課題』：本館書庫 B1F 大型コレクションコーナー
ドイツ語の社会主義思想及び社会主義問題に関するマルクス・エンゲルスの
著作、研究書、ロシア語・中国語・英語・フランス語・イタリア語の社会主
義関係文献、フランス共和党の党員が著述したパンフレットのコレクション
等が含まれています。
⑦ その他
『矢島文庫』 矢島玄亮旧蔵書 2,030 冊：本館書庫
東北大学附属図書館に昭和 7 年から同 40 年までの 34 年の長きにわたって勤
務し、昭和 40～42 年は文学部助教授として書誌学・図書館学を教授した矢島
玄亮（やじま げんりょう 1903～2001）の旧蔵書。漢籍と書誌学関係資料を
中心に、彼が作成した図書館業務関係の資料も含まれています。
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(２) コレクションの閲覧・貸出
ここまでで、主要なコレクションは紹介しましたが、次にこれらを閲覧する方法
を紹介します。
① 個人文庫－○○文庫とあるもの
日本人名が冠名の文庫の閲覧・貸出については、本館メインカウンターに相談し
て下さい。外国人名が冠名の文庫の閲覧は、準貴重書という特別の扱いになってい
ます。外国人名が冠名の文庫の閲覧・貸出については本館 2 号館カウンターに相談
して下さい。
② 大型コレクション－その他の資料
基本的に本館の書庫に所蔵しています。閲覧・貸出については本館メインカウン
ターに相談して下さい。
(３) 本学の貴重書
本学には以上に挙げた特殊文庫や、大型コレクションのほか、より稀少な資料と
して貴重書という分類があります。貴重書とは基本的に次の基準を満たすと認定さ
れます。一度認定されると、附属図書館の貴重書庫に所蔵されます。閲覧を希望す
る場合は、所定の手続きが必要になります。
和書で、慶長以前（～1614）に書写または印刷されたもの。
漢籍で、明代正徳以前（～1521）に印刷されたものか、明代以前（～1644）
に書写されたもの。
洋書で、1600 年以前に書写・印刷されたもの。
この貴重書は次の目録で検索することができます。
『東北大学附属図書館本館所蔵貴重図書目録 和漢書編』 2006
『東北大学附属図書館本館所蔵新訂貴重図書目録 洋書編』 2004
：本館 RC
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① 貴重書の閲覧手続
貴重資料は附属図書館 2 号館に所蔵されています。貴重資料は、事前に附属図書
館２号館カウンターに閲覧許可申請書を提出して、許可を貰う事で閲覧ができます。
閲覧許可申請書には、閲覧の目的や保証人（担当教員など）を明記の上、提出しま
す。閲覧を許可するには時間が必要ですので、前もって申し込みをして下さい。コ
ピー機を使った複写は不可です。必要な場合は、マイクロフィルムを作成の上、紙
焼きをします。専門の業者に依頼しますので、希望する場合は、早めにご相談下さ
い。カメラでの撮影についても別途申請が必要です。
② 附属図書館の代表的な貴重資料
貴重資料については一部を次のウェブサイトで画像を公開しています。このウェ
ブサイトの中で公開されているものの中で、重要な資料を何点か紹介します。
『貴重書展示室』 東北大学附属図書館
<http://www.library.tohoku.ac.jp/kichosho/kicho/kicho/kichosho.html>
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『類聚國史』 巻第二十五 菅原道眞撰 平安末期寫（国宝）（狩野文庫）
古代日本の正史（六国史）の記事を分類・編纂した書です。第二十五巻は帝
王部のうち持統～陽成等の事蹟が記されています。

『史記 孝文本紀 第十』 (漢)司馬遷撰 (劉宋)裴駰集解 延久五(1073)
寫 康和三(1101)建久七(1196)建仁二(1202)校 巻子 （狩野文庫）
孝文帝とは前漢第五代の皇帝、文帝（劉恒）のことです。本書はわが国最古
の写本であり、延久五(1073)年大江家国以下の江家点（朱墨の校正）が見ら
れる貴重書です。
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『西蔵大蔵経』 デルゲ版 三一七帙 1729～1744 （西蔵（チベット）大
蔵経）
ナルタン版・北京版・チョーネ版と並び称される西蔵聖典です。とりわけ、
このデルゲ版は印刷の清楚なことで有名です。内容はカンギュル（経典その
もの）とテンギュル（注釈や論書）の二部からなり、前者は赤色で、後者は
黒色で印刷されています。写真はカンギュルです。

『当用日記』

明治 42 年 4、5 月 夏目漱石直筆 （漱石文庫）
夏目漱石の蔵書、直筆原稿などを収める漱石文庫ですが、これは彼の日
記の一部です。「5 月 15 日 陰。池松雅常来。宮本武蔵の木大刀を持って
ゐた。……。二葉亭印度洋上ニテ死去。気の毒なり。……」 とあります。
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３.４.２ その他の図書館コレクション
ここでは、仙台市内で利用できる、本学以外の図書館の主なコレクションを紹介
します。利用を希望する場合は、事前に利用条件を確認し、各機関のルールに必ず
従って下さい。

(１) 宮城教育大学附属図書館
『イギリス児童書コレクション』
このコレクションは、平成 11 年度に購入したイギリス児童図書 479 点です。
ピーターとアイオナ、オーピー（Opie）夫妻の蔵書の一部｢子どもの生活と文
化の総体に関する図書｣で､美しい挿し絵入り本も多数含まれています｡
子供の文学、子供の文化を専門とするオーピー夫妻の仕事は、「マザー・グー
ス」、「子どもの遊び」、「昔話」の三つに分けることができます。それらの
仕事を支えていた膨大な文献の一部をこのコレクションによって見ることが
出来ます。また、すべてにマザー・グースをかたどった蔵書印が押してありま
す。
これらの資料は、『宮城教育大学附属図書館蔵書検索システム』で検索するこ
とが出来ます。また、宮城教育大学附属図書館ホームページのコレクション紹
介で、目録を見ることもできます。

図表 3-21 オーピー夫妻の蔵書印
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『江戸期仙台版往来物』
平成 2 年度に受入した 137 種、148 冊の資料です。本資料は、江戸期に仙台
で出版された往来物（庶民用教科書）のコレクション及び養賢堂（仙台藩藩
校）で使用した教科書です。江戸期の仙台における初等教育教科書出版状況
の全容をうかがうことができる重要な資料で、全国的にも稀な地方教科書史
研究資料です。
資料は古典古書室に別置されています。目録は、宮城教育大学附属図書館ホー
ムページで見ることができます。また、『MUE 電子資料館』の中で全資料の検
索もできます。
『林文庫（林竹二文庫）』
宮城教育大学元学長、林竹二氏の旧蔵書で、平成元年から 2 年にかけて遺族
より寄贈を受けたものです。和・洋書を 5,163 冊配架しています。これらは
古くは江戸時代から昭和 40 年～50 年代発行を中心に、宗教関係、日本史世界
史関係、法律経済関係、教育学関係ほか広く網羅されています。
貴重書は古典古書室に別置されています。また、『宮城教育大学附属図書館
蔵書検索システム』で検索することが出来ます。
利用を希望する場合は、事前に宮城教育大学附属図書館のカウンターに問い合わ
せて下さい。連絡先は以下の通りです。
・所在地：〒980-0845 宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉 149
・Tel：022-214-3350 Fax：022-214-3351
・URL：http://www.lib.miyakyo-u.ac.jp/

(２) 東北学院大学図書館
『キリスト教関連図書コレクション』
熊野義孝氏、笹尾粂太郎氏、竹森満佐一氏、山谷省吾氏の旧蔵書を中心とし
た、明治初期からのキリスト教関連図書のコレクションです。この他に、東
北学院創立以来の蔵書や、個人・団体からの寄贈図書なども含め、一大コレ
クションを形成しています。上記四氏の個人文庫だけで 10,000 冊を超えてい
ます。
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第３章 原資料にあたる

３. ４ 原資料にあたる－図書館コレクションの活用

『イギリス古典派経済学関連図書コレクション』
『アダム・スミスコレクション』と『マルサスコレクション』から形成され
る、イギリス古典派経済学者の著書の初版本を中心に収集したコレクション
です。図書の他に、マルサス直筆の書簡なども収められています。192 点。
『アジアコレクション』
正式名称を『東西文化の接触と相互影響、および＜ウェスタン・インパクト
＞政策形成の基礎文献に関するコレクション』といい、16 世紀から 19 世紀に
かけて、西欧において刊行されたアジア地域に関する図書を中心に収集され
ています。図書の他に、
『坤輿全図』の作者として知られるフェルビースト(南
懐仁)直筆の書簡なども収めています。127 点。
利用に際しては事前に確認が必要です。直接訪問・連絡するのではなく、東北大
学附属図書館を通して問い合わせて下さい。

(３) 宮城県図書館
『伊達文庫』
仙台藩主伊達家の旧蔵書で、昭和 24 年に購入したものです。和古書 3,253 点
（19,197 冊）、漢籍 666 点(9,980 冊)、洋書 251 点（504 冊）、合計 4,170
点（29,681 冊）から構成しています。
堀田正敦編の『禽譜』、光悦本『謡本』、大槻玄沢の『厚生新編』、仙台
藩関係の絵図、古版本、古写本などの貴重書を多数含んでいます。
『青柳文庫』
仙台藩から江戸に出て成功した商人、青柳文蔵の寄付によって作られた「青
柳文庫」の旧蔵書です。明治 14 年の宮城書籍館（宮城県図書館の前身）創立
に際し、宮城師範学校から引き継いだものです。和古書 311 点（1,468 冊）、
漢籍 156 点（1,995 冊）、合計 467 点（3,463 冊）から構成しています。
『養賢堂文庫』
仙台藩校「養賢堂」の旧蔵書で、『青柳文庫』と同様宮城師範学校から引き
継いだものです。和古書 196 点（727 冊）、漢籍 67 点（1,008 冊）、合計 263
点（1,735 冊）から構成しています。和古書と漢籍の善本に特色があります。

262

３.４.２ その他の図書館コレクション

利用を希望する場合は、宮城県図書館 3 階の「みやぎ資料室」に事前に問い合わ
せて下さい。連絡先は以下の通りです。
・所在地：〒981-3205 宮城県仙台市泉区紫山 1-1-1
・Tel：022-377-8483 Fax：022-377-8494
・URL：http://www.pref.miyagi.jp/library/
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図書館の小ネタ
図書の書き込み

図書館の個人文庫や寄贈図書、古本などには元の持ち主により書き込み
がされている場合があります。そこから、その図書がどういう経緯をた
どって今自分の手にあるのか想像してみるのも面白いでしょう。
例えば東北大学所蔵の『写生文集』 正岡子規ほか著 本館書庫 [IVB3-9/
タ 6]には「北住敏夫氏寄贈」との印があります。これは本学国文学の教
授であった北住先生の旧蔵書であることを示すものです。先生は昭和 14
年から昭和 21 年まで本学附属図書館に勤務した後、昭和 25 年から昭和
51 年に定年退職するまで、本学で文学を講じました。『写生説の研究』
『写生派歌人の研究』『写生俳句及び写生文の研究』の三部作により、昭
和 50 年度日本学士院賞を受賞した先生です。
おそらく北住先生が「写生」研究に使ったこの『写生文集』の、初めの
数ページには、はっきりとは読み取れませんが鉛筆により「写生とは･･･」、
「汝が理想は･･･」との文字が書かれていて興味をひかれます。また扉紙
をめくると他の人の蔵書印も見られ、想像をたくましくすれば、北住先生
はこの本を古書店で買ったのではないかと思われてきて、先生が古書店の
棚を物色する姿まで見えてくるようです。
このように図書の書き込みは面白い情報源になるものです。東北大学に
は夏目漱石文庫があり、その図書には書き込みがされています。他の個人
文庫も同様ですし、例に挙げた寄贈図書にも書き込みがあるかもしれませ
ん。図書館で本を借りたときに、書き込みや蔵書印にも注目してみて下さ
い。

264

