
第３　令和元年度　各大学図書館主要事業

２　特色ある蔵書について

No. 大学名 内容等

01 釧路公立大学 -

02 名寄市立大学
・保健福祉学部　社会保育学科　特命教授・絵本作家あべ弘士氏の著作
　の収集
・各学科に関連する職業・人生などを取り扱ったマンガを積極的に収集。

03 札幌医科大学 -

04 札幌市立大学
①デザイン、建築、美術、コンピューターグラフィック等
②看護・医療系資料

05 公立はこだて未来大学
・情報科学、数理物理系の図書
・デザイン系の洋書、バウハウス関連資料
・杉浦康平が装丁した資料

06 青森県立保健大学 -

07 青森公立大学
・学部に関連した資料を重点的に収集
・主に大学院生を対象とした、海外の経済分野に関する論文等を通時的に
  収集

08 岩手県立大学 -

09 宮城大学 -

10 秋田県立大学 -

11 国際教養大学 -

12 秋田公立美術大学 -

13 山形県立保健医療大学 -

14 山形県立米沢栄養大学 -

15 福島県立医科大学 -

16 会津大学 ・コンピュータ理工学に関連する専門書

17 公立千歳科学技術大学 -

18 茨城県立医療大学 -

19 高崎経済大学
・「県史」・「市町村史」や地方公共団体をはじめとする全国各地の団体
  が発行した資料等を中心に地域性のある資料を全国郷土資料として収集

20 群馬県立女子大学 -

21 群馬県立県民健康科学大学 ・学部に関連した資料を重点的に収集

22 前橋工科大学 -

23 埼玉県立大学 -

24 千葉県立保健医療大学 -
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No. 大学名 内容等

25 首都大学東京

・水野家文書（浜松藩水野家旧蔵。水野忠邦・忠精の自筆手記を含む、
  天保改革、幕末外交史及び唐津・浜松・山形等の藩政史料。
　約3,000点）（本館）
・堀江家文書（武蔵国多摩郡中野村の世襲名主・堀江家に伝来した
　江戸全期にわたる村方文書。約3,700点）（本館）
・東京関係資料（東京都刊行の行政資料の他、歴史、地理、産業、文学
　など東京に関する資料。継続収集中）（本館）
・このほか、多数の特別コレクションを所蔵。図書館HPで紹介。（本館）
・渡邉文庫（東京都立科学技術大学初代学長渡邉茂氏蔵書。システム
　工学、情報科学関係コレクション。3,350冊）（日野館）
・日野文庫（日野永一氏蔵書。日本近代デザイン史関係コレクション。
　1,450冊）（日野館）
・闘病記・医療手記（約1,600冊）（荒川館）

26 産業技術大学院大学 -

27 神奈川県立保健福祉大学

・神奈川県匡済会文庫（戦前に出版された資料を中心とする社会福祉
　事業およびその関連資料約8,000点のコレクション）
・嶋田啓一郎・津矢子記念文庫（同志社大学名誉教授・故嶋田啓一郎、
　元関西学院大学教授・故津矢子夫妻より寄贈された資料約7600点の
　コレクションで、社会福祉学及び社会学分野を中心とする）

28 横浜市立大学

・地方史・社史・団体史のコレクション（金沢八景キャンパス）
・神奈川県・古地図・地誌に関する資料を中心とした貴重書（金沢八景
　キャンパス）
・戦時中の海軍慰問雑誌である『戰線文庫』（金沢八景キャンパス）
・約2,000冊の古医書（江戸・明治期）（福浦キャンパス）

29 新潟県立看護大学
・新潟県中越地震および中越沖地震に関する資料を中心とした新潟県
　における災害看護関係資料を収集

30 新潟県立大学 ・約8,300冊のロシア語、中国語、韓国語書を所蔵

31 長岡造形大学 ・「デザイン思考」に関する図書の収集

32 山梨県立大学

・甲府市内で採用されている小学校、一部教科の中学校・高校教科書
　の購入（飯田図書館）
・「生きる」コーナー：闘病記、老い・障害・自死・出産等に関する
　手記（看護図書館）

33 都留文科大学

1. 全国都道府県市史（誌）の収集、全国都道府県教育史（誌）の収集
2. 山梨県内郷土誌史の収集
3. ジェンダースタディ関連資料の収集
4. 英米語の言語理解のための資料の収集
5. 小学校・中学校国語科教科書紹介絵本・児童書
6. 重点図書整備（第8次：平成30年度からの3ヵ年計画）によりテーマ
　 に沿った資料の収集【分野①～⑦】
   ① 歌集・歌書・物語の写本、版本の収集
　 ② 言語獲得・習得研究と言語理解関係資料の収集
　 ③ 戦前・戦後初期を中心とした国際法・国際裁判にかかわる基本
      文献の体系的収集
   ④ 世界文学＝World Literature
   ⑤ 戦前の日本映画を知る雑誌資料
   ⑥ 日本とアジア・太平洋地域の関係および地域研究
   ⑦ 小中高教科書・教師用指導書（全学年全教科）および関連図書
      の収集

34 長野大学 -

35 長野県立大学 -

36 公立諏訪東京理科大学 -

37 富山県立大学 -
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No. 大学名 内容等

38 石川県立看護大学 -

39 石川県立大学 -

40 金沢美術工芸大学 ・中外柴田文庫（462冊　美術関連図書）等

41 福井県立大学

・小倉武一文庫（図書7,486冊・資料6,061点）
・魯迅研究関連文献（478点）　・菱山泉蔵書（2,430冊）
・都留重人蔵書（1,755冊）　　・佐藤金三郎蔵書（1,414冊）
・宮崎義一蔵書（3,809冊）　　・田中豊治蔵書（790冊）
・野村良樹蔵書（3,159冊）　　・伊東光晴蔵書（2,400冊）

42 敦賀市立看護大学 -

43 岐阜県立看護大学 -

44 情報科学芸術大学院大学 -

45 岐阜薬科大学 ・植物・薬草・和漢薬に関する図書

46 静岡県立大学
・岡村昭彦文庫(約18000冊)及び岡村昭彦資料
・浦上喜平収集紙芝居(戦中・戦後の印刷紙芝居194タイトル)

47 静岡文化芸術大学 -

48 愛知県立大学

（長久手キャンパス図書館）
・古俳書
　およそ500タイトル（700冊）の古俳書を所蔵。
　数多くの稀覯本を含み、影印・翻刻の底本となるなど、学術的価値の
　高い江戸期俳諧コレクション
・市橋文庫
　元本学教授市橋鐸（本名鐸麿）氏が生前に収集し、遺族から寄贈され
　た俳諧関係の和装本343点（769冊）、洋装本2,056点（2,568冊）、
　雑誌74誌
・石田文庫
　故石田元季氏の手沢本を中心とする国文学関係の文庫
・新村文庫（西洋中世文明ロマンス語）
　フランス文学者故新村猛氏が、ヨーロッパ中世文明及びロマンス語の
　研究文献として30余年収集された洋書など約9,700冊
・橋詰文庫
　橋詰光春氏旧蔵の図書363点（洋書295点、和書68点）の文庫。
　William Blake関係図書が中心
・オレンジ本棚（認知症関連資料）の設置

49 愛知県立芸術大学 -

50 名古屋市立大学
・大神文庫（田辺通分館）
　名古屋市立大学薬学部の前身である名古屋薬学専門学校卒業生で
　ある故・大神薫氏の旧蔵書。漢方古医書類を876冊所蔵

51 三重県立看護大学
・特定のテーマを持たせた企画の展示コーナーを継続設置
　（内容は2か月で定期更新）
・闘病記や環境についてのコーナーを常設

52 公立小松大学 -

53 滋賀県立大学 -

54 京都府立大学 -

55 京都府立医科大学 -

56 京都市立芸術大学 -
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No. 大学名 内容等

57 福知山公立大学 -

58 大阪府立大学

・中尾佐助コレクション
　照葉樹林文化論の提唱者として名高い故・中尾佐助大阪府立大学
　名誉教授の旧蔵書や研究資料を保管
・日本蘭学英学資料
　幕末から明治初期の蘭学・英学文献など約450点を収蔵
・山崎文庫
　江戸期俳諧書約1200点を収蔵
・財団法人洪庵記念会寄贈資料（羽曳野図書センター）

59 大阪市立大学 -

60 兵庫県立大学
（明石看護）
・ナイチンゲールコレクション
　ナイチンゲール自身の著作やナイチンゲールに関する洋書籍を39冊所蔵

61 神戸市外国語大学 -

62 神戸市看護大学 -

63 奈良県立医科大学 -

64 奈良県立大学 ・観光、地域振興（まちづくり）関連資料を重点収集

65 和歌山県立医科大学 -

66 公立鳥取環境大学 ・学部に関連した図書の収集

67 島根県立大学 -

68 岡山県立大学 ・COC+（地域関連）コーナーを設置し関連図書を収集

69 新見公立大学
・医学・看護・社会福祉・教育の関連図書を収集
・郷土資料を収集

70 県立広島大学 -

71 広島市立大学 -

72 尾道市立大学

・下垣内文庫（芸備地方を中心とした近世俳諧資料：約3,100点
　一部リポジトリで公開）
・高橋新太郎文庫
　（国文学者・高橋新太郎氏の蔵書・資料：約40,000点）
・高橋玄洋記念室資料（尾道短期大学第１期生で脚本家の高橋玄洋氏の
　脚本・美術品等の資料：約870点）
・尾道関連資料（尾道ゆかりの著作物等）の収集

73 福山市立大学 -

74 山口県立大学 -

75 下関市立大学

・中国、韓国関係資料を収集し、別置している
・郷土資料（山口県関係資料）を収集し、別置している
・主に金融関連の経済書を購入し、にししん文庫として別置している
　（西中国信用金庫からの寄付金にて購入）

76 山陽小野田市立山口東京理科大学 -

77 香川県立保健医療大学 
・医療専門分野（看護学、臨床検査学、助産学、医学等）を重点的に収集
・医療マンガコーナーを新設（9月）

78 愛媛県立医療技術大学 ・医療マンガ・絵本
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79 高知工科大学 -

80 高知県立大学 -

81 九州歯科大学 -

82 福岡女子大学 -

83 福岡県立大学 -

84 北九州市立大学 -

85 長崎県立大学
・長崎県関係図書・資料を継続収集
・東アジア関係資料の継続収集（東アジアコーナー整備、佐世保校）

86 大分県立看護科学大学 -

87 熊本県立大学 ・郷土資料の収集（徳富蘇峰関連書物　等）

88 宮崎県立看護大学 -

89 宮崎公立大学 -

90 沖縄県立芸術大学 -

91 沖縄県立看護大学 -

92 名桜大学 ・湧川文庫（故湧川清栄氏の寄贈資料、図書約2万冊ほか雑誌等）
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