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平成２６年度

各大学図書館主要事業

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

・本学短期大学部児童学科特任教授・絵本作家あべ弘士氏の著作の収集
・各学科の学習内容に関連のあるマンガ本を収集

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･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、理工学系分野を中心に、国際会議、シンポジウム、セミナー等会議
録
・デザイン系の洋書やバウハウスに関連する図書
・数理物理、コンピューターサイエンス系の図書

06 青森県立保健大学

-

07 青森公立大学

-

08 岩手県立大学

-

09 宮城大学

・学部に関連した図書の収集
・収蔵品に関連した図書の収集

10 秋田県立大学

-

11 国際教養大学

・中嶋嶺雄文庫
・ケネス・キノネス文庫
・チャルマーズ・ジョンソン文庫
・日本に関する英語で書かれた資料

12 秋田公立美術大学

・美術、デザイン、建築関係の図書および資料
・ポップアップ絵本、コルデコット賞受賞絵本、展覧会図録の特別収集

13 山形県立保健医療大学

-

14 福島県立医科大学

-

15 会津大学

-

16 茨城県立医療大学

-

17 高崎経済大学

郷土資料等の地域に関する資料、約４５,０００冊所蔵

18 群馬県立女子大学
19 群馬県立県民健康科学大学

・放射線防御関連電子資料（Annals of the ICRP/ICRP Publication）
*継続。新規ではない。

20 前橋工科大学
21 埼玉県立大学

・看護、医療、福祉分野に関係する資料を重点的に収集

22 千葉県立保健医療大学

-
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23 首都大学東京

平成２６年度

各大学図書館主要事業

内容等
・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本館で所蔵。図書館HPで紹介。
・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。１，４５
０冊）（日野館）
・闘病記・医療手記（約１，５００冊）（荒川館）

本学の専門分野を考慮し、情報技術、経営、マネージメント、工学、デザイン等
24 首都大学東京産業技術大学院大学
の専門書の収集
25 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）

26 横浜市立大学

・地方史・社史・団体史のコレクション（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（八景キャンパス）
・戦時中の海軍慰問雑誌である『戰線文庫』（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）

27 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に、新潟県における災
害看護関係資料を収集
・ 本学とホーチミン医科薬科大学が国際交流協定覚書を締結したことに伴い、
ベトナムを知るための図書を重点収集（平成26年度）

28 新潟県立大学

・約8,800冊のロシア語、中国語、韓国語図書を所蔵

29 長岡造形大学

-

30 富山県立大学

・後援会の助成金により映画DVD22点を追加。
・後援会の助成金により資格試験書コーナーの利用頻度の高い本の最新版を34冊
購入。

31 石川県立看護大学

・「フローレンス・ナイチンゲールコレクション」
看護の基礎を築いたナイチンゲールの著作、自筆書簡等28点を所蔵する。

32 石川県立大学

-

33 金沢美術工芸大学

-

34 福井県立大学

小倉武一文庫（図書5,829冊・資料6,061点）
魯迅研究関連文献（478点）
都留重人蔵書（1,755冊）
宮崎義一蔵書（3,809冊）
野村良樹蔵書（2,017冊）
菱山泉蔵書（2,430冊）
佐藤金三郎蔵書（1,414冊）
田中豊治蔵書（790冊）

35 山梨県立大学

・甲府市内で採用されている小学校教科書、一部教科の中学校・高校教科書の購
入（山梨県立大学図書館）
・「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
（山梨県立大学看護図書館）
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36 都留文科大学

平成２６年度

各大学図書館主要事業

内容等
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.重点図書整備（第6次：平成24年度から3ヵ年計画）によりテーマに沿った資料
の収集を行う。〔分野としては以下の①～⑤までの研究領域となる〕
①和歌集・歌書・物語の写本、版本の収集
②英語学・言語学基本文献の収集
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
整備
④生活科学及び健康・栄養系における基本文献の収集
⑤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

37 岐阜県立看護大学

-

38 情報科学芸術大学院大学

・情報科学、アート、デザイン、ものづくり等

39 岐阜薬科大学

・植物、薬草、和漢薬に関するコーナー

40 静岡県立大学

・岡村昭彦文庫
国際報道写真家・岡村昭彦氏（1929 ～1985）が静岡県浜松市（旧：舞阪町）
舞阪を拠点として蒐集した蔵書 約18,000点を所蔵

41 静岡文化芸術大学

〇高坂文庫
本学の初代学長に就任予定だった故高坂正堯先生のご遺族から寄贈された図書
約4,100冊。先生のご専門である国際政治、国際関係や外交の分野が中心。
〇木村文庫
初代学長である故木村尚三郎先生のご遺族から寄贈された図書、約5,100冊。
西洋史を中心とした、文化・芸術に関するコレクション。
〇和田文庫
磐田郡龍山村西川（現：浜松市天竜区龍山町）で山林業･酒造業・回船問屋を
生業とした和田家が、三代（江戸時代中期から後期）にわたり収集した歌書、史
書、漢籍、遠州国学関係書等、約1,100冊。
〇ラスキン文庫
イギリスの美術批評家、社会思想家であるジョン・ラスキン（John Ruskin,
1819～1900）の全集、全39冊。
〇ベートーヴェン・コレクション
ベルリン国立図書館所蔵（旧プロイセン文化財音楽部門）の手書き楽譜資料の
マイクロフィッシュ。275点のカラーフィッシュを含む全460フィッシュの資料集
成。

42 愛知県立大学

-

43 愛知県立芸術大学

・伊藤廉文庫
本学元教授、故伊藤廉氏の美術書を中心とする旧蔵書。
1920年代の洋書や昭和初期から戦中戦後に発行された文学書など。

44 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

45 三重県立看護大学

-

46 滋賀県立大学

・びわ湖会議資料：びわ湖会議定例総会会議書、びわ湖を守る水環境保全県民運
動参加団体活動報告書
・モンゴルに関する学術図書・雑誌の寄贈

47 京都府立大学

-

48 京都府立医科大学

-

49 京都市立芸術大学

-
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内容等

50 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）

51 大阪市立大学

・朝鮮高等法院判決録（明治41年～昭和18年）復刻版 を購入
・Eighteenth Century Collections Online(ECCO)を購入

52 兵庫県立大学

① ｢イギリス古典思想文庫｣
イギリス社会経済思想史関係の稀親書で､イギリス思想史に関心のある人なら､
すぐに手にとってみたくなる貴重な書物が多数含まれており､全国でも本館でし
か見られない書物や､国内でも数点しかない書物も多く含まれ､全国に誇れるコレ
クションとなっています｡
② ｢ヒックス文庫｣
20世紀を代表する理論経済学者と言われ､ 1972年にノーベル経済学賞を受賞し
たジョン･ヒックス卿自身の未公刊論文を含むヒックス研究に関する書籍･研究資
料を集積しています｡コレクションに含まれる未発表原稿､書簡､ノートなどは､世
界でもここにしかない大変貴重なもので､内外の研究者が閲覧のため来館してい
ます｡

53 神戸市外国語大学

-

54 神戸市看護大学

-

55 奈良県立医科大学

-

56 奈良県立大学

・観光、地域振興（まちづくり）関係資料等を重点収集

57 和歌山県立医大

-

58 鳥取環境大学

-

59 島根県立大学

・服部四郎ウラル・アルタイ文庫（浜田）
・看護関係資料（出雲）

60 岡山県立大学

-

61 新見公立大学

・学生の読書推進のために、教職員の推薦図書、学生図書委員会の推薦図書を収
集。

62 県立広島大学

・「病気・障害とともに生きる：体験記コーナー」（三原キャンパス）

63 広島市立大学

-

64 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）
・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）

65 福山市立大学

-

66 山口県立大学

・桜圃寺内文庫に神奈川県の寺内家より追加資料の寄贈があった。総点数867点
で、内容は書簡、軸物、写真。

67 下関市立大学

・中国、韓国関係資料を収集し、わかりやすく別置している（蔵書数：約8,900
冊）
・郷土資料（山口県関係資料）を収集し、わかりやすく別置している（蔵書数：
約5,400冊）
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68 香川県立保健医療大

・最新の看護、臨床検査など医療系蔵書が多数
-

70 高知工科大学

国立劇場関係資料

72 九州歯科大学
73 福岡女子大

・女性生涯学習研究図書コーナーを設置
・国文学系専門書（古典文学を中心に）が充実している

74 福岡県立大学

-

75 北九州市立大学

-

76 大分県立看護科学大学

-

77 長崎県立大学

・ 長崎県関係図書・資料を継続収集（両校）
・ 東アジア関係資料をテーマ設定により継続収集（佐世保校）

78 熊本県立大学

-

79 宮崎県立看護大学

-

80 宮崎公立大学

-

81 沖縄県立芸術大学

・鎌倉芳太郎関連資料の収集
・芸術関連資料の収集

82 沖縄県立看護大学

83 名桜大学

各大学図書館主要事業

内容等

69 愛媛県立医療技術大学

71 高知県立大学

平成２６年度

平成26年度に開学20周年、公立大学法人化5周年を記念して、本学図書館に所
蔵する貴重書20点程度を展示する稀覯書展を行いました。以下に展示した貴重書
の一部を紹介します。
『ペリー提督遠征記』（フランシス・ホークス編纂、1856年出版）
『朝鮮西海岸及び大琉球島探検航海記』（バジル・ホール著、1856年出版）
『校訂 おもろそうし』（伊波普猷著、1925年出版）
『古琉球』（伊波普猷著、1942年出版）
『沖縄海洋発展史』（安里延著、1941年出版）
『琉球と鹿児島』（藤田親義著、1924年出版）
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