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　九州大学では1911年の九州帝国大学創立以来、長きにわたり、質・量ともに世界に誇る図書資料
を蒐集してまいりました。附属図書館では、現在、伊都キャンパスの中央図書館および理系図書館、
病院キャンパスの医学図書館、大橋キャンパスの芸術工学図書館、筑紫キャンパスの筑紫図書館とい
う4キャンパス5館体制で、そのような資料を組織化・保管し、利用者に提供しています。
　附属図書館では従来から、貴重書等の展示会の開催や、資料のデジタル化に精力的に取り組
み、蒐集した「知」を公開してきました。加えてこのたび、本学の代表する貴重書および資料群をより
広く知っていただくことを目的として、「知をつむぐ―九州大学の書物たち―」を発行するはこびとな
りました。
　本書では、はじめに、本学における代表的な貴重書・コレクションを写真とともに分野別にご紹介し
ます。つづいて、「九州大学所蔵文庫・コレクション一覧」では、分野ごとに主要な文庫・コレクション
といった資料群をご案内します。今回、紙面が限られるため、残念ながら掲載できなかった資料も多
くありますが、本学の図書資料を概観することができるような構成となっています。
　本学の資料は、百年を超える歴史の中で、学術研究に関わる多くの先人たちの熱意、そして、九
州・福岡という地域との結びつきにより蓄積されてきました。その存在を多くの方々に知っていただくこ
とで、本書が、過去の知を未来へとつなげる役割の一端を担うことができれば幸いです。

国文学研究資料館「歴史的典籍ネットワーク事業」の拠点
大学としてのプロジェクトや、教員との連携による学内外の資
金を活用し、貴重資料の電子化を進めています。
稀少な資料も、高精細な画像で広く世界中からご覧いただけ
ます。

公開点数6,039点(2019年9月30日現在)

国際規格International Image Interoperability Framework
（IIIF）に対応し、使いやすく高機能なIIIF対応ビューワーで
利用できます。本学の画像と他のIIIF対応機関の画像を簡単
に比較検証できるようにもなっています。

南当仁公民館/ 南当仁校区ちょっと昔ひすとりい
［福岡城下町・博多・近隣古図］をご活用いただきました。
http://hdl.handle.net/2324/1523931

公開されている画像の多くは、無償で、自由にご利用いただ
けます。(申請不要)
書籍、新聞、ホームページ、SNSなど、さまざまな場面に活用
いただいています。

本書に掲載している各貴重書の所在やデジタル化画像の有無、各文庫・コレクションの詳細、
利用に関する問い合わせ先等は下記Webページ掲載の一覧表からご参照ください。

詳しくは図書館ウェブページ「貴重資料等の画像データの二次利用につい
て」をご覧ください。
https://www.lib.kyushu-u.ac.jp/ja/reuse
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・本書は大学において図書資料として資産管理されているもの、あるいはそれに準じるものを対象に掲載しています。
・掲載している資料名は一部慣用的な名称を採用しています。
・和漢書の読みはローマ字で記載しています。漢籍はピンインも併記しています。
・洋書は日本語タイトルを記載し、著者名のみ英文で記載しています。著者が明確ではない資料は英文タイトルを記載しています。
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本書で紹介する貴重資料は順次電子化し、九大図書館Webサイトから公開しています。

ぜひご活用ください。
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本経は、石山寺に所蔵されていた石
山寺一切経の一部である。本文は
奈良時代の書写、白墨の訓点は平
安中期～後期に加点されたものと推
定されている。日本語史研究上極め
て貴重な一書である。

Konkomyo Saisyookyo

Utsuho Monogatari Emaki

Kuchinashi Collection

日本の古典籍

金光明最勝王経 
【奈良後期写 春日政治・和男文庫】

教養部教授田村専一郎（1887～1975）が、家産と俸給の大部分を注いで蒐集した、国文国史関係の旧蔵
書。国重要文化財指定『大和物語』をはじめとする日本古典籍の和本を中核とするが、九州・福岡関係の
和漢書や古文書も多数含まれている。

支子文庫

主人公清原俊蔭の娘とその子仲忠の
2人が「うつほ」（洞穴）の前で琴を
演奏し、音色に感じ入った動物達が
木の実を携えてやって来る場面。

『うつほ物語絵巻』 
【江戸前期写 細川文庫】

平安中期に成立した歌物語。支子文庫本は鎌倉時代末期の書写と
見られ、現存大和物語諸本のうち最古の筆写か。

Yamato Monogatari Karenotsuka

『大和物語』 【鎌倉末期写 国重要文化財】

芭蕉追慕の墓碑である枯野塚（福岡市東区馬出に現存）を建立し
た際の記念俳諧集。

晩年の宮本武蔵が肥後熊本で二天一流兵法の奥義をまとめたとされる秘伝書で、福岡藩家老吉田家に伝わった本書は脱落や誤写が少ない善本
として知られている。

Gorin no Sho

『五輪書』 【江戸前期写 吉田家文書】

『枯のつか』 【宝永2年（1705）刊】

儒家・書家の沢田東江が、宝暦14年に来日した朝鮮通信使と応酬した
詩文等を記したもので、日朝交流史上においても貴重な一書。

Keigaishu Kagai Soshi

沢田東江著『傾蓋集』 【宝暦14年（1764）序・写】

江戸の遊郭吉原における時々刻々の風景を綴った文章に、注釈書
よろしく語注をほどこしたもの。

桃花園三千麿著『花街草紙』 【文政14年（1831）刊】

藤原道長の栄華を描くことで知られる平安後期の歴史物語で、萩
野文庫本は通行本と異なる内容を持つ伝本として知られている。

Okagami Azuma Kagami

『大鏡』 【江戸中期写 大澤清臣旧蔵 萩野文庫】

鎌倉幕府が編纂した歴史書で、徳川家康が京都南禅寺の僧西笑
承兌に命じ、木活字を用いて刊行したもの。

伏見版『吾妻鏡』 【慶長10年（1605）刊 樋口文庫】

Gazoku Collection

文学部教授であった中野三敏（1935～）が蒐集した江戸期和本を中心とするコレクション。江戸時代の雅の文
化（和歌・漢詩・擬古文等の伝統文化）と俗の文化（俳諧・川柳・小説等の新興文化）双方にわたる広範なジャ
ンルの文献が蒐集されていることが特徴である。

雅俗文庫
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古代大宰府の情景を想像して描かれた絵巻物。宝満山から太宰府天満宮・観世音寺・大宰府政庁・水城、さらには博多湾
の遠景までを描くが、「都府楼」＝大宰府政庁の復元に力点が置かれている。本図は落款印により放浪の絵師として知ら
れる蓑虫山人（1836～1900）の筆と推定される。Tofuro Zukan

福岡の絵図・古地図

都府楼図巻 
【江戸後期写】

Kannagaraya Shuko Zusetsu　 Kozuma Nikki

『随神屋集古図説』 『上妻日記』

東中洲の地に、九大病院の前身である福岡県立福岡医学校附属
病院が描かれている。

Fukuoka Hakata Chokanzu Kaigunsho Yobi Tankoku Jissokuzu

福岡・博多鳥瞰図 【明治20年(1887)刊 檜垣文庫 記録資料館所蔵】

海軍が管理する御徳炭鉱（福岡県鞍手郡勝野村）の鉱区と民間の
借区との境界線を明確にした実測図。

海軍省予備炭鉱区実測図 【明治中期作 記録資料館所蔵】

元寇での鎌倉武士と蒙古軍との激戦を描く絵巻物で、肥後の阿蘇
神社にあった模本の写し。

Moko Shurai Ekotoba Kuroda Kazunari Ko Ryakuden

『蒙古襲来絵詞』  【江戸後期写】

黒田二十四騎の一人、黒田一成の生涯を描いた絵巻物で、場面は
関ケ原の合戦での武功を描いている。

『黒田一成公略伝』 【江戸後期写 三奈木黒田家文書 記録資料館所蔵】

1800年頃の城下町福岡と商人の町博多の様子が窺える大型
（223.2×266.5cm）の地図である。

Fukuoka Jokamachi Hakata Kinrin Kozu

Sefurisan Sakaizu

福岡城下町博多近隣古図
【文化9年(1812)写 三奈木黒田家文書 記録資料館所蔵】

福岡藩と佐賀藩が国境を巡って争った際に作製された背振山の絵
図。双方が主張する国境線などが色分けされており、争点や係争地
が一目で分かる。

背振山堺図 【元禄5年(1692)作 廣瀬文庫】

Masazumi Eto Documents

明治時代の福岡を代表する国学者江藤正澄（1836～1911）の自筆稿本・写本類
（他筆も含む）及び書翰集からなる。正澄は好古家として古物の蒐集や遺跡の調査
記録を精力的に行ったことで知られ、その中には後の時代に失われたものも多い。

江藤正澄関係資料

Chikuzen Meisho Zue

奥村玉蘭（1761～1828）によって著された福岡を代表する地誌であり、廣瀬文庫本は福岡
市博物館所蔵稿本（奥村家本）より遡る稿本。奥村家本では削除・変更された部分が多数
見られ、特に挿図の質が高く、近世福岡の第一級資料である。
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福岡を代表する儒者貝原益軒（1630～1714）が、高弟である福岡藩儒竹田春庵（1661～1745）に送った書翰。

九州の儒者とアジア

朱子の講学語録。九大本は朝鮮で写され、日本に伝来したもの
で、現在流布している『朱子語類』のより原初的な面貌を伝えるも
のとして知られ、朱子学伝播史を象徴する貴重書である。

Shushi Gorui / Zhuzi Yulei Koshi Seiseki no Zu / Kongzi Shengji Zhi Tu

朝鮮古写本『朱子語類』 【16世紀頃写 楠本端山旧蔵】

孔子の生涯を描いた『孔子聖蹟図』を、江戸初期に薩摩藩が出版
したもの。写真は魯の国の年代記『春秋』最後の記事「西狩獲麟」
の場面。

『孔子聖蹟之図』 【慶長13年（1608）島津家久跋刊】

東南アジアや南アジアでは、紙の代わりにヤシ科の木の葉にサンスク
リット文字で仏典を写すことが行われ、本書は10～11世紀頃の古写
本とされる。

Palm-leaf Manuscripts Dunhuang Manuscripts

貝葉写本「十万頌般若経」 【山本正太郎氏寄託】

敦煌莫高窟の窟簷（石窟の前面に建造される木造建築）を造営し
た際に用いた材木の細かな数量や寸法等を記載したもので、建築
史上貴重な史料である。

敦煌文書「新大徳造窟簷計料」 【10世紀 田中三郎コレクション】

突厥の闕特勤（キョル・テギン、684～732）の追悼碑の拓本。古代ト
ルコ楔形文字で刻まれ、現存最古のトルコ語資料として名高い。

Ketsutokukin Hi / Queteqin Bei Chosen Hachido Chizu

闕特勤碑拓本 【宣統三年（1912）摹拓】

対馬で作成された朝鮮の地図で、文禄・慶長の役以前の16世紀の
情報が反映されているとされる。

朝鮮八道地図 【対馬藩蕃建家旧蔵】

明代の詩学書で当時の書肆興賢堂の坊主唐少村の肖形印が見え
る。『続修四庫全書』所収の中国国家図書館所蔵本の欠落部分が全
て備わる善本。

Shiho / Shifa Gakuho Tsuben / Xuebu Tongbian

明・謝天瑞『詩法』 【明万暦27年（1599）序刊 樋口文庫】

柳川藩儒安東省庵（1622～1701）が訓点を付して刊行した朱子学
者陳建の著書で、幕末柳川藩の尊王攘夷運動を主導した横地春斎
（玄蕃助）の過激な性格を反映した書入れが認められる。

明・陳建『学蔀通辯』 【寛文3年（1663）刊 西田文庫】

Kaibara Ekiken's Letters

益軒書翰 【竹田文庫】

Hama Collection

教養部教授濱一衛（1909～1984）旧蔵の中国戯劇関係を中心とするコレクション。特に1934 年から2 年間の中国留
学中に蒐集された当時の生の資料が貴重であり、戯単（芝居番付）、新聞切り抜き、レコード、写真等の現在では得
難い特殊資料も数多く含まれている。

濱文庫

戯単（芝居番付）
Playbills

唱本
Songbooks

謝冰心手稿『春水』 【1922年頃】
Shunsui / Chunshui
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人文科学の軌跡

トマスが長短さまざまの12の「討論」において、約260の興味深い
問題について論じたもので、ドイツのウルムにおいて活字で刊行さ
れたインキュナブラ。

Thomas Aquinas

Curtius Rufus

トマス・アクィナス『自由（任意）討論集』 【1474年】

中世に流行したアレクサンドロスの伝記物語で、優れたラテン語作
品の一つとして知られている。

クルティウス『アレクサンドロス大王伝』
【1677年アムステルダム版（左） 1494年ヴェネツィア版（右）】

フランスの作家ロマン・ロラン（1866～1944）の戯曲で、小部数だけ刊
行された限定本。ロランの自署名があり、成瀬文庫の旧蔵者である成
瀬正一（1892～1936）に献呈されたもの。

Rolland, Romain

ロマン・ロラン『愛と死との戯れ』 【サブリエ版 1925年 成瀬文庫】

国際的劇作家郡虎彦（1890～1924）の旧蔵本中から発見された貴
重な写真で、大正4年4月15日にブロックウェル・パークにて撮影され
たもの。

Kori, Torahiko

Mann, Thomas

郡虎彦写真 【ロンドン 1915年】

ドイツの作家トーマス・マン（1875～1955）から文学部教授高橋義
孝（1913～1995）宛の書簡

トーマス・マン書簡 【1954年 高橋文庫】

イギリスで刊行された地図を元に、幕末に日本で翻訳、作成された
地図。東北帝国大学の土居光知より豊田に寄贈されたもの。

Eikoku Chizu

Sakuradoki Zeni no Yononaka『英国地図』 【江戸後期写 開成所文庫旧蔵】
シェイクスピアの喜劇『ヴェニスの商人』の翻案作品である。同じく
明治18年に大阪戎座で上演された同名の劇は、日本におけるシェイ
クスピア演劇の先駆として知られる。

『何桜彼桜銭世中』 【明治18年（1885）刊】

ジャン・ジャック･ルソー（1712～1778）の小説形式の教育論。近代的
教育学を代表する古典である。

Rousseau, Jean-Jacques Ferguson, Adam

ルソー『エミール』 【1762年】

スコットランドの歴史家・哲学者アダム・ファーガソン（1723～1816）の
代表作で、社会学の淵源としても位置づけられている。

ファーガソン『市民社会史論』 【1767年】

第16代ローマ皇帝・マルクス・アウレリウスの手記で、メリック・カソーボンによりロン
ドンで刊行されたギリシャ語・ラテン語対訳版である。

Marcus Aurelius Wolff, Christian

マルクス・アウレリウス『自省録』 【1643年 バルト文庫】

ドイツの哲学者クリスティアン・ヴォルフ（1679～1754）が著
した本書により、心理学という術語が一般的になった。

ヴォルフ『経験的心理学』 【1732年 シュツンプ文庫】

Chikushi Collection

初代英文学講座教授豊田實（1885～1972）旧蔵の日本英学史関係を中心とするコレ
クション。江戸から明治にかけての辞書や文法書、文学作品の翻訳など、英語および
英文学が日本に普及する過程を知ることのできる資料群である。

日本英学筑紫文庫

The Collection of Thomas Aquinas Studies

トマス著作のインキュナブラ（最初期の活字印刷物）、トマス自身がよりどこ
ろとした古代および中世初期の著作のできるかぎり古い版などが重点的に
集められ、九大図書館が所蔵する西洋古刊本中の白眉となっている。

トマス・アクィナス研究コレクション
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社会科学の足跡

イギリスのフランシス・ベイコン（1561～1626）の死後に出版された
「自然誌」の作品。未完の『ニュー・アトランティス』を合冊。

Bacon, Francis Robespierre, Maximilien

ベイコン『森の森』 【1628年 初期近代英国政治思想史コレクション】

マクシミリアン・ロベスピエール（1758～1794）が革命遂行のために
発行した新聞。

ロべスピエール『憲法の擁護者』 【1792年 菊池文庫】

アダム・スミス（1723～1790）の主著で、九州大学は生前
に出版された初版から5版を全て所蔵している。

Smith, Adam Keynes, John Maynard／Wittgenstein, Ludwig
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イギリスの経済学者J. M. ケインズ（1883～1946）から哲学者ルートヴィヒ・
ウィトゲンシュタイン（1889～1951）宛の書簡とその返信の草稿。

明治22年の大日本帝国憲法発布式の
様子を描いた錦絵。

Kempo Happushiki no Zu

井上探景作「憲法発布式之図」
【明治22年（1889）刊 記録資料館所蔵】

証文手形類等、江戸時代には厖大な法的文書が作成されたが、そのことを
意識したと思われる文例集も多く残されている。本書は九州（豊後日田）出
身者による代表的なものの一である。

Minka Bunsho Hayabiki　

大蔵永常著『民家文章早引』 【文政11年（1828）刊 金田文庫】

北宋仁宗の頃の名判官包拯にまつわる伝説をもとにした裁
判小説で、日本の大岡政談に大きな影響を与えた。

Ryuto Koan / Longtu Gong'an
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「国際法の父」と称されるフーゴー・グロティウス（1583～1645)の主
著で、その後の近代国際法に大きな影響を与えた。

フランスの法学者ゴトフレドゥス（1549～1622）による校訂が施された
『ローマ法大全』の古刊本の一つ。

Grotius, Hugo Hobbes, Thomas　

グロティウス『戦争と平和の法』 【パリ版・初版第3刷 1625年】

トマス・ホッブズ（1588～1679）の主著で、ヨーロッパの学界でその名
が知られる端緒となった。

ホッブズ『市民論』 【アムステルダム版 1647年 西山文庫】

Sachsenspiegel

中世ドイツで広く利用された法書で、近代の法典施行に至るまで法
源として通用した。

『ザクセンシュピーゲル』 【1545年 グロース文庫】
Gothofredus, Dionysius

ゴトフレドゥス版『ローマ法大全』 【1688年 クンケル文庫】
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科学技術の発展

Kodo Zuroku Seikei Zusetsu

『鼓銅図録』 【江戸後期刊 精錬関連文書 総合研究博物館所蔵】 『成形図説』色刷本 【江戸後期刊】

Gesner, Konrad Honzo Seigafu

ゲスナー『動物誌』魚類 【1558年】　
内海蘭渓著『本草正画譜』
【江戸後期写 農学研究院所蔵】

Moffett, Thomas Mushi no Isame

モフェット『昆虫劇場』 【1634年】 江村北海著『虫の諫』 【宝暦12年（1762）刊】

Jinkoki Kiko Zui

吉田光由著『塵劫記』 【狩野本】 細川頼直著『機巧図彙』 【文化5年（1808）刊】

Sekido Nanboku Koseizu

『赤道南北恒星図』 【文政9年（1826）写】

Kinginzan Shikioka Kasegikata Zu

『金銀山敷岡稼方図』（佐渡金山絵図） 【江戸後期写 鉱山関連文書 総合研究博物館所蔵】

Esaki Collection

農学部教授江崎悌三（1899～1957）の旧蔵書を、没後、農学部と附属図書館がそれぞれ購入したものであ
り、江崎がヨーロッパ各国へ留学した際に購入した昆虫学関係の洋書と、本草学関係を中心とした和漢古書
からなる。

江崎文庫

Kuwaki Collection

九大理学部の基礎を築いた工学部教授桑木彧雄（1878～1945）が、数学物理学教室に蒐集した科学史文
献約5,000冊を、理学部移管後に斯く称したものであり、国内屈指の科学史コレクションとして知られている。
桑木と親交があった狩野亨吉（1865～1942）より譲られた和算天文書も多数含まれている。

桑木文庫
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Department of Ophthalmology Collection東西の古医書 眼科教室は、日本近代眼科医療の草分け的存在である初代教授大西克知（1865～
1932）により、和漢洋に渡る膨大な文献が蒐集された。特に5,000冊を超える和漢古医書
が特徴で、そのほとんどが大西と親交のあった狩野亨吉によりもたらされたものである。

眼科教室旧蔵本

Gozo no Shugo Narabini Mushi no Zu Sansai Zue / Sancai Tuhui

『五臟之守護并虫之図』 【狩野本】
Bartisch, Georg

バルティッシュ『眼科外科書』 【1686年】『三才図会』 【万暦37年（1609）刊 狩野本】

Vesling, Johann Yoshio Kogyu Bokuhaku Ho Zukan

ヴェスリング『解剖学の体系』 【1659年】 『吉雄耕牛纆帛法図巻』 【呉秀三旧蔵】

Vesalius, Andreas Beverwyck, Jan van

ヴェザリウス『人間の身体の構造』 【1555年  細菌学教室旧蔵】 ヤコブ・カツ編『ベーフェルヴェイク著作集』 【1672年 ミヒェル文庫】

Giunta, Tommaso Valentini, Michael Bernhard

「プロンビエールの温泉」（ジュンタ編『温泉について』）
【1553年 温泉治療学研究所欧州鉱泉・温泉資料】 ヴァレンティーニ『万物の舞台』 【1704年  第三内科教室旧蔵】

Hebra, Ferdinand Siebold, Philipp Franz von

ヘブラ氏皮膚病図譜 【1856-1876年  皮膚科教室旧蔵】 シーボルト『日本』 【1832-1851年 法医学教室旧蔵】
Daido Ishiki

『大同医式』
【江藤正澄旧蔵 泌尿器科教室旧蔵久保本】

Tagliacozzi, Gaspare

タリアコッツィ『移植による身体欠陥の外科手術書』
【1597年 久保記念館所蔵】

Casseri, Giulio Cesare

カッセリオ『喉と耳の解剖学』
【1600年 久保記念館所蔵】

Kyonin Hospital Collection

直方市にあった杏仁醫舘（岩熊医院）の医師であり、医史学者であった岩熊哲（医学部内科学
教室卒業、1899～1943）の旧蔵書で、和漢洋にわたる貴重な古医書が多い。解剖学教室旧蔵。杏仁醫舘文庫

Kubo Inokichi Collection

耳鼻咽喉科教室初代教授久保猪之吉（1874～1939）が教室に蒐集した蔵書の
多くは、日本初の医学博物館である久保記念館に残されている。久保の個人蔵
書は没後売立により散逸したが、泌尿器科教室（主任教授高木繁）や岩熊哲
等、久保を慕う関係者により一部の図書が購入されている。

久保猪之吉関係資料

16 17
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Lloyd Morgan Architectural Collection

芸術・設計の手本
建築学の研究者及び実務設計者として活躍し、二ューヨークのアストリアホテル
の設計等を行ったロイド・モーガン（Lloyd Morgan、1892～1970）が建築物の図
面、図書等、建築関係の資料を蒐集したコレクション。建築学の分野だけでなく、
建築美術、美術史、造園、工芸デザイン等、多くの関連資料を包含している。

ロイド・モーガン
建築関係コレクション

『12人の奏者と電子音のための作品』『弦の音叢による三つの短詩』

アストリアホテルの設計図面より

Journal of Design and Manufactures Jones, Owen

『デザインと工業品制作の為の雑誌』 【1849～1852年】

Enschedé, Joannes

オンシェーデ『活字見本帳』 【1768年】

ジョーンズ『装飾の文法』 【1856年】

Ogawajima Geigei Gassen

『小川嶋鯨鯢合戦』に見る鯨組主中尾家屋敷 【江戸後期写】
Arup, Ove

アラップ『トレンチ、外観、防弾、他防空シェルターにおけるデザイン、コスト、建設の相関的安全性』 【1939年 筑紫図書館所蔵】

Kon Shiro Documents

　福岡で活動した前衛作曲家今史朗（1904～1977）が遺した手書きの楽譜及び関係資料。今史朗関係資料

Research Institute for 
Elasticity Engineering Collection

戦中に九州帝国大学内に設置された弾性工学研究所（応用力学研究所の前身）は、国防
や兵器開発に関わる国内外の文献を蒐集しており、イギリスの構造家オーヴ・アラップ
（1895～1988）が、第二次世界大戦直前、市民の防御計画に従事していた時に執筆、発行
した下記のレポートもその一つである。

弾性工学研究所
蒐集資料

18 19
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附属図書館 約7,600冊 中1929年購入

所蔵館凡例：中＝中央図書館　記＝記録資料館　理＝理系図書館　医＝医学図書館　芸＝芸術工学図書館　文＝人文科学研究院　数＝数理学研究院
　　　　　  博＝総合研究博物館　韓セ＝韓国研究センター

日本古典
名称 摘要 受入・設置年受入・設置部局 数量 所蔵館

九州大学が所蔵する主な文庫・コレクションを分野ごとに配列した一覧です。一定以上の数量を持つ個人や機関の旧蔵書を中心とし、そ
れ以外のコレクションや古文書類、小規模な文庫などは表外に記載しています。各コレクションの詳細やこの一覧に掲載されていないコレ
クションについては図書館ウェブサイト「所蔵コレクション」をご覧ください。また、記録資料館の所蔵コレクションについては『九州大学附
属図書館付設記録資料館ニューズレター』vol13をご覧ください。なお、複数の分野に跨るコレクションは、代表的な分野にのみ記載してお
ります。

音無文庫 附属図書館 約12,000冊 中

他にも、近世後期戯作類コレクション、読本コレクション、短編合巻本類、近世木活字本コレクション等のコレクションがあります。

九州大学所蔵文庫・コレクション一覧

近代日本天文学の基礎を築いた天文学者寺尾壽の国語国文関係を中心と
する旧蔵書

萩野文庫
明治・大正期の東京帝国大学教授萩野由之の国史国文関係を中心とする
旧蔵書

附属図書館 156冊 中1935年購入澤文庫 江戸後期の熊本藩楠流軍学師範澤正博（八十郎）の兵学書を中心とする
旧蔵書

附属図書館 713冊

約700冊

中1949年購入細川文庫 宇土細川家の国文関係を中心とする旧蔵書。文書類も含むが主な宇土細川
家文書は九州文化史研究所が購入

附属図書館 約10,000冊

約16,000冊

中1975年寄贈購入支子文庫 旧制福岡高等学校及び教養部の教授であった田村専一郎の国文・郷土史
関係の旧蔵書

法文学部（国文） 724冊 中1926年購入鷲見文庫 江戸後期の鳥取藩国学者鷲見保明・安歖（すみ やすあきら・やすよし）父子
の自筆稿本及び旧蔵書で、国語国文関係の和漢書を中心とする

文学部（美学） 約4,100冊 文2013年寄贈如安文庫 文学部教授平田寛の日本美術史関係を中心とする旧蔵書

文学部（考古） 約4,700冊 中1960年寄贈中山文庫 京都帝国大学福岡医科大学及び医学部教授であった中山森彦・平次郎
兄弟の美学美術史・考古関係を中心とする旧蔵書

文学部（国文） 488冊 中1965年購入旧松浦家蔵
草双紙 旧平戸藩主松浦家旧蔵の長短編合巻を中心とする草双紙類

文学部（国文） 797冊 中1969年購入西岡家・福松家蔵
近世文学資料

肥前の儒家西岡家旧蔵の名所図会・読本類と、八女福島出身の浄瑠璃作者
福松藤助（松延貫嵐）旧蔵の俳書類を一括したもの

昭和期の言語学者楳垣実（うめがき みのる）の方言学・方言関係を中心とす
る旧蔵書

文学部（国文） 606冊 中1955年購入富田文庫

法文学部（中哲） 約12,600冊 中1927年寄託
1945年購入松濤文庫

法文学部教育学講座初代教授松濤泰巖が院主を務めた宝松院（芝増上寺
の子院の一つ）の仏典関係を中心とする旧蔵書

附属図書館 中2013年寄贈春日政治・
和男文庫

法文学部国文学講座初代教授春日政治・文学部教授春日和男父子二代に
渡る国語国文関係を中心とする旧蔵書

附属図書館 中2010年購入雅俗文庫 文学部教授であった中野三敏が蒐集した江戸期和本を中心とする旧蔵書

附属図書館 293冊 中1933年購入上田家兵学書 広島藩家老上田家家伝の甲州流軍学を中心とする兵法秘伝書

戦前の名古屋の素封家であった富田新之助旧蔵の狂歌

文学部（国文） 513冊 中1970年購入楳垣文庫

香椎宮宮司木下祝夫の国語国文関係を中心とする旧蔵書
※整理中につき整理済資料を除いて利用できません 文学部（国文） 約300冊 中1991年寄贈木下文庫

明治・大正・昭和期の美術史家相見香雨（繁一）の日本美術史関係を中心
とする旧蔵書

文学部
（美学・国文）

453冊
他雑誌等 中1985年寄贈相見文庫

1929年購入

附属図書館 約1,900冊 中
1931、2011年
購入寄贈

儒学・漢籍・アジア
名称 摘要 受入・設置年受入・設置部局 数量 所蔵館

竹田文庫 附属図書館 約1,200点 中竹田春庵より代々福岡藩儒の職を勤めた竹田家の旧蔵文書で、儒者・本草家
貝原益軒の書簡を大量に含む

樋口文庫
幕末明治期の八女酒井田の漢学者樋口和堂（真幸）の漢籍・和本・兵書を
中心とする旧蔵書。久留米藩儒本荘星川の旧蔵書を多く含む

附属図書館 約2,200冊 中1934年購入近藤文庫 楠本碩水の親友・親戚で、平戸藩士の近藤畏斎(惺蔵)の旧蔵書で、宋儒
性理の書、崎門諸儒の著述を中心とする

附属図書館 約2,000冊 中1937年購入西田文庫 幕末明治期の瀬高の漢学者西田縮堂（幹治郎）及びその師柳川藩儒横地春
斎（玄蕃助)の漢籍・易書・兵書を中心とする旧蔵書

附属図書館 58冊 中1938年購入

約2,800冊

長崎公教神学校
旧蔵本

長崎大浦天主堂に隣接した長崎公教神学校（旧羅典神学校）の旧蔵書で、
明清期天主教漢籍を中心とする

文学部 356冊 中1949年購入田中三郎
コレクション

大正・昭和初期の古銭研究家田中三郎の敦煌文書及び古銭関係資料を中
心とする旧蔵書

文学部（中哲） 730点 中1956年寄贈島田家資料 江戸中後期の徳山藩儒島田藍泉旧蔵の詩箋・書簡を中心とし、交流のあっ
た亀井南冥・昭陽父子のものも多数含まれている

文学部（中哲） 約1,300冊 中1960年寄贈坐春風文庫 法文学部中国哲学史講座初代教授楠本正継が、米国ロックフェラー財団の
援助資金により蒐集した宋明思想文献

明治・大正・昭和期の陽明学者生田正庵（格）の儒学関係を中心とする旧蔵書

文学部・経済学部 588冊 中1955年寄贈武内文庫

附属図書館 約1,400冊 中1980年購入石崎文庫
東京帝国大学附属図書館司書石崎又造の唐話関係の板本及び唐本を中心
とする旧蔵書

附属図書館 中1944年寄贈明石蔵書 江戸後期の佐伯藩儒明石秋室（大助）の漢籍を中心とする旧蔵書

附属図書館 中1941年寄贈

115冊

逍遥文庫 幕末明治期の福岡の漢学者宗逍遥（盛年）の漢籍を中心とする旧蔵書。秋月
党の謀主磯淳の旧蔵書を多く含む

附属図書館 約3,100冊 中1933年購入碩水文庫 幕末の平戸藩儒楠本碩水（孚嘉）の旧蔵書で、宋儒性理の書、崎門（山崎闇
斎学派）諸儒の著述を中心とする

楠本碩水門下で宇美町長武内謙介の宋明学・崎門学関係を中心とする旧蔵書

文学部（中哲） 492冊 中1981年寄贈崎門文庫

陽明学者で京都帝国大学教授高瀬武次郎の儒学関係を中心とする旧蔵書 文学部（中哲） 約3,200冊 中1983年寄贈高瀬文庫

広島三原藩の陽明学者吉村秋陽（晋）、斐山（駿）、白斎（彰）三代にわたる
旧蔵資料で、日記・草稿・書簡類を中心とする 文学部（中哲） 771冊

他軸物類99点 中1985、2006年
寄贈吉村家文庫

1924年購入

附属図書館 224冊 中1931年寄贈

名称 摘要 受入・設置年受入・設置部局 数量 所蔵館

江島文庫 附属図書館 233冊 中福岡藩士・郷土史家江島茂逸の自筆稿本・旧蔵書。幕末維新の福岡に関す
る貴重な資料を多数含む

江藤正澄
関係資料

明治期福岡を代表する国学者・好古家江藤正澄の自筆稿本・写本類及び
書翰集からなる

附属図書館 写真約3,700枚
他関連文献

中1953年蒐集昭和28年
西日本大水害資料

1953年6月末に九州地方北部を中心に発生した集中豪雨による大水害の
被害状況を撮影した写真を中心とする資料

法文学部・
附属図書館 764冊 中・記1944年寄贈古野家旧蔵本 鞍手郡四郎丸村庄屋古野家旧蔵の和漢書。文書類は戦後に九州文化史

研究所が購入

文学部（国史）・
九州文化史研究所

223冊
他古文書類

約1,100冊

約50,000点

中・記1963年寄贈渡辺文庫 昭和期の長崎の郷土史家渡辺庫輔旧蔵の九州郷土資料及び長崎関係古
文書

教養部分館 中・記・博1988年寄贈檜垣文庫 教養部教授檜垣元吉が蒐集した九州を中心とする歴史的総合資料群で、
古文書・和本・美術品・民具なども含む

法学部 中・記1951年購入金田文庫 法文学部教授金田平一郎の旧蔵書。法制史関係の和本・古文書及び研究書
を中心とする

附属図書館 840冊 中1942年購入長沼文庫 法文学部国史学講座初代教授長沼賢海の旧蔵書のうち、東洋文化史関係を
中心とする洋書。写本類は九州文化史研究所が購入

1929年寄贈

名称 摘要 受入・設置年受入・設置部局 数量 所蔵館

廣瀬文庫 附属図書館 約10,800冊 中明治・大正期に出雲大社教福岡分院に設置されていた私立福岡図書館
（館主廣瀬玄鋹）の旧蔵書を中心とする

1925年寄託
1948年購入

日本史・郷土史

他にも、安河内文庫（安河内博旧蔵）、来島文書（肥前国的山大島領主大島家旧蔵）、草野文書（筑後国草野領主草野氏旧蔵）、琉球御用船及交易自船古文書
（薩摩阿久根海商河南家旧蔵文書）、大野家文書（福岡藩政史料）、ピニャテール氏取引貿易文書、村上家文書（日光奉行所組同心出役村上家旧蔵）等の
コレクションがあります。     

20 21



附属図書館 約7,600冊 中1929年購入

所蔵館凡例：中＝中央図書館　記＝記録資料館　理＝理系図書館　医＝医学図書館　芸＝芸術工学図書館　文＝人文科学研究院　数＝数理学研究院
　　　　　  博＝総合研究博物館　韓セ＝韓国研究センター

日本古典
名称 摘要 受入・設置年受入・設置部局 数量 所蔵館

九州大学が所蔵する主な文庫・コレクションを分野ごとに配列した一覧です。一定以上の数量を持つ個人や機関の旧蔵書を中心とし、そ
れ以外のコレクションや古文書類、小規模な文庫などは表外に記載しています。各コレクションの詳細やこの一覧に掲載されていないコレ
クションについては図書館ウェブサイト「所蔵コレクション」をご覧ください。また、記録資料館の所蔵コレクションについては『九州大学附
属図書館付設記録資料館ニューズレター』vol13をご覧ください。なお、複数の分野に跨るコレクションは、代表的な分野にのみ記載してお
ります。

音無文庫 附属図書館 約12,000冊 中

他にも、近世後期戯作類コレクション、読本コレクション、短編合巻本類、近世木活字本コレクション等のコレクションがあります。

九州大学所蔵文庫・コレクション一覧

近代日本天文学の基礎を築いた天文学者寺尾壽の国語国文関係を中心と
する旧蔵書

萩野文庫
明治・大正期の東京帝国大学教授萩野由之の国史国文関係を中心とする
旧蔵書

附属図書館 156冊 中1935年購入澤文庫 江戸後期の熊本藩楠流軍学師範澤正博（八十郎）の兵学書を中心とする
旧蔵書

附属図書館 713冊

約700冊

中1949年購入細川文庫 宇土細川家の国文関係を中心とする旧蔵書。文書類も含むが主な宇土細川
家文書は九州文化史研究所が購入

附属図書館 約10,000冊

約16,000冊

中1975年寄贈購入支子文庫 旧制福岡高等学校及び教養部の教授であった田村専一郎の国文・郷土史
関係の旧蔵書

法文学部（国文） 724冊 中1926年購入鷲見文庫 江戸後期の鳥取藩国学者鷲見保明・安歖（すみ やすあきら・やすよし）父子
の自筆稿本及び旧蔵書で、国語国文関係の和漢書を中心とする

文学部（美学） 約4,100冊 文2013年寄贈如安文庫 文学部教授平田寛の日本美術史関係を中心とする旧蔵書

文学部（考古） 約4,700冊 中1960年寄贈中山文庫 京都帝国大学福岡医科大学及び医学部教授であった中山森彦・平次郎
兄弟の美学美術史・考古関係を中心とする旧蔵書

文学部（国文） 488冊 中1965年購入旧松浦家蔵
草双紙 旧平戸藩主松浦家旧蔵の長短編合巻を中心とする草双紙類

文学部（国文） 797冊 中1969年購入西岡家・福松家蔵
近世文学資料

肥前の儒家西岡家旧蔵の名所図会・読本類と、八女福島出身の浄瑠璃作者
福松藤助（松延貫嵐）旧蔵の俳書類を一括したもの

昭和期の言語学者楳垣実（うめがき みのる）の方言学・方言関係を中心とす
る旧蔵書

文学部（国文） 606冊 中1955年購入富田文庫

法文学部（中哲） 約12,600冊 中1927年寄託
1945年購入松濤文庫

法文学部教育学講座初代教授松濤泰巖が院主を務めた宝松院（芝増上寺
の子院の一つ）の仏典関係を中心とする旧蔵書

附属図書館 中2013年寄贈春日政治・
和男文庫

法文学部国文学講座初代教授春日政治・文学部教授春日和男父子二代に
渡る国語国文関係を中心とする旧蔵書

附属図書館 中2010年購入雅俗文庫 文学部教授であった中野三敏が蒐集した江戸期和本を中心とする旧蔵書

附属図書館 293冊 中1933年購入上田家兵学書 広島藩家老上田家家伝の甲州流軍学を中心とする兵法秘伝書

戦前の名古屋の素封家であった富田新之助旧蔵の狂歌

文学部（国文） 513冊 中1970年購入楳垣文庫

香椎宮宮司木下祝夫の国語国文関係を中心とする旧蔵書
※整理中につき整理済資料を除いて利用できません 文学部（国文） 約300冊 中1991年寄贈木下文庫

明治・大正・昭和期の美術史家相見香雨（繁一）の日本美術史関係を中心
とする旧蔵書

文学部
（美学・国文）

453冊
他雑誌等 中1985年寄贈相見文庫

1929年購入

附属図書館 約1,900冊 中
1931、2011年
購入寄贈

儒学・漢籍・アジア
名称 摘要 受入・設置年受入・設置部局 数量 所蔵館

竹田文庫 附属図書館 約1,200点 中竹田春庵より代々福岡藩儒の職を勤めた竹田家の旧蔵文書で、儒者・本草家
貝原益軒の書簡を大量に含む

樋口文庫
幕末明治期の八女酒井田の漢学者樋口和堂（真幸）の漢籍・和本・兵書を
中心とする旧蔵書。久留米藩儒本荘星川の旧蔵書を多く含む

附属図書館 約2,200冊 中1934年購入近藤文庫 楠本碩水の親友・親戚で、平戸藩士の近藤畏斎(惺蔵)の旧蔵書で、宋儒
性理の書、崎門諸儒の著述を中心とする

附属図書館 約2,000冊 中1937年購入西田文庫 幕末明治期の瀬高の漢学者西田縮堂（幹治郎）及びその師柳川藩儒横地春
斎（玄蕃助)の漢籍・易書・兵書を中心とする旧蔵書

附属図書館 58冊 中1938年購入

約2,800冊

長崎公教神学校
旧蔵本

長崎大浦天主堂に隣接した長崎公教神学校（旧羅典神学校）の旧蔵書で、
明清期天主教漢籍を中心とする

文学部 356冊 中1949年購入田中三郎
コレクション

大正・昭和初期の古銭研究家田中三郎の敦煌文書及び古銭関係資料を中
心とする旧蔵書

文学部（中哲） 730点 中1956年寄贈島田家資料 江戸中後期の徳山藩儒島田藍泉旧蔵の詩箋・書簡を中心とし、交流のあっ
た亀井南冥・昭陽父子のものも多数含まれている

文学部（中哲） 約1,300冊 中1960年寄贈坐春風文庫 法文学部中国哲学史講座初代教授楠本正継が、米国ロックフェラー財団の
援助資金により蒐集した宋明思想文献

明治・大正・昭和期の陽明学者生田正庵（格）の儒学関係を中心とする旧蔵書

文学部・経済学部 588冊 中1955年寄贈武内文庫

附属図書館 約1,400冊 中1980年購入石崎文庫
東京帝国大学附属図書館司書石崎又造の唐話関係の板本及び唐本を中心
とする旧蔵書

附属図書館 中1944年寄贈明石蔵書 江戸後期の佐伯藩儒明石秋室（大助）の漢籍を中心とする旧蔵書

附属図書館 中1941年寄贈

115冊

逍遥文庫 幕末明治期の福岡の漢学者宗逍遥（盛年）の漢籍を中心とする旧蔵書。秋月
党の謀主磯淳の旧蔵書を多く含む

附属図書館 約3,100冊 中1933年購入碩水文庫 幕末の平戸藩儒楠本碩水（孚嘉）の旧蔵書で、宋儒性理の書、崎門（山崎闇
斎学派）諸儒の著述を中心とする

楠本碩水門下で宇美町長武内謙介の宋明学・崎門学関係を中心とする旧蔵書

文学部（中哲） 492冊 中1981年寄贈崎門文庫

陽明学者で京都帝国大学教授高瀬武次郎の儒学関係を中心とする旧蔵書 文学部（中哲） 約3,200冊 中1983年寄贈高瀬文庫

広島三原藩の陽明学者吉村秋陽（晋）、斐山（駿）、白斎（彰）三代にわたる
旧蔵資料で、日記・草稿・書簡類を中心とする 文学部（中哲） 771冊

他軸物類99点 中1985、2006年
寄贈吉村家文庫

1924年購入

附属図書館 224冊 中1931年寄贈

名称 摘要 受入・設置年受入・設置部局 数量 所蔵館

江島文庫 附属図書館 233冊 中福岡藩士・郷土史家江島茂逸の自筆稿本・旧蔵書。幕末維新の福岡に関す
る貴重な資料を多数含む

江藤正澄
関係資料

明治期福岡を代表する国学者・好古家江藤正澄の自筆稿本・写本類及び
書翰集からなる

附属図書館 写真約3,700枚
他関連文献

中1953年蒐集昭和28年
西日本大水害資料

1953年6月末に九州地方北部を中心に発生した集中豪雨による大水害の
被害状況を撮影した写真を中心とする資料

法文学部・
附属図書館 764冊 中・記1944年寄贈古野家旧蔵本 鞍手郡四郎丸村庄屋古野家旧蔵の和漢書。文書類は戦後に九州文化史

研究所が購入

文学部（国史）・
九州文化史研究所

223冊
他古文書類

約1,100冊

約50,000点

中・記1963年寄贈渡辺文庫 昭和期の長崎の郷土史家渡辺庫輔旧蔵の九州郷土資料及び長崎関係古
文書

教養部分館 中・記・博1988年寄贈檜垣文庫 教養部教授檜垣元吉が蒐集した九州を中心とする歴史的総合資料群で、
古文書・和本・美術品・民具なども含む

法学部 中・記1951年購入金田文庫 法文学部教授金田平一郎の旧蔵書。法制史関係の和本・古文書及び研究書
を中心とする

附属図書館 840冊 中1942年購入長沼文庫 法文学部国史学講座初代教授長沼賢海の旧蔵書のうち、東洋文化史関係を
中心とする洋書。写本類は九州文化史研究所が購入

1929年寄贈

名称 摘要 受入・設置年受入・設置部局 数量 所蔵館

廣瀬文庫 附属図書館 約10,800冊 中明治・大正期に出雲大社教福岡分院に設置されていた私立福岡図書館
（館主廣瀬玄鋹）の旧蔵書を中心とする

1925年寄託
1948年購入

日本史・郷土史

他にも、安河内文庫（安河内博旧蔵）、来島文書（肥前国的山大島領主大島家旧蔵）、草野文書（筑後国草野領主草野氏旧蔵）、琉球御用船及交易自船古文書
（薩摩阿久根海商河南家旧蔵文書）、大野家文書（福岡藩政史料）、ピニャテール氏取引貿易文書、村上家文書（日光奉行所組同心出役村上家旧蔵）等の
コレクションがあります。     

20 21



文学部・
大学文書館 中・文書2014年寄贈

名称 摘要 受入・設置年受入・設置部局 数量 所蔵館

楠本家旧蔵書簡 文学部（中哲） 4,388点

約90点

中楠本碩水宛の書簡を中心とする楠本家旧蔵の書簡集
※整理中につき整理済資料を除いて利用できません

楠本家資料
楠本正継の儒学関係の和漢書や書画・書簡類を中心とする旧蔵資料
※整理中につき整理済資料を除いて利用できません

文学部（朝鮮史） 約6,000冊 中・韓セ森田文庫 誠信女子大学校教授森田芳夫の日韓関係史資料を中心とする旧蔵書

福岡高等学校 330冊 中1925年寄贈朴庵文庫 旧平戸藩士で幕末明治期の日宇の漢学者森本朴庵（儀太郎）の儒学関係を
中心とする旧蔵書

福岡高等学校 698冊 中1926年寄贈

795冊

楽地文庫 幕末福岡藩の漢学者高橋楽地（市之進）の漢籍を中心とする旧蔵書

教養部分館 約2,500冊 中1986年
購入寄贈濱文庫 教養部教授濱一衛旧蔵の中国戯劇関係のコレクション。戯単（芝居番付）、

新聞切り抜き、レコード、写真等も含む

教養部分館 855冊 中三上文庫

教養部分館 約2,100冊 中1966年購入益田文庫
楠本碩水門下で中学修猷館教師益田古峯（祐之）の宋儒性理の書、崎門諸
儒の著述を中心とする旧蔵書

福岡高等学校 中1934年寄贈

1991年寄贈

時実秋穂旧蔵本 第11代福岡市長時実秋穂の朝鮮本や参考図書類を中心とする旧蔵書

福岡高等学校 中1926年寄贈

149冊

大井文庫 明治・大正期の検事大井七郎の漢籍（特に文学）・法学・歴史関係の旧蔵書

文学部（朝鮮史） 149冊
他文書類 中・韓セ1981年購入在山楼文庫 明治・大正・昭和期の朝鮮学者前間恭作の朝鮮学関係の旧蔵書及び文書類

教養部教授三上正利の旧蔵書で、日本・ロシア・ソ連・モンゴル・中国の地理・
歴史・民族資料

1985年
目録作成

附属図書館・
法文学部 406冊 中1932年寄贈

法学・経済学
名称 摘要 受入・設置年受入・設置部局 数量 所蔵館

福岡地方裁判所
旧蔵本 附属図書館 655冊 中昭和初期に福岡地方裁判所から附属図書館に移管された法学関係資料

河波荒次郎
旧蔵本 憲政会・立憲民政党代議士河波荒次郎の社会科学関係を中心とする旧蔵書

附属図書館 130冊 中1934年購入山尾教授旧蔵本 法文学部教授山尾時三の法学関係を中心とする旧蔵書

附属図書館 約4,300冊
他抜刷8,000以上 中1983年購入クンケル文庫 ミュンヘン大学法学部教授ヴォルフガング・クンケル（Wolfgang Kunkel）の

ローマ法を中心とする旧蔵書

附属図書館 中2011年寄贈

990冊

西村重雄旧蔵本 法学研究院教授であった西村重雄の旧蔵書で、ラテン語を中心とした法律
関係の稀覯書を含む

法学部 約1,600冊 中1956年購入西山文庫 法学部教授西山重和の国際私法の西洋古典を中心とする旧蔵書

法学部 378冊 中1971年寄贈高田文庫 法学部教授高田源清のアジアの政治・商法関係を中心とする旧蔵書

法学部 約2,000冊

約700冊

中1971年寄贈菊池文庫 法学部教授菊池勇夫の労働法・社会法・法哲学関係を中心とする旧蔵書

法学部教授具島兼三郎の現代国際政治関係を中心とする旧蔵書

法学部
703冊

他写真資料
約200枚

中1970年寄贈国際文庫

法文学部（法科） 621冊 中1946年購入阿武京二郎
旧蔵本

法文学部教授阿武京二郎（あんの けいじろう）の法学関係を中心とする旧
蔵書

法文学部（法科）・
附属図書館 中1934年購入浅野正一旧蔵本 法文学部助教授浅野正一（あさの しょういち）の国際政治学関係を中心とす

る旧蔵書

法文学部 中1926年購入

398冊

ロートマール文庫 ベルン大学総長フィリップ・ロートマール（Philippe Lotmar）のローマ法、民事
法、労働法、法哲学関係を中心とする旧蔵書

附属図書館 300冊 中1934年購入長田三郎旧蔵本 法文学部助教授長田三郎（おさだ さぶろう）の植民政策関係を中心とする
旧蔵書

第二次世界大戦時に学内に設置された九州国際文化協会が蒐集した、極東地
域の政治・外交・文化にまたがる資料

法学部 約3,000冊 中1975年寄贈具島文庫

名古屋大学教授信夫清三郎（しのぶ せいざぶろう）の近代日本政治史関係を
中心とする旧蔵書 法学部 約6,600冊 中1977年寄贈信夫文庫

ILO東京支局長高橋武の社会法関係を中心とする旧蔵書 法学部 約1,100冊 中1997年寄贈高橋文庫

1928年
保管転換

法文学部・
附属図書館 約3,900冊 中

西洋史・西洋文学・西洋哲学・社会学・教育学・心理学
名称 摘要 受入・設置年受入・設置部局 数量 所蔵館

バルト文庫
大学本部・
法文学部・
附属図書館

約14,000冊 中ライプツィヒ大学教授パウル・バルト（Paul Barth）の旧蔵書で、内容は社会学・
哲学・心理学・教育学など、多岐にわたる

シュツンプ文庫
ベルリン大学教授カール・シュトゥンプ（Carl Stumpf）の心理学・哲学を中心
とする旧蔵書

附属図書館 270冊 中1926年寄贈郡虎彦旧蔵本 20世紀初頭に西欧で活躍した国際的劇作家郡虎彦の欧文戯曲関係を中
心とする旧蔵書

附属図書館 約3,900冊 中1979年購入ペラ文庫 フランス国立古文書学校教授シャルル・ペラ（Charles Perrat）の西欧中世史
関係を中心とする旧蔵書

附属図書館 402冊 中1990年購入

550冊

トマス・アクィナス
研究コレクション

トマス・アクィナス及びその哲学形成の源泉となったギリシャ・ローマの思想家・
教父哲学に関する著作の写本、古刊本等からなる

文学部（英文） 570冊 中1989年寄贈大江文庫 文学部教授大江三郎の英語学関係を中心とする旧蔵書

文学部（独文） 約1,300冊 中2004年寄贈高橋文庫 文学部教授高橋義孝の主にゲーテやトーマス・マンならびにドイツ文芸学に関
する旧蔵書

文学部（独文） 533冊 中2008年寄贈東ドイツ
文学文庫

福岡教育大学教授であった東憲二の旧東ドイツ文学の文献を中心とする旧
蔵書

法文学部仏文学講座初代教授成瀬正一のフランス文学・語学関係図書を中
心とする旧蔵書

文学部（独文） 779冊 中1948年購入雪山文庫

法文学部（英文） 約3,300冊 中1945年購入日本英学
筑紫文庫

法文学部英文学講座初代教授豊田實の日本英学史関係を中心とする旧
蔵書

文学部（倫理） 中1970年寄贈大島文庫 法文学部倫理学講座初代教授、北九州大学初代学長大島直治の倫理学関
係を中心とする旧蔵書

文学部（哲学） 中2000年寄贈

127冊

山本文庫 文学部教授山本清幸の哲学関係を中心とする旧蔵書

法文学部・
附属図書館 約1,700冊 中1926、1932年

購入

1984、1996年
寄贈

井口教授旧蔵本 法文学部社会学講座初代専任教授井口孝親の社会学関係を中心とする
旧蔵書

大正・昭和初期のドイツ文学者雪山俊夫のドイツ中世文学・語学関係を中心と
する旧蔵書

法文学部（仏文） 約2,100冊 中1936年購入成瀬文庫

1924年購入

1924年購入

教育学部 238冊 中1963年寄贈

名称 摘要 受入・設置年受入・設置部局 数量 所蔵館

田中文庫 文学部（仏文） 483冊 中文学部教授田中栄一のフランス文学作品研究書を中心とする旧蔵書

平塚益徳
旧蔵本 初代教育学部長平塚益徳の教育学・中国学関係を中心とする旧蔵書

教養部分館 中1987年寄贈山川文庫 教養部教授山川丈平のドイツ文学・語学関係を中心とする旧蔵書

教養部分館 565冊 中1992年寄贈

992冊

長屋文庫 教養部教授長屋代蔵のハーマン関係、シラーとドイツ演劇関係を中心とす
る旧蔵書

六本松分館

107冊

中1997年寄贈志垣文庫 教養部教授志垣嘉夫のフランス近世史関係を中心とする旧蔵書

六本松分館 中2002年寄贈城野文庫 九大初の女性教授で教養部教授城野節子のフランス文学関係を中心とす
る旧蔵書

教育学部 190冊 中1956年寄贈

405冊

大竹文庫 教育学部助教授大竹満洲子の比較教育学関係を中心とする旧蔵書

2001年寄贈

他にも、帝国図書館旧蔵本、ケテラール文庫（エリック・ケテラール旧蔵）、長川文庫（長川達夫旧蔵）、松浦文庫（松浦豊旧蔵）、ドイツ社会学の系譜コレクション、
英国社会と都市環境コレクション、近現代イギリスの労働環境をめぐる貧困と福祉コレクション、貧困・伝染病と公衆衛生コレクション、ドイツ近代体育教育文献
コレクション、渡辺文庫（渡辺誠旧蔵）、原文庫（原俊之旧蔵）等のコレクションがあります。

法学部 約1,200冊 中明治文庫 法学部所蔵の明治期に出版された法律関係図書をまとめたもの 1970年頃設置
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文学部・
大学文書館 中・文書2014年寄贈

名称 摘要 受入・設置年受入・設置部局 数量 所蔵館

楠本家旧蔵書簡 文学部（中哲） 4,388点

約90点

中楠本碩水宛の書簡を中心とする楠本家旧蔵の書簡集
※整理中につき整理済資料を除いて利用できません

楠本家資料
楠本正継の儒学関係の和漢書や書画・書簡類を中心とする旧蔵資料
※整理中につき整理済資料を除いて利用できません

文学部（朝鮮史） 約6,000冊 中・韓セ森田文庫 誠信女子大学校教授森田芳夫の日韓関係史資料を中心とする旧蔵書

福岡高等学校 330冊 中1925年寄贈朴庵文庫 旧平戸藩士で幕末明治期の日宇の漢学者森本朴庵（儀太郎）の儒学関係を
中心とする旧蔵書

福岡高等学校 698冊 中1926年寄贈

795冊

楽地文庫 幕末福岡藩の漢学者高橋楽地（市之進）の漢籍を中心とする旧蔵書

教養部分館 約2,500冊 中1986年
購入寄贈濱文庫 教養部教授濱一衛旧蔵の中国戯劇関係のコレクション。戯単（芝居番付）、

新聞切り抜き、レコード、写真等も含む

教養部分館 855冊 中三上文庫

教養部分館 約2,100冊 中1966年購入益田文庫
楠本碩水門下で中学修猷館教師益田古峯（祐之）の宋儒性理の書、崎門諸
儒の著述を中心とする旧蔵書

福岡高等学校 中1934年寄贈

1991年寄贈

時実秋穂旧蔵本 第11代福岡市長時実秋穂の朝鮮本や参考図書類を中心とする旧蔵書

福岡高等学校 中1926年寄贈

149冊

大井文庫 明治・大正期の検事大井七郎の漢籍（特に文学）・法学・歴史関係の旧蔵書

文学部（朝鮮史） 149冊
他文書類 中・韓セ1981年購入在山楼文庫 明治・大正・昭和期の朝鮮学者前間恭作の朝鮮学関係の旧蔵書及び文書類

教養部教授三上正利の旧蔵書で、日本・ロシア・ソ連・モンゴル・中国の地理・
歴史・民族資料

1985年
目録作成

附属図書館・
法文学部 406冊 中1932年寄贈

法学・経済学
名称 摘要 受入・設置年受入・設置部局 数量 所蔵館

福岡地方裁判所
旧蔵本 附属図書館 655冊 中昭和初期に福岡地方裁判所から附属図書館に移管された法学関係資料

河波荒次郎
旧蔵本 憲政会・立憲民政党代議士河波荒次郎の社会科学関係を中心とする旧蔵書

附属図書館 130冊 中1934年購入山尾教授旧蔵本 法文学部教授山尾時三の法学関係を中心とする旧蔵書

附属図書館 約4,300冊
他抜刷8,000以上 中1983年購入クンケル文庫 ミュンヘン大学法学部教授ヴォルフガング・クンケル（Wolfgang Kunkel）の

ローマ法を中心とする旧蔵書

附属図書館 中2011年寄贈

990冊

西村重雄旧蔵本 法学研究院教授であった西村重雄の旧蔵書で、ラテン語を中心とした法律
関係の稀覯書を含む

法学部 約1,600冊 中1956年購入西山文庫 法学部教授西山重和の国際私法の西洋古典を中心とする旧蔵書

法学部 378冊 中1971年寄贈高田文庫 法学部教授高田源清のアジアの政治・商法関係を中心とする旧蔵書

法学部 約2,000冊

約700冊

中1971年寄贈菊池文庫 法学部教授菊池勇夫の労働法・社会法・法哲学関係を中心とする旧蔵書

法学部教授具島兼三郎の現代国際政治関係を中心とする旧蔵書

法学部
703冊

他写真資料
約200枚

中1970年寄贈国際文庫

法文学部（法科） 621冊 中1946年購入阿武京二郎
旧蔵本

法文学部教授阿武京二郎（あんの けいじろう）の法学関係を中心とする旧
蔵書

法文学部（法科）・
附属図書館 中1934年購入浅野正一旧蔵本 法文学部助教授浅野正一（あさの しょういち）の国際政治学関係を中心とす

る旧蔵書

法文学部 中1926年購入

398冊

ロートマール文庫 ベルン大学総長フィリップ・ロートマール（Philippe Lotmar）のローマ法、民事
法、労働法、法哲学関係を中心とする旧蔵書

附属図書館 300冊 中1934年購入長田三郎旧蔵本 法文学部助教授長田三郎（おさだ さぶろう）の植民政策関係を中心とする
旧蔵書

第二次世界大戦時に学内に設置された九州国際文化協会が蒐集した、極東地
域の政治・外交・文化にまたがる資料

法学部 約3,000冊 中1975年寄贈具島文庫

名古屋大学教授信夫清三郎（しのぶ せいざぶろう）の近代日本政治史関係を
中心とする旧蔵書 法学部 約6,600冊 中1977年寄贈信夫文庫

ILO東京支局長高橋武の社会法関係を中心とする旧蔵書 法学部 約1,100冊 中1997年寄贈高橋文庫

1928年
保管転換

法文学部・
附属図書館 約3,900冊 中

西洋史・西洋文学・西洋哲学・社会学・教育学・心理学
名称 摘要 受入・設置年受入・設置部局 数量 所蔵館

バルト文庫
大学本部・
法文学部・
附属図書館

約14,000冊 中ライプツィヒ大学教授パウル・バルト（Paul Barth）の旧蔵書で、内容は社会学・
哲学・心理学・教育学など、多岐にわたる

シュツンプ文庫
ベルリン大学教授カール・シュトゥンプ（Carl Stumpf）の心理学・哲学を中心
とする旧蔵書

附属図書館 270冊 中1926年寄贈郡虎彦旧蔵本 20世紀初頭に西欧で活躍した国際的劇作家郡虎彦の欧文戯曲関係を中
心とする旧蔵書

附属図書館 約3,900冊 中1979年購入ペラ文庫 フランス国立古文書学校教授シャルル・ペラ（Charles Perrat）の西欧中世史
関係を中心とする旧蔵書

附属図書館 402冊 中1990年購入

550冊

トマス・アクィナス
研究コレクション

トマス・アクィナス及びその哲学形成の源泉となったギリシャ・ローマの思想家・
教父哲学に関する著作の写本、古刊本等からなる

文学部（英文） 570冊 中1989年寄贈大江文庫 文学部教授大江三郎の英語学関係を中心とする旧蔵書

文学部（独文） 約1,300冊 中2004年寄贈高橋文庫 文学部教授高橋義孝の主にゲーテやトーマス・マンならびにドイツ文芸学に関
する旧蔵書

文学部（独文） 533冊 中2008年寄贈東ドイツ
文学文庫

福岡教育大学教授であった東憲二の旧東ドイツ文学の文献を中心とする旧
蔵書

法文学部仏文学講座初代教授成瀬正一のフランス文学・語学関係図書を中
心とする旧蔵書

文学部（独文） 779冊 中1948年購入雪山文庫

法文学部（英文） 約3,300冊 中1945年購入日本英学
筑紫文庫

法文学部英文学講座初代教授豊田實の日本英学史関係を中心とする旧
蔵書

文学部（倫理） 中1970年寄贈大島文庫 法文学部倫理学講座初代教授、北九州大学初代学長大島直治の倫理学関
係を中心とする旧蔵書

文学部（哲学） 中2000年寄贈

127冊

山本文庫 文学部教授山本清幸の哲学関係を中心とする旧蔵書

法文学部・
附属図書館 約1,700冊 中1926、1932年

購入

1984、1996年
寄贈

井口教授旧蔵本 法文学部社会学講座初代専任教授井口孝親の社会学関係を中心とする
旧蔵書

大正・昭和初期のドイツ文学者雪山俊夫のドイツ中世文学・語学関係を中心と
する旧蔵書

法文学部（仏文） 約2,100冊 中1936年購入成瀬文庫

1924年購入

1924年購入

教育学部 238冊 中1963年寄贈

名称 摘要 受入・設置年受入・設置部局 数量 所蔵館

田中文庫 文学部（仏文） 483冊 中文学部教授田中栄一のフランス文学作品研究書を中心とする旧蔵書

平塚益徳
旧蔵本 初代教育学部長平塚益徳の教育学・中国学関係を中心とする旧蔵書

教養部分館 中1987年寄贈山川文庫 教養部教授山川丈平のドイツ文学・語学関係を中心とする旧蔵書

教養部分館 565冊 中1992年寄贈

992冊

長屋文庫 教養部教授長屋代蔵のハーマン関係、シラーとドイツ演劇関係を中心とす
る旧蔵書

六本松分館

107冊

中1997年寄贈志垣文庫 教養部教授志垣嘉夫のフランス近世史関係を中心とする旧蔵書

六本松分館 中2002年寄贈城野文庫 九大初の女性教授で教養部教授城野節子のフランス文学関係を中心とす
る旧蔵書

教育学部 190冊 中1956年寄贈

405冊

大竹文庫 教育学部助教授大竹満洲子の比較教育学関係を中心とする旧蔵書

2001年寄贈

他にも、帝国図書館旧蔵本、ケテラール文庫（エリック・ケテラール旧蔵）、長川文庫（長川達夫旧蔵）、松浦文庫（松浦豊旧蔵）、ドイツ社会学の系譜コレクション、
英国社会と都市環境コレクション、近現代イギリスの労働環境をめぐる貧困と福祉コレクション、貧困・伝染病と公衆衛生コレクション、ドイツ近代体育教育文献
コレクション、渡辺文庫（渡辺誠旧蔵）、原文庫（原俊之旧蔵）等のコレクションがあります。

法学部 約1,200冊 中明治文庫 法学部所蔵の明治期に出版された法律関係図書をまとめたもの 1970年頃設置
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名称 摘要 受入・設置年受入・設置部局 数量 所蔵館

123点 医1985年寄贈

医学
名称 摘要 受入・設置年受入・設置部局 数量 所蔵館

大森治豊文庫 附属図書館 613冊 医九大の基礎を築いた学祖の一人である大森治豊のドイツ医学書を中心と
する旧蔵書

青木家文書 福岡藩医青木家旧蔵の古文書で、医学史料、中世文書（赤尾家文書）の写、
近世文書、詩文等からなる

医学図書館 約500冊 医2019年寄贈ミヒェル文庫 言語文化研究院教授であったヴォルフガング・ミヒェル（Wolfgang Michel）が
蒐集した医学・薬学・本草学関係の和漢書及び西洋古刊本

医学部（解剖学） 約1,000冊

約1,900冊

医1943年購入杏仁醫舘文庫 直方市にあった杏仁醫舘（岩熊医院）の医師で、医史学者岩熊哲の旧蔵書
で、和漢洋にわたる貴重な古医書が多い

医学部（衛生学） 医1929年購入

788冊

衛生学教室旧蔵
中国古医書コレクション

医学部衛生学教室が蒐集した清朝中期より民国初年にかけて中国で出版さ
れた古医書のコレクション

医学部（泌尿器科） 約400冊

211冊

医1940年購入泌尿器科教室
旧蔵久保本

医学部泌尿器科教室初代教授高木繁が市場に出た耳鼻咽喉科教室初代教
授久保猪之吉旧蔵の和漢古医書を教室に蒐集したもの

温泉治療学研究所 医昭和初期蒐集温泉治療学研究所
欧州鉱泉・温泉資料

医学部（細菌学） 117冊 医1944年寄贈貝原文庫 医学部細菌学教室助教授貝原守一の旧蔵書で、1930～40年代の医学書が
中心である

医学部（衛生学） 医1946年頃受入宮入文庫 医学部衛生学教室初代教授の宮入慶之助の旧蔵書で、ドイツ医学書や和漢
古医書など、多岐にわたる

医学部（衛生学） 医1932年購入

約1,000冊

ショイベ文庫 ドイツ人のお雇い医師ボート・ショイベ（Botho Scheube）のドイツ語医学書を
中心とする旧蔵書

医学図書館 56冊他標本類 医1998年頃寄贈

医学図書館

長嵜文庫 長崎県の医家三代（長嵜貫一・長嵜鼎・長嵜康貫）の旧蔵書、顕微鏡、医療
器具等からなるコレクション

九大の附置施設として別府に開設された温泉治療学研究所において蒐集
されたヨーロッパの鉱泉・温泉に関する古医書群

1922年寄贈

芸術工学図書館 498冊 芸2012年購入

芸術工学
名称 摘要 受入・設置年受入・設置部局 数量 所蔵館

ロイド・モーガン
建築関係コレクション 九州芸術工科大学 図書約1,000冊

図面737点 芸アメリカの建築家ロイド・モーガン(Lloyd Morgan）が蒐集した、建築物の
図面、図書等、建築関係の資料からなるコレクション

映画史と映画産業に
関するコレクション

映画史研究家デイヴィッド・O・クリスチャンソン（David O. Christianson）が蒐
集した、主として20世紀後半に出版された映画に関する図書のコレクション

芸術工学図書館 芸今史朗関係資料 福岡で活動した前衛作曲家今史朗（こん しろう）が遺した手書きの楽譜及び
関係資料　※整理中につき整理済資料を除いて利用できません

芸術工学図書館 605冊

232点

芸2015年購入

2016年寄贈

報道写真・報道写真家
コレクション

アメリカの写真編集者ジョン・G・モリス（John G. Morris）旧蔵のコレクションで、
著名な報道写真家の署名本や贈呈本も含む

1978年購入

工学部
（数学物理学） 約5,000冊 中

理学・工学・農学
名称 摘要 受入・設置年受入・設置部局 数量 所蔵館

狩野文庫
福岡医科大学（眼科）・
大学本部・

工学部（数学物理学）
約8,400冊 中・医近代日本を代表する知の巨人狩野亨吉（かのう こうきち）より九大が購入した

朝鮮本・人名録・書目類、数学天文書、類書・医書類のコレクション

桑木文庫
理学部の基礎を築いた工学部教授桑木彧雄が、数学物理学教室に蒐集した
科学史文献を、理学部移管後に斯く称したもの

理学部（数学） 786冊 数1965年購入

昭和初期蒐集

昭和初期蒐集

フェイエール
コレクション

ハンガリーの数学者リポート・フェイエール（Lipót Fejér）の数学関係を中心
とする旧蔵書

理学部（地質学） 887冊 理1940年購入渡邊文庫 理学部地質学講座教授の渡邊久吉の旧蔵書で、国内外の鉱産資源に関わ
る報告書や地質図が数多く含まれる

理学部（地質学） 374冊
他抜刷類 理1949年寄贈

272冊

杉文庫 理学部地質学第二講座（岩石学）教授の杉健一の旧蔵書で、国内外の地質
説明書や調査報告、研究論文集を中心とする

農学部
（植物病理学）

666冊
他報告書抜刷類 理1929年寄贈西田藤次文庫 植物検査所神戸支所初代所長であった西田藤次の農学・植物病理学関係

を中心とする旧蔵書

農学部
879冊

他報告書抜刷類 理1982年寄贈盛永文庫 農学部農学第一講座（育種学）初代専任教授盛永俊太郎の農学・遺伝学関
係を中心とする旧蔵書

農学部（昆虫学・動物学・
彦山・生防研）・
附属図書館

理・中
1965～
1979年購入江崎文庫 農学部教授江崎悌三の旧蔵書で、昆虫学関係を中心とする洋書と、本草学

関係を中心とする和漢古書からなる

農学部教授小出満二・木村修三の旧蔵書に、農学部で蒐集されてきた西欧農
学書を加えて設置されたコレクション

農学部
（植物病理学）

132冊
他報告書抜刷類 理1940年寄贈中田文庫

工学部（建築学） 780冊 中松田文庫 建築家松田昌平・軍平兄弟が昭和初期に設立した松田建築事務所の旧蔵書

工学部（冶金学） 博精錬関連文書 工学部冶金学科図書室旧蔵の日本刀関係の資料で、江戸時代の精錬に関す
る資料を含む

工学部（採鉱学） 博

240冊

鉱山関連文書 工学部採鉱学科図書室旧蔵の鉱業関係の古文書類。南部藩山師内田家旧
蔵文書や絵図類などを含む

理学部（数学） 411冊 中1943年購入中国暦算書
コレクション 理学部数学教室が蒐集した清末に刊行された中国暦算書のコレクション

農学部植物病理学講座初代教授中田覚五郎の煙草・植物病理学関係を中
心とする旧蔵書

約1,200冊

約2,800冊

中1960年設置西欧農学古典文庫

米コーネル大学で蒐集された農業経済学関係の文献がJ. L. BuckとA. B. Lewis
両博士により農学部に寄贈されたもの

農学部
（農政経済学） 151冊 理1961年寄贈

農学部
（農政経済学）

バック文庫

1909～
1927年購入

大正～
昭和初期蒐集

内田文庫 附属図書館 約2,400冊 理・中魚博士として知られる農学部水産学科水産学第二講座初代教授内田恵太
郎の生物科学及び文学関係を中心とする旧蔵書 1982年寄贈

他にも、青島鹵獲書籍、伊藤文庫（伊藤徳之助旧蔵）、金原文庫（金原誠旧蔵）、第八臨時教員養成所旧蔵本、岸三郎旧蔵本、平岩教授記念文庫（平岩馨邦旧蔵）、
米文庫（米康夫旧蔵）等のコレクションがあります。

他にも、基礎医学古医書集成、保田文庫（保田収蔵旧蔵）、櫻井恒次郎文庫、小川文庫（小川政修蒐集）、戸田文庫（戸田忠雄旧蔵）、三宅速文庫、岩崎文庫
（岩崎徳松旧蔵）、貝田勝美文庫、小野寺精喜文庫、県立福岡病院文庫等のコレクションがあります。

他にも、19世紀アメリカ建築研究文献コレクション、欧米都市計画研究コレクション、人間と環境コレクション、イギリスの労働者階級の住環境と都市計画コレ
クション、色彩理論コレクション、万国博覧会関連報告書コレクション等のコレクションがあります。

他にも、上原蔵書（上原道一旧蔵）、伊藤不二男文庫、万国公法コレクション、「マグナ・カルタ」コレクション、初期近代英国政治思想史コレクション、17-18世紀
国際法史・国制史コレクション 、ドイツ民事訴訟法関連貴重書コレクション、ザヴィニーおよび歴史法学者講義ノートコレクション、ドイツ保守革命とその思想的
背景コレクション、ドイツ歴史学派と政治経済学コレクション、Henry George Collection、ウェッブ夫妻コレクション、ピグーコレクション、J. M. ケインズ書簡・
著作・研究書コレクション、法典調査会関係資料等のコレクションがあります。

法学部 中・記2009年寄贈滋賀文庫 東京大学教授滋賀秀三の東洋法制史関係を中心とする旧蔵書

法学部 約2,400冊
他雑誌等

中2015年寄贈宇賀田文庫 法文学部教授宇賀田順三の法学関係を中心とする旧蔵書
※整理中につき整理済資料を除いて利用できません

約4,000冊

約6,000冊

法文学部・
附属図書館 約2,800冊 中1926年購入

813冊

グロース文庫 オーストリアの政治家・経済学者グスタフ・グロース(Gustav Groß) の経済学・
政治学関係を中心とする旧蔵書

教養部分館 中・理1986年寄贈

1975年頃寄贈

白井文庫 教養部教授白井正の憲法・政治学関係を中心とする旧蔵書

法文学部（経済科） 中1936年寄贈

約2,100冊

大森文庫 法文学部教授大森研造の経済学関係を中心とする旧蔵書

法学部 中2012年寄贈井上文庫 法学部教授井上裕司の刑事法及びロシア・東欧関係を中心とする旧蔵書

奥田文庫 法学部 約5,200冊 中教養部教授・福岡県知事奥田八二の社会科学関係を中心とする旧蔵書で、
福岡県下の労働・社会運動関係資料を含む 2002年寄贈
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名称 摘要 受入・設置年受入・設置部局 数量 所蔵館

123点 医1985年寄贈

医学
名称 摘要 受入・設置年受入・設置部局 数量 所蔵館

大森治豊文庫 附属図書館 613冊 医九大の基礎を築いた学祖の一人である大森治豊のドイツ医学書を中心と
する旧蔵書

青木家文書 福岡藩医青木家旧蔵の古文書で、医学史料、中世文書（赤尾家文書）の写、
近世文書、詩文等からなる

医学図書館 約500冊 医2019年寄贈ミヒェル文庫 言語文化研究院教授であったヴォルフガング・ミヒェル（Wolfgang Michel）が
蒐集した医学・薬学・本草学関係の和漢書及び西洋古刊本

医学部（解剖学） 約1,000冊

約1,900冊

医1943年購入杏仁醫舘文庫 直方市にあった杏仁醫舘（岩熊医院）の医師で、医史学者岩熊哲の旧蔵書
で、和漢洋にわたる貴重な古医書が多い

医学部（衛生学） 医1929年購入

788冊

衛生学教室旧蔵
中国古医書コレクション

医学部衛生学教室が蒐集した清朝中期より民国初年にかけて中国で出版さ
れた古医書のコレクション

医学部（泌尿器科） 約400冊

211冊

医1940年購入泌尿器科教室
旧蔵久保本

医学部泌尿器科教室初代教授高木繁が市場に出た耳鼻咽喉科教室初代教
授久保猪之吉旧蔵の和漢古医書を教室に蒐集したもの

温泉治療学研究所 医昭和初期蒐集温泉治療学研究所
欧州鉱泉・温泉資料

医学部（細菌学） 117冊 医1944年寄贈貝原文庫 医学部細菌学教室助教授貝原守一の旧蔵書で、1930～40年代の医学書が
中心である

医学部（衛生学） 医1946年頃受入宮入文庫 医学部衛生学教室初代教授の宮入慶之助の旧蔵書で、ドイツ医学書や和漢
古医書など、多岐にわたる

医学部（衛生学） 医1932年購入

約1,000冊

ショイベ文庫 ドイツ人のお雇い医師ボート・ショイベ（Botho Scheube）のドイツ語医学書を
中心とする旧蔵書

医学図書館 56冊他標本類 医1998年頃寄贈

医学図書館

長嵜文庫 長崎県の医家三代（長嵜貫一・長嵜鼎・長嵜康貫）の旧蔵書、顕微鏡、医療
器具等からなるコレクション

九大の附置施設として別府に開設された温泉治療学研究所において蒐集
されたヨーロッパの鉱泉・温泉に関する古医書群

1922年寄贈

芸術工学図書館 498冊 芸2012年購入

芸術工学
名称 摘要 受入・設置年受入・設置部局 数量 所蔵館

ロイド・モーガン
建築関係コレクション 九州芸術工科大学 図書約1,000冊

図面737点 芸アメリカの建築家ロイド・モーガン(Lloyd Morgan）が蒐集した、建築物の
図面、図書等、建築関係の資料からなるコレクション

映画史と映画産業に
関するコレクション

映画史研究家デイヴィッド・O・クリスチャンソン（David O. Christianson）が蒐
集した、主として20世紀後半に出版された映画に関する図書のコレクション

芸術工学図書館 芸今史朗関係資料 福岡で活動した前衛作曲家今史朗（こん しろう）が遺した手書きの楽譜及び
関係資料　※整理中につき整理済資料を除いて利用できません

芸術工学図書館 605冊

232点

芸2015年購入

2016年寄贈

報道写真・報道写真家
コレクション

アメリカの写真編集者ジョン・G・モリス（John G. Morris）旧蔵のコレクションで、
著名な報道写真家の署名本や贈呈本も含む

1978年購入

工学部
（数学物理学） 約5,000冊 中

理学・工学・農学
名称 摘要 受入・設置年受入・設置部局 数量 所蔵館

狩野文庫
福岡医科大学（眼科）・
大学本部・

工学部（数学物理学）
約8,400冊 中・医近代日本を代表する知の巨人狩野亨吉（かのう こうきち）より九大が購入した

朝鮮本・人名録・書目類、数学天文書、類書・医書類のコレクション

桑木文庫
理学部の基礎を築いた工学部教授桑木彧雄が、数学物理学教室に蒐集した
科学史文献を、理学部移管後に斯く称したもの

理学部（数学） 786冊 数1965年購入

昭和初期蒐集

昭和初期蒐集

フェイエール
コレクション

ハンガリーの数学者リポート・フェイエール（Lipót Fejér）の数学関係を中心
とする旧蔵書

理学部（地質学） 887冊 理1940年購入渡邊文庫 理学部地質学講座教授の渡邊久吉の旧蔵書で、国内外の鉱産資源に関わ
る報告書や地質図が数多く含まれる

理学部（地質学） 374冊
他抜刷類 理1949年寄贈

272冊

杉文庫 理学部地質学第二講座（岩石学）教授の杉健一の旧蔵書で、国内外の地質
説明書や調査報告、研究論文集を中心とする

農学部
（植物病理学）

666冊
他報告書抜刷類 理1929年寄贈西田藤次文庫 植物検査所神戸支所初代所長であった西田藤次の農学・植物病理学関係

を中心とする旧蔵書

農学部
879冊

他報告書抜刷類 理1982年寄贈盛永文庫 農学部農学第一講座（育種学）初代専任教授盛永俊太郎の農学・遺伝学関
係を中心とする旧蔵書

農学部（昆虫学・動物学・
彦山・生防研）・
附属図書館

理・中
1965～
1979年購入江崎文庫 農学部教授江崎悌三の旧蔵書で、昆虫学関係を中心とする洋書と、本草学

関係を中心とする和漢古書からなる

農学部教授小出満二・木村修三の旧蔵書に、農学部で蒐集されてきた西欧農
学書を加えて設置されたコレクション

農学部
（植物病理学）

132冊
他報告書抜刷類 理1940年寄贈中田文庫

工学部（建築学） 780冊 中松田文庫 建築家松田昌平・軍平兄弟が昭和初期に設立した松田建築事務所の旧蔵書

工学部（冶金学） 博精錬関連文書 工学部冶金学科図書室旧蔵の日本刀関係の資料で、江戸時代の精錬に関す
る資料を含む

工学部（採鉱学） 博

240冊

鉱山関連文書 工学部採鉱学科図書室旧蔵の鉱業関係の古文書類。南部藩山師内田家旧
蔵文書や絵図類などを含む

理学部（数学） 411冊 中1943年購入中国暦算書
コレクション 理学部数学教室が蒐集した清末に刊行された中国暦算書のコレクション

農学部植物病理学講座初代教授中田覚五郎の煙草・植物病理学関係を中
心とする旧蔵書

約1,200冊

約2,800冊

中1960年設置西欧農学古典文庫

米コーネル大学で蒐集された農業経済学関係の文献がJ. L. BuckとA. B. Lewis
両博士により農学部に寄贈されたもの

農学部
（農政経済学） 151冊 理1961年寄贈

農学部
（農政経済学）

バック文庫

1909～
1927年購入

大正～
昭和初期蒐集

内田文庫 附属図書館 約2,400冊 理・中魚博士として知られる農学部水産学科水産学第二講座初代教授内田恵太
郎の生物科学及び文学関係を中心とする旧蔵書 1982年寄贈

他にも、青島鹵獲書籍、伊藤文庫（伊藤徳之助旧蔵）、金原文庫（金原誠旧蔵）、第八臨時教員養成所旧蔵本、岸三郎旧蔵本、平岩教授記念文庫（平岩馨邦旧蔵）、
米文庫（米康夫旧蔵）等のコレクションがあります。

他にも、基礎医学古医書集成、保田文庫（保田収蔵旧蔵）、櫻井恒次郎文庫、小川文庫（小川政修蒐集）、戸田文庫（戸田忠雄旧蔵）、三宅速文庫、岩崎文庫
（岩崎徳松旧蔵）、貝田勝美文庫、小野寺精喜文庫、県立福岡病院文庫等のコレクションがあります。

他にも、19世紀アメリカ建築研究文献コレクション、欧米都市計画研究コレクション、人間と環境コレクション、イギリスの労働者階級の住環境と都市計画コレ
クション、色彩理論コレクション、万国博覧会関連報告書コレクション等のコレクションがあります。

他にも、上原蔵書（上原道一旧蔵）、伊藤不二男文庫、万国公法コレクション、「マグナ・カルタ」コレクション、初期近代英国政治思想史コレクション、17-18世紀
国際法史・国制史コレクション 、ドイツ民事訴訟法関連貴重書コレクション、ザヴィニーおよび歴史法学者講義ノートコレクション、ドイツ保守革命とその思想的
背景コレクション、ドイツ歴史学派と政治経済学コレクション、Henry George Collection、ウェッブ夫妻コレクション、ピグーコレクション、J. M. ケインズ書簡・
著作・研究書コレクション、法典調査会関係資料等のコレクションがあります。

法学部 中・記2009年寄贈滋賀文庫 東京大学教授滋賀秀三の東洋法制史関係を中心とする旧蔵書

法学部 約2,400冊
他雑誌等

中2015年寄贈宇賀田文庫 法文学部教授宇賀田順三の法学関係を中心とする旧蔵書
※整理中につき整理済資料を除いて利用できません

約4,000冊

約6,000冊

法文学部・
附属図書館 約2,800冊 中1926年購入

813冊

グロース文庫 オーストリアの政治家・経済学者グスタフ・グロース(Gustav Groß) の経済学・
政治学関係を中心とする旧蔵書

教養部分館 中・理1986年寄贈

1975年頃寄贈

白井文庫 教養部教授白井正の憲法・政治学関係を中心とする旧蔵書

法文学部（経済科） 中1936年寄贈

約2,100冊

大森文庫 法文学部教授大森研造の経済学関係を中心とする旧蔵書

法学部 中2012年寄贈井上文庫 法学部教授井上裕司の刑事法及びロシア・東欧関係を中心とする旧蔵書

奥田文庫 法学部 約5,200冊 中教養部教授・福岡県知事奥田八二の社会科学関係を中心とする旧蔵書で、
福岡県下の労働・社会運動関係資料を含む 2002年寄贈
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【海外学術書籍・電子ブック・ジャーナル・データベース販売】
〒818-0001福岡市中央区天神4丁目1番18号
TEL:092-741-2685 / FAX:092-741-8418

E-mail: fkaigai@lime.ocn.ne.jp
http://www.fkaigai.com/

ナカバヤシ株式会社 福岡支店　TEL:092(641)3661　FAX:092(641)3699

印刷業務の未来形へ
紙媒体の企画デザインからウェブサイト、出版事業、そして周辺事業への展開を実現します。

印刷・製本事業
紙媒体の印刷物全般を提供しています。 当社で製作・印刷・出版を一元管理

しています。

出版事業＜花書院＞

ウェブ・システム開発事業
ホームページや学会運営のシステムを提供しています。

城島印刷株式会社
URL  http://www.kijima-p.co.jp　　E-mail  naoki@kijima-p.co.jp

〒810-0012　福岡県福岡市中央区白金２丁目９番６号
TEL：092-531-7102　FAX：092-524-4411

OA機器の総合商社

〒812-0016
福岡市博多区博多駅南6丁目2番30号
TEL： 092-411-0492　FAX： 092-411-4091

センゲージラーニング株式会社Gale事業部 E-mail: GaleJapan@cengage.com

◆ コンソーシアム特価【適用期限：2023年3月31日】 
FTE（学部生・院生・専任教員数）  
1~5,000人…$7,000／5,001~15,000人…$12,000 
／15,001~30,000人…$16,000／30,001人以上…$21,000

◆  Part IIIご契約機関は、Part I, Part IIの導入済みパートに 
ついて、2023年3月末までホスティング料金を免除し、弊社プラットフォームにてご利用いただけます

NII-JUSTICE共同購入コンソーシアム 採択商品
ロンドン大学・ゴールドスミス文庫の20世紀を中心とする文献約5,000巻をお求めやすい価格でご提供

The Making of the Modern World Part III

https://www.kongo-corp.co.jp/ 

本書の作成にあたり協賛いただいた企業様にお礼を申し上げます。

※広告内容に関するお問い合わせは、直接広告主までお願いします。
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