
 1 

２００６年 2 月－3 月 展示   

学習院大学図書館所蔵
 

華族会館寄贈図書 
 

学習院が華族会館によって設立された当時の、華族会館寄贈図書を展示します。 

明治新政府と徳川宗家の微妙な関係、勝海舟の意向など、 

流動する歴史のなかで日本の近代化に向けて形成されたコレクションです。 

明治 10 年の日本にタイムスリップしてみてください。 

 
 

華族会館寄贈図書 
 
華族会館は「書籍館」建設を計画して､図書 11000 冊（和漢書 9159 冊、洋書 1614 冊）を集めまし

たが、学習院を設立した際に、全蔵書を学習院に寄贈しました。 

以後、華族その他の利用者は学習院図書館で図書を閲覧していたのでしょう。 

当時の学習院図書館の閲覧室は、生徒用､教師用､外来者用の三区域に分れていました。 

 

資料の中身は、当時の国内最新情報と古典籍、翻訳書＋洋書＋大名家等旧蔵書がコレクションの

特色です。シーボルトの『動物誌』、慶長 11 年以前刊の古活字本『史記』（平成 3 年に貴重書指定）

は現在貴重書に指定されています。 

 

洋 書 

明治 8-10 年当時の、日本の近代化に欠かせない図書が多数含まれています。 

洋書の 6 割、1000 冊は勝海舟がチェックして購入し、徳川家から華族会館に寄贈されたものです｡ 

学習院図書館もアヘン問題､電信事業関連等、国家レベルで必要な洋書を購入しました。 

そして洋書の多くに押された「縦覧所用」の印は、洋書が書庫ではなく縦覧所 (閲覧室)に置かれて

いたことを示しています｡ 

学習院図書館が実用的な洋書を縦覧所に置いて、成人向けの図書館としての役目も担っていた姿

が浮き彫りになってきます。 

 

徳川宗家からの寄付 

徳川宗家からの寄附は、華族会館側の働きかけで明治 7 年末から 8 年にかけて何回か打ち合わせ

を経て、実施されました。 

華族会館側の窓口は尾崎三郎（三条実美の側近）、徳川家側は勝海舟が仕切りました。 

徳川宗家からの寄附が伝えられると書籍館建設計画は大いに盛り上がり、他の華族たちからの寄

付が続いたと『華族会館誌』に記されています｡ 

『勝海舟全集』によると、洋書は勝海舟が徳川家からの貸付金 1100 円分を本で返させたものです｡

新刊の実用書とどっしりとした事典等 1000 冊の洋書が並んだ光景は壮観だったことでしょう。 

和漢書は、大名として江戸から駿府へ向う徳川宗家に従った幕臣たちが、昌平坂学問所などから

藩の教育のために運び出したものの一部と考えられます。 

しかし、新政府と当時まだ微妙な関係にあった徳川宗家からの寄付はその後摩擦を生んだらしく、

寄付金 2000 円は一度返却され、1 年後再び問題なしということで寄附し直しています。 

 

当時の学習院図書館 
 

開学当時の学習院図書館は、学校図書館であると同時に 
国の近代化に必要な最新情報を提供する近代図書館の草分けだったといえるでしょう。 

華族会館は設立当初の書籍館建設の目標を、学習院で実現したのです。 
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展 示 資 料 
洋  書 
  

旧分類 

請求記号  著者  書名 出版地出版年  備考 

*380/D286 Davies,C. The metric system. N.Y.,1874 メートル法 

*380/Ev16 Evans,D.M. The commercial crisis, 1847-1848. Lond.,1848 1847‐48 年英国

経済危機 

*390/D928 Dupont,P. Le ceremonial officiel. 2.ed. Par.,1868 儀式・儀典 

*390/M610 Mill,J.S. The subjection of woman. 3.ed. Lond.,1870 女性解放論 

*448/D365 Degranges,E. Traite de correspondance 

commerciale. 7.ed. 

Par.,1872 商業通信書 

*610/P945 Prosch,H.und 

Poss, H 

Medicinisch-chirurgische 

Encyklopadie fur praktische Aerzte. 

4v. 

Lpz.,1863 外科術薬剤字書 

*615/G557 Goffres Precis iconographique de bandages 

pansements et appareils. 

Par.,1866 外 科 治 療 書 (包

帯、器具の使い

方) 

*615/H122 Hager,H. Erster Unterricht des Pharmaceuten. 

2v. 2.Aufl. 

Ber.,1871 製薬学教諭書 

*615/UL4 Ullersperger,J.B. Die Frage uber die Heilbarkeit der 

Lungenphthisen. 

Wurzburg,1867 肺臓療治書 

*616/D652 Dobell,H. On winter cough. Lond.,1872 咳痰病論 

*617/F522 Fischer,H. Lehrbuch der Kriegschirurgie. Erlangen,1868 軍中療治論 

617/G935 Gunther,G.B. Leitfaden zu den Operationen am 

menschlichen Korper. 

Lpz.,1859 裁断術（手術） 

*617/R728 Roser,W.G. Handbuch der anatomischen 

Chirurgie. 6.Aufl 

Tubingen,1872 解剖外療術 

*621/B667 Bourne,J.A. Hand book of the steam engine. Phil.,1870 蒸気エンジン 

*630/D759 Downing,A. The fruits and fruits-trees of 

America. 

N.Y.,1869 菓実書（アメリカ

の果物・果樹） 

*650/H231 Harpel,O.H. Typograph or book of specimens. Cin.,1870 印刷見本帖 

*650/L963 Luce,S.B. Seamanship. 4.ed. N.Y.,1868 航海術書 

*663/B996 Byrn,M.L. The complete practical brewer. Phil.,1869 醸造業 

*663/M769 Monzert,L. The independent liquorist. N.Y.,1866 酒類業 

*664/W378 Weatherley,H. A treatise on the art of boiling sugar. Phil.,1869 砂糖製造法 

*666/B635 Bohn,H.G. A guide to the knowledge of pottery, 

porcelain, and other objects of 

Vertu. 3.ed. 

Lond.,1872 骨 董 品 カ タ ログ

（オークション落

札価格付き） 

*展示 
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和 漢 書 
 

旧分類 

請求記号 書名 出版年 備考 

011/18 戊辰以来新刻書目便覧 明治 6 年 明治元年－6 年出版目録 

*03/59 内外一覧 明治 8 年 新橋横浜間列車時刻表も記載 
   （所要約 1 時間） 

*240/27 新律綱領改定律例 紀元 2533 年 明治 6 年刊。洋装本の草分。  

*244/2 連邦商律 明治 6 年 翻訳書。  

*245/6 万国通私法 紀元 2534 年 明治 7 年刊。国際私法。翻訳書。 

*248/12 官途必携 明治壬申（5 年）国旗の寸法も記載。  

*251/61 会議便法 明治 6 年 翻訳書。洋装本。 

*426/1 清英交際始末 明治 2 年 隣国の動向に注目。  

*620/14 東京水道改設之概略 明治 10 年 洋装本。 

*031/26＊ 官民必携 明治 9 年 洋装本。当時の料金表も記載。 

*展示 

＊ 新分類に変更済 
 

 

徳川宗家寄贈資料 （調査中） 

旧分類 

請求記号 書名            冊数   

303/33 東坡全集  40 冊   

422/58 史記 50 冊  

423/15 晋書 30 冊   

*423/20 梁書 8 冊   

*423/22 南斉書 8 冊   

*423/25 北斉書 4 冊   

424/1 唐書 82 冊   

424/6 五代史 8 冊  
*展示 

 

 

参考文献 

『華族会館誌』（364.1/8） 

『勝海舟全集』19 巻、20 巻､21 巻：日記、会計あらまし(081.1/38 ｱ) 
『学習院大学所蔵京都学習院旧蔵目録華族会館旧蔵和漢図書目録…』(G0/51) 
『徳川幕府蔵書目』 第 10 巻（昌平黌蔵書目録 . 升堂記）他  (029.4/30) 
『学習院百年史』 第 1 巻（373/44/1） 

『学習院年報』（G93/17） 
『華族会館の百年』（364.1/5） 

 
 
展示担当 
学習院大学図書館 運用課 貴重書整備担当(霧島・広瀬) 
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華族会館学務局印 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
華族会館書籍局印 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

発行日：平成 18 年 2 月 1 日 
発行者：学習院大学図書館 

 

 


