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減表／6、閲覧人員／7、閲覧冊数／8、巡回書庫／9、規則／10、島内図
書館表
『台湾関係資料展観目録（昭和4年9月）』
和漢書之部／甲、官撰府県志／乙、一般志／丙、治台及治匪関係／
丁、漂流記／戊、琉球藩民遭難並征台関係資料／己、古図類／庚、現
在ノ台湾ヲ説明スルモノ

『台中州立図書館報』
簡易図書館と児童文庫　羽水／巡回書庫取扱事項／読書　市島 春城／台
湾文化と文献（上）　渋谷 春太郎／本館で最も多く読まれた図書（昭和8年調
査）／彰化高等女学校ノ読書傾向／征台役関係資料展に就て　小林生／台
中州立図書館巡回書庫閲覧成績表（昭和8年度）／家庭文庫閲覧成績調査
表（昭和10年2月1日開始）／市街庄図書館の機能を一層発揮せしむる方
策／年頭所感―市街庄図書館設立の急務　ニ宮 力（台中州立図書館長）／
鹿港婦人読書倶楽部／市立図書館経費調（昭和11年度）（彰化市立図書館
調査）／月刊雑誌閲覧調（自昭和11年1月至昭和11年12月／台中州下公私
立図書館長会議開かる／州下図書館の主要問題―専任職員の重要性／街
庄図書館職員の努力／内地巡礼の旅　細野生／読書奉国の必要を叫ぶ　
小川 節／皇民化運動と図書館の立場　湖草堂
『新竹州立新竹図書館一覧（自昭和4年4月1日至昭和5年3月31日）』
本館平面図／第1、概況／第2、沿革／第3、敷地及建物／第4、経費／第5、
館員／第6、蔵書／第7、本館閲覧人員／（1）職業別表／（2）種族男女別表／
第8、本館閲覧冊数／第9、巡回書庫／同閲覧状況表／第10、館則／第11、
新聞雑誌／第12、最モ多ク読マレタル書／〈附録〉／州下公私立図書館一覧
／新竹州立新竹図書館分類表／新竹州立新竹図書館『図書館だより』発行
規程
『図書館だより』
図書館だより発刊に際して　田端 幸三郎／〈特殊図書紹介〉青年団に関する
文献　山中 樵（総督府図書館長）／州下図書館概況（昭和6年度）／州下各
図書館第2回図書館週間実施状況／5月分閲覧状況（開館30日）／100号を迎
へて
『彰化市立図書館ニユース』
吾等の図書館　江文 亮（彰化商業専修学校3年）／　安井 德一（彰化尋常高
等小学校尋常6年）／図書館週間記念懸賞募集入選発表／時局と図書館　
柴山 峯登（彰化市立図書館長）／婦人と読書―婦人の図書館利用を望む　長
崎生／戦線文庫点描／彰化市立図書館後援会（昭和15年度収支決算書）／
閲覧状況
『台南市立台南図書館要覧（昭和8年）』
図書館利用／児童室に就て／台南図書館閲覧案内／台南図書館沿革／敷
地及建物／蔵書（昭和6年度）／閲覧人員（昭和6年度）／閲覧図書冊数（昭
和6年度）／小公学校児童はどれだけ利用したか／どんな本がよく読まれたか
（自昭和7年4月至昭和7年5月上半期分）／子供はどんな本を（上半期分）／
雑誌では（昭和7年）／雑誌では（児童部）／優良図書／台南市立台南図書
館規則（大正13年5月市訓令第6号）／台南市立台南図書館々外閲覧規定
（大正13年台南市告示第16号）／図書携出証下附願／保証書／台南図書館
処務規程
『市立嘉義図書館案内（昭和12年）』

1、閲覧案内／2、沿革の大要／3、敷地、建物及び閲覧席／4、経費／5、職員
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編・解題者紹介

春山 明哲 （はるやま めいてつ）

1946 年東京都生まれ。1974 年東京大学大学院工学研究科博士課程

中退。元・国立国会図書館専門調査員、前・日本台湾学会理事長、現・

早稲田大学アジア研究機構・台湾研究所客員上級研究員。

□書店様へ…ありがとうございます

　直接小閣までお申し込みください

図版はすべて本書より
価格は税別 　047／05／3000

K a n a z a w a  B u m p o k a k u

金沢文圃閣 
〒920-0867 金沢市長土塀2-16-30
 Tel  076-261-8884　Fax 233-3111

【予刊】

『戦前期「外地」図書館資料集―満洲編』

『戦前期「外地」図書館資料集―朝鮮編』

『戦前期「外地」図書館資料集―沖縄編』

【本シリーズ既刊】

『戦前期「外地」図書館資料集―樺太編』全一巻
　　編・解題ー鈴木 仁
　　価　　格ー 25,000 円

『戦前期「外地」図書館資料集―北京編』全三巻
　　編・解題ー小黒 浩司
　　価　　格ー 75,000 円

『戦前期「外地」図書館資料集―上海編』全二巻
　　解　　題ーよねい・かついちろう
　　価　　格ー 50,000 円

戦前期「外地」図書館に関する
資料面での本格的基盤整備。

敗戦を迎えるまでの間に現地において／

敗戦後の現地における抑留や留用において／

引揚げ後のこの列島「日本」において、

すべての意半ばにして命を永らえられなかった図書館員、

そして図書館に捧げる資料集。

「外地」図書館は、その地域において図書館活動だけではなく、

教科書の編纂や日本語講座などの教育方面での活動、展示会・

展覧会の開催などでも大きな役割を担った。

それゆえ本資料は、戦前・戦後の図書館・図書館員の研究史

のみならず、文学・美術・出版・映画など、様々な「外地」

文化史の研究領域にも寄与できる。


