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業務資料からみる千代田図書館の歴史展 

「関東大震災前後の東京市立図書館」関連講演会  

 

日時 2016 年 1 月 22 日（金）19：00～20：30 

会場 千代田図書館 9 階特設イベントスペース 

 

司会者より、今回の展示と講演会開催について 

千代田図書館で企画展示やコレクション活用を担当している河合です。本日のイベントは現在

館内で開催中の「業務資料からみる千代田図書館の歴史展」の関連講演会です。はじめに、今回

の展示を開催することになりましたいきさつを少しお話しさせていただきます。 

2013年の 7月に千代田図書館の閉架書庫の奥から、

段ボール箱が 2 箱見つかりまして、その中に大正末

期から昭和 20 年にかけての図書館の業務日誌や閲

覧料日計簿、予算差引簿などの業務資料が発見され

ました。千代田図書館の前身にあたる東京市立一橋

図書館と駿河台図書館の時代に作成されたものです。

昭和 40 年代にはそのような資料が存在していたこ

とが記録に残っている（『千代田図書館八十年史』）

のですが、その後行方不明になっており、こんなに

身近なところにあったのには驚きました。 

これらの資料は千代田に限らず日本の図書

館の歴史を知る上で貴重なものと考えられ、き

ちんと整理し公開していくためには、私たち図

書館員だけの力では難しいということで、図書

館史に詳しい研究者の方々にご協力を頂き、研

究会を立ち上げて調査と整理を進めていると

ころです。それらを一橋・駿河台図書館業務資

料と名付けまして、これまでの調査結果をまと

め、資料のお披露目を兼ねたものとして今回の

企画展が開催されることになりました。 

 

本日はその研究会メンバーから 2 人を講師にお招きして、一橋図書館、駿河台図書館について

お話を聞かせていただきます。第 1 部は、横浜女子短期大学図書館の奥泉和久さんに「一橋･駿河

台図書館をつくった図書館員」というテーマでお話を頂きます。第 2 部は、国立国会図書館の小

林昌樹さんに「東京市立駿河台図書館の使い方」というテーマで、昭和 5 年、日本で最も新しい

近代的な図書館として開館した駿河台図書館の館内をツアー形式で楽しんでいただきたいと思い

ます。 

発見された業務資料（2013 年 7 月時） 
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第一部 一橋･駿河台図書館をつくった図書館員 
彼らは、図書館をどう考え、いかなるサービスを展開したのか？ 

講師 奥泉和久さん（横浜女子短期大学図書館） 

１． はじめに 

奥泉です。よろしくお願いいたします。いま河合さんからご紹介がありますように「業務資料」

が出てきました。今回の催しは、これを歴史的に検証してみよう、そういう一つの試みだと思っ

ています。その中で私は「図書館員」に焦点を当てて話してみたいと思います。ですが図書館員

の話だけで図書館のことを話すのはむずかしいところがあります。図書館員というのは図書館に

いてご高説を述べているだけでは仕事になりません。図書館で何をしたのかということが問われ

ます。そこで図書館で行なわれたサービスとの関係を重視しながら話を進めていきたいと思って

います。 

今日は大きく四つに分けてお話しをします。最初に東京市立図書館の歩みを総論として述べま

す。そのあと一橋・駿河台図書館について詳しく見ていこうと思います。一橋・駿河台図書館と

言いましたが、これを三つの時期に区分してみました。

まず、一橋図書館時代、次に震災から復興にかけての時

代、そして駿河台図書館として再スタートしてからの時

代です。整理すると次のようになります。 

1 東京市立図書館の歩み 

2 一橋図書館時代 震災前 

3 震災、そして復興図書館の建設 

4 地域のなかの駿河台図書館 

 

 

２． 東京市立図書館の歩み 

日比谷図書館が 1908（明治 41）年に開館します。そこから東京市立図書館はスタートします。

2 番目に開館したのは、1909（明治 42）年の深川図書館です。そしてこの後は各区に一つずつ、

大きな図書館ではなく小規模から中規模クラスの図書館がつくられます。 

1915（大正 4）年には、機構改革が行われます。この改革は、日比谷図書館

を中心とする組織的な運営体制を形成するという趣旨の改革です。開館時間

の延長、閲覧料の無料化（但し日比谷は除く）、館外貸出の重視、開架の促進、

同盟貸付制度（相互利用）などが行われました。また、整理業務、選書など

日比谷図書館を中心に行なうことで、事務作業の効率化を図りました。 

この改革を中心になって進めたのが東京市立日比谷図書館の今沢慈海（いま

ざわ・じかい 1882-1968）です。彼は 1915（大正 4）年の機構改革からは館

頭という職名になります。そして、東京市立図書館の業務を一括すると同時

に、当時の日本の図書館界を担う第一人者として活躍します。 

今沢慈海／『日

本図書館協会の

百年』日本図書

館協会 1992 
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その機構改革によるサービスの改善については、少し後になりますが、1921（大正 10）年に図

書館報『市立図書館と其事業』が創刊されたときに大きく取り上げられています。そこには「図

書館の栞」が掲載され、利用者に向けてより具体的に、こういうサービスがあるんですよ、と呼

びかけています。 

 

  

東京市立図書館の栞／『市立図書館と其事業』5 号 1922.2 
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この栞の下段に「同盟貸出」という新しいサービスの説明があります。これは「同盟貸付」と

もいわれ、現在でいう相互利用制度に相当します。それまでは図書館は個々に活動していたわけ

ですが、これからは日比谷にある多くの図書を地域の図書館で利用できる、要求があれば日比谷

から各館に図書を運んで行くという機能的なサービスが実施されるようになったことを示してい

ます。 

次の地図も、館報に掲載されたものです。時期的には機構改革よりも少し後になりますので、

この当時市内に図書館が 20 館整備されていることがわかります。図書館の名前、住所の下に市電

の停留所名が記されています。市電が市内に広がっていく、それと同じようなスピードで図書館

がつくられている。市民は市電を利用して最寄りの図書館が利用できる。そういうことをこの図

で知らせています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、東京市立図書館にとって大きな転機となったのは、1923（大正 12）年の関東大震災でし

た。震災によって図書館は大きな被害を受けます。日比谷図書館は無事でしたが、それに次ぐ規

模の深川、京橋、一橋の各館が壊滅的な被害に遭います。それが 1928（昭和 3）年から復興図書

館として整備されて行きます。後で詳しく述べます。 

1931（昭和 6）年には、機構改革がもう一度行われました。1915（大正 4）年の機構改革は、日

比谷図書館を中心に組織的な運営をするとの改革でしたが、1931 年の機構改革は、行政主導型の

図書館に転換していくという、図書館としてみると組織解体に相当する大きな変革を意味します。

今沢慈海はこれを不服として日比谷を去ります。その日比谷図書館館頭という職も今沢の退職と

ともになくなります。 

東京市立図書館分布図／『市立図書館と其事業』5 号 1922.2 

1922.2 
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ここまでが東京市立図書館の全体像です。関東大震災以降は次のようになります。 

 

 

1923（大正 12）年 9 月  関東大震災により東京市立図書館など被災 

1928（昭和 3）年 9 月   深川図書館新築・復興開館 

1929（昭和 4）年 11 月  京橋図書館新築・復興開館 

1930（昭和 5）年 3 月   駿河台図書館新築・復興開館 

1931（昭和 6）年 4 月   機構改革、市立図書館は、市教育局長の直接監督下に、組織解体 

 

   

３． 一橋図書館時代 震災前 

ここからは一橋図書館、そしてその後継

である駿河台図書館の話になります。東京

市立図書館は、一橋図書館以外は全て新た

な図書館としてスタートしたのですが、一

橋図書館だけは、大日本教育会附属書籍館

という図書館の流れを汲んでいます。 

1911（明治 44）年 6 月、大日本教育会の

後身である帝国教育会から建物・蔵書が東

京市に委託され、東京市立神田簡易図書館

としてスタートします。翌年もう一つ神田

に図書館ができます。それで名称が神田第

一、第二となります。この当時は図書館に

「簡易」という名称があったのですが、こ

れだと軽く見られるようなイメージがある

というので、自由図書館の名称を使ったり

もしています。それが 1913（大正 2）年 4 月にはなくなり、東京市立一橋図書館と改称されます。 

その経過をまとめておきます。 

 

1887（明治 20）年 3 月 大日本教育会、神田一ツ橋に附属書籍館開館  

→ 1896 年 12 月帝国教育会附属書籍館 → 1907 年 6 月私立教育図書館 

1911（明治 44）年 6 月 東京市立神田簡易図書館設立、11 月開館  

→ 1912 年 4 月神田第一簡易図書館 

1913（大正 2）年 4 月 東京市立一橋図書館 

1923（大正 12）年 9 月 関東大震災により全焼 

 

  

大日本教育会附属書籍館 1893（明治 26）年頃／ 

『大日本教育会雑誌』宣文堂書店 1974（1893 年発行の複

製版） 明治大学図書館所蔵 
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所在地の変遷／千代田区立千代田図書館展示パネル 

では、図書館はどこにあったのか。地図は一橋図書館、そのあとの駿河台図書館、そして現在

の千代田図書館に至るまでの所在地の変遷を示したものです。 

 

 

その頃、図書館はどのくらいの図書を持ってい

たのかを見ておきます。一橋図書館としてスター

トした頃の蔵書の規模は 5,000 冊を超すぐらいで

す。それが 1923（大正 12）年の関東大震災の前

には 1 万数千冊まで増えます。震災でほぼ全部焼

けました。残った図書は、たまたま貸出などで館

外へ出ていたものです。それが震災前の冊数まで

戻るのに約 5 年かかっています。駿河台図書館が

できる頃には 2 万冊ぐらいになります。 

それでは利用の状況はどうだったのか。右の表

は一橋図書館と日比谷図書館の閲覧者数を比較

したものです。上の赤が一橋で、下のオレンジの

部分が日比谷です。これを見ますと、1910 年代の

初めか

ら 20 年

代にか

けて、利

用の増加率が、日比谷が 1.5倍くらいだったのに対して、

それよりも小規模の一橋が約 3 倍になっています。この

頃の一橋図書館の利用が伸びていることがわかります。 

そして一橋図書館の実際の利用の様子はどうだった

のかというと、写真のとおりです。狭い閲覧室に学生た

ちがひしめき合って座っています。 

一橋図書館閲覧室 1921 年末／『市立図

書館と其事業』4 号 1922.1 
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一橋図書館平面図／『市立図書館と其事業』55 号 1930.2 

1920（大正 9）年度            （合計 19 館―人数） 

閲覧合計 ①日比谷 365,788 ②一橋 340,373 ③京橋   100,599  

    児童   ③日比谷  23,171 ①一橋  38,377 ②月島    24,362  

  普通女  ①日比谷    8,247 ②一橋   6,361  ③小石川  1,527 

    新聞   ①日比谷  94,380 ②一橋  82,334 ③深川  45,262 

    館外貸出 ①一橋   37,778  ②両国   31,110 ③月島  30,064 

出典 『東京市統計年表』各年度版 東京市 

 

もうひとつ見ていただきたいのは、当時の平面図です。閲覧室と書庫が離れた位置にあります。

いちばん左が閲覧室で、いちばん右が書庫になっています。この当時は、こういう配置が一般的

でした。閲覧室と書庫が別棟になっているという意味です。このことについては後ほどもう一度

述べます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に、具体的に当時の一橋図書館の利用状況を見てみます。1920（大正 9）年度の東京市図書

館の利用の 1 位から 3 位までの利用を比較したのが下の表です。○で囲んだ数字がそれぞれの項

目ごとの順位です。この時期、一橋図書館は急成長をしているのですが、特に児童利用者の伸び

が著しい。それから女性に対するサービス、そして新聞、あるいは館外貸出が充実しています。

貸出数は第 1 位です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ではこの時期になぜ一橋図書館がこれだけ利用が伸びたのか。それを

考える上で参考になるのが「人」です。つまり図書館員です。この時期

に竹内善作という人物が一橋図書館に着任しています。 

ここで竹内のプロフィールをご紹介しておきます。竹内善作（たけう

ち・ぜんさく 1885-1950）。1911（明治 44）年東京市立浅草図書館、

四谷・下谷図書館を経て、1913（大正 2）年一橋図書館、1918（大正 7）

年同館主任、1921（大正 10）年日比谷図書館。1928（昭和 3）年大橋図

書館、1944（昭和 19）年同館を退職します。 

 一橋図書館時代では児童サービス、日比谷図書館時代では、館報『市

立図書館と其事業』の編集を担当。戦時中の大橋図書館では、憲兵・特

高が来ても書庫に入れない、カードを隠すなどして資料の押収を防いだ

竹内善作／石井富之

助・宮沢泰輔「竹内善

作を語る（2）」『図書館

雑 誌 』 61 巻 11 号 

1967.11 
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児童館外帯出 （冊数） 

1916（大正 5）年度  ①京橋 7,369 ②一橋 6,226 ③ 日比谷 3,111 

1918（大正 7）年度  ①一橋 11,912  ②月島 9,072 ③ 日比谷 7,918 

出典 『東京市統計年表』各年度版 東京市 

と言われています。また、大逆事件関係資料を戦後まで 40 年間秘匿、事件の真相解明に寄与した

ことでも知られています。『学校公共図書館 : 設立・運営の実際 上・下』（東京堂 1949-50）

などの著作があります。 

彼は 1913（大正 2）年から一橋図書館、その間に主任という役職に就きます。主任という職位

は、現代でいうと図書館長に相当します。そこで彼はどういう仕事をしたのでしょうか。 

竹内は、小規模図書館運営のために、雑誌の利用、児童サービスを重視しました。雑誌は、図

書館に利用者を誘致し、図書へ接近させる手段として大きな道具になる。図書を増やしてもなか

なか人は図書館に来ない。まずは雑誌で興味を引こうという戦略です。そして、もうひとつの重

点戦略である児童サービスは、ただ子どもにサービスをして喜ばせるだけが目的ではなく、将来

の図書館の利用者として育成することが図書館の発展につながるという考えから重視しました。 

彼が児童サービスについてどのように考えていたかを、もう少し詳しく見ておきます。館外貸

出についてです。1913（大正 2）年 8 月、東京市立図書館では、日比谷図書館で児童に対する館

外貸出が始まるのですが、当初は日比谷だけのサービスで、それ以外の図書館では貸出はしてい

ませんでした。その 3 年後の 1916 年に一橋図書館でも貸出をしたいと竹内が発案、今沢慈海に提

案します。これが受け入れられて一橋でも尋常小学校 5 年生以上に貸出を実施することになりま

す。 

1916（大正 5）年度の統計によるとこの時点では京橋、氷川でも貸出数が確認できますので、

日比谷、一橋、京橋、氷川の 4 館で実施していることがわかります。下の表に見られるように、

最初一橋は 2 位でしたが、その 2 年後には大きく他を離してトップになっています。 

 

 

 

 

これは竹内善作の独特な児童サービスについての考え方が反映されたといってよいかと思いま

すが、もう少し彼の考えを見ておこうと思います。 

日比谷図書館がすでに児童サービスを実施していましたが、竹内のサービスについての考え方

はそれと同じではありませんでした。図書館に子どもたちが来ると、そこは喧騒と混乱の場にな

ります。彼らに本を読む習慣がないからだというのです。彼らがどうやって図書を取り扱うよう

になり、どうやって図書館が利用できるようになるか導いていかなければならないといいます。

無理解から理解への転換を児童サービスのなかで図るという考え方です。貸出というサービスを

とおして子どもたちに図書館利用ということを指導していきます。 

もう一つは児童サービスといえば、子どもたちに童話を読み聞かせたり、おとぎ話をしてあげ

たりする。これは図書館の定番です。でも、それでは小学校 4、5 年くらいまでの子どもしか喜ば

ない。そこを終えてしまえば彼らは図書館に興味を示さなくなる。だから児童図書と普通の大人

向けの図書との間をどうやって埋めるか、それが児童サービスにとっての課題だと考えたのです。 
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児童室 

1926 年当時 4 坪（13 ㎡） → 翌年増築  

→ 1929 年には 18 坪（59 ㎡）と数年で 4.6 倍 

児童書数 

1918（大正 7）年の児童書数 327 冊、1919 年 493 冊、

1920 年 653 冊と増加 

そこで彼は受験の勉強のためでも図書館で資料提供をする必要があると考えました。具体的に

は歴史・地理・伝記・綴り方についての図書、数学・博物など受験用の図書を蔵書として受け入

れます。それには当時児童サービスの第一人者であった今沢慈海から異論があったようです。「ア

メリカでも児童サービスの中に数学は入れていない」と竹内はアドバイスされます。しかし、竹

内は自分の方針で進めたと言っています。これによって、一橋図書館には同じ区内ではなく、麴

町、早稲田、牛込、小石川といった学生の多くいる地域からの利用がありました。 

もちろんソフトだけではありません。一橋図書館に集ま

る子どもたちふさわしいハードをどうやって整備するの

かということも、彼の大きな課題でした。児童室を拡張し

たり、児童書を増やしたりしています。限られた場所でど

うやって児童室を拡張したのか、図面が残っています。事

務室を婦人室にして、婦人室だったところを児童室にし、

スペースを増やしていることが確認できます。 

また、そればかりではなく 1918（大正 7）年は、鈴木三

重吉によって「赤い鳥」が創刊されています。竹内が児童

サービスに注目したのは、このような社会の児童文化への

関心の高まりがあったということも考えておくべきだと

思います。 

 

その後、震災に遭遇するのですが、震災直前の利用状況

がわかっています。 

1923（大正 12）年 5 月の時点で、利用者全体の神田区に占める割合は、28,914 人中の 11,557

人で 40％です。このうち学生が 80％で、専門の諸学校への入学準備や司法、歯科医師、薬剤師、

技術者などをめざす利用者が多くを占めています。当時他の区の図書館では学生の利用は全体の

40～50％程度でしたので、一橋図書館の学生の割合が高かったことがわかります。（『千代田区立

図書館八十年史』千代田区 1968） 

 

４． 震災、そして復興図書館の建設 

1923（大正 12）年 9 月の関東大震災で一橋図書館は全焼します。このときの主任は、島田邦平

です。島田についてはほとんど資料がなく、わかっていません。しかし島田は、一番苦しい時代

を支えた図書館員であることは間違いありません。 

一橋図書館児童室／竹内善作「児童

帯出に関する一個の経験（3）」『図

書館雑誌』71 号 1925.9 
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一橋図書館仮建築閲覧室／『市立図書館と

其事業』21 号 1924.8 

深川の盛城礼蔵氏、一ツ橋［一橋］の島田邦平氏と京橋の私の 3 人で、3 館協議会を

作って復興計画について研究することになった。間もなく深川の盛城氏が病没。その

後には元氷川図書館の主任だった田所糧助氏（大阪市城東図書館長）が、これに代わ

った。……（公開書架式は）3 館の間で意見が別れ、激論の結果、結局自由接架は時

機〔期〕尚早ということで見合わせることになり、安全接架式にすることで妥協した。

（『秋岡梧郎著作集』日本図書館協会 1988） 

（１）東京市の方針 

震災後の東京市の方針はどうだったのでしょう。震災では、図書館だけでなく小学校もたくさ

ん焼けました。東京市では、各区に耐火建築による小学校を再建する動きがすぐに起こります。

それと並行するように図書館についてもプランができあがります。即ち 

 罹災の十二館を質の上に於て充実向上させること 

 書架公開を行ふ 

です。それまでの閲覧室と書庫が離れた場所にあって、読みたい人は閲覧室で請求票を出して、

書庫から本を出してもらって読む方式（閉架式）から、読みたい本を身近に選ぶことができる方

式（開架式）へとの方針が打ち出されます。このように復興の方針は決まりましたが、それがで

き上がるまで、利用者はどこの図書館を利用していたのでしょうか。 

（２）震災後一橋の利用者は、どこの図書館を利用していたのか？ 

ニコライ堂の下に東紅梅町という地域があります。一橋図書館は、そこに仮建築で運営を再開

しました。年表風に記すと次のとおりです。 

 

1923（大正 12）年 10 月 臨時図書閲覧所、九段など 6 か所 → 1924 年 6 月 

1924（大正 13）年 6 月 神田区駿河台東紅梅町（ニコライ堂下）に仮建築で開館（54 坪） 

なかなか当時の画像がないのですが、これがその当時

の写真です。見ていただきたいのは利用者の右手に書架

が並んでいるところです。ただし利用者がこの書架に近

づいて、本を手にとって読めるのかというと、多分その

時代は無理ではなかったかと思います。 

これらの本の背の側には網が張ってあって、自分の欲

しい本を手で押して、書架の向こう側にいる図書館員か

ら本を出してもらう。この写真で見ると左側にカウンタ

ーのようなものが見えますが、そこから本を出してもら

う方式（半開架式）ではなかったかと想像しています。 

（３）三館協議会について 

さて次に「三館協議会」について述べます。「三館協議会」という用語は図書館界でもあまりな

じみのない用語かも知れません。それは東京市立図書館の復興図書館に関する資料にしか出てこ

ないからです。この「三館協議会」について、秋岡梧郎は次のように言っています。 
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なぜあえてこの説明をするのかといいますと、東京市立図書館では図書館が個々に復興計画を

練って方針を決めていったのではなく、組織的に図書館づくりをしていたということを述べたい

からです。 

秋岡梧郎は、戦前は東京市立図書館、戦後は深川図書館の館長。その後

も大田区に図書館をつくるときの相談役になったりして、長い間図書館界

で活躍した人です。この人は開架閲覧方式を一貫して促進していました。

秋岡は、この復興図書館の建築を好機とみて、安全開架式ではなく、自由

開架式を採用したいと主張しました。利用者が自由に本を手に取ることが

できるような書架を作るべきだ、という主張です。しかし、それは時期尚

早ということで実現しなかったと彼は言っています。 

 

この三館協議会では、次の点が論点になりました。 

1 書架と閲覧室を近接させること 

2 それからいま申し上げた公開書架式（自由開架式）をとること 

3 下足を廃して土足で入館出来るようにすること 

4 書架は積層式で、鋼鉄書架を使用すること 

書庫の中に本をたくさん納められるように、書架の高さを低くして階層を重ねるというのが積

層式です。それまでの木製を鋼鉄製に替えることで耐火性を高めるというは、震災の教訓を生か

すということです。これらのことが三館協議会で話し合われたのですが、先ほど述べた自由開架

式にはならなかった、ということです。 

いま、開架という用語を使いましたが、秋

岡は、「接架」と言っています。図書館の主人

公は利用者ですから、「開架」ではなく「接架」

という表現にすべきだとしていました。 

この写真は新しく駿河台図書館がオープン

した時の公開書庫の写真です。これは館外貸

出用図書のスペースで、右手のカウンターに

係員がいます。閲覧者が自由に書庫に出入り

できるわけではなく、入る時も出る時もカウ

ンターで係員に持ち出しの本のチェックを受

けるというシステムです。これが安全開架式

閲覧です。ですから現代のように自由に書架

に出入りができなかったわけですが、当時こ

れだけ大規模の開架が実現したということは画期的なことでした。 

（４）「日誌」からわかること 

今回の発掘資料の中に、業務日誌が出てきました。その「日誌」を調査していくつかのことが

わかりましたので、そのひとつをご紹介します。 

公開書庫／『東京市立駿河台図書館案内 昭和 7 年』東

京市立駿河台図書館 1932 千代田図書館所蔵「一橋・

駿河台図書館業務資料」 

秋岡梧郎／『秋岡

梧郎著作集』日本

図書館協会 1988 
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一橋図書館「日誌」／千代田図書館所蔵

「一橋・駿河台図書館業務資料」 

先ほど「三館協議会」というお話をしました。この用語

は秋岡梧郎の記録に出てきます。それを引用したその後の

時代の人がこれを使用した例はありますが、秋岡と同じ時

代の資料の中には出てきません。 

しかし、この「日誌」の中に出てきました。1926 年 2

月から 7 月の間に島田主任が、建築部会とか建設委員会な

どという会議に出席しているという記述があります。それ

から 1927（昭和 2）年、5 月から 11 月にかけて島田が三館

協議会に出席しているという記述もあります。 

その前後に一橋図書館は敷地の問題で非常に苦労して

います。紆余曲折があって、ニコライ堂から少し下ったと

ころに建てられることになります。一橋から移ってくるこ

とになりますので、館名を駿河台図書館と改称します。 

この「日誌」で、復興建設に関して複数の図書館から図

書館員が集まって協議していたことが裏づけられました。

1926（大正 15）2 月以降は、建設部会、建設部員、建築部

会、建築委員などの名称の会議が記録されています。深川、

京橋、一橋の 3 館に日比谷図書館が加わって定期的な会合

が行われています。 

1927（昭和 2）年以降は、三館協議会の名称が確認でき

ます。3 館だけではなく日比谷の図書館員も入って、今沢

館頭に随時報告していたことが推察されます。この「日誌」

は、3 館の復興へ向けた図書館運営が、東京市立図書館の

組織的な方針にもとづくものであることを立証する有力

な資料といえます。 

  

1924（大正 13）年 5 月 敷地問題中断？（今沢に報告）、11 月敷地問題再開？ 

 1925（大正 14）年 12 月 敷地が決定（12 月 10 日の日誌） 

 1926（大正 15／昭和元）2 月～7 月 島田、建築部会（建設委員会・建設部員などとも）

に出席、同年度に敷地購入費支出 

 1927（昭和 2）年 5 月～11 月 島田、三館協議会に出席、8 月設計図、9 月 今沢案 

 1928（昭和 3）年 12 月 神田区駿河台北甲賀町において復興図書館建築起工（地鎮祭） 

 1929（昭和 4）年 12 月 一橋図書館を駿河台図書館と改称、竣工（建物完成） 

 1930（昭和 5）年 2 月 開館式、3 月開館、一般公開 
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竹内善作設計図／『学校公共図書館 : 設立・運営の実際 上・下』東京堂 1949-50 

 

駿河台図書館外観写真／千代田図書館所蔵

「一橋・駿河台図書館業務資料」 

（５）幻の一橋図書館 

少し寄り道をします。今回のお話の準備をしていて、一橋図書館には竹内善作による設計案が

あったが、廃案となったという事実を知りました。竹内善作著『学校公共図書館：設立・運営の

実際』（東京堂 1949-1950）に紹介されています。竹内は一橋図書館を設計する際に、講堂の設

置を提案しています。講堂は深川図書館にはありませんが、京橋図書館には、地下室に約 50 坪の

「講演室」があります。いずれにしても当時は珍しいものでした。それを竹内は設計に入れたと

述べています。 

また、この図面には公開書架が確認できますので、三館協議会の方針を踏まえていることがわ

かります。竹内善作が個人で勝手に作るわけはないので、おそらく今沢慈海から言われて竹内が

その任に当たったのでしょう。しかし、東京市の技師から反対にあって、ボツになったようです。 

その理由は講堂ではないようです。1 階の中央には芝生を植え、正面の花壇にはシュロを植え

るようになっています。その周りにはコの字型の回廊が巡らされています。これが技師には気に

食わなかったようです。竹内は、アメリカにはこういう図書館があると書いています。話を戻し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５． 地域のなかの駿河台図書館 

震災からの復興図書館で、最初に完成したのは深川です。

2 番目に京橋ができます。3 番目にできたのが駿河台図書

館です。 
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（１）新築なった駿河台図書館 

以上の様な経緯で東京市立図書館の組織的な協議によって東京市立駿河台図書館ができます。

この駿河台図書館の開館は、深川図書館、京橋図書館につづく復興図書館の完成を意味しますが、

それと同時に、東京市立図書館の大きな転機の時期と時を同じくしています。ここではそのこと

については詳しく述べる時間がありませんので、割愛します。 

さて、新築なった図書館の１階平面図を見ると、図中左に放射状に書架があります。これが公

開書架です。図中下の網のかかっているところが新聞雑誌室です。 

 

 

 

 

 

 

 

駿河台図書館／『東京市立駿河台図書館案内 昭和 7 年』東京市立駿河台図書館 

1932 千代田図書館所蔵「一橋・駿河台図書館業務資料」 
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1932（昭和 7）年 10 月初旬の 1 週間、閲覧者の区内者割合調査（但し日比谷は芝区） 

日比谷 1,754／7,368   駿河台 1,483／7,093  京橋 3,993／6,763  深川 4,563／6,005 

（23.8％）            （20.9％）        （59,0％）         （76.0％） 

出典 『千代田区立図書館八十年史』千代田区 1968 

（２）利用の特徴 

先ほど申しましたように、京橋、深川、その他の地域の図書館は同じ区内からの利用者が多い。

京橋は商業地域、深川は工業地域ですから、そういう地域の状況に即した利用がありますから、

そうしたサービスが行われます。ところが駿河台は異色です。各館の利用を比較したのが次の表

です。 

駿河台は同じ地域からの人数は 20.9％しかありません。日比谷より少ない。なぜかというと学

生の利用者が多いからです。早稲田とか白山とか小石川であるとかそういった学生街から彼らが

通って来る。これに応じて駿河台図書館は特色あるサービスをしています。当時の先進的なサー

ビスと言っていいと思います。 

（３）駿河台図書館におけるサービス  

それが小谷（おだに）誠一主任と波多野賢一館長を中心としたレファレンスサービスです。駿

河台図書館が開館したときの主任が小谷です。その翌年に東京市の機構改革があって駿河台図書

館にも館長がおかれるようになります。その初代館長が波多野です。ですから小谷、波多野の順

になります。 

小谷と波多野は、当時「参考事務」という表現で図書館の利用を呼びかけています。レファレ

ンスサービスの第一人者と言ってもいいと思います。彼等がこの図書館の中心人物として目録を

整備します。しかも単なる図書だけでなく下記の様な、学生のニーズに合った目録を作り、検索

できるようにしたのです。それが次のような目録です。 

 

 

 

このようにして、学校の受験や就職のための資料、あるいはそのツールを備えました。担当者

には「学校案内係」をおいて、諸学校受験準備中の学生のために情報を提供しています。1932（昭

和 7）年 9 月以降の半年における相談件数は次のとおりです。 

1 参考書の問い合わせ（1932 年）   121 件 

2 各種受験に関する問い合わせ     416 件  

3 備付希望の図書申出         43 件 

また、投書箱を置いて、備付希望図書などについても質問を受けています。質問に対しては駿

河台図書館やあるいは専門家に尋ねるなどして、回答掲示板をもって回答を公表したとされてい

ます。 

受験図書目録 受験・入試に関する参考図書のカード目録 

学校案内目録 諸学校の一覧、規則、入学者心得など 

資格試験目録 文官試験（現在の国家公務員試験）、高検（かつての大検、現在の高認） 
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波多野賢一／『図書館

を育てた人々 日本編

1』日本図書館協会 

1983.6 

実際にどんな質問があったのか、「報告回答綴」という業務資料

には、どのような内容のレファレンスサービスがあったかというこ

とが、具体的に確認できます。 

（４）小谷誠一と波多野賢一 

最後に小谷誠一と波多野賢一について触れておきます。二人とも

図書館員教習所の第 1 期生と第 3 期生で、スタートしたばかりの図

書館員の専門教育を受けてきたエリートです。彼等が駿河台図書館

に採用されました。ここで当時の先進的なサービスであるレファレ

ンスサービスを展開したわけです。簡単に二人のプロフィールを紹

介しておきます。 

小谷誠一は、東京市立日比谷図書館、駿河台図書館主任。1936

（昭和 11）年に大橋図書館へ転出しています。「日比谷図書館における参考事務」『図書館雑誌』

55 号（1924.3）など、レファレンスサービスに関する著作で知られます。 

波多野賢一は、文部省図書館員教習所に入る前にも、八幡製鉄所図書

館、台湾総督府図書館などで図書館員をしています。1921（大正 10）

年、初の図書館員養成機関である文部省図書館員教習所に第 1 期生とし

て入所。翌年修了後に、東京市立日比谷図書館に勤務します。関東大震

災後は、焼失した蔵書を補うため基本図書の収集に尽力しました。また、

参考業務（レファレンスサービス）を重視、利用者への助言のために図

書館員は文献を渉猟し、目録を作成することを提言しました。1931（昭

和 6）年、復興開館した駿河台図書館の初代館長となり、1942（昭和 17）

年日比谷図書館に戻るまでその職にありました。昭和 9 年には、それま

での研究を集大成し、弥吉光長と『参考文献総覧』（朝日書房）を刊行

しています。 

６．おわりに 

一橋・駿河台図書館時代は、すぐれた図書館員集団によるサービスが開始された時期に相当し

ます。東京市立図書館の黄金時代と称されたほどでした。その図書館員集団とは東京市立図書館

の主な図書館員達でした。 

就任の早い順（かっこ内は生年、なお田所は一時氷川図書館）に下表に並べてみました。 

 

 

 

赤色で示した図書館員は、文部省図書館員教習所を卒業して来た新しい世代です。10 歳くらい

の年齢の開きしかないのですが、それまでの実務で鍛えた叩き上げの人たちと、新しい教育を受

けてきた人たちが合流して、黄金時代とも呼べるサービスを形成していったといえると思います。 

今沢慈海（1882 年生まれ） 

島田邦平（？） 久保七郎（1884） 田所糧助（？） 盛城礼蔵（？）竹内善作（1885） 

小谷誠一（1895） 秋岡梧郎（1895） 波多野賢一（1896） 山田正佐（1900） 

「報告回答綴（一）」／千代

田図書館所蔵「一橋・駿河

台図書館業務資料」 
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彼らは図書館員という自分たちのスキルを高めるために芸艸会という図書館員教習所の卒業生

会を立ち上げます。その一方では東京市立図書館の有志で太陽会という組織がつくられます。  

年表風に示すと次のようになります。 

1921（大正 10）年 11 月、同窓生で、芸艸会（うんそうかい）を組織。  

1927（昭和 2）年 3 月、東京市立図書館館員有志、太陽会を組織（芸艸会会員を含む）。 

翌 1928 年、竹内は、大橋図書館に転出。 

これは結果的には対立の根と見られる部分もあるのですが、世代間の相違ということもあった

のではないでしょうか。 

最後に簡単にまとめておきましょう。一橋図書館、駿河台図書館の時代を 3 つの時代に区切り

ました。一つ目は、震災前の一橋図書館の時代です。竹内善作による児童サービスを中心にご紹

介しました。地域の需要に対応したサービスを展開しました。二つ目は、震災復興期において、

東京市立図書館では組織的な経営運営が行われました。それによって近代的な図書館の形をなし

た復興図書館が建設されました。三つ目は、駿河台図書館時代です。一橋図書館時代のサービス

を継承しつつ、新たにレファレンスサービスという積極的なサービスを展開したということです。 

もう一言付け加えておきます。一橋・駿河台図書館は、学生・教育のための図書館としてその

機能・役割をはたしていくことになるのですが、現代のわれわれが考えるような席貸しの図書館

ではありません。そこで実施されていたのは、受験生や資格を取得しようとする利用者に対する

資料・情報提供サービスというべきものでした。 

今日は、一橋・駿河台時代の図書館員について「彼らは、図書館をどう考え、いかなるサービ

スを展開したのか？」というサブタイトルのもとにお話をしましたが、こうしたすぐれたサービ

スは、人の存在と切っても切れない関係にあるということをあらためて考える機会でもあったの

ではないかと思います。これでひとまず私の話を切りたいと思います。ありがとうございました。 

 

第二部 東京市立図書館を利用するには 
駿河台図書館の使い方ツアー 閉架出納方式を中心に 

講師 小林昌樹さん（国立国会図書館） 

 

第二部を担当する国立国会図書館の小林昌樹です。第一部

の奥泉先生の話と少しだけかぶる話になるかもしれません。

私が頂いたお題が「東京市立図書館の使い方」ということだ

ったのですが、使い方を客観的にデータでお示ししてみるだ

けでは、皆さまちょっと飽きてしまうのではないかと思いま

して、画像を見ながら実際に自分がツアーに参加して図書館

の中に一緒に行ってみるみたいな感じでやってみたいと思

います。また、40 年ぶりか 50 年ぶりで発見された業務資料

のなかには、写真の類もあって、中には珍しいものもあり、

それらもお見せしていきたいと考えています。 
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駿河台図書館／千代田図書館所蔵「一橋・駿河台図書館業務資料」 

それで最初にちょっと説明しておきたいのですが、駿河台図書館は基本的には戦前の図書館に

なりますから、今の千代田図書館みたいに本棚に本が並んでいて、それをお客様が直接手にとっ

て選ぶことはできなかったと考えて頂いた方がいいと思うのです。駿河台図書館は先進的な図書

館として昭和 5 年にできたので、部分的には今の「開架」の様な所もあるのですが、基本は戦前

はどこの図書館でも直接本を取れない「閉架」だったと考えていただいた方がいいと思います。

閉架書庫の中から人がとってこなくてはいけないので、どういう人達がとっていたのか、本を運

んでいたのか、といった話もついでにしたいと思っています。 

大きく分けて本の利用の仕方というのは、閉架

と開架の二つに分かれるのですが、閉架というの

は書庫の中にいる職員に本を持ってきてもらう

というサービス形態です。英語で Closed Shelves 

という言い方をする形態です。それに対して現在

の図書館のようにお客様が直接本を手にとれる

のを開架、Open Access とか Open Shelves と言

います。奥泉先生の講義では公開接架というよう

な言い方も出ていましたが、アメリカで 19 世紀

の後半に Open Shelves という方式が広がります。

ところが日本の場合、1960 年代になってからよう

やく開架が広まってきます。まあアメリカに 100

年くらい遅れているという形でした。この表を含

めてここら辺の詳しいことは、私が 2008 年に出

した『公共図書館の論点整理』（勁草書房、2008）

という本に書いておきましたのでご興味のある

方はご覧頂きたいと思います。 

 

戦前の主流だった閉架に対して開架があるのですが、開架にも実は 3 つのパターンがあります。

「自由開架式」「安全開架式」「半開架式」の 3 つです。それに対して書庫の中にお客様が全然入

れないというのが「閉架式」です。これからスライドショーのツアーで、我々が駿河台図書館を

追体験するのですが、駿河台図書館での主流だった閉架式での利用の話を説明します。駿河台図

書館は部分的に安全開架式の部屋も持っていたのですが、ある理由により途中で停止になってし

まうので、基本的には閉架式の図書館として運用されたと考えていいと思うからです。 

さてツアーに入りましょう。 

 

（1）駿河台図書館は昭和 5 年にできあがった図書館で、い

ま神田にニコライ堂がありますが、そのワンブロック置い

て南側にできた図書館です。白っぽくて長方形のお豆腐み

たいな形の三階建の立派なビルディングということで南向

きに建てられていました。右の写真がその入口です。 

 

 

小林昌樹「開架資料の紛失と BDS」『公共図書館

の論点整理』勁草書房、2008、p.173-205 より 
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（2）第一部でも出てきましたが右が 1 階の平面図です。

南側が図の下の方です。南側に新聞雑誌閲覧室があって、

その左側にでっぱっているところが入口です。ここから入

っていきます。入るとホールがあって、受付が右側にあっ

て、ここで閲覧券を買ってそれを出さないといけないので

す。 

 

（3）受付は、閲覧券を売る切符販

売所を兼ねており、料金を記載し

た看板が出ていました。戦前は、

「図書館を使うのには基本的にお

金を払う」と考えた方がいいと思

います。特に、ちゃんとした本が

読みたい場合は、有料制の図書館

でお金を払って読むのが、基本的

なサービス形態でした。 

 

 

 

 

 

（4）閲覧券とはどのようなものだったのでしょう。これは、

最近見つかったもので、15 回利用できる回数券で 20 銭だっ

たようです。割安になっていたのでしょう。入る時に 1 回分

をちぎって受付の職員に渡します。すると職員は図書の「閲

覧票」という紙切れとロッカーの鍵を渡してくれます。 

そして、階段を数段あがってロッカー室に入り、自分が持っ

てきた鞄やコートなど、勉強に直接は使わないものをしまい、

鍵をかけます。それからは手ぶらで自由に歩けます。 

 

 

1 階にはいろいろ面白いものがあって、売店や第 1 部に出

てきた公開書庫があったりします。ですがまずメインの閲

覧室がある 2 階に行きましょう。まっすぐ行くと階段があ

ります。この、途中で右に曲がる階段を上がると2階です。 

  

駿河台図書館 1 階平面図／『東京市立駿河台図書館案内 昭和 7 年』

東京市立駿河台図書館 1932 千代田図書館所蔵「一橋・駿河台図書

館業務資料」 

【左】閲覧券交付所ポスター 【左】東京市立駿河台図書館写真（入口からみた館内） 

千代田図書館所蔵「一橋・駿河台図書館業務資料」 

駿河台図書館の回数閲覧券／個人蔵 

東京市立駿河台図書館写真（ロッカー室） 

／千代田図書館所蔵「一橋・駿河台図書館業務資料」 
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（5）上がったところがホールになっていて、こ

こが目録室です。目録室は戦前の図書館では重要

な部屋で、お客さんは直接本を手に取って選ぶこ

とができないので、本の情報をカード目録で調べ

るのです。 

このテーブルの上に細長いケースが沢山並んで

いますが、これがカードを入れる箱です。箱の中

にはカードが入っていて、そのカードをいろいろ

めくって自分の読みたい本を探すのです。年配の

方々は、カードボックスというと縦に沢山並んだ

ものを思いつくかも知れませんが、こうやってテ

ーブルの上に一覧できるように平置きで出せる

と、同時に沢山の人がカードを使うことができる

わけです。 

 

 

カードを実際に使っている様子が、駿河台では

ありませんが名古屋市立図書館の例が見つかり

ました。戦前のカードを引く風景とは、このよ

うに大勢の人がテーブルに向っていたようです。 

 

 

（6）さて、受付で渡された

閲覧票という紙にカードや

目録に記載された請求番号

を書き写し、出納台に出す

のです。現代のカウンター

にあたるのですが、ここに

閲覧票を出さないと閉架書

庫から本を出してもらえま

せん。目録にはガリ版で刷

った冊子体もありますが、

基本はカード目録でした。 

【上】駿河台図書館 2 階平面図／『東京市立駿河台図

書館案内 昭和 7 年』東京市立駿河台図書館 1932 

【下】東京市立駿河台図書館写真（目録室） 

千代田図書館所蔵「一橋・駿河台図書館業務資料」 

市立名古屋図書館目録室（絵はがき）／個人蔵 

【左】冊子体目録／『駿河台図書館増加図書目録 第一編』東京市立駿河台

図書館 1934 千代田図書館所蔵 

【右】ある公共図書館の戦前のカード目録／個人蔵 
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（7）駿河台図書館では、「普通図書閲覧票」という

用紙に記入が済んだら出納台に請求します。出納台

は目録室の隣にあって、ここに図書館員が立ってい

て、閲覧票を渡すと書庫から本を取ってきてくれる

のです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（8）出納台を実際に運用している写真がない

ので、別の図書館の写真でご覧いただきます。

これは国立の帝国図書館の大正時代の写真絵

はがきです。出納台に集まっている人が見え

ます。カウンターの奥にいるのが出納手とか

出納員とか言われている人です。 

 

 

 

 

 

【左上】駿河台図書館の開館に関する新聞記事／報知新

聞昭和 5 年 2 月 15 日夕刊 『一般図書館切抜帳』 千代

田図書館所蔵「一橋・駿河台図書館業務資料」 

【左下】駿河台図書館 2 階平面図／『東京市立駿河台図

書館案内 昭和 7 年』東京市立駿河台図書館 1932 千

代田図書館所蔵「一橋・駿河台図書館業務資料」 

【右】東京市立図書館の普通図書閲覧票／日本図書館協

会所蔵 

帝国図書館の尋常閲覧室（絵はがき）／個人蔵 
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昭和 40年代の国立国会図書館の請求票／個人蔵 

（9）出納手は閲覧票を受け取って、書庫の中で

何をするのかを少し見てみましょう。この出納手

というのは、さっき第 1 部で出てきた立派な図書

館員とは違って、戦前の官僚制のもとでは「雇い」

という、位としては一番低いポジションでした。

ですから基本的には名前が残らない人達です。帝

国図書館の場合は、出納台にいる出納手は一番の

ベテランでなんでもわかる人を当てていました。

「長老」とか「おやじさん」とか呼ばれていたよ

うです。書庫内には「監督」と呼ばれる人がいて、

そこまで一番の新米の出納員が「請求票（駿河台

図書館の閲覧票に該当するもの）」を持っていき

ます。彼等は「仲継ぎ」と呼ばれていたようです。 

実際に書庫で本を出すのは「出番（だしばん）」

と呼ばれていた新米の方々がやっていたようで

す。このような人々のことは、新田潤の著作（『新

田潤作品集 2』一草舎出版、2005、所収「少年達」）

にも描かれていたりします。 

 

（10）無事に本が書庫から出てくると、2 階にある一般閲覧室で本を読むことになるのですが、

その写真があります。コートはロッカー室に置けるのに、閲覧室で着ていたりしていますね。よ

く見るとサラリーマン風も見えますが、やはり学生さんが多いようです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

では 1 階に移動して、先ほど話に出た安全開架の部屋を見てみたいと想います。 

  

【左】駿河台図書館 2 階平面図  【右】駿河台図書館 2 階閲覧室 

／『東京市立駿河台図書館案内 昭和 7 年』東京市立駿河台図書館 1932  

千代田図書館所蔵「一橋・駿河台図書館業務資料」 
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（11）1 階に戻ってみると、階段のすぐ脇に「公開

書庫」という部屋への入口があり、回転扉で入れる

ようになっていました。当時の写真が残っています。

1 階の平面図から考えると、回転扉の左側が入口、

右側が出口になっていたと思われます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（12）左から入るとカウンターがあり、

図書館員がいます。本は書棚に並んで

いて、実際にお客様が直接本を手にと

って選んでいますね。 

このように、書庫の中に直接入れる安

全開架では、目録やカードを調べなく

ても本が選べるのですごく便利なので

す。こういう先進的な試みを、昭和 5

年という時期に駿河台図書館では既に

始めていたのです。 

 

けれども、この素晴らしいサービスは 3 年で廃止されてしまいました。なんでだろうかと思い調

べたところ、同時代の資料には見つけることができませんでしたが、戦後のある研究集会の資料

にそのことが書かれていることがわかりました。 

「2 万 7000 冊ほど本があったが、その半分くらいの 1 万 5000 冊を安全開架室に出した。けれど

も昭和 6 年から 8 年にかけて、全部で 3000 冊が無くなってしまった。それで開架式をやめて普

通の書庫にした」というようなことが後からの回想として述べられていました（沓掛伊佐吉「開

架小史」『全国公共図書館研究集会報告 1953』）。 

入

口 

出

口 

【左】駿河台図書館 1 階平面図／『東京市立駿河台図書館案内 昭和 7 年』東京市立駿河台図書館 1932 

【右】東京市立駿河台図書館写真（公開書庫入口） 

千代田図書館所蔵「一橋・駿河台図書館業務資料」 

駿河台図書館 1 階公開書庫／『東京市立駿河

台図書館案内 昭和 7 年』東京市立駿河台図

書館 1932 千代田図書館所蔵「一橋・駿河

台図書館業務資料」 
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（13）それから余談ですが、女性の場合、

本を受け取ったら一般閲覧室に行くのでは

なくて、3 階に上がってもらったようです。

3 階には講堂があるのですが、普段は閲覧

室に使っていまして、その東側半分は女性

専用の席になっていました。駿河台図書館

の婦人閲覧室の写真がないので、別の図書

館の写真をお見せします。これは名古屋の

例ですが女性ばかりが座って本を読んでい

るのが分かります。 

 

 

戦前の図書館サービスでは、この

ような女性専用の席を作るとい

うのが一般的だったのです。 

 

 

 

 

（14）あと 1 階には、子供達だけのための児童室

もありました。ここは無料で入れるようになって

いました。 

 

（15）さて、本を読み終わって退館

するときはどうするか。まず 2 階の

出納台に本を返します。返却時に、

閲覧票の右の欄に「本を返した」と

いう証明の印を職員に押してもら

います。この印が押されていないと、

退館のときに受付でチェックされ

て、退館させてもらえません。 

 

 

【上】駿河台図書館 3 階平面図／

『東京市立図書館と其事業』55 号 

東京市立日比谷図書館 1930 千

代田図書館蔵 

【下】市立名古屋図書館婦人室（絵

はがき）／個人蔵 

東京市立駿河台図書館写真（児童室） 

千代田図書館所蔵「一橋・駿河台図書館業務資料」 

東京市立図書館の普通図書閲覧票 

日本図書館協会所蔵 
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（16）退館の手続きが済んだ

ので、ちょっと新聞を読んで

いこうと思います。受付の前

にある新聞雑誌閲覧室に行

きます。平面図では、入口を

入ってすぐ右に、お金を払わ

ないで入れる広い部屋があっ

て、ここに新聞や雑誌が置いてありました。新聞は最初から

置いてあるのですが、雑誌はカウンターから出してもらいま

す。 

 

 

実際に利用されている様子はこんな感じで、 

新聞架と呼ばれる台、右の方には斜めに新聞を

置いて読める様な台があります。席で読まれて

いるのは、たぶん大きさからいって雑誌ではな

いでしょうか。よくよく見るとハンチング帽を

かぶっている人なども見え、2 階の閲覧室とは

お客の層が違うようです。2 階は学生が主体で、

ここには労働者風の人がかなり来ているという

ことがわかります。あと女性の姿も見えません。

女性が新聞雑誌を見るためにどうしていたかは、

ちょっとわかりません。 

 

 

 

（17）では、駿河台図書館の出入口を出て、ツアーは終わりです。

おつかれさまでした。 

 

 

 

 

 

 

 

ところで、館内のどこにあったのかは分からないのですが、実は準開架という本の提供形式も

ありまして、発掘された業務資料の中にその写真も残っていました。 

【左】東京市立駿河台図書館写真（新聞雑誌閲覧室） 

【右】駿河台図書館 1 階平面図／『東京市立駿河台図書館案内 昭和 7 年』東京市立駿河台図書館 1932 

いずれも千代田図書館所蔵「一橋・駿河台図書館業務資料」 

駿河台図書館 1 階新聞雑誌室／『東京市立駿河台図書館案内 昭和 7 年』東京市立駿河台図書館 1932  

千代田図書館所蔵「一橋・駿河台図書館業務資料」 
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キャンプ図書館等の広報物／「一般図書館切抜帳」 千代田図書館所蔵「一

橋・駿河台図書館業務資料」 

 この写真はガラスケースの向こうに本が並んでいるので

すが、ガラスの下のところが横に帯状に開いているのです。

そこに見える本を読みたい時は人差し指でその本を奥に押

すのです。すると本が奥にずれますね。向こう側が職員のス

ペースになっていて、押し出された本を手にとって別な場所

で渡してくれるというものです。これもカード目録を引かな

いでも本を選べるということで準開架、半開架とよばれ、戦

後も 1960 年代まで残っていました。 

戦後の図書館界では、パチンコ台みたいで良くないと言わ

れるようになりました。昔のパチンコは裏に店員が控えてい

て、球が出ないと叩く、すると裏の店員が球を補給していた

のですね。そういう悪口が言われていた方式でした。 

 

 

また、図書館はお客様を

呼ぶためにいろいろなチラ

シ等を作り、配っていたら

しく、そんなものも業務資

料の中から出てきましたの

で、お目にかけたいと思い

ます。 

これは道端で配られたと

思うのですが、「キャンプ図

書館をやるので皆来てくだ

さい」というもの、これは

公園とかに図書館が本を持

ち出して、野外で本を読ん

でもらうという試みで、当

時の図書館界では「緑陰図

書館」とか言われ、砂浜の

場合は「海浜図書館」とか

呼ばれていたのですが、昭和の 2 年前後の客寄せで流行った宣伝方法だったみたいです。 

それから絵はがきなんかも図書館で刷っていたよ

うで、これは昭和 5 年の駿河台図書館の開館式の時

に関係者に配ったもののようです。 

こういう物まで残っていますので、いろいろ画像を

探し、デジタル化して切り取ったりして、研究に使

えるようになり、ありがたいことです。 

  

東京市立駿河台図書館写真／千代田図書館所蔵「一橋・駿河台図書館業務資料」 

※駿河台図書館の外観・内観写真と一緒に見つかったものですが、駿河台図書館の館内ではない可能性もあります 

駿河台図書館の絵はがき／個人蔵 



27 

 

今回発掘された業務資料は、先ほど使った平面図や宣伝チラシなども含み、とても貴重なもの

だと思います。以上で、私の話を終わります。ご静聴ありがとうございました。 

 

質問 

【司会者】 

小林さん、ありがとうございます。ここで会場の皆さまから、奥泉さん・小林さんへの質問を受

けたいと思います。 

【質問者Ａ】 

有意義なお話し大変ありがとうございました。小林先生に伺いたいのですが、駿河台図書館での

入場待ちのことです。ロッカー室に荷物をしまうとか閲覧室が混んでいたというお話を伺いまし

たが、入場待ち、入口が混んで行列を作るとか、早く行かないと入れないというようなことはあ

ったのでしょうか？ 

【小林】 

駿河台の一般閲覧室には一連番号が振ってあったのです。それとロッカーの番号が一致していま

した。ですから入場規制がすぐかけられるわけです。ロッカーがいっぱいなら一般閲覧室も満席

ということですから。駿河台の場合に、お客様が入り口で並んでいたという話は、私はまだ本等

で読んだことはありません。しかし、さっき一例で出した帝国図書館は、いつも入り口に人が並

んでいたという話が回想録などに出てきます。また帝国図書館には実際に入場待ちで並んでいる

写真も残っています。ですから私は、当然駿河台図書館も列ができていて、そこではお客様をさ

ばくとか、ストップをかけたりすることが行われていたと思います。 

【質問者 A】 

ありがとうございます。日比谷図書館で並んでいる写真はたぶんあったと思います。 

【小林】 

そうですか。今の図書館はどんどんいれてしまう傾向ですが、昔の図書館は有料制で入り口でが

っちり管理していたので、そこでストップをかけてしまうということだったのでしょう。 

【会場から A】 

昔のことで記憶があいまいですが、都立の中央図書館で入場制限がおこなわれていて、それも学

生には厳しくてサラリーマンなどは優先して入れてあげるというこがあったようです。 

【会場から B】 

私はそこ（都立中央図書館）の関係者だったので、少し申し上げます。都立は 1200 席で、朝は

必ず行列ができていました。係の人間もお客さんも、経験で並びがどこの地点までは入れるとい

うことが分かっていて、それ以降は 1 人出ると 1 人入れるというような整理をしていました。そ

して建前としては学生は暇だから、できるだけ社会人を優先的に入ってもらうという方針を立て、

最初のキャパから 300 人分を空けて社会人に対応していました。また私が行っていた頃の国会図

書館でも入り口の脇にずっとベンチがあって、そこに大勢座って並んでいましたね。まあ私なん

か悪智恵がついて、図書館学室というのが別枠なので、そこの利用ですと言って入っちゃってま

したね。（笑） 

【小林】 

たしか国会図書館では昭和 61 年まで入場規制していたと思います。しかし一般閲覧室とは別に

専門室があったのです。アジア資料室とか図書館学資料室とか、そちらを使いますよと言われる

とまあ別に席があるので、入れちゃう。ただ中で本当にその部屋を利用しているかどうかまでは

管理されていなかったので、そういうこともあったかもしれませんね。（笑） 
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【会場から B】 

森銑三さんなんかもヘビーユーザーだったから、いつ行っても行列などで怒っていて、行く前に

電話をかけて今なら入れるかと聞いて、随分朝早くから行かれていたということを聞いたことも

あります。 

【質問者 B】 

奥泉先生に質問です。今日のお話で、閲覧回数のランキングという話がありましたが、大正 15

年くらいの図書館での閲覧というのはどんな様子だったのでしょうか? 今のようにコピーがあ

りませんよね。書き写すようなことが一般にやられていたのでしょうか? そもそもどんな読書を

されていたんでしょうか。 

【奥泉】 

読み方ということですね。そういうのは文献に出てきませんね。まあ当時のことは分かりません

が、我々の諸先輩に聞くと、今はコピーがあるからいいが、昔は書き写したんだということは聞

いていますね。同じようなことは多分していたと思います。それに、たしかに閲覧回数と実際に

読んだということとは正確には繋がりませんね。実際に紙 1 枚の請求で貸出をすれば、その 1 冊

の本を読もうが、ちょっとあてが外れたなといってすぐ返そうが、それは 1 件の閲覧回数として

数えられる。それはどこの図書館でも同じだったと思います。その読書の形態まではどんな資料

を見ても書いてありません。ただお客様からどのような質問があったかということは、先ほどご

紹介した「報告回答綴」には、こういう質問があって、それに対してこういう答えをしたという

ことが実際に書かれていますので、レファレンスの様子なんかは分かると思います。 

【司会者】 

そろそろ時間となりました。これで質問の時間を終わらせていただきます。今日は奥泉さん、小

林さん、皆様、どうもありがとうございました。 

 


