日本の図書館を育てた群馬の先人達
展示期間：平成22年1月6日～

関連資料展示リスト
群馬県立図書館

調査相談室

明治の初め、日本各地で新しい時代の図書館実現に高い指導力を発揮し、近代図書館の発展に大きく貢献した
群馬の先人達が居たことはあまり知られていません。
今 回 は 、 図 書 館 の 黎 明 期 に 全 国 か ら 注 目 さ れ る 業 績 を 遺 し た三人の先人達、 湯浅治郎、 湯浅吉郎（半月）、
佐野友三郎の関連資料を展示します。
彼らの先進的な取り組みはそれぞれの地で受け継がれ、現在も先駆者として高く評価されています。
湯浅治郎略歴
嘉永3年（1850）～昭和7年（1932）、政治家、実業家。 安中で 味 噌 醤 油 の 醸 造 業 を営む有田屋に生まれ、幼少
期から漢 学 や 洋 学 を学ぶ。 家業を継ぎ、 生糸の生産や輸出など事業家として才能を発揮。 福沢諭吉の全著作を
読み社会教育の必要性を実感する。明治五年（1872）、有田屋の門前に日本初の私設図書館「便覧舎（べんらんし
ゃ）」を設立。和漢書や、絵入り雑誌、新聞など約３千冊を私費で集めて目録も完備し、町の人々に無料で公開し
た。日本最初の公共図書館といわれる東京書籍館や京都集書院の創設と同じ年の画期的な事績であった。 明治
11年（ 1878） には同郷の 新 島 襄 に洗礼を受け、 安中教会堂建設に私財を投じる。 その後 、 県 議 、 県会議長を務
め、 全国初の廃 娼 県 実 現 を 牽 引し、国会議員としても活躍。 「国民の友」など雑誌や新聞の出版にも尽力し、さら
に新島襄に懇請されて同志社の経営にも貢献した。
湯浅吉郎（半月）略歴
安政5年（1858）～昭和18年（1932）、詩人、聖書学者、図書館学者。湯浅治郎の弟。安中に帰省した新島襄の
教えに共鳴。同志社大学に入学し、卒業式で新体詩の先駆となった「十二の石塚」を発表。27歳で渡米し、オベリ
ン大・エール大で神学やヘブライ語を学ぶ。帰国して同志社の教授、京都平安教会牧師を務めた後、新設の京都
帝国大学の総長に招かれ法学部講師として大学付属図書館事務に従事。44歳で図書館学研究のため再渡米。英、
仏、独の図書館も見聞する。明治37年（1904）46歳の時、京都府知事大森鐘一の知遇を得て京都府図書館長に
就任。十進分類法の採用、図書の館外貸出、児童図書室の開設、郷土誌展覧会の開催、近世までの名所案内等
を集成した京都研究の基本書『京都叢書』の編纂・刊行など、現代に通じる先進的なサービスを実施。その後も早
稲田大学図書館･俳優図書館・海洋図書館・児童図書館等の計画に尽力した。 『半月集』 『箴言講義』 ほか著書多
数。 半月の号は趣味の琵琶に由来する。
佐野友三郎略歴
元治元年（1864）～大正9年（1920）。前橋藩士の子として生まれ、群馬中学校から東京大学へ進学。英語の教
師や台湾総督府の事務官を務め、明治33年（1900）37歳の時、大学時代の友人であった秋田県知事武田千代三
郎に招かれ秋田県立図書館長に就任。国内や英米の図書館関係者から積極的に学び、我が国初の巡回文庫の
実施、郡立図書館への設立補助制度、多額の図書購入費の継続実施、郷土資料の収集と保存など、図書館サー
ビスの原点となる施策を実施し、近代公共図書館の基礎を確立。武田知事の山口県への転任後、再び招かれて
明治36年（1903）山口県立図書館長に就任。児童閲覧室の開設、休日および夜間開館の実施、巡回文庫、郷土
資料収集、公開書架、山口式十進分類法、 著者記号法の草案、 日本初の県 内 図 書 館 協 会 結 成 など先駆的業
績を挙げる。また、文部省より派遣されて渡米し、図書館学の古典的名著『米国図書館事情』を著した。

【図書】 （書名

著者名 出版者 出版年 請求記号 貸出用有に○）
『佐野友三郎』 （個人別図書館論選集） 石井敦編 日本図書館協会 1981 K010 ﾄ19 ○
佐野友三郎の肖像あり
『日本近代公共図書館史の研究』 石井敦[著] 日本図書館協会 1979 010.2 I75 ○
p11-42 日本図書館史上に於ける山口図書館の意義-特に佐野友三郎時代をめぐってp.52-55 田中稲城と佐野友三郎 p.109-121 佐野理念の転換過程
『群馬県ゆかりの図書館先人達 佐野友三郎研究』 宮下明美著 2002 K010 +ﾆ2X ○
『図書館を育てた人々』日本編 1 石井敦編 日本図書館協会 1983 010.2 ﾄ36 ○
p.23-30 図書館の大衆化に努力した文人 湯浅吉郎 石井敦著
p.39-47 民衆へのサービスに徹した人 佐野友三郎 石井敦著
『図書館発達史』 佐藤政孝著 みずうみ書房 1986 010.2 ﾄ63 ○
p.231-245 佐野友三郎と地方図書館
『米国図書館事情』 佐野友三郎著 大正９年５月金港堂書籍刊の復刻版 山口県図書館協会 1989 010.2 ﾄ9Z ○
巻末解題 佐野友三郎という人 石井敦

『近代日本図書館の歩み 日本図書館協会創立百年記念』地方篇 日本図書館協会編集 日本図書館協
会 1992
010.2 ﾅ23 ○
p.88 秋田県 二代館長佐野友三郎と巡回文庫
p.167-168 群馬県 群馬県の図書館人 湯浅半月（吉郎） 佐野友三郎 他
p.463 京都府 府立図書館 1903年3月、湯浅吉郎（半月）が館長に就任
p.623 山口県 県立図書館の設立 1903年3月 初代山口図書館長佐野友三郎
p.626 佐野の業績と初男図書館学講座
『日本図書館史概説』 岩猿敏生著 日外アソシエーツ 2007 010．21 ﾆ71 ○
p.185 県立図書館長としての佐野友三郎の活動
『図書館人物伝 図書館を育てた20人の功績と生涯』（日外選書Fontana） 日本図書館文化史研究会編 日
外アソシエーツ 2007.9 010．28 ﾆ79 ○
p.1-22 覚え書 秋田県立秋田図書館長佐野友三郎のこと 小川徹
p.163-186 半月湯浅吉郎、図書館を追われる 高梨章
『図書館物語』 竹林熊彦著 東亜印刷株式会社出版部 1958 016．28 ta58 ○
p.97 １巡回文庫の意義と起源 p.99 ２秋田県立図書館巡回文庫 p.104 ３山口図書館の巡回書庫
『京都大学附属図書館六十年史』 京都大学附属図書館編 京都大学附属図書館 1961 017.7 Ky6 ○
p.75 法科大学講師湯浅吉郎 図書館事務を嘱託される p.135 分類
p.280 近畿図書館倶楽部（協議会）
『双文』第25号 群馬県立文書館編 群馬県立文書館 K018 G94 3(25) ○
p.109-117 文書館創設前史に見る佐野友三郎の影響
『群馬県百科事典』 上毛新聞社 1979 K030 G94 ○
p.931-932 湯浅治郎、湯浅半月
『群馬新百科事典』 上毛新聞社 2008 K030 +ﾆ83 ○
p.763 湯浅治郎、湯浅半月
『人間観の相剋 近代日本の思想とキリスト教』 武田清子著 弘文堂 1959 121.9 Ta59 ○
p.298-321 群馬県における「コミュニティ」の質的変革－湯浅治郎を中心に
『箴言講義』 湯浅吉郎著 基督教世界社 1907 共同刊行：警醒社書店 02 K190 ｼ 79
『群馬のキリスト教』（みやま文庫１２３） 丸山知良著 みやま文庫 1992 K190 ﾅ23 ○
p.88-99 湯浅治郎の偉大な業績 「群馬風土記」より
『安中教会史 創立から１００年まで』 新島学園女子短期大学編 新島文化研究所編 日本基督教団安中
教会 1988 K198 ﾄ83 ○
p.98-101 湯浅治郎
『群馬・黎明期の近代 その文化・思想・社会の一側面』 群馬県立女子大学地域文化研究所編 群馬県立女
子大学 1994 K216 ﾅ45 ○
p.17-39 湯浅半月の詩をめぐって－叙事詩「十二の石塚」を中心とした幾つかの考察 松本鶴雄
p.65-93 反骨の上州人・湯浅治郎－その希なる人間像を中心として 片桐康夫
『安中市誌』 安中市誌編纂委員会編 安中市誌編纂委員会 1964 K244 A49 ○
p.802-803 湯浅治郎翁 p.883-884 湯浅半月
『安中市史』第１巻 近代現代資料編(教育・文化・宗教)2 安中市市史刊行委員会編 安中市 2000 K244 ﾅ8Y (1-2) ○
p.140 湯浅半月
『安中市史』第２巻 通史編 安中市市史刊行委員会編 安中市 2003 K244 ﾅ8Y (2) ○
p.925 湯浅半月
『郷土歴史人物事典群馬』 萩原進著 第一法規 1978 K281.3 H14 ○
p.121 湯浅治郎 p.129 湯浅半月
『上州の顔』 歳時記 〔東京新聞編〕 東京新聞前橋支局 1981 K281.3 ﾄ1Z ○
p.37 湯浅半月 p.199 湯浅治郎
『群馬県人名大辞典』 上毛新聞社 1982 K281.3 ﾄ2Y ○
p.559, p.560 湯浅治郎、湯浅半月
『郷土史にかがやく人々』第３集 群馬県青少年育成推進会議編 群馬県 1970 K281.4 G94.1 （３） ○
p.112-122 湯浅治郎
『上毛人物めぐり』 正木四郎編 群馬県警察本部 監修：萩原進 1963 K281.4 Ma61 ○
p.197-202 詩人、図書館事業の先達 湯浅半月
『郷土に光をかかげた人々』２巻 群馬県教育委員会編 群馬県教育委員会 1985 K281.4 ﾄ53 (2) ○
p.205-210 湯浅治郎

『初代館長佐野友三郎氏の業績』 山口県立山口図書館編 昭和１８年１２月刊の復刻 山口県教育財団 1983
K289.22 S66 ﾄ34 ○
佐野友三郎の肖像あり
『新島襄とその高弟たち』 時代に挑んだ六人の実像 志村和次郎著 上毛新聞社 2004 K289.43 N72 ﾆ41 ○
p.14-29 同志社の財政基盤を確立した律儀の人・湯浅治郎
『湯浅半月』 安中町教育委員会編 安中町教育委員会 1955 K289.43 Y96 ○
『湯浅半月』 半田喜作編著 湯浅半月」刊行会 1989 K289.43 Y96 ﾄ9Y ○
付：湯浅半月著作年譜・研究資料目録・湯浅半月略年譜（p.294-311）
『湯浅治郎』 湯浅三郎編 湯浅三郎 1932 K289.44 Y96 ｿ29
『恵信尼公絵詞伝』 湯浅吉郎著 高桑代理部 1934 湯浅半月作 鈴木朱雀筆 K289.44 Y96 ｿ44
『伝道之書 雅歌』 湯浅半月訳 アルパ社書店 1937 K289.44 Y96 ｿ74
『詩篇』 湯浅半月訳 アルパ社書店 1937 K289.44 Y96 ｿ7X ○
『第二イザヤ 預言詩』 湯浅半月訳 教文館 1939 K289.44 Y96 ｿ97
『湯浅治郎と妻初』 半田喜作編著 「湯浅治郎と妻初」刊行会 1994 K289.44 +Y96 ﾅ4X ○
『上州安中有田屋 湯浅治郎とその時代』 太田愛人著 小沢書店 1998 K289.44 +Y96 ﾅ8Y ○
『明治の文化人湯浅半月』 ［京都府立総合資料館編］「総合資料館だより」（京都府立総合資料館）No.117-119
（1998.10-1999.4発行） K289.44 +Y96 ﾅ98
『群馬県議会史』第１巻 自明治１２年至明治２３年 群馬県議会事務局編 群馬県議会 1951 K314 G94 (1) ○
p.225 湯浅治郎
『群馬県議会史』別巻 群馬県議会議員名鑑 群馬県議会図書室編 群馬県議会 1966 K314 G94.1 ○
p.500 湯浅治郎
『同志社百年史』通史編 1 同志社 1979 377.2 ﾃ9Y (1)（2） ○
p.118 伝導と奉仕 p.258 民友社における同志社大学義捐金募集 p.322 「同志社文学」会員
『同志社山脈 113人のプロフィール』 同志社山脈編集委員会編 晃洋書房 2003 377.28 ﾆ2Y ○
p.180-181 湯浅治郎 p.194-195 湯浅半月（吉郎）
『書画贋物語 湯浅半月著 二松堂 1919 K720 Y96
『群馬の作家たち』 土屋文明記念文学館記念リブレ（塙新書７４） 土屋文明記念文学館編 塙書房 1998 K902.8 ﾅ86 ○
p.20-21 湯浅半月 半田喜作
『群馬文学全集』第１４巻 群馬の詩人 伊藤信吉編 群馬県立土屋文明記念文学館 2003 K908 ﾅ91 ○
p.1 湯浅半月 「十二の石塚」
『群馬の詩人たち ＰＯＥＴＳ ＩＮ ＧＵＮＭＡ』 上毛新聞社出版局書籍編集課編 上毛新聞社 1996 K910 ﾅ68 ○
p.20 湯浅半月
『近代文学研究叢書』50 昭和女子大学近代文学研究室著 昭和女子大学近代文化研究所 1980 910.26 Ki42
(50) ○
p.241-288 湯浅半月 p.251 著作年表
『近代詩の史的展望』 山宮允教授華甲記念文集編纂会編 河出書房 1954 911.5 S63 ○
p.35-39 「湯浅半月」 湯浅永年
『新島襄先生詩史 安中の新島家』 湯浅半月著 湯浅とみ 1960 K915.6 Y96 ﾂ06
『雅歌』 湯浅吉郎著 警醒社書店 1923 K915.6 Y96 ｾ36
『半月集』 湯浅吉郎著 湯浅一郎〔画〕 金尾文淵堂書店 1902 K915.6 Y96 ｼ28
『新日本古典文学大系 明治編』12
中野三敏[ほか]編集委員 岩波書店 2001 918 ﾆ1X (12) ○
12 新体詩 聖書 讃美歌集
p.47-94 十二の石塚 湯浅吉郎
『明治文化全集』第20巻 文学芸術篇 吉野作造編輯代表 日本評論社 1929 E-00307
p.337-348 十二の石塚 湯浅半月著、 解題p.20-25

【雑誌】
『上州路』 月刊郷土文化誌 関口ふさの編
高崎 あさを社
第11巻5月号通巻121号 1984.5
p.78-79 碓氷峠（二）湯浅治郎の軌跡 三好範英
第17巻3月号通巻191号 1990.3
p.23-25 新島襄をめぐる人々 湯浅治郎 吉田洋 p.24-25 湯浅半月と磯貝雲峰 半田喜作
第21巻11月号通巻247号 1994.11
p.22-26 上州の逸材・湯浅治郎 片桐康夫
p.32-39 詩人・湯浅半月－叙事詩「十二の石塚」をめぐって－ 松本鶴雄 p.40-41 関係略年譜 中島ふみ代

『書物展望』 13巻11号 通号149号（1943.11） 書物展望社
p.304-309 半月年譜 山宮允編
群馬県地域文化研究協議会
『群馬文化』 群馬県地域文化研究協議会編
1984年１月号 通巻197号
p.35-43 吉野作造と柏木義円・湯浅治郎（上）－朝鮮伝道について－ 一倉喜好
1984年4月号 通巻198号
p.36-47 吉野作造と柏木義円・湯浅治郎（下）－朝鮮伝道について－ 一倉喜好
『群馬風土記』 群馬出版センター［編］ 群馬出版センター
第2巻第5号通巻6号 1988年9月号
p.58-64 新島襄とその門下生 後篇 湯浅治郎・半月、柏木義円、磯貝雲峰、湯浅八郎
第3巻第3号通巻10号 1989年5・6月号 特集：埋もれた上野人
p.145-147 軍隊は面を洗った馬賊 湯浅治郎の思想 半田喜作（元小学校校長）
第3巻第5号通巻12号 1989年10月号
p.102-108 東京のなかの上州 第2回 湯浅治郎の偉大な業績 丸山知良
第3巻第6号通巻13号 1989年11・12月号
p.118-121 群馬の詩的遺産を読む４ 湯浅半月と大手拓次 梁瀬和男（詩人）
図書館問題研究会編 教育史料出版会
『みんなの図書館』通巻15号 1978.10
p.55-61 「図書館の自由」と佐野友三郎の悲劇 阿部葆一（県立山口図書館）
『群馬廃娼記ほか』 藤田徳松著 法律文化社 1968
p.6 廃娼に至るまで p.21 廃娼の動機 p.27 基督教の感化
『図書館界 The Library world』 日本図書館研究会〔編〕大阪 日本図書館研究会
18巻3号 通号93号（1966.09） p.70-73 湯浅吉郎研究覚え書き－シカゴ時代を中心として－ J．R．モリタ
21巻2号 通号110号（1969.07） p.57-59 湯浅吉郎研究ノート―京都府図書館長就任と同館十進分類法―井上裕雄
36巻1号 通号196号（1984.05） p.25-34 佐野友三郎論（上）―「通俗図書館」論を中心として― 山口源治郎
36巻2号 通号197号（1984.07） p.72-77 佐野友三郎論（中）―「通俗図書館」論を中心として― 山口源治郎
36巻4号 通号199号（1984.11） p.194-200 佐野友三郎論（下）―「通俗図書館」論を中心として― 山口源治郎
『図書館雑誌 The Library journal』 日本図書館協会図書館雑誌編集委員会編 日本図書館協会
51巻 4号 通号398号(1957.04)
p.146-148 湯浅吉郎の図書館思想 竹林熊彦
前橋 上毛新聞社
『グラフぐんま』第16号 1968.10 群馬百年記念特集号 群馬県企画 上毛新聞社編
上州の先覚者達 p.48 全国初の廃娼実現 湯浅治郎（肖像有）、p.56 新体詩の先駆者 湯浅半月（肖像有）

【インターネット情報資源】
『広報あんなか』 平成20年4月号 （安中市学習の森）
p.9 学習の森だより No.24 「安中の1000万日」 湯浅半月誕生150周年
http://www.city.annaka.gunma.jp/kouhou/pdf/pdf2004/P9.pdf
『中村紀雄の議員日記』 2009年1月30日 (金) （群馬県議会議員 県立図書館協議会議長）
「慌しい県外調査、京都の収穫・湯浅半月」
http://kengi-nakamura.txt-nifty.com/diary/2009/01/post-7e18.html
『総合資料館だより』2007.10.1 No.153 （京都府立総合資料館）
p.4 百年前のビジネス支援サービス ―京都府立図書館図案閲覧室開設のひとこま―
http://www.pref.kyoto.jp/shiryokan/resources/dayori153.pdf
『企画展 先人達の京都研究』 第Ⅱ部 近代の京都研究（京都府立総合資料館デジタル展覧会）
3.大正大礼と郷土誌の編纂 京都叢書（京都叢書刊行会 編）
http://www.pref.kyoto.jp/dezi/data/46.html
『静脩』Vol. 37 No. 2 2000.8 （京都大学附属図書館）
p9-12 京都大学図書館百年 京大草創期の司書たち
http://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/66035/1/372.pdf
湯浅治郎 （ウィキペディア）
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B9%AF%E6%B5%85%E6%B2%BB%E9%83%8E
湯浅吉郎 （ウィキペディア）
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B9%AF%E6%B5%85%E5%90%89%E9%83%8E
佐野友三郎 （ウィキペディア）
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%90%E9%87%8E%E5%8F%8B%E4%B8%89%E9%83%8E

