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人文総合情報室
特別コレクション
Humanities Room
当館HP内「リサーチ･ナビ > 調べ方案内」からも同様の
内容をご覧いただくことができます。
1. 蘆原英了コレクション
https://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme -honbun-101078.php
2. 加藤まこと 展覧会図録コレクション
https://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme -honbun-101083.php
3. クラップ・コレクション
https://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme -honbun-100041.php
4. 布川文庫
https://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme -honbun-100040.php

人文総合情報室では特別コレクションを所蔵して
います。ご利用にあたっては、人文総合情報室カウ
ンターでお申込みのうえ、コレクションコーナーでご
覧ください（※資料の状態によってはご利用になれ
ない場合があります）。一部の資料はコレクション
コーナーに展示しています。
以下に参考文献としてご紹介する資料は、特に
記述のない限り、人文総合情報室でご覧になるこ
とができます。
*【 】内は当館請求記号。

１. 蘆原英了コレクション
◇概要
バレエや音楽の研究家、評論家として知られた
蘆原英了氏（本名：敏信、1907-1981）が収集し た
バレエ、シャンソン、演劇、サーカス等に関するコレ
クション。

洋書約5,400点、楽譜約5,200点、レコード約9,300
枚を はじ め、各種公演プ ログラ ムやポス タ ー、錦
絵、自筆ノートを含む多様な資料群から構成されて
います。
◇利用方法
国立国会図書館オンライン、もしくは下記①の目
録で請求記号を確認し、人文総合情報室カウンター
に資料請求票でお申込みください（※レコード、公演
プログラム等、一部の資料の利用には閲覧許可が
必要です）。
錦絵の一部は、国立国会図書館デジタルコレク
ション（http://dl.ndl.go.jp/）で利用できます。
①『蘆原英了コレクション目録』
国立国会図書館 1982-2002【KD1-47】

第１巻 洋書編
第１分冊 舞踊
第２分冊 シャンソン・演劇・サーカス
第２巻 楽譜編
第３巻 レコード編
第１分冊 シャンソン（A～F）
第２分冊 シャンソン（G～O）
第３分冊 シャンソン（P～Z）
初期歌謡・SPレコード
第４分冊 索引・邦訳標題一覧
第４巻 レコード編 器楽その他(除・シャン
ソン)
第５巻 補遺編 簡易整理資料
◇参考文献
・宮坂逸郎「蘆原英了コレクション紹介(1)-(8)」
『国立国会図書館月報』253-256,258-260,262
1982.4-1983.1【Z21-146】
・津田深雪「当館の蔵書から(16)蘆原英了コレクショ
ン」『国立国会図書館月報』497 2002.8 p.28【Z21
-146】
・「蘆原コレクション」『国立国会図書館百科』出版
ニュース社 1989 p.358【UL214-E6】

２. 加藤まこと展覧会図録コレクション
◇概要
出版社に勤務していた加藤誠氏（1923-1987）が
1960-1980年代に訪れた美術館・博物館の展覧会
図録約2,800冊をまとめて保存しています。東京で
行われた展覧会が中心ですが、一部、奈良、京都
や海外で開催されたものも含んでいます。1988年
に遺族の方から寄贈されました。チケットも共に保
管されており、｢加藤まことの本｣という文字の蔵書
印が押してあります。
◇利用方法
国立国会図書館オンライン、もしくは人文総合情
報室内のカード目録（タイトル、人名、件名）で請求
記号を確認し、人文総合情報室カウンターに資料
請求票でお申込みください。
なお、東京本館書庫に同資料の所蔵がある場合
は国立国会図書館オンラインから申込み、図書カ
ウンターでお受け取り下さい。
◇参考文献
・加藤誠『古道巡礼』千人社 1980【GB645-214】東京
本館書庫
・「最近受入れたコレクション」『国立国会図書館百
科』出版ニュース社 1989 p.387【UL214-E6】
・「加藤まこと展示会図録コレクションの受贈」『国
立国会図書館月報』328 1988.7 p.13【Z21-146】

３. クラップ・コレクション

４. 布川文庫

◇概要
国立国会図書館の創設に深く関与した元米国議
会図書館副館長のヴァーナー・W・クラップ氏
（Verner W. Clapp、1901-1972）が執務参考用に収
集した図書館関係資料のコレクションです。1973年
に約600点の遺贈を受けました。
書誌学、目録法、分類法、著作権法、資料保存な
どに関する洋図書、小冊子などから構成されてお
り、“(Annual） report of the Librarian of Congress”
の1866-1971年分や、クラップ氏の著作が含まれま
す。

◇概要
出版界で広く活躍した布川角左衛門氏（19011996）が収集した約25,000点の出版関係コレクショ
ンです。1987年11月に寄託契約を締結し、支部上
野図書館（当時）で保管していました。上野図書館
の改修工事に伴い、東京本館へ資料を移送し、寄
贈の手続きを行い、2004年に特別コレクションに指
定し、一般公開しました。
和図書約12,100冊、洋図書約600冊、逐次刊行物
約1,700タイトルなどから構成されており、内容は出
版史、出版社史、出版人の伝記、出版事情や出版
論、出版法制、編集・印刷・製本からジャーナリズ
ムや書誌学、図書館関係まで広範囲にわたりま
す。その中には『太陽』（明治28年刊）や『新小説』
（明治29年刊）など、雑誌や新聞の創刊号が含ま
れます。資料は原則として原装保存のため、図書
のカバー・帯等の装丁は保持され、雑誌は製本さ
れていません。

◇利用方法
図書
国立国会図書館オンラインで請求記号を確認し、
人文総合情報室カウンターに資料請求票でお申込
みください。
小冊子
人文総合情報室内のカード目録、もしくは調べ方
案内「クラップ・コレクション」掲載の「クラップ・コレク
ション小冊子所蔵リスト」 （https://rnavi.ndl.go.jp/
research_guide/tmp/clapp_leaflets.pdf）で請求記号
を確認し、人文総合情報室カウンターに資料請求
票でお申込みください。

◇利用方法
資料の利用には閲覧許可が必要です。
和図書の一部および中国語・朝鮮語資料
国立国会図書館オンラインで請求記号を確認し、
人文総合情報室カウンターに資料請求票でお申込
みください。

◇参考文献
・「クラップ・コレクション」『国立国会図書館百
科』出版ニュース社 1989 p.385【UL214-E6】
・酒井悌、鈴木幸久「ヴァーナー・W・クラップと国立
国会図書館」『図書館研究シリーズ』20 1978.11
pp.1-46【Z21-127】
・田中梓「クラップ氏と国立国会図書館」『国立国会
図書館月報』274 1984.1 p.23【Z21-146】
・「故クラップ氏蔵書夫人から贈られる」『国立国会
図書館月報』146 1973.5 p.24【Z21-146】
・酒井悌「ヴァーナー・W・クラップ氏の思い出：その
業績と人となり」『びぶろす』23(8) 1972.8
pp.9-14【Z21-114】

上記以外の図書
人文総合情報室備付、もしくは調べ方案内「布川
文庫」掲載の閲覧用リストで請求記号を確認し、人
文総合情報室カウンターに資料請求票でお申込み
ください。
逐次刊行物
「リサーチ・ナビ＞テーマ別データベース＞布川
文庫逐次刊行物」（https://rnavi.ndl.go.jp/
humanities/nunokawa.php）、もしくは「布川文庫所

蔵雑誌創刊年順目録」（『参考書誌研究』78
2016.12 pp.179-259【Z21-291】）、もしくは人文総合
情報室備付の閲覧用リストで請求記号を確認し、人
文総合情報室カウンターに資料請求票でお申込み
ください。
◇参考文献
・布川角左衛門「「布川文庫」のこと」『日本古書通
信』50(5) 1985.5 pp.4-5【Z21-160】
・布川角左衛門「「布川文庫」の始末記」『国立国会図
書館月報』324 1988.3 pp.22-25【Z21-146】
・「布川角左衛門事典」編集委員会編『布川角左衛門事
典』「布川角左衛門事典」刊行会 1998【UE11-G14】
・「特別コレクション「布川文庫」について」『国立国
会図書館月報』521 2004.8 p.18【Z21-146】
・「この人を知る 布川角左衛門」『国立国会図書館月
報』594 2010.9 pp.21-23【Z21-146】
・小林恒也『出版のこころ : 布川角左衛門の遺業』
展望社 2011【GK98-J41】
・長尾宗典「今月の一冊 July/August 国立国会図書館
の蔵書から 『少年文友』第四号 : 少年投書家による
地方同人誌（布川文庫の雑誌コレクションから）」
『国立国会図書館月報』640-641 2014.7-8 pp.2-3
【Z21-146】
・長尾宗典「今月の一冊 October 国立国会図書館の蔵
書から 特別装丁の博文館の雑誌『太陽』記念号 : 布
川文庫の雑誌コレクション紹介」『国立国会図書館月
報』654 2015.10 pp.2-3【Z21-146】
・「館内スコープ 布川文庫の有効活用をめざして」
『国立国会図書館月報』663 2016.7 p.16【Z21146】
・柴野京子「出版資料としての布川文庫」『参考書誌研
究』78 2016.12 pp.169-178【Z21-291】
・「布川文庫」『国立国会図書館百科』出版ニュース社
1989 p.381【UL214-E6】
*参考文献内に記載されている寄託資料の中には、当館
では現在所蔵していない資料もあります。

国立国会図書館

人文総合情報室
（東京本館２Ｆ）
2018年1月4日

