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《所蔵資料》 (平成27年3月31日現在) 

図 書 

区分 

分類(NDC） 

和書 洋書 計 構成比   和書 洋書 計 

冊 冊 冊 ％  冊 冊 冊 

一 

 

 

般 

 

 

書 

0 総記 93,443 12,488 105,931 6.2%  一般書 28,749  1,417  30,166 

1 哲学 71,666 7,686 79,352 4.6%  児童書 4,959  322  5,281 

2 歴史 145,511 12,929 158,440 9.3%  合計 33,708 1,739  35,447 

3 社会科学 475,272 49,482 524,754 30.7%  

音響・映像資料等 

4 自然科学 114,349 24,308 138,657 8.1%  

5 工学 153,697 18,712 172,409 10.1%  

6 産業 87,839 7,002 94,841 5.5%  

7 芸術 118,740 6,361 125,101 7.3%  

8 語学 26,539 4,308 30,847 1.8%   26年度 

受入点数 
所蔵点数 

9 文学 260,449 20,664 281,113 16.4%  

分類小計 1,547,505 163,940 1,711,445 100.0%  
映像 

ﾋﾞﾃﾞｵﾃｰﾌ  ゚ 0 908 

旧分類の雑誌 73,534 37,580 111,114   DVD 69 3,157 

一般書小計 1,621,039 201,520 1,822,559   
音響 

ｶｾｯﾄﾃｰﾌ  ゚ 0 726 

児 

童 

書 

よみもの 91,544 3,428 94,972 59.6%  CD 43 14,984 

絵本 51,456 11,609 63,065 39.5%  
電子 

媒体 

ﾌﾛｯﾋﾟｰﾃﾞｨｽｸ 0 96 

紙芝居 1,406 0 1,406 0.9%  CD-ROM 150 3,557 

児童書小計 144,406 15,037 159,443 100.0%  DVD-ROM 13 1,808 

一般書・児童書計 1,765,445 216,557 1,982,002   ﾏｲｸﾛ 

資料 

ﾏｲｸﾛﾌｨﾙﾑ 126 13,288 

未遡及※ 約 700   ﾏｲｸﾛﾌｨｯｼｭ 0 53 

合計 1,982,702    合計 401 38,577 

※和装書等       

 

主要貴重資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

著    者 “ 原 書 名 ”「 翻訳書名 」 [ 版 ] 出版年 ( 請求記号 ) 

Galilei,Galileo ガリレオ・ガリレイ “Systema cosmicum”「天文対話」 (ラテン語版) 1641 (S015-48) 

Hobbes,Thomas  トーマス・ホッブス “Elementa philosophica de cive” ｢市民哲学要綱」 [２版] 1646 (133-H2-3)            

Petty,William  ウィリアム・ぺティ “Another essay in political arithmetik, concerning the growth of the city of London” 

「政治計数余論」 [初版] 1683 (312.3-P5-2)   

Defoe,Daniel   ダニエル・デフォー “A plan of the English commerce”「英国商業論」 [初版]  1728  (672-D2-1)    

Diderot,Denis／D'Alembert 

ディドロ／ダランベール 

“Encyclopedie”「フランス百科全書」  [初版]  1751-1780  (035-D1-1) 

Hutcheson,Francis フランシス・ハチソン “A system of moral philosophy”「道徳哲学体系」 [初版]  1755  (331.1-H9-1)  

Rousseau,Jean Jacques 

ジャン ジャック・ルソー 

“Du contrat social, ou principes du droit politique”「民約論」 [初版] 

 1762 (311-R4-2) 

Smith,Adam    アダム・スミス “An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations”「国富論」 

 [初版]  1776  (331-S1-1)  

Kant,Immanuel  イマヌエル・カント “Kritik der reinen Vernunft”「純粋理性批判」 [初版]  1781  (134-K4-25)         

Malthus,Thomas Robert 

トーマス ロバート・マルサス 

“An essay on the principle of population”「人口論」  [初版～７版]  1798～1872  

(334.1-M1-1)  

図書受入統計（平成 26年度） 
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各種文庫（個人や団体から寄贈され、コレクションとして活用する意義のある資料群） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住 友 文 庫 

1923(大正12)年、住友家15代当主住友吉左衛門氏により寄贈された自然科学、医学、工学に関する

洋書。16世紀から19世紀中期の貴重書488冊をはじめとし、科学史、技術史の資料としてきわめて

珍しいものを含んでいる。 

図書9,663冊、学位論文その他パンフレット類約43,000点(合本1,700冊)、雑誌288種10,200冊。 

目    録 

“A classified catalogue of old books on science and technology published during the period 

from the end of 16th century to the middle of 19th century” 

（「大阪府立図書館 住友文庫古書分類目録」） 

“A classified catalogue of books on science and technology pt. 1，2” 

（「大阪府立図書館 住友文庫分類目録 上、下」） 

大 原 文 庫 

1919(大正8)年、大原孫三郎氏の寄付により創設された大原社会問題研究所が1920～30年代に収集し

た内外図書。1937(昭和12)年同研究所が東京へ移転する際、蔵書の一部(約７万冊)が大阪府に譲渡さ

れ、1945(昭和20)年に大阪府立図書館に移管された。 

政治、経済、労働、福祉、教育など社会科学関係図書を中心に哲学、歴史、文学等の図書も含む。 

和漢書約12,000点、洋書約26,300点、内貴重書537点(878冊)。 

目    録 

「大阪府立図書館天王寺分館蔵 大原文庫和漢書分類目録」 

「大阪府立図書館天王寺分館蔵 大原文庫洋書分類目録 1～4」 

“A classified catalogue of the collection of old books in the Tennoji branch of the Osaka 

Prefectural Library pt.1，2”（「大阪府立図書館天王寺分館 古書分類目録 1,2」） 

市 河 文 庫 
1961～63(昭和36～38)年に東京大学名誉教授市河三喜博士から譲渡された言語学、英語学に関する図

書。洋書1,008冊、和書23冊。内貴重書17点(26冊) 

目    録 
“A classified catalogue of the Ichikawa & Saito collection of the Osaka Prefectural Library” 

（「大阪府立図書館蔵 市河・齋藤文庫目録」） 

齋 藤 文 庫 
1962(昭和37)年、英文学者齋藤勇博士から譲渡された英語・英文学関係図書。 

洋書284冊、和書4冊。内貴重書１点(109冊)。 

目    録 
“A classified catalogue of the Ichikawa & Saito collection of the Osaka Prefectural Library” 

（「大阪府立図書館蔵 市河・齋藤文庫目録」） 

松 下 文 庫 
1962～66(昭和37～41)年に、松下幸之助氏からの寄付金にて収集した電気工学関連図書。 

和書約2,120点、洋書約1,020点。 

目    録 「大阪府立図書館蔵 松下文庫分類目録」 

塚 本 文 庫 

2002～6(平成14～18)年、元大阪外国語大学教授塚本勲氏寄贈の韓国、朝鮮関係資料。言語、言語学

を中心に歴史、風俗、文学等多岐にわたる。朝鮮語図書3,942冊、日本語図書1,057冊、その他欧米

諸国語等271冊、朝鮮語雑誌175種3,604冊、日本語雑誌231種1,589冊他  計10,680冊。 

目    録 「大阪府立中央図書館所蔵 塚本文庫目録 全５巻」 


