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鮫島文庫油団稿

・中　林　隆　明

は　じ　め　に

　当館め前身上野帝国図書館は蔵書の点

から見ると，明治8年新発足した東京書

籍館に始まる。木幸にして明治10年西南

戦争の影響で廃止，東京府書籍館となっ

た。同13年。7月文部省下に復帰，東京図

書館に改称されたが，この「東京府書籍

館」の前後に，鮫島尚信，畠山義成の旧

蔵書が受け入れられる。両者は・明湾初．

期の西欧型文化人の代表的コレクション

として貴重なものであった。’

　元治2年3．月22日（1865年4月17日）

薩摩藩英国留学生一行は日本を離れた。’

その中に森有礼，’畠山義成（本誌乞9号

〈1985年3月〉所載「畠山文庫目録」参

照），吉由清成らと共に，本稿の主人公準．

島尚信がいる。．野田仲平の変名で参加し

たもので，．同年秋ロンドンのユ三ヴァシ

ティ・カレッジ（ロンドン：大学）に聴講・

生として入学した。当時英国下院の花形

議員ローレンス・オりフナント（Lauren－

ce　Oiiphant、1829－88）の紹介で，，米国

の有名な宗教活動家トーマス・ハリス
　（Thomas　Lake　HarriS　1823－1906）に．

会い，167年夏渡米，森；畠山らとハi）．ス

の主宰する新生社（BrQthe中ood　of　the「．

New　Life）中の人となった。明治維新の

報で森と帰国，新生日：本の有能な外務官

僚としで活躍することになる．。70年8月

外務大匠，同年11月25歳で駐二二弁三州

（英国，亀プロシア兼務）に就任，普仏戦

争とパリ・コミューン下のフランヌ：に赴、

いた。やがて特命全権公使となるが，』75

年4月一時帰国，同年11月寺島宗則外務

卿の下で外務六輪r就き678年1月駐仏tt

公使に再任，併せてベルギー，スエーデ

ン，スイス，ポルトガル，スペイン等の

公使も兼務じたが，80年12月4日パリで

病没，35歳7か月の短い生涯を閉じたer

　ここで取り上げる鮫島旧蔵書は，静養

　　　　　　　しでr時帰国中の明治8年，（1875）購二三『●

納付奉と，同14年（1881）鮫島の末弟盛

氏からの寄贈本から成る。それぞれ「明

治八年購求」と「N．Sameshima」！図版．

1）印，「明治八年納付」．の印と「鹿児島

県士族　特命全権公使鮫島尚信」．の墨書

　（図版2），及び「明治十四・十・L，寄

贈」の印と本の「地」部に「鮫島全○冊」』

と墨書してあるのがそれである。

・図版1
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鮫島のサインと彼の印章丁丁」　ho．85
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図版2

（no．142）
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　明治8年購求本は，「東京書籍館書類

綴」によると，「私立書籍館開設」のため

「仏国在留中英仏両三ノ書籍ヲ購求」し、

たが，「書籍館ノ若キハ私立保存二相成二

付，当館へ至常ノ価ヲ以テ売付シ，一般

人良ノ求覧二三（シ）度回申来候」とあ

る。三三は「政事歴史ノ両三二三デ貴重

スベキ書籍」と評価しているが，これは

表（次回〉に見る如く全体を通じての特

徴と言える。そこで館は文部省に370三三

の三二入代金640円を請求し，交付金と『貸付

金で都合するのである。．

　これより先，明治8年3月15日鮫島の

旧友，当時文部省中督学の畠山義成は博

覧会事務局かち復帰したばかりの東京書

籍館初代館長を兼任する。ただ翌4月か

ら病気休職し，そめ間永井久一郎館長補

と鮫島側の折衝があり、同年9月27日畠，

山復職を侯っで購求本の処理が結着す
’る。’ ﾈお「納付本」については，「鮫島尚

信寄託文書」中の畠山館長の10月．8日付

納付受領書1図版3）では「洋書（英仏

書）24冊」とあり，「東京書籍館8年報」

の「英書17冊仏書8冊」と合致しない。

これは受領書発行後に，1冊追加納付し’

たものであろうか。　　　　・・

図版3
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　明治14年本は前年12月パリで客死した’

次兄尚信に代って，10月1戸付で遺書を・

東京図書館に「寄贈」したもので，和書

3点と英仏語図書計127冊である。

　結局8年本と14年本を合計すると520

冊余，和書を除くと510冊子で，現在確認

できたのは128タイトル216冊（約40％）・

に過ぎない。内訳は8年本が59タイトル

123冊，i4年本が69タイトル93冊で，前者

の不明率が高い。その理由は14年本には

著者（姓のみ），簡略書名，冊数の簡単な

がら寄贈リストが残っているが，8年本一

にぱリストが現存していないことによ

る。従って8年本のリスト化には，旧上

野図書館本について1冊ずつ確認の必要

がある。幸い部分的には，過去に西村正

守氏（現専門調査員）の調査されたもの

があ胱それに筆者独自の調査結果を合、

したのが本目録である。この辺の事情は，

本誌前号所載の「畠山文庫目録」の作成

時のそれと同様である。・

　今後の課題としては，60パーセントの

不明本を調査することであるが，半ちく

その中には重複本の処理の外，，再製本な

どの過程で鮫島旧里を示す部分が消失し

たこども予想でぎる。’ C　　　．　．1

　明治14年本中の未確認本20タイトル24

冊を含め，鮫島文庫を言語（英，仏，西・

露）別，主題・（社会科学，歴史・地理，．

文学・その他）別に分類したのが下表で

ある。

　また鮫島文庫どその署名部分から，興．

味を引くものとして次の如きものがあ・

る’。

　西園寺公望の仏国留学時の法学教師ア

コラスとの交際（no．95）

　1871－72年パ’りにあって，’ロンドンタイ

ムズ紙特源員と．して活耀中の，新生社場

来の友人オリファントζの交遊（no．85＞

　鮫島の当時の外交指南役マーシャル．．

　（滞陣20年の英国実業家，駐仏公衝館勤．

務オリファントの友人）の献本（no．20）

　．岩倉大使の「米欧回覧実記」1873年2

月2日，9日の項にあるモL一一リス・ブロ

ックの著作（2点）め所蔵（no．997100）

　日本政：府の法制顧問として来日　（73年

11月）直前，献呈されたボアソナードの

著作（ho．101）

　72年暮かぢ翌年7月岩倉使節の接遇で

奔走後，73年9月号i回東洋学者会議に

参加、（po．125）すると共に，日仏郵便条

約締結に尽力。’その後静養のためか10月

ジュネーブに滞在（no．126）

　74年『2月、保養i地モナコに滞在（noi』

127）

　同年3月仏西海岸の保養i地ビアリツ
（Biarrit、）での滞在（・・．62）「

　78年5月16一日ロンドンでヂ同じ鹿児島

英　書 仏　書’
西’

A・ I　書 合　　　計，　　　、言語
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it）（v） （t）（v）
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4
i
　
4
　
，

一i一 ＿　1．＿
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22i24　匹 36i・45

合計 26i、41 64i77 31i80 24i「き9 2i　2 1i　1 5gi123 8gi117 148i240

（但し，和書を除く）
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　　’出身の駐英公使上野景範からあ献本

　　　（no．41）

　　　コーラン∴イスラム関係書を所蔵（noL

　　83，91）。両者共英文であるが，骸島の関

　　心の広さとか日本での中東研究史上，導

　　禾の早さから見て三三に価すること。

　　　．鮫島が畠山と同様三三で，結核を患っ

　　ていたらしいことくno．91）　　　ttt　／』

　　　それに関連しtg保養地案内（hg．79s

　　・144）6特に婦人，子供を対象とする医学‘

　　書（no．90，88）’に，妻子め健康に対する
’
x

　　彼の気遣いが窺われ，悲痛である。

　なお鮫島尚信は，マ般に「さめしま・’

ひさのぶ」と読まれることが多いが，’「N．

‘　＄ameshima」の蔵書印，．前述の上野景範

贈呈奉（no．41）の献辞から判断して，、，rさ’

めしま・なおのぶ」が正しいのではある

まいか．（図版4）。

　図版4、
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1・．書誌的事項躇者・書名汗・1年回数またはぺが数にとどめた・

2・・．＊は鮫島の署名入り・＊＊は鮪島以外の署名を示す。、、

　3．・末尾の（・）ほ当館請求記号。

’4．明治8年購求・納付本は請求記号にアンダーラインを付す。

和・ 書

1．久米邦武編　特命全権大使米欧回覧実記　東京．博聞社　明治11（1878）　5冊，
（34－88）

2．文部省　米国学校法　東京　明治11（1878）　2冊
（256．2：19）

3．吉田賢輔，米本三蔵編　大日本貨幣史参考　東京大蔵省　明治10－16（1877－83）　4冊

英文．図書

社会科学「

4．Bagehot，～ valter．’ @心心＿or，　thought　on　the　al）plication　of　the　prihciples　of
　‘natural§eleρtion’ahd‘inheritance’to　political　soとi6ty．　London，1872．　224，（3Q）p．　　　（エ旦二4）
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5．　Clarke，　Edward．

6・　C．oX，　Homershami

：tllllgq1ist　n　the　law　of　extradition　2d　ed．　London，　1874．　194，176，32　p．
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．　105．　France．　Ministere　de　1’int6rieur．

106．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　（，80－37）

Statistiaue　centrale　de　1’Adminis’ 狽窒≠狽奄盾氏@des　prisons，
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　　　　231　p．

113．　Perrot，　A．一M

　　　　Paris，　1820．

　　　　84　p．

114’．　Plessix，　H．
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　　441　p．
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