
 

別紙（参考）「九州の図書館人…その群像」人名薄  

築山信昭 2003. 50年代の図書館を築いたひとたち 『図書館学』No.82 p41～46 [資料]を発表者転載、作表のうえ一部加筆 

福 岡 

菊池 租 

福岡県立図書館長 1948～1964〔16年〕 

生年月日 

1904（明治 37）年 9月 15日 唐津市に生まれる 

佐賀高等学校、東京帝国大学、同大学院、九州帝国大学院卒業 

九州帝国大学副手、助手歴任 

1934/8 福岡県立図書館司書 

1937/1 北京近代科学図書館司書 

1943/3 国際文化振興会書記 調査部満支課長 上海資料室主任 

1948/3 福岡県立図書館長 

1964/4 同上辞職 

1965/4 九州産業大学教授 

1971/5 同大学図書館長 

没年月日 1984（昭和 59）年 8月 27日 

木村 秀明 
1953年 5月～ 福岡県立図書館司書（図書館部長）1978年 3月県退職 

歿年月日 2002（平成 14）年 8月 30日 

永末十四生（雄） 田川市立図書館長（1967年 7月就任～1982年 5月市退職） 

佐々 伊佐美 八幡市立図書館 

小柳 屯 大牟田市立図書館長（1987年～1991年 3月定年退職） 

船越 惣兵衛 九州大学附属図書館事務長 

岩猿 敏生 九州大学附属図書館司書官、京都大学附属図書館 

川口 鉄男 八幡大学図書館課長（1955年）、八幡大学教授 

石松 楨樹 八幡製鉄所図書館長 

佐 賀 

小出 憲宗 

佐賀県立図書館長、禅宗僧侶、1946/11～1959/9〔13年〕 

生年月日 1902（明治 35）年 12月 3日 

佐賀高等学校、京都帝国大学卒業 

1928/4 京都市筑（ママ）紫野中学校教諭 

1930/12 佐賀市大応禅専任職 

1936/1 佐賀県立図書館司書 

1940 兵役出征 

1946/11 佐賀県立図書館長 

1959/9 日本国際連合協会佐賀県本部事務局長 

歿年月日 1981（昭和 56）年 8月 6日 

副島 秀夫 

佐賀県立図書館資料課長、1957/8～1968/3〔11年〕 

生年月日 1911（明治 44）年 

早稲田大学卒 播磨重工業勤務 

1947/7 佐賀県立図書館勤務 

1957/8 資料課長 

1968/3 退職 九州造形短期大学図書舘 福岡女子短期大学非常勤講師 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐 賀 

宮原 賢吾 

佐賀県立図書館、佐賀大学附属図書館事務長 

九州大学卒 

1946/12 佐賀県立図書館勤務 

1951/9 佐賀大学図書館に転職 同事務長 

関西外国語大学図書館 

内田 時哉 
九州龍谷短期大学図書館長 

生年月日 1922（明治 11）年 1月 1日 

長 崎 

森永 種夫 

長崎県立長崎図書館長、「長崎氾科長」出版、1954/4～1960/11〔7年〕 

生年月日 1906（明治 39）年 9月 24日 

1952/4 長崎県教育庁学校教育課長 

1954/4 長崎県立図書館長 

1959/8 本館（現在館）起工式 

1960/6 本館開館（鉄骨・鉄筋コンクリート 3階建、書庫 4層） 

1960/9 図書館バス完成 

1960/10 図書館落成式典 

1960/11 館長退任 長崎県教育研究所長として転出〔在任 7年〕 

永島 正一 

長崎県立長崎図書館長、1969/4～1971/4退職〔2年〕 

生年月日 1912（大正元）年 11月 5日 

1957/4 奉仕課長 

1964/7 次長兼奉仕課長 

1969/4 長崎県立長崎図書舘長 

1971/4 館長退任、退職 

石田 保 長崎県立長崎図書館 1941～1980 [39年] 資料課長 

熊 本 

藤居 信雄 

熊本県立図書館長、1945/4～1950/3〔5年〕 

生年月日 1908（明治 41）年〔享年逆算〕 

1957/4 熊本県水俣市立第一中学校長から館長に就任 

1962/3 館長退任 

1963～ 

～2001 

福岡八幡高等女学校、韓国、阿蘇、水俣、熊本、徳島、福岡 

福岡女子短期大学名誉教授 

歿年月日 2001（平成 13）年 7月 12日 

蒲池 正夫 

熊本県立図書館長、1962/4～1967/3〔5年〕 

1962/4 徳島県立図書舘長から熊本県立図書館長に就任 

1967/3 館長退任 

田邊 憲爾 八代市立図書館長 

大分 

山室 壽 

大分県立図書館長、1954/4～1950/3〔5年〕 

1945/4 社会教育主事から館長に就任 

戦災による図書館焼失、戦後の復興などに足跡 

1950/3 館長退任 

米田 貞一 

大分県立図書館長、1965/4～1970/3〔5年〕 

1965/4 県教育長、県立大分女子高等学校長から館長に就任 

新県立図書館建設に尽力 

1970/3 館長退任 



宮 崎 

中村 地平 

宮崎県立図書館長・文学者、1947/5～1957〔11年〕 

生年月日 1908（明治 41）年 2月 7日 宮崎市生まれ 

台北高校、東大美術科卒、井伏鱒二に師事。 

1944/3 疎開で宮崎に帰郷 日向日々新聞社入社 

1947/5 宮崎県立図書館長 

1950/5 県立図書館資料の整備充実 4カ年計画 

1951/5 図書館増築工事唆工 

1952/4 宮崎県図書館協会の発足 

1957/9 館長退任 

1961/1 宮崎相互銀行社長に就任 

1962/3 同上退社 

1971 『中村地平全集』全 5巻 皆美社から刊行 

歿年月日 1963（昭和 38）年 2月 26日〔55歳〕 

日高 一 

宮崎県立図書館長、1957/10～1971/3〔14年〕 

生年月日 1913（大正 2）年 11月 7日 

1947/9 県立図書館司書 

1951/4 副館長 

1957/10 県立図書舘長 

1971/3 館長退任 

1971/4 宮崎女子短期大学教授 

1987/3 同上定年退職 以後非常勤講師 

歿年月日 2000（平成 12）年 4月 2日 

黒木 淳吉 

宮崎県立図書館副館長、1971/4～1980/4〔9年〕 

生年月日 1924（大正 13）11月 7日 

中学校教諭、博物館勤務 

1953/12 県立図書館勤務 

1956/4 奉仕課長 

1964/4 教育庁社会教育課視聴覚教育係長へ転出 

1971/4 県立図書館副館長 

1975 文化賞受賞 

1977 九州文学賞受賞 

1980/4 県総合博物舘長へ転出 

図書館歴 前期 8年 4カ月、後期 9年 

鹿児島 

久保田 彦穂 

鹿児島県立図書館長、1947/11～1966〔19年〕 

生年月日 1905（明治 38）年 1月 22日 

1947/11 鹿児島県立加治木高等女学校校長から 

鹿児島県立図書館長に就任 「親子 20分間読書運動」推進 

1966/3 退職 

島尾 敏雄 

鹿児島県立図書館奄美分館長、1958/4～1975/3〔17年〕 

生年月日 1917（大正 6）年 4月 18日横浜市生まれ 

神戸一商、長崎高商、九大法文学部経済科入学、 

同文科再入学東洋史専攻 1943（昭和 18）年繰上卒業 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   参考：中国、四国関係 

山口 
鈴木 賢祐 

県立山口図書館長、1950/6～ 

生年月日 1897（明治 39）年 11月 13日山口県小郡町に生まれる 

県立山口中学校卒業 シベリア出兵に参加 

1919/5 大阪府立図書館へ就職 

1923/11 和歌山高等商業学校 

1937/12 上海近代科学図書館 

1939/8 九州帝国大学国書舘 

1940/7 東京帝国大学図書館 

1942/4 日本図書館協会主事 

1944/12 満州国中央図書館 

1946/9 小郡町に引揚げ 急性肺炎闘病 

1948/12 東京大学図書館 

1950/5 山口県立山口図書館長 

1959/4 東洋大学図書館学専任教授 

歿年月日 1967（昭和 42）年 1月 11日 

升井 卓弥 山口県立図書館 

徳島 蒲池 正夫 徳島県立図書館長、1949/5～1962〔13年〕 

香川 
椎名 六郎 香川県立図書館長、1942/9～1956〔14年〕 

居石 正文 高松市立図書館長（香川県図書館学会 会長） 

高知 
渡辺 進 

関根 善二 

高知市立市民図書館長（2代）1952/2～1971/12〔19年〕 

〃（3代）1972/1～1986/3 〔14年〕 

 

鹿児島 
島尾 敏雄 

1945/8 奄美群島加計呂麻島に配属、敗戦 神戸へ復員 神戸山手女専、

神戸外大講師 

1955 奄美大島へ移住 大島高校、大島実業高等学校非常勤講師 

1958/4 鹿児島県立図書館奄美分館長 

1975/3 分館長退職 指宿に転居、鹿児島純心女子短大教授 

1977 神奈川県茅ケ崎へ転居 

1961～1967 『島尾敏雄作品集』全 5巻 晶文社 

1980～1983 『島尾敏雄全集』全 17巻 晶文社 

1983 鹿児島市郊外へ移住 歿年月日 1986（昭和 61）年 11月 12日 

入部 兼弘 鹿児島県立図書館地方奉仕課長 

沖 縄 

城間 朝教 
沖縄県立沖縄図書館長、1944～1945 

沖縄県立中央図書館長、1947/4～1951/1 

新崎 盛里 首里図書館長、1949/12～1950/5 

嘉手駒宗徳 
首里図書館長事務取扱、中央図書館長事務取扱、 

琉球政府立中央図書館長取扱、1958/3～1966/12 

大城 宗清 沖縄県立図書館長、1973/4～1986/3 


