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え得ないのか重要な課題である︒

平成吃年度奪季学会⁝・⁝⁝・⁝⁝⁝・⁝

テーマ発表の積み重ねに立って︑

実に活発な質疑応答が展開された︒

それを反映してか︑各発表ごとに

｜維騨雛鱸当翻個鋒摺鯆

更に特定テーマの深化を図る趣旨

には︑発表後も質問者が絶えなか

況を初めて紹介した発表者の周り

タイ国における日本文学の翻訳状

から︑平成九年度の第二一回から
総合テーマ設定を試みたのは︑注
総合テーマにどのような独自性

目してよいであろう︒

った︒テーマ設定の重要性を改め

多くの日本文学研究者を外国か

て自覚したのである︒

ら受け入れている今日︑日本文学

を出すか︒﹁人間と文学﹂﹁宗教と

されたが︑他の機関の国際集会で

の翻訳が重要な課題になるのも趨

文学﹂という魅力的テーマも検討

この国際日本文学研究集会への

も行われている︒国文学研究資料

勢である︒それを考える上にも︑

資料館の国際日本文学研究集会は︑

関心度の測定は︑参加者と研究発

館という性格上︑包括的テーマで

ろう︒

たちが︑西欧文学の翻訳を試みて

逆に西欧諸国に派適された知識人

表申込者の人数が最も客観的であ

日本比較文学会等の学会が︑日本
催するのは︑学会の目的から当然
のことである ︒

昨今︑学会 以 外 に 国 際 日 本 文 化
研究センター︑国立民族学博物館︑

せる必要もある︒

いた明治期の問題が顧みられるに

初期に比較して︑参加者数はや

至った︒

国立歴史民俗博物館等の諸研究機

成九年度以来総合テーマとして

坪内遁遙の翻訳思想︑川上音二

委員会で多くの討議を経て︑平
﹁境界と日本文学﹂を掲げ︑それ

郎と森鴎外の戯曲翻訳等々︑明治

や減少気味にはあるが︑研究発表
参加者数の減少は︑先に挙げた

ぞれサブタイトルとして﹁ジャン

関が︑いずれも日本文学を核とす

同類集会の増加︑日本文学に関す

ルの交流﹂﹁日記・手紙の視点か

期翻訳の問題に集中し︑サブタイ

申込者数は著しく増加している︒

る既存諸学会の国際化︑学位取得

ら﹂を掲げ︑二年度は﹁翻訳と

るか︑類縁的関係で取り上げるか

いずれもそのテーマ・内容・視

の困難による留学生の減少等々︑

その周辺﹂で開催した︒

うになった︒

して︑国際研究集会を開催するよ

点が国際的であるだけではなく︑

そのような状況の中で︑本研究集

様々な要素の競合と思われるが︑

日本文学のグローバルな研究で

留まらず︑作品の価値そのものに

た︒いずれも単なる翻訳の領域に

も︑幸田露伴の文学が中心であっ

も及んだことは︑翻訳という営み

あり︑文学観・思想・言語の異な
りという境界を越え得るのか︑越

避けられないのが︑翻訳の問題で

トルに沿っての潟沼誠二氏の講演

国内外の研究者の参加という面に

れているのかもしれない︒

会の在り方についての再考を迫ら
その意味で︑二○回に及ぶ自由
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ありながら個別的な具体性も持た

第二三回を迎えた︒
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山口博

第路回国際日本文学研究集会運営に関わって
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おいても共通している︒

このように︑各種の研究機関が
メインイベントとして国際研究集
会を開催するようになった今︑先
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え思われる成果であった︒

であったかの問題を投げかけられ

て︑本研究集会の発表として適切

に見られる︑他に例のないあまり

植民地時代の台湾の﹁日本語文学﹂

トルが﹁画像と言語表現﹂と決め

あった︒平成一二年度のサブタイ

殊性を持つ地の文にありとする文

語﹂の翻訳の困難さは︑女性的特

今回の発表においても︑﹁源氏物

ク﹂の翻案﹁新国王﹂に︑当時の

上演された﹁アルトハイデルベル

後の一○月に︑川上音二郎により

つは韓国併合の一九一○年八月直

るとする発表が︑二編あった︒一

﹁翻訳の周辺﹂への新たな提起で

かに映像文化への﹁翻案﹂であり︑

谷崎の小説の映画化の問題も確

に﹁翻訳の周辺﹂である︒

発表を予想していなかったが︑当

の種の国際政治状況に踏み込んだ

たときには︑翻訳または翻案がこ

会委員・聖徳大学教授︶

る︒︵国際日本文学研究集会委員

委員の一人として喜びを感じてい

感動したであろうことをもって︑

ぞれ︑無限に広がる翻訳の問題に

た話し合いが続いた︒参加者それ

懇親会においても︑熱のこもっ

ヒントになったのかもしれない︒

られたのも︑映像文化への翻案が

体論にまで及ぶ発表があった︒
日韓両国の政治状況の認識を読み

﹁翻訳﹂をサブタイトルに定め

にも異常な翻訳の問題である︒

﹁翻訳とその周辺﹂というサブタ

とろうとする発表︑一つは日本の

翻案に国際政治状況の反映を見

たように思われる︒

を通しての近代文学史の構築とさ
翻訳論は︑﹁美辞学﹂﹁修辞学﹂

イトルは︑メインタイトルの﹁境

一一

界﹂を﹁文学と文体の境界﹂とい

へ

う分野にまで拡張することに成功
﹂一周

弓思腰
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﹁文体論﹂と密接な関係がある︒
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多数の発表応募者の中から発表
者を決定するときに︑その発表の
最も適切な場は︑本研究集会なの
か︑他の学会なのかを︑発表者本
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人のためにも考えねばならない︒

二国間にまたがる影響・典拠関
係等は︑本研究集会になじまない
わけではないが︑具体的個別の問
題になると︑テーマによっては例
えば日本比較文学会や和漢比較文
学会が適切である場合もある︒

今回の近世の通俗軍談を取り上
げての﹁翻訳の方法﹂は︑サブタ
の﹁典拠﹂に比重がかかり︑中国

イトル﹁その典拠と翻案の様相﹂
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の歴史書に典拠を探る発表の感が
あった︒発表内容の評価は別とし
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第二三回国際日本文学研究集会

は︑平成二年二月一八︵木︶
一九︵金︶の両日︑当館において

開催されました︒参加者は例年よ
りやや増えて︑一○七名︵うち外
ンを含め︑活発な討議と情報交換

国人五一名︶でした︒レセプショ

プログラムは以下の通りです︒

が行われました︒

＊研究発表

◆﹁通俗唐玄 宗 軍 談 ﹂ の 翻 訳 の 方
法ｌその典 拠 と 翻 案 の 様 相 ｌ
熊慧蘇︵文教大学大学院︶
◆﹁定家卿百番自歌合﹂の﹁春部﹂

について

との比較においてｌ
李応寿︵世宗大学校副教授︶

！；⁝！：文庫紹介⑫⁝ｉＩ１ｉＩＩＩＩ⁝１１１１⁝１−

専徳寺

一専徳寺は︑広島県三次市に所在記される︒

一寺院︒江戸中期には︑学僧としてこうした優れた学僧であり︑かつ一

一する浄土真宗本願寺派︵お西︶の専徳寺所蔵の資料群の特色は︑一

ｌ﹁債鬼﹂から消えたエロスー

◆森鴎外訳ストリンドベリ

大学アジア研究所所長︶

一名高い古貫和上が住職を勤めた︒説教を実際に行った人物の遺品︑一

長島要一︵コペンハーゲン

◆文化の翻訳としての映画物語

一その縁により︑当時の講義ノートすなわち近世の唱導材が︑実際の一

一を専攻する方ならば︑勿論ご存じさて︑当館が件の調査に着手し一

一いが︑世に安芸門徒と呼ばれる広助けとなる可能性を秘めるものの一
一島県下の真宗門徒や︑殊に真宗学ようである︒

一古貫和上の名は︑ごく一般の方在の我々が目にするような形態に一
一にはなじみの薄いものやも知れななり得たかを知るための︑大きな一

一のまま保存される︒いかように．いかなる事情で︑現一

一ために必須の資料が︑そっくりそある︒近世の仏教文学の一群落が︑一

一土真宗の学問と布教の双方を知るままの状態で保存されるところに一

一本類を中心に︑江一戸中期以後の浄した状態で︑崩れることなくその一

一に相当する︑仮綴装の写本・書き唱導の場に出される以前の混沌と一

ｌ谷崎潤一郎﹁肉塊﹂詮ｌ
張栄順︵筑波大学大学院︶

◆台湾の﹁日本語文学﹂における
翻訳の装置
李郁意︵広島大学大学院︶

◆タイ語訳の日本文学
︵チュラロンコン大学助教授︶

カンラヤニー・シタスワン
＊公開講演

とその周辺をめぐってｌ

ｌ日本近代文学史における翻訳

◆露伴の時代

ンス国立東洋言語文化研究

教授︶

潟沼誠二︵北海道教育大学

一じて後は本山の学林に学び︑明和諸氏に当館の調査員をお引き受け一

一る︒十四歳にして高座に登り︑長広島県に在住の近世文学研究者の一

スティーブン・カーター

一０８０９６００４０００００６０１０１４１１卜００００

６００６０００００００８００００００００９０８６０００９０００００９００９９０００００９９００１０００６０６Ｉ００１８０１０００９００り０００００００００■０００日００８００４９０９００００４日９

一優れた説教の才を有したことも併

一きない類の羅漢づら学者ではなく︑︵文献資料部和田恭幸︶一

一しかし︑学寮の人間にしか通用で査員の諸氏に御礼を申し上げます︒一

︵カリフォルニア大学アー

︵研究情報部情報資料室︶

三月刊行予定です︒

これらの内容を収めた会議録は︑

バイン校教授︶

一三年・宝暦八年には︑本山の安居頂き︑文献資料調査を実施してい一
一で﹁浄土論註﹂を講義したという︒る︒記して︑専徳寺様ならびに調一

Ｉ頓阿の歌をめぐってｌ

◆題詠の翻訳

一事蹴伝﹄︵﹁真宗全書﹂第髄巻に所現在は︑島田大助氏・杉本好伸一
一収︶に歴代の勧学と並んで記され氏・長谷川泰志氏・藤沢毅氏ら︑一

アンドレア・ラオス︵フラ

ｌ和歌の配 列 を ど う 読 む か ｌ

へ

一のことと思う︒その伝記は︑本願たのは︑読本研究でご高名な横山一
一寺派の学僧の事跡を集めた﹁古徳邦治先生のご紹介によるもので︑一

所博士課程︶

◆源氏物語の叙述体の翻訳におけ
る問題

ソーニャ・アンッエン︵ア
ルバータ大学教授︶

◆実用主義の翻訳から芸術言語の
翻訳へとｌ芸術的翻訳思想の誕
鄭炳浩︵筑波大学大学院︶

生とその周辺ｌ

ｌ﹁アルトハイデルベルク﹂

◆﹁新国王 ﹂ に 現 れ た 韓 国 観
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﹁文化財の流出﹂の発想を捨てる

三月初旬には台湾大学図書館の

の成果となること確実である︒

ほか︑資料調査にも関わって貰っ

上野三教授が講読の担当に赴いた

る機運が生じてきたことは喜ばし

にあった共同調査にも漸く篭手す

い︒機の熟することを待つ姿勢も

たが︑フランスの場合困難な状況

で予告した旧植民地所在本の収集

重要であるが︑こちらも﹁文化財

旧台北帝大本の調査︵昨年九月に

は大連の旧満鉄本を除いて︑この

次ぐ︶・収集にも入った︒前々号
げようもない︒幕末明治を連続の

ように具体化し始めたことを報告

松野陽一
年明けの五日︑佐岐えりぬ氏が
した当館にとってこの上ない贈物

相で把えて資料収集・研究を開始

の流出﹂などという意識を早く捨

た︒昨年度末に︑中村真一郎氏愛

しておきたい︒

る謝意挨拶のための来訪であった︒

い︶を当館が購入したことに対す

のキャンベル助教授の文章が詳し

年百点ずつのマイクロフィルムが

の収集作業が開始された︒今後毎

本古典籍資料︵旧総督府図書館本︶

との二年越しの交渉が実って︑日

る各国の日本研究者によって利用

の調査・収集から︑現所蔵者であ

それは︑日本人研究者のためだけ

化があったことを記しておきたい︒

が︑数年前から基本的な姿勢に変

アメリカでも調査を継続している

当館ではこのほかにヨーロッパ︑

瞥館が大切に管理保存をしてきた

いってくれた本︑韓国・台湾の図

アーネスト・サトウが折角持って

はない︒ケンペル︑シーボルト︑

る日本関係書籍は︑日本のもので

海外各国の図書館・個人の所蔵す

て去ることこそ肝要である︒現在

二月初日︑韓国国立中央図書館

となった︒

小山弘志元館長の案内で来館され
蔵の日本漢詩文集コレクション八

小山先生は一高以来の故人との親

大局観に依る所︑大なるものがあ

収集︑利用可能となる︒尹館長の

本は︑当館としても正確な番誌傭

百点︵内容については本館報記号

しい立場からの仲介の労をとられ

される資料となることへの意識の

を寄贈して頂いた︵ただし序章の

章から成る 江 戸 詩 史 の 未 発 表 草 稿

の庭︵言昌９９紺︶﹂と題する五

て︑中村氏が用意していた﹁詩人

タートする︒この見返りで現在客

本︶も︑年度は越えるが同様にス

ウル大学校図書館本︵旧京城帝大

困難を克服した︒感謝したい︒ソ

到な配慮と成果実現への熱意が︑

コレージュ・ド・フランス日本

重ねて行きたい︒

に資することになるように努力を

現地研究者が充分に活用して研究

査の態勢も整えることによって︑

ころまで到っていないが︑共同調

変革である︒まだ実効が上がると

研究手法を身につけ︑現地資料を

が果された写本・版本を駆使した

やピジョー先生の如き老練な先達

き資料なのである︒フランク先生

ぞれの国の日本研究者が活用すべ

報は持ちたいが︑基本的にはそれ

に書かれることを歓迎する︒しか

論文は日本語以外の言語で活発

て中絶した﹁木村燕葭堂のサロン﹂

すが老練な専家の史料批判は厳密

会で中間発表が重ねられたが︑さ

になった︒既に三回にわたる研究

た︶︒一方当館からは︑岡︑新藤︑

イユ︑ロータモンド両氏が蒜任し

た︵長期の客員教授としてはエラ

の短期研究者を迎えることになっ

要はないが︑日本学研究者の増加

しい︒全ての證文がそうである必

本を縦横に用いるものであってほ

し︑用いるテキスト本文は写本版

厚くなることを望んでやまない︒

二月のフェルシュール氏で九人目

を経過し︑フランス側からはこの

の原稿を︑単行本化の後に寄贈し

且つ新見に満ちていて︑予期以上

−4−

︑︑

たわけである︒夫人の佐岐氏から

るが︑李貴遠古典籍運営室長の周

メモでは︑江戸の詩の面白さを語

の崔承煕先生の日本国内での韓国

員教授として着任されている同大

学高等研究所との学術協定も三年

は︑コレクションの関連資料とし

るもので﹁詩史﹂を企図するもの

古代史料の調査・収集も︑天理・

密で魅力的な創作ノートである︒

月には成果発表の機会を持つこと

京大・早稲田等で順調に進み︑三

活用してくれる若手研究者の層が

ではないと記しているが︑誠に綿

また︑﹁新潮﹂連載中に急逝され

集英社版の同名番とは異なる︶︒

て下さることを約された︒共にま

︵

ことに有難いことで︑感謝の申上

ｰ、
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し︑当館の果たすべき役割りも︑

がその方向で進展することを望む

ずることがしばしばである︒各言

トルの方向が逆になっていると感

多いが︑日本文学の場合︑ヴェク

当面する重要問題である︑独立

化﹂の目標になってよいのではな

を作ることが当館の当面の﹁国際

の三点については香く余裕を失っ

加入︑立川移転に伴なう組織改革

ふ,.F ？〆

､一J
，.

‐
■

Iｿ索〃句

r十七ざ患a(鶯禽りゅ寄代')...1

︵館長︶

見解を述べるので︑参照されたい︒

葵上・紫上・花散里１お受講は無料です︒

妻三態抽選とさせていただきます︒な

ｌその役割と効果Ｉの回の三週間前までに︑お申し
③二月二四日︵金︶込み下さい︒応募多数の場合は

衣裳の描法のみの受講を希望される方はそ

②九月二九日︵金︶方は四月二四日までに︑ある回

ｌ藤壷・秋好中宮・女三宮Ｉ５回全部の受講を希望される

皇女の系譜に︑郵送して下さい︒

①五月一九日︵金︶国文学研究資料館源氏講演係宛

平成一二年所・氏名・所属をご記入の上︑

通りです︒往復はがきに郵便番号・住

す︒多数の方々のご来聴をお待ち受講人数一二○名
いたします︒日時・題目等は次の申し込み方法

研究的な内容のものとなっていま

も含めて対象としており︑専門的各回三時〜四時半︵一時間半︶

までの公開講演会と同様に︑研究愛読する人々
者・大学院生・学生に一般の方々ｌ鎌倉後期の享受ｌ

岩佐美代子氏です︒内容は︑これ⑤三月一六日︵金︶

﹃源氏物語﹂の連続講演を開催致夕霧の巻鑑賞
します︒講師は鶴見大学名誉教授ｌ普通人の物語ｌ

していますが︑今回それとは別に︑④一月二六日︵金︶

当館では毎年公開識演会を実施平成一三年

岩佐美代子の語る﹃源氏物語﹂

古典連続講演のお知らせ

た︒近々他の手段で現状の報告と

その線に沿ったものになるべきで
語圏毎に︑活字本だけに拠らない
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.
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あろう︒

へ

行政法人化︑総合研究大学院大学
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示した︒期間中は無休で日暇祝日

にお出で頂けなかった方々には︑

抽選を行うこととなった︒識演会

び展示は︑深草の元政上人をテー

平成一二年春期公開講演会︒及

春期公開講演会・展示のお知らせ

も開催という形をとり︑来館者は

込みが殺到したため︑やむを得ず

公開講演会を開催した︒聴講申し

昨年一○月二五日から一一月六

マに行います︒多数の皆様のご来

芭蕉自筆奥の細道展報告
日まで︑秋季特別展示として﹁芭

館をお待ち致します︒

=や零画一畳‑勺←

知

羽

今

へ

ｰ

Q

講演（上野教授）
一

へ

講演（雲英教授）

土曜日・日畷川は休館︒

来観自由・入場無料︒

会場当館二階展示室

︵金︶九時半〜四時半

日時六月一九日︵月︶〜三○日

料を展示いたします︒

平塚市隆盛寺所蔵の元政関係資

︹展示︺

下さい︒︵定員先着一五○名︶

資料館誰演会係宛に︑郵送して

氏名をご記入の上︑国文学研究

往復はがきに郵便番号・住所・

申し込み方法

佐賀大学教授井上敏幸氏

会場当館大会議室
講師成撰大学教授櫛斐高氏
隆盛寺住職萩原是正氏

一時半〜四時半

日時六月二三日︵金︶

︹講演会︺

元政ｌ弱者の奇蹟Ｉ

の図録弓奥の細道﹄の軌跡﹂を
た︒講演の内容は︑従来と同様に︑

臨川書店より販売し︑既に完売し

深くお詫び申し上げる︒なお展示

また一○月三○日に︑﹁自筆本

﹁国文学研究資料館古典講演シリ

一三日間で一七七九名を数え︑当

﹃奥の細道﹂とはなにか﹂︵当館上

ーズ﹄として臨川書店より刊行さ

館開館以来鹸高となった︒

﹃奥の細道﹄を︑関東地区ではじ

野洋三教授︶・弓奥の細道﹂の

蕉自錐奥の細道﹂展を行った︒平

めて展示公開し︑それと共に出現
版本について﹂︵早稲田大学文学

成八年秋に発見された芭蕉自筆本

﹃猿蓑﹂歌仙﹁市中﹂の巻︑﹃冬の

声

訓勺

一
一
̲
一
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した同じく芭蕉筆の﹃幻住庵記﹄︑

一

れる予定である︒︵参考室︶

＝鷺茎一一

部雲英末雄教授︶というテーマの

二

日﹂などを含めて︑計四四点を展
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毎年恒例のシンポジウムの第５

と現在の問題点からスタートして︑

行による研究の可能性の拡大など︑

タベースの有用性︑ＣＤｌＲＯＭ刊

に見られるものとして注目を浴び

ションされ︑会場の議論を具体的

によってそれぞれデモンストレー

３種類のＣＤＩＲＯＭが︑出版社

当日は︑会場外の玄関ホールで

われる︒

国文学研究におけるデータベース

た︒

インターネット上の源氏物語デー

河添房江︵東京学芸大学︶

しながら多角的な議論があった︒

構築と利用について︑将来を意識

ます欠かせないものになりつつあ

電子情報が国文学研究にもます

室伏信助︵東京女子大学︶

ＣＤｌＲＯＭ出版はそれぞれに

催した︒

回を︑昨年一二月三日︵金︶に開

優れた特徴があり︑利用目的によ

＊午後の部
︿講演﹀

の間隔を空けずに三種類も出版さ

ることを実感した一日であった︒

ネムフ

って使い分けるのが良いように思

，，

︹ニューメディア・データベース

k

﹁源氏物語﹂︺

4

れるという偶然の素晴らしい事態

一 一 o ー

を見据えて︑聖二世紀の源氏物
角川書店版

伊井春樹︵大阪大学︶

今西裕一郎︵九州大学︶

九州大学版十勉誠出版版

中村康夫︵国文学研究資料館︶

岩波普店版

一幸

︾

甦斗
、■

語研究〃とのテーマ設定にした︒
源氏物語研究者・ＣＤＩＲＯＭ担
当者五人︵室伏信助・河添房江・

伊井春樹・今西裕一郎の各氏と中
約一五○名の参加者を得た︒また︑

村︶が講演やパネリストを務め︑

︿討論﹀

パネル・ディスカッション﹁源氏
河添房江︵東京学芸大学︶

トで結び︑パネルディスカッショ

当日は︑広島大学とインターネッ

室伏信助︵東京女子大学︶

物語研究の新展開﹂

は︑五○名を越える参加者が集ま

参加していただいた︒広島会場に

伊井春樹︵大阪大学︶

ンには広島会場から稲賀敬二氏に

ったとのことである︒プログラム

今西裕一郎︵九州大学︶
中村康夫︵国文学研究資料館︶
稲賀敬二︵安田女子大学︶

︵国文学研究資料館︶

司会・伊藤鉄也

内容は︑源氏物語の本文研究史

〔

源氏物語のＣＤＩＲＯＭが一年

源氏物語の本文ｌ現状と課題ｌ

データベース室長中村康夫

第５回シンポジウムコンピュータ国文学報告

へ

は以下に掲げるとおり︒

︹プログラム︸

︿講演﹀

＊午前の部

Ｉ接点と期待Ｉ

源氏物語とニューメディア
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新収
阿仏のふみ写一冊

古書抄平成二年

六・○×一八・六糎︒墨付二四

写對水蔵﹂とあり﹁對水﹂の印︒

東海道五拾三題勝景帖横本一冊

丁のうち︑貼紙を後補で綴じ込ん
だものが三十三丁ある︒

狂歌入り小判錦絵﹁東海道五十三

外題﹁為家乃御前阿佛のふみ﹂︑
りの下絵入︑色変りの装飾料紙︒

平かな古活字版︒料紙は︑雲母摺

毎半葉十一行︒刊記﹁寛永廿癸未

本地上︵中・下︶﹂︒匡郭四周単辺︒

針袋綴装︒題策欠︒内題﹁釈迦の

寸法二七・三×一七・五糎︒五

態にした絵本︒﹁日本橋・六郷

︵六郷渡を含む︶を順番に版本形

を︑日本橋から京までの五十六図

次﹂の揃い物︵享和四年初摺刊行︶

北斎画︑原題鐙に﹁東海画譜全﹂︒

釈迦の本地大本三巻三冊

扉題﹁阿佛のふみ﹂︒枡型本列帖
の装飾本として︑極めて重要な資

嵯峨本に先行する︑和書古活字版

渡・原・鞠子・藤枝・鳴海・宮・

慶長年間の刊行︒毎半葉十行︑

徒然草古活字版大本二冊

装︒表紙共紙︒墨付本文十六丁︒

京﹂は柳川重信画か︒表紙裏に

南北朝末から室町初期頃の写︒

﹁乳母のふみ﹂﹁庭の訓﹂とも呼ば

刷りはヤヤ後印︒

年九月吉日橘屋／源兵衛開板﹂︒

久司氏︵大東急記念文庫︶のご執

なお︑本書のカラー図版と岡崎

筆になる詳しい解説が﹁特別展

本紙寸法︑一五・六×五二・二

期の後摺りと思われる︒

が併用されている点から︑文政後

款を用いた時期や︑本藍とベロ藍

﹁前北斎為一画﹂とあり︑この落

料である︒

れ︑阿仏尼が娘紀内侍に教えた書
があるが︑これは略本系統に属す

糎︒冒頭の二・三字が切除され︑

とされる︒広本系統と略本系統と
る︒奥普はない︒現在知られる諸

光悦と能華麗なる謡本の世界﹂

芭蕉書簡︵怒誰宛︶一軸

本のうち蛾も古い書写の伝本であ

︵ＭＯＡ美術館・一九九九年発行︶

る︒

色卍繋艶出表紙︒外題墨書︒嘉慶

朝鮮銅活字版︵丁酉字︶︒金茶

雅踊特大八巻二冊
宛書簡と︑形態の上からも内容の

四年︵一七九九︶正祖による編

禄七年正月二十七日付の菅沼曲水

宛名・署名・日付をも欠くが︑元

で︑同じ頃︑曲水の実弟高橋怒誰

上からも深く関係が認められるの

纂・刊行にかかる︒朱子の詩文を

栗皮色無地表紙︒外題なし︒書

職原抄写一冊

い︒

に掲載されているので参照された

伏見院御集 巻 子 本 一 軸
江戸初期頃の広沢切模写本︒二
十紙継︒表紙・見返し共雲母刷蔦

抜粋したもの︒印面やや荒れてい

模様︒本紙の上下段に金銀切箔・

して芭蕉の境地を示す重要資料︒

宛と推定される︒最晩年の筆跡と

安保流注釈を承けて成立した富田
江戸後期成か︒武家屋敷に到着

︿足利末期古爲本／詳注書入﹀﹂︒

見院御集﹂二一六三〜二二六二の

流の注釈書︒﹁職原抄﹂本文に書

する客と︑その接待のための厨房

写奥書等なし︒峡題菱﹁職原紗

百首︒残り十七首のうち十五首は

き込みをしたものにさらに︑頭

い︒成立も同じ︒こちらは杜甫と

体裁も同じだが︑本書は更に大き

百首は﹃新編国歌大観﹂所収﹃伏

﹁新編国歌大観﹂未収であり︑更

注・貼紙などで︑冒頭の伝流を示

の様子を描く︒彩色画であるが︑

砂子散し︒総歌数二七首︒うち

にうち十一首が新出資料である︒

す注をはじめ︑多数の注が書き込

色指定が書き込まれているので︑

したもの︒精印︒

陸瀞の五言律詩・七言律詩を抜粋

同じく朝鮮銅活字版︵丁酉字︶︒

御定杜陸千選特大八巻四冊

る︒

また百首に関しても︑自筆原本と

まれる︒室町最末期の成立と思し

屏風などの下絵として製作された

武家屋敷饗膳厨房絵巻一軸

の相違や︑注記など︑検討すべき

い・朱による傍線︑句読点︑注見
点を多く含む︒

ものか︒巻頭に﹁中洲寓居二於之

口｜
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及ぶ天海蔵旧蔵本がまず挙げられ

﹁神道集﹂巻九その他︑十数点に

蔵で︑黙雷が大谷光瑞から贈られ

類補註李太白詩﹂︵写字台文庫旧

慶安年間創建で南部家とも縁の深

願教寺は浄土真宗本願寺派に属し︑

よび書画類の悉皆調査を行った︒

に︑盛岡市願教寺所蔵の古典籍お

文献資料部では平成十一年十月

れ︑カードを採取したものは最終

て目録以外の和本が相当数見出さ

定であったが︑調査の進行につれ

間で十分余裕をもって終了する予

の総数を約千百点と概算し︑十日

に存しており︑それによって和本

﹁道遥院島地大等遺書目録﹂が既

あり︑天平二十一年から︑下は保

も特記される︒うち半数に奥書が

点も見られ︑零本ながら有益であ

誤写も多いが︑赤木文庫本に優る

小題に﹁五十北野天神事﹂とある︒

で従来未知の資料︒﹁神道集﹂は

者実海の詠じた法華経の経文和歌

の著述草稿類・自筆ノート類も確

紹介を省く︒その他︑黙雷や大等

出されたが︑紙幅の関係で今回は

四十点︶にも注目される作品が見

を中心とする書画類︵総数約三百

岡崎・村木両氏が担当した掛軸

たもの︶が目に付いた︒

い寺院であるが︑明治期仏教界の

的に二千二百点余りに達した︒保

資料であり︑別箇に目録化する必

なかったのは︑盛岡の寒冷な気候

懸念しておられた虫害もほとんど

写﹃大般若波羅蜜多経﹂巻五百六

安四年に至る︒無奥書の奈良時代

いない︒その補いとして︑研究上

公開で︑個別的な閲覧には応じて

なお︑願教寺所蔵資料は現在非

要があろう︒

ているのである︒今回の調査は︑

いて問い合わせたのが機縁となり︑

の際︑願教寺に黙雷の旧蔵番につ

典﹂に﹁島地黙雷﹂の項目を執華

ては︑視野の広い仏教学者で諸宗

は当然として︑天台・真言につい

占めている︒真宗の書籍が多いの

宗・浄土真宗関係が鼓的に多くを

降の版本が主体で︑天台宗・真言

蔵書の内容は仏書︑特に江戸以

また応永十七年写﹁日本紀私見聞﹂

弘安四年写﹃谷阿闇梨伝﹂がある︒

和上表制集﹂巻五︵高山寺旧蔵︶︑

写﹁代宗朝贈司空大弁正広智三蔵

このほか古写本には︑鎌倉初期

として貴亜なもの︒

数少ない﹃大般若経﹂の訓点資料

群点︶が全体に加点されており︑

上げる︒また︑カード謝金なしと

森師に対し︑改めて深く感謝申し

期にわたり御援助を賜った島地興

簸後に︑御多忙の中を割いて長

刻の形で紹介して行く予定であり︑

﹃調査研究報告﹂に影印または翻

必要度の高いと思われる資料を

現住職島地興森師の全面的な御協

の教理に通暁し︑﹃天台教学史﹂

十七は︑平安中期頃の白点︵第三

力のもとに実現したものである︒

の著もある大等の蒐集による所が

も幸いしたのかも知れない︒

調査に当ったのは文献資料部の

葉集﹂︵嘉吉元年頃写三冊・江戸

﹁円頓戒法秘蔵大綱集﹂︑﹃渓嵐拾

貴重資料としては︑室町初期写

﹁源氏物語﹂五十三帖︑明版﹁分

仏書・神書以外では︑江戸初期写

資料として今後検討が待たれる︒

所の多い日本書紀・麗気記の注釈

琉本﹃日本書紀私見聞﹂と関わる

は︑至徳三年の本奥書を持ち︑春

げたい︒

加者各位にも︑厚く御礼を申し上

調査に献身して下さった館外の参

いう条件にもかかわらず︑長期間

ていることを付記する︒

敬子・渡辺匡一の各氏に加わって

初期写四冊︶︑天文十七年写﹁詠

久司・菊池庸介・土屋順子・村木
頂き︑総勢十名で十日間休みなし

法華廿八品和歌﹂︑江戸初期写

︵文献資料部助教授︶

いては︑大等の残後に編まれた

美術館︶が﹁日本古典籍書誌学辞

岡教授・中野助手・和田助手と落

大きいと推測される︒

来年度以降マイクロ撮影も計画し

合︑また館外から井上泰至・岡崎

調査メンバーの岡崎久司氏︵五島

父子二代の蔵書がここに収蔵され

また︑法隆寺一切経十軸の所蔵

認された︒近代仏教学の興味ある

傑物島地黙雷が明治二十五年に住

存状態はおおむね良好で︑住職が

ワ︵︒◎

地大等も次代の住持を務めたので︑

十年の賊があり︑﹃轍塵抄﹂の著

る︒﹁詠法華廿八品和歌﹂は明応

/ー、

持となり︑養嗣子で仏教学者の島

落合博志

願教寺資料調査につ いて

/へ

に実施された︒願教寺の蔵書につ
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漢文学・学芸史・近世史料学の研究山田哲好

・情報国文学の研究史料学的研究大友一雄

特別共同利用研究員︵大学院生︶の受入れについてロバート・キャンベル・幕府・藩の組織構造と文書群の

国文学研究資料館では︑当館で・コンピュータを使った古典研究安永尚志・原正一郎・近世都市史の研究渡辺浩一

の研究及び研究指導を希望する特中村康夫・文学情報処理野本忠司・史料管理学の研究

別共同利用研究員︵大学院生︶を．﹁源氏物語﹂の異本と異文に関・近世史料の研究高木俊輔高木俊輔・鈴江英一

募集しております︒する研究伊藤鉄也・近現代史料の研究鈴江英一丑木幸男・安藤正人

詳細につきましては︑昨年十二・中古・中世の和歌文学の研究・近代民間史料の研究丑木幸男山田哲好・大友一雄

月初旬に各大学院へ送付した﹁特浅田徹・記録史料学の研究安藤正人渡辺浩一

別共同利用研究員受入要項﹂をご・和歌文学の文化史的研究一・●！●！１１！！●：⁝ｉＩｉＩＩＩＩＩ︐ＩＩｉ１ＩＩ●！●●！・・●・⁝︾

三七八五

七・五山禅林における中国癖岬罐率一当館では︑国文学と日本史学を忠司助教授︵文学情報処理︶︑堀一

覧ください︒又は︑当庶務課共同松村雄二一夏期セミナー受講生の募集
利用係︵電話○三

接ご請求ください︒・中世学
問
研の究
・中
世史
文学
研究︑特に細蛎関識一饗鍛識語鉢︾擁壁﹂碓吐癖需斑鍛︑剛津詞鋤湘擁↑邸蓉鰄徽﹄表︑渡一

概要る研究落合博志言原典講読セミナー﹂を開講してこのセミナーは︑平成五年より一

受入人数十名程度・中世歌人とその周辺に関する研一います︒これは一年をサイクルと開識し︑受講生から毎回好評を得一

一生︶の受入れとは別で短期間のセ大と深化をはかる貴重な機会とし一

受入対象大学院の修士課程又究田渕句美子一する特別共同利用研究員︵大学院ています︒研究における視野の拡一
は博士課程に在学し︑日本文学及・江戸初期の文学と出版文化

ぴ日本史学等を専攻し︑文献学︑岡雅彦一ミナーです︒て︑ふるって応募していただきた︾

卿混雑批試一

卵軒細作﹁セミナー﹇原典を読む﹈﹂﹁原典一

なお︑このセミナーの講義は︑一

書誌学︑史料管理学等に関する分．﹁奥の細道﹂本文校訂の試み一日程等についてはまだ決定されいと思います︒
野に興味を持つ学生︒
授
業料無料・近世学芸史の研究︑特畦袖辨匡一鮴獅確羅詳却詞号蓉継

決い
定て当
学決
院定教
力近
関世す
究究︑特に職鉾伎緯一睡窪阯諦蝉謡評樫棚麺鯛玲恥錨必紬蒋魑詮﹃一一野川渉唖﹄
委受
員入
にお
審館
査大
の上
し育
︑協
そ︑
文る
学研
の研

頁参願︶

セミナーについての問い合わせ一

の籍果を所属する大学朧の溺究科瀞瑠璃の厨究武井鰯一二蕊鮒鮭織輪蕊．れています︒禾号

伊藤鉄也助教授︵中古物語︶︑係︵○三

三七八五 七三二内一

長及び本人に通知する︒・草双紙における芸能受容の研究一者は︑次の予定です︒先は︑当館管理部庶務課共同利用一
研究課題・指導教官︵予定︶山下則子

、

鈴
淳
授
近
学
史
野１本
線：二
一ｉ○
・１二
一：二
で⁝す
︒●⁝：⁝；：一
新藤協三・肥世紀後半から明治期にいたる！！！！︲ＩＩＩＩＩＩＩ１
Ｉ木
ＩＩ
Ｉ教
Ｉ⁝
・︵
⁝⁝
⁝世
：⁝
⁝芸
・●
⁝︶
●・︑
・１
１⁝
ＩＩ
⁝１
⁝！
！！
：！

・平安私家集・私撰集の研究・近代文学の研究谷川恵一

ー､
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平成旭年度共同研究
岩瀬文庫書誌目録編纂のための
基礎的研究

堤邦彦︵京都精華大学教授︶
○平成ｎ年ｎ月

記念品を贈呈した︒

田安徳川家資料による諸道伝書

山崎誠︵国文学研究資料館教授︶

笠嶋忠幸︵︵財︶出光美術館学芸ｇ

宇都宮千郁︵上智大学大学院生︶

磯水絵︵二松学舎大学教授︶

平成吃年３月釦日︶

︵平成ｎ年９月１日〜

ン校教授

カリフォルニア大学アーバイ

︵客員教授︶

カータースティープン

○平成ｎ年９月１日付

年２月︶

人事異動︵平成ｎ年９月〜平成吃

松浦晃幸︵管理部会計課長︶

日

後小路蕪︵別府大学助教授︶
山下琢巳︵東京成徳短期大学助
岡雅彦国文学研究資料館教授︶

教授︶

阿部泰郎︵名古屋大学教授︶
和田恭幸︵国文学研究資料館助手︶

塩村耕︵名古屋大学助教授︶
榊原千鶴︵名古屋大学助手︶
柳沢昌紀︵中京大学助教授︶
の研究

服部仁︵同朋大学教授︶
林知左子︵西尾市立教育委員会

落合博志︵国文学研究資料館助

高城弘一︵国学院大学助教授︶

教授︶

堀川貴司︵国文学研究資料館助

浅田徹︵国文学研究資料館助

教授︶

田渕句美子︵国文学研究資料館助

︵平成ｎ年９月１日〜

ソウル大学校教授

和田恭幸︵国文学研究資料館助手︶

平成廻年３月訓日︶

山内

光男︵東京大学大学院人文

弘一︵上智大学文学部教授︶

成市草稲田大学文学部教授︶

社会系研究科教授︶

吉田

李

平木

部教授︶

賃︵天理大学国際文化学

承煕︵国文学研究資料館客

員教授︶

平成皿年３月瓠日

任期平成皿年ｎ月１日〜

座の文学としての中世後期の和歌

教授︶

荒木尚︵就実女子大学文学部

常勤講師︶

伊藤敬︵藤女子大学文学部非

伊藤伸江︵愛知県立大学文学部

藤田眞一︵京都府立大学教授︶

︵平成ｎ年ｎ月１日〜

名古屋大学文学部助教授

塩村耕︵文献資料部助教授︶

併任

助教授︶

岸田依子︵昭和女子大学文学部

岩佐美代子︵鶴見大学名誉教授︶

助教授︶

飯倉洋一︵山口大学助教授︶

○平成ｕ年ｎ月１日付

竹本幹夫︵早稲田大学教授︶

大谷俊太︵奈良女子大学助教授︶

平成吃年３月訓日︶

﹁謡曲大成﹂編纂のための謡本

山中玲子︵法政大学助教授︶

神作研一︵金城学院大学助教授︶

研究資料館客員教授︶

カータースティープン︵国文学

助教授︶

廠木一人︵青山学院大学文学部

林達也︵駒沢大学文学部教授︶

学部教授︶

齋藤彰︵昭和女子大学短期大

樹下文隆︵広島県立女子大学助

山本和明︵相愛女子短期大学助

部講師︶

井上和枝︵武蔵野女子大学文学

いる韓国古文書の調査研究

日本各大学図書館に所蔵されて

平成吃年３月瓢日

任期平成ｎ年ｎ月〃日〜

共同研究員︵前号追加︶

教授︶

づき︑次の方に表彰状を伝達し︑

文部省永年勤続者表彰規定に基

文部省永年勤続者表彰

鈴木淳︵国文学研究資料館教授︶

上野洋三︵国文学研究資料館教授︶

表きよし菌士舘短期大学助教還

﹁芦庵文庫﹂の研究

教授︶

崔承煕︵客員教授︶

教授︶

学芸員︶

へ
教授︶

の所在調査と系統分類の研究

崔

/‐、

大谷節子︵神戸女子大学助教授︶

石井倫子︵東京国立文化財研究
所調査員︶

落合博志︵国文学研究資料館助
教授︶

高僧伝の研究
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委員会日鮭
平成ｎ年
移転問題検討委員会

︵北海道・東北地区︶

員会議

国文学文献資料調査

準備委員会︵第三回︶

創立釦周年記念行事

委員会︵第一回︶

大学院教育協力

︵第二回︶

ベース委員会

原本テキストデータ

委員会︵第三回︶

情報システム専門

︵第二回︶

図書選定小委員会

︵第三回︶

移転問題検討委員会

︵第二回︶

ベース監修員会議

原本テキストデータ

企画委員会︵第二回︶

委員会︵第二回︶

︵第二回︶

９月７日

加月晦日

ｎ月吃日

皿月８日

ｎ月７日

９月詔日

1714

情報システム専門

彙
委員会︵第四回︶

会︵第九回︶

大学院設置準備委員

︵第一回︶

２月犯日ホームページ委員会

員会︵第五回︶

３月７日情報システム専門委

︵第一回︶

３月９日憎報システム委員会
３月創日貴重書指定小委員会
︵第二回︶

３月羽日大学院教育協力委員
会︵第二回︶

平成十一年度第二回運営協議員

運営協溌員会の開催について

平成十一年度第二回評議員会が

平成十二年三月十三日︵月︶に開

二年度予算内示及び科学研究費補

催され︑管理運営の概況︑平成十

助金︑平成十二年度事業計画︑平

評議が行われた︒

成十二年度共同研究計画について

外国出張

鈴江英一

渡航先オランダ
目的在欧日本史料の所在

の現状に関する調査

平成ｎ年９月６日

期間平成ｎ年８月釦日〜

渡航先オランダ・スペイン

大友一雄
に開催され︑教官人事︑管理運営

と現状に関する調査

目的在欧日本史料の所在

会が平成十一年九月三十日︵木︶

第三回運営協議員会が平成十二

平成ｎ年９月９日

期間平成ｎ年８月釦日〜

の概況について協議が行われた︒

教官人事について協議が行われた︒

年一月二十七日︵木︶に開催され︑

第四回運営協議員会が平成十二

渡航先アメリカ合衆国

鈴木淳
ベース委員会

年二月二十九日︵火︶に開催され︑

目的米国議会図書館等所

査

平成ｎ年９月晦日

渡航先台湾

松野陽一

期間平成ｕ年９月４日〜

蔵の日本古典籍の調

評議員会の開催について

われた︒

度共同研究計画について協議が行

算内示及び科学研究費補助金︑平

管理運営の概況︑平成十二年度予

１月型日共同研究委員会
︵第三回︶

２月ｎ日国文学文献資料収集
︵第二回︶

計画委員会

︵第二回︶

成十二年度事業計画︑平成十二年

︵第三回︶

１月幻日原本テキストデータ

平成吃年

吃月略日企画委員会︵第三回︶

会委員会︵第三回︶

吃月皿日国際日本文学研究集

︵第三回︶

図瞥選定小委員会

会︵第八回︶

吃月９日大学院設置準備委員

会委員会︵第二回︶

ｎ月肥日国際日本文学研究集

委員会︵第七回︶

ｎ月焔日大学院設置準備

︵第二回︶

ｎ月皿日共同研究委員会

︵中国・四国地区︶

員会議

ｎ月５日国文学文献資料調査

報
２月灯日将来構想委員会
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９月９日

日日

情報システム専門

、

月月

皿月翠日

一、
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目的韓国を中心とした旧
植民地所在の日本古
典籍に関する研究
平成皿年９月四日

期間平成ｎ年９月灯日〜
田渕句美子

渡航先ポ ー ラ ン ド
フランス

目的第加回欧州日本資料
出席及び在仏日本文

専門家協会年次大会
学資料の調査・研究

期間平成ｎ年９月加日〜
平成ｎ年ｎ月１日

武井協三
渡航先イタリア
目的イタリア日本学会に
おいて研究結果の評

的研究

期間平成ｎ年９月晦日〜
平成ｎ年９月躍日

安永尚志
渡航先イタリア
目的フィレンツェ大学に

日本史料の所在と現

目的ポルトガルにおける
状に関する調査
平成ｎ年ｎ月喝日

期間平成ｎ年ｎ月瓠日〜
安藤正人
イスラエル

渡・航先イギリス

ジアにおける文替記

目的第二次世界大戦期ア

としたコラボレーシ

おける古今集を対象
ョン環境の立ち上げ

査

・流出等に関する調

録史料の略奪・廃棄

及びイタリア日本文
学研究会議参加

期間平成ｎ年９月四日〜
平成ｎ年９月釦日

平成ｎ年ｎ月加日

期間平成ｎ年ｎ月皿日〜

典籍の研究

上野洋三
渡航先フランス
目的在ヨーロッパ和本古

渡航先中国

安藤正人
渡航先マレーシア
目的第二次世界大戦時及

平成︑年吃月晦日

期間平成ｎ年皿月皿日〜

レーションに関する

中国・韓国の漢籍受

目的〃世紀日本における

入口敦志

打合せ︑実験を行う

び戦後の日本植民地

岡雅彦・和田恭幸

期間平成皿年９月認日〜

及び占領地における

平成皿年９月釦日

・平成︑年吃月肥日

期間平成ｎ年ｎ月詔日〜

⑩についての研究実施

容の分析並びに総合

入口敦志

福田千鶴
渡航先ポルトガル

平成ｎ年ｎ月４日

的研究

ネッイア大学におい

平成ｎ年ｎ月晦日

期間平成ｎ年ｎ月皿日〜

する研究

目的記録史料の保存に関

渡航先台湾

青木睦

へ

記録史料の取り扱い

て古今集等のコラボ

価を得ること及びベ

、

期間平成ｎ年皿月記日〜

渡航先台 湾
目的ｒ世紀日本における
中国・韓国の漢籍受
容の分析並びに総合

渡航先フランス・イギリス

安永尚志

キストの電子化情報

目的欧州における古典テ

の調査研究︒また日

本語の可読化につい

スの流通実験を行う

て国文学データベー

平成︑年吃月認日

期間平成ｎ年吃月晦日〜

中村康夫・伊藤鉄也
渡航先アメリカ合衆国

目的米国︑特にカリフォ

ルニア大学における

人文系マルチメディ

アシステムの視察と

相互利用の可能性に

ついての討諭

平成吃年１月別日

期間平成吃年１月週日〜

海外研修旅行

渡航先アメリカ合衆国

鈴木淳

典籍資料調査

目的米国における日本古

平成吃年３月釦日

期間平成吃年１月４日〜
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公開データベースの無料化について

原典講読セミナー刊行中

国文学研究資料館では︑昭和六
あることがわかったので︑この一

料化することが︑すべてに有効で

ｌある尼僧の自叙伝ｌ松村雄二③千載集︵松野陽二

②﹁とはずがたり﹄のなかの中世②﹁書﹂の秘伝︵新井栄蔵︶

ナーの活字化︒既刊四冊︒二円︑⑩一︑六○○円︑⑪二︑○
①近世宮廷の和歌訓練上野洋三○○円︶
ｌ﹁万治御皇を読むＩ①浮世風呂・浮世床︵本田康雄︶

毎年夏に行われる原典識読セミます︒︵本体価格①〜⑨一︑九四

二年の早くから︑マイクロ資料目
月から︑目録データベース三本は

データベース室長中村康夫

録データベースと和古書目録デー
無料で利用できる形にした︒

③百首歌ｌ祈りと象徴Ｉ浅田徹④古文書が語る近世村人の一生

タベースの二本を公開した︒また︑

︵岡雅彦︶

⑤蚕の村の洋行日記︵丑木幸男︶

続刊は以下の通り︒⑥百人一首︵松村雄二︶

④江戸時代の漁場争い安藤正人︵森安彦︶

料館から公開データベースをたど

昌冨旦凰︶から入って︑電子資

いずれも臨川書店からの刊行で︑③文科系のための情報検索入門

⑤外国人のことば︵仮題︶谷川恵一⑦一体ぱなし

ホームページ︵胃ｇ廷︑ミミ雪．

ータベースも公開した︒いずれも︑

っていくと︑検索に入っていくた

平成四年からは国文学論文目録デ
利用料金は安く設定されていたが︑

めに必要な誰でも使える情報が示

二○○円︵本体価格︶です︒⑨京都学の古典﹃雍州府志﹂

①〜③は二︑四○○円︑④は二︑︵安永尚志︶

なお︑これ以前のものは平凡社︵立川美彦︶

より﹁セミナー﹇原典を読む﹈﹂⑩国文学電子書斎術︵中村康夫︶

淡餓正人

即,皿川灘峨

Ｉ松江藩郡奉行所文啓からｌ

許可が必要であった︒

この改訂により︑申請・許可は

される︒

いただきたい︒

必要なくなった︒大いに利用して

役祇溝揮彩行所文併から
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有料での公開となり︑利用申請と
その形を︑この平成一二年から
見直すことになった︒
そもそも︑目録データベースは︑

101文や研究蘭f1鮒叫

国文学研究資料館が蓄えている研

？ 、芋．wz:'.;，

江戸時代の漁場争い

101文予聞死剥11飢閉

と題して以下の通り刊行されてい⑪﹃夜明け前﹄の世界︵高木俊輔︶

上野洋三

原典鱗鎚セミナー(4］

データベースであり︑資料本体

﹃万繭御占曙を説む

汗臨川謝"；

究資料が有効に利用されるための

︵マイクロフィルム・和古書原
が︑そのデータベース利用の続き

本・国文学研究誌︶のコピー請求
に予定された情報提供であったか

ら︑資料利用が有料である以上︑
目録検索は無料が適当ではないか
と考えられること︑また︑いわゆ

原典洩践セミナー、

近世宮廷の和歌訓練

へ

る二○○○年問題で課金システム
にプログラム修正の必要が生じる
こと︑などがあり︑この時期に無

へ
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へ

高知県立図書館︵山内文庫︶翅新潟大学附属図書館︵佐野文庫︶のでご案内します︒

鶴岡市郷土資料館測長野県短期大学付属図書館収録されています︒

9：00〜17：009：30〜15：30

大和文華館湖岩手県立図書館心にＩ外村南都子一

一案内〃園部町教育委員会︵小出文庫︶湖＊篠山市教育委員会︵青山歴史村︶構築をめざしてｌ飯島一彦一
一このたび﹃国文学研究資料館蔵洲大須文庫妬＊宮崎文庫記念館．﹃田植草紙﹂歌謡の性格ｌ研究一
等イクロ資料目録一九九九年﹂畑盛岡市中央公民館 糸魚川市歴史民俗資料館史にそってＩ友久武文一
・琉歌の世界池宮正治
一のでご案内します︒

一収集したマイクロ資料のうち︑
一七所蔵者︵文庫︶分︑六︑五六四

一平成二年度に整理が終了した三
一点をとりまとめ冊子体にしたもの
一です︒収録所蔵者名︑文庫番号は

一回新たに収録した所蔵者名です︒

一次のとおりです︒なお︑＊印は今

一７名古屋大学附属図香館︵神宮皇学館文庫︶

一文庫叱所蔵者

○印は休室日

一０００００００００００６８００００００ｇ０９０ｑＯＯ４９０ｑ６０９０００９４０００００︲９００

８りりりり０００６０６０６０００００９０９０００６０りＢ０ｐ６００Ｂ００００８００００り００６８０８００００００８０００６９１０６９９０９００４０４０００

■｜日②⑨⑯緊画｜日④⑪⑱︑一日⑥⑬⑳⑳
Ｈ一ｕ京
都
学
文
京都
大学大
文学部
︵頴
原文学
庫 ︶ 部︵頴原文庫︶③﹁商売繁昌ｌ江戸文学と稼業ｌ﹂一

■閲覧時間■複写受付時間

童第二二冊目︶が刊行されました

一◆﹁マイクロ資料目録﹂刊行のど加弘前市立図書館郷＊杵築市立図書館．﹃宗安小歌集﹂実見ｌ研究の再一

一Ｃ︵複写可︑要事前許可︶に︒

一Ｅ︵閲覧のみ︑複写不可︶から鰯新城ふるさと情報館︵牧野文庫︶鰯＊富山県立図書館︵中島文庫︶・早歌と道行ｌ菅原道真の旅を中一

一・北方文化博物館︵Ｅ←Ｃ︶

一Ｅ︵閲覧のみ︑複写不可︶から加西尾市岩瀬文庫獺石川県立図書館︵李花亭文庫︶本書には︑当館主催の公開講演一
一Ａ︵複写可︑要事後報告︶に︒鰯ご弓の風ごｇ２号昌騨国鼻の耳郷名古屋市博物館会の講演録を中心に︑次の六編が一

一・東奥義塾高等学校︵Ｅ←Ａ︶

あみ︵複写不可︶でしたが︑複写蛇上田市立図書館︵花月文庫︶鋤鎌田共済会図番館演シリーズ４﹂として﹁歌謡１文一
一可能になりました︒兜上田市立図書館︵花春文庫︶ 四国大学附属図書館︵凌霄文庫︶学との交響ｌ﹂が刊行されました一

一知らせいたします︒いずれも閲覧塊東京芸術大学附属図書館池正教蔵文庫このたび臨川書店より﹁古典講一

貫区分が変更になりましたのでお鯛岩国徴古館畑愛知県立大学附属図書館ご案内

一このたび︑次の所蔵者のサービ詔東洋文庫細金沢市立玉川図書館︵藤本文庫︶◆﹁古典講演シリーズ４﹂刊行の一

ｉｉ利用者へのお潔散糾劉⁝謂鯏剛Ｉ１Ｉ１ＩＩＩＩｉ一

/一、

開室及び休室日一覧
（12.4.1〜12.9.30）
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国文学研究資料館報
①〒604‑8456京都市中京区西ノ
京壷ノ内町8‑l花園大学丸山顯
徳研究室内075‑811.5181@4
月29･30日③花園大学
説話文学会
①〒343.8511越谷市南荻島3337

平成12年(2000年)度

春季学会
①事務局②開催日③会場
（詳細は当館ホームページ参照）
解釈学会
①〒170‑0004豊島区北大塚3.29.2
㈱教育出版センター内03‑5394‐

1203②8月23日③さいたま文学館
訓点館学会

｜
︲１１１■Ｉ■１１１■ＩＩＩ１Ｉ１ｌｌｌＢｊ︲９ｌｌＩＤＩｌｌＩ００ｊＩ４ｌＩＩＩＩｌＪＦｂＩＩｌＩＩｌＩｌＩｌ−ｌｌｌｌｌｌ

へ

①〒155‑0032世田谷区代沢1‑20‑
lOfaxO3.3487.4891@5月26日
③青山学院大学
芸能史研究会

①〒602‑0855京都市上京区河原
町荒神口下る上生洲町221キトウ

ビル303号075‑251‑2371②6月
11日③京大会館（予定）
国語学会
①〒113‑0033文京区本郷7‑3‑1東
京大学文学部国語研究室内03‐
3812‑2111事務取扱〒113‑
0033文京区本郷1‑13‑7日吉ハ
イツ40403‑5802‑0615②5月
27.28日③専修大学生田校舎
古事記学会
①〒466‑8666名古屋市昭和区八
事本町101‑2中京大学文学部国
文学研究室内052‑832‑2151内

6206@6月10〜12日③同志社
女子大学
上代文学会．
①〒156‑855O世田谷区桜上水3‐
25‑4O日本大学文理学部国文学

研究室内03‑3329‑1151㈹②5
月27〜29日③長野県短期大学
へ

昭和文学会
①〒101‑0064千代田区猿楽町2‑2‐
5笠間書院内03‑3295‑1331
②6月3日③相模女子大学
説話・伝承学会

平成12年3月
社団法人日本語教育学会
①〒101.0065千代田区西神田2‑4‐
1東方学会新館03‑3262‑4291

②5月20.21日③大東文化大学
日本国語教育学会
①〒112‑0012文京区大塚3‑29‑l

文教大学文学部田口和夫研究室

日本教育研究連合会第3研究室内

内0489‑74‑8811㈹②6月17
19日③同朋大学
全国大学国語教育学会
①〒657‑8501神戸市灘区鶴甲3‑11
神戸大学発達科学部内078‑803‐
7718②8月3．4日③筑波大学
附属小学校・全林野会館
全国大学園語国文学会
①〒101‑0064千代田区猿楽町2‑2‐
6畑山第1ビル㈱おうふう気
付03‑3294‑0857②6月3〜5日
③國學院大學
中古文学会
①〒214‑858O川崎市多摩区東三
田2‑l‑1専修大学文学部国文学
科研究室内044‑911‑1230@5
月13.14日③大妻女子大学
中世文学会
①〒305.8571つくば市天王台1‑1‐
l筑波大学文芸・言語学系犬井

03.3941‑3420②8月5．6日③

研究室内0298‑53‑41265月
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19〜21日③埼玉大学
日本演劇学会
①〒194‑8610町田市玉川学園61‑l
玉川大学文学部芸術学科演劇研究
室内faxO42‑7398092@5月27
・28日③日本大学江古田校舎
日本歌謡学会
①〒182‑0001調布市緑ケ丘1‑25
白百合女子大学外村研究室内
03‑3326‑5050@5月27･28日
③関西外国語大学
日本近世文学会
①〒156‑8550世田谷区桜上水3‑25
40日本大学文理学部国文学研究
室内03‑5317‑9706②6月24．25
日③東京大学本郷キャンパス
日本近代文学会
①〒102‑8357千代田区三番町12
大妻女子大学文学部須田研究室

内03‑5275‑6074②5月27．28
日③大妻女子大学
日本言語学会
①〒602‑8048京都市上京区下立
売通小川東入075‑415‑3661@
6月17･18日③千葉大学
日本口承文芸学会
①〒150‑8440渋谷区東4‑10‑28
國學院大学文学部伝承文学研究
室（野村純一）内03‑5466‑0224
②6月3．4日③千葉大学
−16−

文京区シビックホールほか

日本社会文学会
①〒102‑8160千代田区富士見21Z
l法政大学80年館610川村研究室

03‑3264‑9760②6月24.25日③
法政大学市ヶ谷キャンパス
日本比較文学会

①〒565‑0043豊中市待兼山町l‑5
大阪大学文学部内藤高研究室内
06‑6850‑6111㈹②6月3．4日

③大手前大学
日本文学協会
①〒1700005豊島区南大塚2‑17‑
1003‑3941‑2740@7月2日③
大阪成溪短期大学

日本文学風土学会
①〒102‑8336千代田区三番町6二
松学舎大学文学部国文学科研究
室03‑3261‑7406@6月10･ll
日③二松学舎大学千代田校舎
日本文芸研究会
①〒980‑8576仙台市青葉区川内
東北大学文学部国文学研究室内
022‑217‑5957②6月10．11日
③東北大学
日本文体論学会
①〒110‑0004台東区下谷1‑5‑34
㈱三修社内03‑3842‑1711@6
月10．11日③明治大学
日本方言研究会
①連絡先1〒192‑0397八王子市
南大沢l‑1東京都立大学国語研究
室内日本方言研究会幹事042677‑
2135連絡先2〒115‑8620北区
西ケ丘3‑9‑14国立国語研究所気付
日本方言研究会幹事03‑5993‑7630

②5月26日③専修大学生田校舎
表現学会
①〒101‑0064千代田区猿楽町2‑2‑
6畑山第1ビル2階03‑3295‑8774

②6月3．4日③岡山理科大学
仏教文学会
①〒603‑8143京都市北区小山上総
町大谷大学石橋義秀研究室内075‑
432.3131@7月l･2日③立教大学
美夫君志会

①〒466‑8666名古屋市昭和区八
事本町101‑2中京大学文学部国
文学研究室内052‑832‑2151②
7月8．9日③中京大学

