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私の所蔵者各位の御理解︑また多
くの文献資料調査員その他の方々
の御協力によって︑現在︑調査は
約十九万点︑収集点数は約十一万
ムは︑その原ネガを館外に別置し

点に達しました︒これらのフィル
ており︑逐次追加しつつ︑永久保
存の道を講じております︒

昭和五十二年六月︑現在の建物
が完成して開館いたしました後は︑

たものを︑ポジフィルムまた紙焼

資料所蔵者の御諒承の得られまし

とができますのは︑私どものこよ

の閲覧に供し︑また複写の求めに

写真によって︑ひろく研究者一般

なき喜びでございます︒御多用の

存・閲覧も私どもの仕事でありま

究の進展に寄与してきております︒

く︑多くの研究者に利用されて研
昭和四十七年五月に設立された

す︒雑誌・紀要の類に発表される

あつく御礼申し上げます︒

当館の第一の目的は︑江戸時代の

論文や単行本などの研究情報を一

記念式典にあたり︑御挨拶を申し
当館は︑設立の際に︑また以後

査・研究し︑それらをマイクロフィ

末までの国文学に関する文献を調

年単位で整理・編集し︑毎年﹁国

な面で多くの方の御尽力を賜って

ルムなどによって収集・整理して

今日までの二十年間に︑さまざま
参りました︒これらの方々をお迎

文学年鑑﹄として刊行しておりま
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ところ御列席いただきましたこと︑

蔵の貴重書などが展示され︑同十二日から十四日の三日間は国際日本

た︒十一月二日から十四日にかけては特別展示がおこなわれ︑当館所

来館者があり︑展示パネルやコンピュータの画面に見入る姿がみられ

には︑当館の一般公開がおこなわれ︑曇天にもかかわらず二一四名の

めとする︑来賓︑関係者二四一名の出席のもとに挙行された︒翌七日

十一月六日には記念式典が︑長谷川善一文部省学術国際局長をはじ

る諸行事が︑昨秋おこなわれた︒

国文学研究資料館は平成四年︑創立二十周年を迎え︑これを記念す

第40号

長く保存することであります︒公

上げます︒

次一
一目

ー

えして︑本日かような式を催すこ
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御協力を得て︑現在では﹁年鑑﹂

類の収集にも努め︑公私の機関の

す︒もとより︑これら雑誌・紀要
印刷体として︑平成二年の初めに

おりますが︑その蓄積をもとに︑

入力してデータベースを作成して

を開催し︑海外の日本文学研究者

より毎年﹁国際日本文学研究集会﹂

言いたします︒当館では開館当初

り﹁近世史料取扱講習会﹂を毎年

また︑昭和二十七年設立当初よ

月に三省堂より刊行いたしました︒

ど全部を所蔵し︑閲覧や複写サー

に採録した論文の掲載誌のほとん

より︑データは毎年追加されてお

書店より刊行いたしました︒もと

﹁古典籍総合目録﹂︵三巻︶を岩波

研究を行っておりますし︑国際交

一名の外国人研究員を迎えて共同

第十六回となります︒また︑毎年

との交流をはかっており︑今年が

拡大して︑﹁史料管理学研修会﹂

たが︑昭和六十三年度よりこれを

の啓発普及にも尽くして参りまし

開催して︑この方面の知識・技能

二つのコースを実施するようにな

と改称し︑長期研修・短期研修の

りますので︑他日その続編を刊行

ローも受け入れております︒海外

流基金や日本学術振興会などのフェ

に伝存する国文学文献資料の調査

一方︑印刷体だけではなく︑デー

は︑約十年前より毎年海外科研の

することになるかと存じますが︑

資しております︒
これらの業務に関して︑コンピュー

タベースとしてオンライン検索に

タを活用しております︒マイクロ

供することも︑やがて実現させる

いう冊子を刊行いたしました︒

迎え︑﹁史料館の歩み四十年﹂と

なお︑史料館は昨年四十周年を

りました︒

集に利用するとともに︑これらを

資料目録や館蔵の和古書目録の編

てきており︑収集も着々と進めて

交付を受けて実施し︑成果を挙げ

さらに巾広くコンピュータを国

予定であります︒

ましを申し述べました︒この間︑

以上︑当館設立後二十年のあら
昭和二十四年に文部省史料館と

おります︒

データベースとして︑オンライン

おります︒これは容易なことでは

文学研究に利用することも考えて

検索サービスも行っております︒

タベース化してのオンラインサー

寄託者の意を体し︑保存に万全を

また﹁年鑑﹂所収の論文目録をデー

期するとともに︑広く一般の研究

有志の方々より貴重な資料の寄贈・

れられた史料館は︑近世の文書・

寄託も受けております︒寄贈者・

協力により︑雪︾歌資料のコンピュー

ないのですが︑情報処理学者との

記録類を中心に約五十万点の史料

の設立に際してその内部に組み入

ビスも︑本年四月より開始いたし

タ処理﹂という共同研究によって

して設置され︑国文学研究資料館

ました︒これはまだ収録点数が少

そのデータベースを作ったのが一

います︒

者の利用に供してゆく存念でござ

囲を拡大して︑より有用なものに

理して研究者の閲覧に供しており

を所蔵しております︒これらを整

ないのでありますが︑毎年その範

ンピュータシンポジウム﹂を開

例であります︒毎年﹁国文学とコ

国文学に限らず︑わが国の古典

して参る所存であります︒

最後に︑この長く続けてゆくべ

わらぬ御指導・お力添えを賜りま

き事業の遂行に対し︑今後とも変

すようお願い申し上げ︑御挨拶と

行するとともに︑所蔵重要資料を
ております︒また︑全国各地に存

﹁史料館叢書﹂として翻刻刊行し

ますが︑逐次︑所蔵史料目録を刊
これらの事業とともに︑公募に

探っているところでございます︒

よる共同研究も実施し︑また公開

いたします︒

催しており︑種々な面でその道を

す︒当館ではそのあとを継ぐ形の

する近世史料の所在調査︑各機関

刊行の﹁国書総目録﹂がございま

ものを目ざし︑約十年以前より編

講演会や所蔵資料の展示を定期的

で編集したそれらの目録の収集も

籍全部の総合目録として岩波書店

集作業を開始いたしました︒﹁国

に行って︑国文学研究の成果を広

﹁目録の目録﹂ともいうべき﹁近

行っており︑その集成である︑

小山弘志

国文学研究資料館長

平成四年十一月六日

害総目録﹂完成後に︑各図書館・

した︒

く紹介することにも努めて参りま

世・近代史料目録総覧﹂を本年四

の数にのぼります︒それらを収集

当館の海外との関連について一

ー
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文庫等で刊行された目録はかなり
し︑所収の書目をコンピュータに
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備を図り︑国文学の研究の充実発

一言お祝いのごあいさつを申し上

年の記念式典が催されるにあたり︑

国文学研究資料館の創設二十周

記念式典 祝 辞
この間の関係各位の並々ならぬ

展に大きく寄与してまいりました︒

また︑世界各国から日本文学研

十七年五月︑国立大学共同利用機

究関係者の熱い期待のなか昭和四

国文学研究資料館は︑国文学研

げます︒

究者を迎え︑日本文学の研究の場

関の一つとして創設され︑爾来︑

御尽力と各方面からの御支援に︑

申すまでもなく︑国文学の古典

国文学に関する文献資料について

心より敬意を表するものでありま魂

は︑わが国文化の優れた所産であ
及び国際相互理解の促進にも大き

を提供し︑海外における日本研究

申し述べます︒

されるべきもので︑これらの古典

スの整備充実︑情報提供システム

献資料の調査・収集︑データベー

ては︑未収集の国文学に関する文

今後︑国文学研究資料館におい

してゆるぎない地位を築き上げら

の間に国文学の文献資料の殿堂と

こられました︒そしてこの二十年

るという地道で困難な道を歩んで

供して国文学研究の進展に寄与す

保存し︑広く研究者一般の利用に

調査研究を行いこれを収集・整理・

国文学の研究の基礎となる膨大

の開発はもとより古典籍総合目録

れるに至ったことは慶賀の至りで

く貢献してきたのであります︒

な文献資料の収集・保存・利用等

の作成や︑アーキビストの養成事

ものであります︒

を総合的に行う機関の設立は国文

業の充実︑施設移転問題等多くの

昭和四十七年五月︑国立大学共同

の課題にも適切に対応し︑今後︑

の御尽力と御協力により︑これら

学研究資料館が︑関係各位の一層

百年に及ぶ歴史を持つ我が国の国

必要であります︒とりわけ壱千二

月の労苦とそれを克服する情熱が

資料の調査・収集には︑永い年

ころであります︒

利用機関の一つとして創設された

ますます充実発展を遂げ︑国文学

創立以来二十周年を迎えた国文

あり︑まことに喜びに堪えないと

りました︒

国文学研究資料館は︑このよう

以来︑二十年間︑国文学研究資

んな御苦労があったかと思います︒

文学の調査研究に関してはたいへ

のであります︒

ことを心から祈念して祝辞といた

研究の進展に引き続き寄与される

平成四年十一月六日

されましたのは市古貞次初代館長

これを乗り越えてここまでに発展

料館では︑国文学に関する文献資
整理・保存と共同利用体制の確立
を目指し︑積極的な活動を展開さ

各位の御努力︑そしてこれを支え

及び小山弘志現館長をはじめ館員

︵代読文部省学術国際局長

る多くの関係の方々の御協力の賜

文部大臣鳩山邦夫

タの活用等にも早くから取り組む

長谷川善二

れ︑マイクロフィルムやコンピュー

します︒

料の組織的な調査研究及び収集・

な各方面の理解と総意に基づき︑

重要課題を抱えております︒

学関係者の多年にわたる悲願であ

と発展のために重要かつ不可欠の

に関する研究は︑日本文化の継承

り︑国民的遺産として後世に継承

るに当たり︑一言お祝いの言葉を

本日︑ここに国文学研究資料館

ー

創立二十周年記念式典が挙行され

ー

など︑国文学研究に必要な基盤整

物であり︑ここに改めて深く敬意

国文学研究資料館が創設以来︑

を表する次第であります︒

された資料のうちには海外の大学

今日までに収集し︑マイクロ保存

や研究機関等海外に伝存する資料

も数多く含まれているようにその

で及んでおります︒

活動は︑国内はもとより海外にま

収集した資料について昭和五十

二年から閲覧を開始されるととも

︿記念祝賀パ︲︲ティー︶
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、

も行い︑また︑開館当初からコン

に研究情報の収集・整理・公開を
みればまことにさりげないもので

二十年︑という歳月は︑過ぎて

ります︒

の熱心な取組みがありました︒そ

の多年に亙る開設を求める運動へ

開設されて︑館長に︑まず市古

れらが実を結んだのだと聞いてお

氏︑次に小山氏という人をえまし

の国文学研究資料館の仕事に力を
錫して来られた教官・職員︑その

た︒また︑教官・職員︑あるいは

ありますが︑その一日一日を︑こ

他関係者各位にとっては︑おそら

委員などにも︑優れた人材を招く

められ︑それに基づくデータベー
スの開発を進め︑マイクロ資料目
く︑山あり︑谷ありの困難な長い

ピュータによるデータの蓄積に努

録及び和古書目録のデータベース
道のりであったことだろうと存じ

ことができて︑資料館としての活

四月からオンラインによる検索サー

動が始まりました︒当初は︑開拓

についてはいち早く昭和六十二年

が仕上げられた業務は︑膨大な量

ます︒しかし︑その間に︑この方々

機関にとりまして︑良いお手本と

立歴史民俗博物館のような後発の

ビスを開始されたことは私ども国

学論文目録のデータベースのサー

ら嬉しく思い︑その祝意を申し上

周年記念の日であることを︑心か

しりとした重みをうけとめた二十

でありました︒今日が︑そのずっ

然と過ごした歳月ではなかったの

ました︒この二十年間は︑ただ漫

の︑しかも高度な質のものであり

着実に歩度をのばして今日の充実

画・事業が加わって︑資料館は︑

た︒その後も︑次々と︑新しい企

乗って動いていたように思いまし

その頃には︑諸々の事業も軌道に

既に何年も過ぎていましたから︑

私が当館と関わったのは︑開設後

の苦心がいろいろあったようです︒

さらに今年の四月からは︑国文

国文学研究資料館のこのような

げたいと存じます︒

︿一般公開﹀

は︑国文学研究に携わる者の多く

頒布︑講演会・資料展・国際研究

年鑑・機関誌・目録その他の刊行・

しょう︒聞くところによりますと︑

があって初めて可能になることで

ます︒これは︑資料館という組織

テムを開発・提供したことがあり

たとのことですが︑また︑久松潜

イクロフィルムによる文献資料の

特色をなしているものとして︑マ

ら︑順調に進展してほしいものだ

研究の道筋になるものでしょうか

この仕組みは︑これからの国文学

いるとのことですが︑おそらくは︑
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ビスを開始されました︒

二十年に及ぶ歩みに敬意と祝意を

もなるものであります︒

表しますとともに︑今後とも︑我
査研究の中枢機関として︑また︑

が︑早い頃から待望していたもの

会などの開催︑大学院生の教育︑

の研究者も即座に利用しうるシス

より︑オン・ラインして︑遠隔地

世界各国の日本文学研究者の支援

でありましたが︑昭和四十七年の

共同研究グループの結成など︑い

このシステムの効率をさらに高め

図書や資料の公開・閲覧︑紀要・

を見るに至りました︒

にも︑その機能を遺憾なく発揮さ

開設に到る道程は︑坦々たる大道

る企画が︑年度計画とし組まれて

思えば︑この資料館という施設

れんことを心から祈念申し上げま

ではありませんでした︒日本学術

でありました︒この外に︑当館の

ずれも研究の推進に不可鋏な事業

が国の国文学関係の文献資料の調

して本日のお祝いの言葉といたし

なども︑これの設置をすすめてい

会議の勧告や︑学術審議会の答申

一先生︑野間光辰先生︑山岸徳平

論文等の検索を︑コンピュータに

蒐集と︑その蒐集した資料や研究

国立歴史民俗博物館長

土田直鎭

先生その他多くの国文学研究者︑

平成四年十一月六日

ます︒

P

その外これを支援する各方面の方々

︵代読同館企画調整官

竜づ

石井進︶

ー
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実すると︑研究者は︑曽っての研

将来︑この資料館の蒐集資料が充
四日に開催された︒平成四年度は︑

回集会が︑十一月十二︑十三︑十

国際日本文学研究集会は第十六

雄北海道大学教授の文体論に視点

本近代思想史からの発言︑亀井秀

鹿野政直早稲田大学教授の︑日

類似性に言及された︒

吉本ばななの﹁ＴＵＧＵＭＩ﹂の

究者のように︑東奔西走して︑図

むものであった︒

をおいた発言も︑新見と示唆に富

ようで︑昨今の研究者は︑資料館

がおこなわれ︑実りの多い研究集

をテーマとした国際シンポジウム

とくに﹁近代化の中の日本文学﹂

司会の平岡敏夫群馬県立女子大学

問題点をよく射照するものであり︑

た三名のコメンテーターの発言も︑

韓国︑アメリカ︑ドイツより迎え

れを記念し︑海外から日本文学研
究者を招待し︑例年より規模を拡

当館創設二十周年にあたるためこ

いう苦労をせずにすむだろうと言っ

大した集会を開催した︒

を頼りに︑写真を利用していると

からも白熱した意見が出された︒

長の適切なリードによって︑会場

ことですが︑研究はいささか安易

れは︑資料館が有用であるという

という懸念の声も聞きました︒こ

の資料を見る努力をしなくなった

本近代化への影響が大きかったと

韓国︑ドイツ︑フランスなど︑日

尽くされた感があるが︑アメリカ︑

国内では多くの論が出されており︑

このテーマについては︑すでに

いうテーマに沿ったものとなり︑

も︑﹁近代化の中の日本文学﹂と

ワ大学教授による二つの公開講演

ミコワイ・メラノヴィチワルシャ

ニーハイデルベルク大学教授︑

また︑ヴォルフガング・シャモ

に流れることはないかという心配

思われる各国からのパネリスト︑

シンポジウムを補完するものとなっ

て提起された︑近世と近代の文学

た︒とくにシャモニー教授によっ
ジャンルの相違を地図化して示す

コメンテーターによって︑問題に
フランス東洋言語文化研究所の

新しい視点があてられた︒

の日を一つの契機にして︑地道な

ジャンージャック・オリガス教授

研究発表にもテーマと関連する

基礎作業を大切にして︑国文学研

ものが多く︑とくに︑劉岸偉札幌

者にも刺激を与えるものであった︒

大学助教授の森鴎外論︑潟沼誠二

という斬新な方法は︑国内の研究

きさを指摘きれた︒また︑ジョン・

日本文学近代化に与えた影響の大

北海道教育大学教授の幸田露伴論

いう表現に注目され︑この表現が

ウィッティァ・トリートワシン

は︑日本語文末の﹁⁝⁝た︒﹂と

いたします︒

発展することを祈念して︑祝辞と

トン大学準教授は︑明治の合巻

事業が︑堅実に内容を充実し︑益々

東京大学名誉教授

平成四年十一月六日

などは︑テーマに対する提言を含

究の未来像を目ざして︑査料館の

でしょうが︑今日のこの二十周年

これからの運営にも困難は多い

でしょうか︒

のことです︒しかし︑一方で︑生

会とすることができた︒

の十年間に︑現実のことになった

ておられました︒この予測は︑こ

間に閲覧し︑調査し︑書写すると

国際日本文学研究集会

ｰ

書館・文庫・蔵書家を訪れ︑短時

十周年記念式典で︑松尾聰氏が︑

と思います︒

…

﹁鳥追阿松海上新話﹂と︑現代の

阿部秋生

なお︑この集会の記録は﹁国際

集会を終える事ができた︒

辞を聞く事ができ︑成功裡に研究

ら︑今回の集会の成果について賛

とができた︒席上多くの参加者か

国内外の研究者の交流を深めるこ

に本年のレセプションは盛況で︑

また例年のことであるが︑とく

み注目されるものであった︒

1

回︶﹂に収録される予定である︒

日本文学研究集会会議録︵第十六

︿シンポジウム︾
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7

はあるものの︑総合的視点からの

国元歌壇については個別には例外

資料的研究はある程度進捗したが︑

ｌ共同研究報告Ｉ
近世諸藩歌集の綜合的研究
ｌ藩別学芸史研究の一環としてｌ

松野陽一

中世天台仏教の地方伝播と
ｌ文学と芸能の基盤を求めてＩ

その受容に関する包括的研究

山崎誠

本研究は中世に於ける天台仏教

こうした観点から諸藩の和歌資

分野から︑包括的に把えることを

俗信仰・神道・文芸・芸能史の各

文化の裾野を︑教学・思想史・民

料のうち歌集︵複数歌人の作舳を

あった︒

研究はほとんど手つかずの状態で

解明を側的とした基礎的な研究で

方伝播の問題を中心に︑天台神道・

Ⅱ指して組織された︒特にその地

このテーマは近世武家雅文壇の

ある︒当代雅文壇は活動内容とし
Ｂ秀歌撰︑Ｃ詩歌会集など︶の所

を掲げて︑どのような研究発表が

くこととしたい︒

行なわれたかを︑暫時報告してお

・佐藤真人﹁日吉大宮縁起と

七月二十三日

山王祭﹂

について﹂

・曾根原理﹁戦国期の日光山

同二十四日

て﹂

・三橋正﹁出家作法につい

戸隠紅葉阿弥陀

・山崎誠﹁﹁拾珠抄﹂所収

収録するもの︒Ａ各藩々内歌集︑

田舎天台・祭礼行事の三つの視点

・福原敏男﹁祭礼を飾るものｌ

いて﹂

経供養表白につ

に解明し︑相互の専門分野での繋

一つ物の成立と

中世天台文化を学際的・総合的

を行ないたいと考えた︒

を共通のテーマとして︑共同研究

て︑漢詩文︑和歌和文︑連歌︑謡

調査期間も不充分なものながら︑

在調査と収集を行なった︒

曲などを包摂しているが︑人的構
は歌壇構造を明らかにすることが

成の面から大勢を把握するために

Ａでは仙台伊達藩﹁奥海和歌集﹂

がりを確認し︑新たな研究方向を

伝播ｌ﹂

伊予大洲加藤藩﹁大洲和歌集﹂︑
の新資料が確認されたのを初め︑

Ｃでは佐伯毛利藩﹁文林随筆﹂等

ある︒年三回の当館に於ける共同

模索して行きたいという目論見で

る︒

譜を引くものと︑新たに台頭した
きた︒

今後の研究の展望をもつことがで

については次の如き特徴をもって

未開拓部分の多い前者の歌壇構造

大学講師︶︑今井明︵福岡女子大

教授︶︑久保田啓一︵梅光女学院

大学教授︶︑木越治︵金沢大学助

メンバーは代表渡辺憲司︵立教

批判の方法等について︑共通の問

ざるをえなかった︒併し文献資料

テーマによる研究発表を中心とせ

各分野の研究状況の報告と︑個別

への模索と云うほどの位置付けで︑

研究には制約があり︑本格的研究

その諸本と問題

記﹄についてｌ

子大学助教授︶︑沢井耐三︵愛知

学助手︶︑市古夏生︵お茶の水女

見の違いを見て︑共同研究の成果

題意識や専門分野の違いによる意

てｌ﹂

天皇観をめぐっ

・佐藤弘夫﹁天台思想と日蓮ｌ

占栖ｌ﹂

︵宗匠︶Ｏ江戸歌壇︵幕臣と各藩

が大いに達成されたと考える︒
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最も効果的と判断しての研究であ

古学派︵国学︶の二潮流があるが︑

十二月十四日

幕末まで大きな勢力を占めながら

いる︒即ち︑古学派の人的構成が

学助教授︶︑白石良夫︵文部省教

・松本公一﹁﹁日吉山王利生

師弟関係によって形成されるのに

科書調査官︶︑鈴木健一︵東京大

同十五日

関係で門流が形 成 さ れ た も の の ︑

対して︑堂上派は形式的には師弟

近世和歌は中世以来の堂上の系

『

実態的な構造としては︑︿公家

院大学講師︶︑松野の十名であっ

大学教授︶︑鉄野昌弘︵帝塚山学

ー

で︑過去二回の研究会の発表題目

本研究は未だ終了していないの

江戸屋敷家臣︶０各藩国元歌壇﹀

た︒

という相互関係の認識が肝要であ
る︒このうち︑公家・江戸歌壇の

ー
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興味に基づいてレポートし︑意見

べく︑五人の参加者がそれぞれの

物として︒彼を立体的に読み解く

作者として︑仮名草子中の登場人

聯句・和漢聯句作者として︑狂歌

なえた人物であった︒詩僧として︑

期文壇において特に多彩な面をそ

た︒今後も︑テキストの整理と校

御協力を得て実見することができ

弓集﹂の原本を︑建仁寺両足院の

集﹃倒痢集﹂ならびに法語集﹁羽

備も不可欠である︒今回︑彼の詩

タルに理解するためには資料の整

また︑英甫永雄の文芸活動をトー

名草子における禅僧のこと︒

庵策伝との関わり︑および︑仮

雄長老と︑﹁醒睡笑﹂作者安楽

花田富二夫︵大妻女子大学助教授︶

む︒また︑聯句作法の検討︒

おける英甫永雄参加の聯句を読

文学と密接な関わりを持つことは

ての価値を有し︑その限りで他の

や人名録と並んで︑伝記資料とし

また︑もとより︑叢伝が碑文集

れた人物論としての内実を備えて

それらは編著者の識見に裏打ちさ

ことが多く︑当然のことながら︑

代一流の学者︑文人の編者である

政上人︑宇都宮遜庵をはじめ︑当

の特色である︒また林読耕斎︑元

の広い範囲に及ぶのは︑近世叢伝

僧侶︑孝子︑学者︑文人︑その他

統を汲みながらも︑対象が武将︑

世以前の高僧伝や儒林伝などの伝

雄長老の学芸

を交換した︒発表順と内容は次の

め︑機会を得て報告したいと考え

合をふまえつつ︑その読解につと

雄長老こと英甫永雄は︑近世初

深沢眞二

ｌ詩・聯句・狂歌・仮名草子ｌ

通り︒

単なる補助的な伝記資料としてだ
けでなく︑それ自体︑独立した文
学的価値を有するものとして︑よ
り積極的に捉え直すべきであろう︒

出を行い︑簡略な書目リストを作

そのため︑本研究ではまず︑本

成した︒またその書目リストに基

我国には︑早くから列伝の形式

づき︑﹁史氏備考﹂﹁本朝儒宗伝﹂

スを利用して︑近世叢伝資料の抽
学と称すべき一分野が存する︒近

﹁近世往生伝﹂﹁扶桑蛍雪伝﹂﹁狂

館のマイクロ資料目録データベー

英甫永雄出座の和漢聯句作品を

隠逸伝﹂﹁日本古今人物史﹂﹁本朝

世においても﹁本朝遜史﹄﹁扶桑

歌現在奇人讃﹂﹁近世浦賀崎人伝﹂

を採りながら︑人物の閲歴より逸

近世人物叢伝資料の
基礎的研究

いる︒

大谷俊太︵南山大学助教授︶

﹃雄長老狂歌百首﹂異本の紹介

と︑幽斎・通勝らとの交流とい
う視点から十首選抜しての読解︒

堀川貴司︵東京大学助手︶
﹃倒病集﹂の年次的構成につい

てまとめ︑特に梅岳侍史への艶
詩を読む︒

整理して年譜を補う︒また︑王

孝子伝﹂﹁近世崎人伝﹂﹁俳家奇人

﹁当世痴人伝﹂﹁古今侠客伝﹂その

話の記述に重きをおいた︑叢伝文

昭君をめぐる和漢聯句の表現に

談﹂など︑数多くの人物叢伝が編

他︑おもに未刊資料を紙焼写真本

宮崎修多︵成城大学講師︶

ついて考察︒

内閣文庫蔵漢聯句集﹁梅花無尽

れらが︑いずれも中国や我国の中

まれ︑その多くは出版された︒こ

深沢眞二︵当館助手︶

鈴木淳

言うまでもない︒しかし︑同時に

シ

ている︒

ｰ

蔵﹂より︑牧庵︵清原喜賢︶に

によって収集し︑近世叢伝の在り

方について討議した︒今後は︑内

容の検討を推し進め︑人名等の索

れる︒

引を作成することが要務かと思わ

●揖斐高︵代表者︶・稲田篤

下義人・玉城司・藤江峰夫・

信・嶋中道則・島原泰雄・竹

鈴木淳

日本文学の特質

ｌ中世芸術論の研究ｌ

武井協三

平成四年度当館外国人研究員

︵客員教授︶として︑ポーランド

からワルシャワ大学のミコワイ・

メラノヴィチ教授を迎え︑標記の

共同研究会を計四回開催した︒

第一回のメラノヴィチ教授によ

の発表と討議が行われた︒

二条良

る問題提起をうけ︑以下のテーマ

第二回﹁連歌的想像力

京大学助教授︑第三回﹁幽玄の研

基から世阿弥へｌ﹂松岡心平東

教授︑第四回﹁金春禅竹と一休宗

究史﹂福田秀一国際基督教大学

東京大学助教授﹁幽玄につい

純ｌ禅竹の名の由来ｌ﹂松岡心平

てｌ周辺からのアプローチー﹂森

安達也東京大学教授︒
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新収資料紹介⑮

職原抄聞書

東で広く行われたもので︑本書序

抄注釈書群に於いても興味深いも

い説が収録され︑説話的にも職原

ることから︑成立の下限をそれ以

れた注記が主注として使われてい

国時代或いはそれ以前に遡るもの

前に設定できるが︑おそらくは戦

に︑後醍醐天皇の吉野還御・即位

なお︑本書の序︑或いは親房伝

ではなかろうか︒

ヨリ已下ヲ書タルアリ︑諸本二無

但し︑﹁親王﹂の条に︑﹁或本二是

見の限りでは見出し得なかった︒

書︑識語等は一切ない︒類書も管

本書の成立時期を推測させる奥

文にもその二流の口伝に関して
三位︵または新田長治︶から富田

のが多い︒

二巻二冊︒整理番号ヤー︲一二一︲一︑

殿に伝授された富田流と︑上野安

﹁松月︵招月庵正徹︶の弟子主典

︵盈・収︶﹂と直書︑内題﹁職原抄

二︒栗皮色無地表紙に﹁職原抄
の音通表記︶が︑宗祗を介して二

る点は注目される︒同様の表現は︑

を﹁吉野二奉レ流﹂と表現してい

は〃保〃

部殿︵安保氏泰︑〃部

叫楮紙︒本文一面十一行の写本

聞書︵上・下︶﹂︒縦茜・二×横毛・一二

条殿から講説を受けた安部︵保︶

之︑注力本文力不知﹂とあり︑親

部分的に虫損部を推定可能である︒

や︑同蔵﹁職原聞書抄﹂等により︑

られており︑内閣文庫蔵羅山写本

朱有り︒虫損が多いが補修は加え

漢字片仮名混じり文︑書き込み︑

下︵収︶巻全一○四丁︒遊紙なし︒

ら始まる︒上︵盈︶巻全一五四丁︑

上﹂として序文を兼ねた解題文か

とり併せた口伝︑注が室町期に流

とも︑顕統本系を祖本とし︑両説

たとの伝承を有するが︑両系諸本

富田系諸本が関東において流布し

に中絶してしまい︑安保系諸本と

二階堂信濃守説は︑秘惜のあまり

三系統で流布したとの伝承がある︒

信濃守︑②富田流︑③安保流︑の

における職原抄講説は︑①二階堂

他注本の説を総合するに︑関東

﹇注﹈﹂の注に本書の一部が節略さ

年三三ｓ林羅山写の﹁職原抄

もっとも︑内閣文庫蔵の寛永八

に本書が成立した可能性もある︒

し︑それが流布し始めた室町末期

で︑一条兼良が教具所持の本を写

るが︑﹁諸本二無之﹂ともあるの

に見える末尾部追加も行われてい

房五世の孫︑教具所持の本文系統

︵研究情報部相田満︶

成する意図もあったのだろうか︒

は︑本書には関東流伝の講説を集

今後の精査が必要であろう︒或い

ので︑その伝写過程の検討には︑

本書の注はそれらを包含し得るも

高松﹁職原抄註﹂等に見えるが︑

静嘉堂文庫﹁職原口義﹂︑書陵部

内閣文庫﹁職原聞書︵秘︶抄﹂︑

流﹂があるとの一文がある︒

蔵書印は本館印の他︑﹁草堂寺﹂

第1丁目オモテ
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である︒上巻冒頭に﹁職原抄聞書

言宗で円光寺と称す︶︑﹁小汀氏蔵

︵和歌山県白浜町富田︑古くは真

の面影を伝えるものとして貴重で︑

旬

本書は︑そうした関東流伝の説
安保流︑富田流それぞれの点・説・

△

布していた︒

本書は北畠親房の﹁職原抄﹂に

義等の他︑多くの説を収める︒例

&j､．患曇

書﹂︵小汀利得︶がある︒

世期慶長勅版を始め︑広く流布し

えば︑楊貴妃の本朝渡来説や︑聖

注を付したものだが︑本文は︑近
た一条兼良奥書本系の諸本とは異

が蘇我入鹿に娘を容れた説︵幸若

徳太子の逹磨寺建立説︑中臣鎌足
﹁入鹿﹂にもあり︶や藤原姓の由

なり︑より親房本の原型を伝える

来の玉門藤説等︑他注本に見えな

一

h

とされる正平二年源顕統︵親房の

甥︶奥書本系に拠っている︒同系

i
;
ー

本文による注釈は︑室町後期に関

ー
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シ

無表紙︒奥書﹁文明十二庚子十

見返金銀箔散らし︒扉絵あり︑玄一月上旬吉輔書之﹂︒奥書を有す
装三蔵の経典将来図︒巻末に﹁吉る最古の写本︵早大に南北朝写本
永徳癸亥夏六月廿八日﹂の墨書︒あり︒︶序無し︒新編国歌大観本
但馬国大乗寺に奉納されたもののと比較するに︑作者表記・歌順等

文庫﹂﹁拝土蔵書﹂等の印あり︒

挟んで︑残り二丁は﹁執筆故実之次第﹂︵整版︶︑巻末に元和三年編
事﹂︒見返し等に朱墨で句歌の書者昌琢の識語を付す︒﹁古活字版
き込みあり︒全体は同筆で︑慶長之研究﹂の第一種本に該当するか︒
五年および十六年の記事がある︒﹁加持井御文庫﹂﹁円融蔵﹂﹁宝玲

では﹁梵灯庵袖下集﹂の前半部で類字名所和歌集古活字版八冊
﹁夢庵﹂の名を記す︒遊紙一丁を無題祭︒巻首に﹁廿一代集部立

連歌学書︒初丁から二十六丁ま

灯庵主柚下集写一冊る︒

替わりに異本歌一八○番歌が存す

一部︒に違いが多く︑寂蓮一四九番歌の

に白茶色地に金銀横縞・箔散らし・

銀界五行︒包畉表紙︒表紙・峡共自讃歌一帖

徳三年以前︶︒折本︒料紙は黄紙︑

大般若波羅蜜多経巻第三百七十一首のみを抄出する為︑歌数は六
八一帖鎌倉Ｉ南北朝時代刊︵永十八首︒﹁帯魚庵蔵書﹂の印あり︒

題を欠き︑複数首を詠むべき題は

四十図︑四十首︒伝嵯峨本﹁あふ弘長百首一帖
きの草紙﹂加丁のうち︑丁を覆刻近世前期頃の写︒﹁入道前太政
したもの︒江戸初期刊︒大臣﹂︵西園寺実氏︶詠のみ︒﹁松﹂

扇面の外︑上部に記す︒全体で︑

大本︒書名の記載はない︒加丁︒存す︒内題﹁連歌新式抄﹂︒紹巴
片面に扇絵を二図上下に収め︑絵による﹁連歌新式追加井新式今案
に対応する和歌・狂歌を各一首︑等﹂の注釈書︑慶長四年成︒

｜扇の草子一冊上下二冊を合綴︑上冊の原題叢を

新収和古書抄ｌ平成四年Ｉ

i
P

鏑連歌新式増抄刊︑大本一冊
寛文五年八月︑長尾平兵衛開板︒勅撰名所和歌抄出写二冊

勺

て注目されよう︒

中冊は﹁大ぐうじどのをいそぎめ
して﹂︑下冊は﹁扱も姫君はあり
し硯の下なりし﹂からはじまる︒
絵は端正な筆致で︑天地ともに厚
めの霞を一杯にひき︑金箔を一面
に散らす︒典型的な奈良絵本とし

あり︶︒七十一丁︒近世中後期写︒
絵の保存は良好︒本文は流布本系︒

袋綴三冊︒表紙・紺地に金泥で桜
花に水流︑笹に花︑あやめに水草
等々の模様︒鳥の子紙︒本文一面
十三行︒濃彩︒絵は三冊ともに六
面づつ︵中・下冊には見開き画面

縦十七・七︑横二四・九糎︒横本︒

地に金泥で笹や草花をあしらう︶︑

文正草子
外題﹁ふんしやう﹂︵題簑は朱

五年丙午八月五日書之﹂とある︒
﹁雲煙家﹂の蔵書印あり︒

宗碩の編纂を伝える三条西実隆の
永正三年奥書に続いて︑﹁天文十

後題簔︵下冊のみ︶﹁名所和歌下﹂︒

ゞ

はシその落葉
服子著︒写本一冊︒素色古鏡文
型押し表紙︒二七・二×一九・四
糎︒袋仮綴︒四二丁︒著者は︑肥
前佐賀本藩々主鍋島治茂の室︒本
書は︑著者の母親で岩村藩主松平
乗葱室となり︑賀茂真淵に学んだ
務子の行状︒著者の兄林述斎が親

交のあった加藤千蔭に添削を乞う
たもので︑享和元年長月の服子の
賊と︑千蔭の賊を添え︑巻首に千
蔭宛述斎書簡四通を収める︒

春のふみ
本子著︒写本一冊︒二四・四×
一七・五糎︒袋仮綴︒五丁︒巻首
に﹁春のふみ本子上﹂とあり︑
源氏物語を手本に草した和文に朱
墨の添削を加えたもの︒本子自筆
草稿で︑添削者は賀茂季鷹か︒

賀茂季鷹書簡
巻子一巻︒一七○糎の長尺︒末

尾に﹁やよひ九日季たか／本子

鷹は本子の和歌の師︒

君へ申入候﹂とある︒本子の亡夫
加藤千蔭の遺品の形見分けに対す
る謝礼であり︑年次は千蔭が没し
た翌年文化六年と推定される︒季

古瓦譜
写二冊︒砥粉色絹表紙︒二七・
二×一九・○糎︒袋綴︒一四丁︑
一二丁︒藤貞幹輯の﹁古瓦譜﹂と
福千財輯の﹁仏刹古瓦譜﹂から成
り︑上冊に﹁安永丙申立秋日藤原

貞幹序﹂を添える︒印記﹁無仏斎﹂
﹁称章館蔵書記﹂﹁藤貞幹珍蔵﹂な
ど︒﹁平城宮殿廃祉碧料瓦﹂﹁平安

古宮城廃趾瓦太極殿碧料瓦﹂その
他︑古代瓦片の手拓の集録︒
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国文学データベース研究集会につ いて

○フリートーキング

モンストレーション

○国文学論文目録データベースデ

講師福嶋昭治

私家集データベースをめぐって

データベース室中村康夫
国文学研究資料館のデータベー
ス研究支援活動は︑行事として二
つある︒一つはデータベース室主

会﹀であり︑もう一つは︑情報処
第２回

催の︿国文学データベース研究集
理室主催の︿国文学とコンピュー
○講演

Ｉ特に歴史史料を扱うについて

個人研究のためのデータベース

ｌ文庫紹介⑯

石垣市立八重山博物館
琉球弧の南西端︑八重山諸島の
中心に石垣島がある︒ここには本
土はもちろん沖縄本島とも異なる

れている︒資料の保存からみても

具体的な資料には︑近世後期以

見習うべき点が多い︒

後︑幕末から明治にかけての写本

でも琉球方言による﹁二十四孝﹂

が中心で︑漢籍も若干ある︒なか

や﹁平仮名盛衰記﹂︑﹁琉球狂言﹂︑

独自の文化がはぐくまれてきた︒

﹁星図﹂︵星座・天体の名辞集︶︑

いか一い◎

︵文献資料部・小峯和明︶

古典文学大系に結実していくに違

す重要な意義をもち︑やがて琉球

な資料の保存と調査は今後ますま

ぬ偏見を打破するためにも︑地道

﹁おもろさうし﹂の名しかあがら

な傾向にある︒琉球文学といえば

芸の世界が視野からはずされがち

深い交渉をふまえた豊饒な文字文

アジア・西洋キリシタンなどとの

本土はもとより中国・朝鮮・東南

シャーマニックな世界が強調され︑

るが︑どちらかといえば無文字の

南島文芸は近年脚光を浴びてい

照らしだす︒

れた写本が琉球文化のありようを

からずある︒たった一冊だけ残さ

られていない貴重な資料がすぐな

史物語等々︑一般にはほとんど知

琉球王朝をめぐる侠名の故事・歴

その粋を集めたのが八重山博物館

『

である︒当館においても︑最南端
の調査地にあたる︒一九九○年の

予備調査を経て︑九一年より琉球
大学の池宮正治・関根賢司両氏の
ご協力のもとに︑那覇市の県立図
書館︵東恩納寛惇文庫︶とあわせ
て調査を続けている︒

一般には︑沖縄にも近代以前の

資料があるのかと驚かれるが︑土
地の旧家で先祖代々︑保存してき
た資料が博物館に寄贈ないし寄託
されたものである︒目録には県教
育委員会編﹁八重山諸島を中心と
した古文書調査報告書﹂︵八○年︶

があるが︑その後発見された資料
もすぐなくない︒約四百点ほどあ
る︒とくに石垣島は他の島にくら
べ︑文献資料に対する意識が高い

ようだ︒さらに司書の内原節子氏
を中心とする館員の方々のご努力
で︑多くの資料が裏打ち補修され︑

表紙や峡を新装して大切に保管さ
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タシンポジウム﹀である︒前者は︑

国文学研究という焦点の絞られた

スの諸問題

以上

に各国文学研究室︑図書館等に送

が︑参加案内として︑九月上旬頃

﹁国文学データベース研究集会報﹂

昨年度の講演内容を冊子にした

から十月中旬の間に開催の予定︒

通常の行事予定では︑九月下旬

○フリートーキング

講師安永尚志

日本古典文学作品本文データベー

講師両角倉一

連歌のデータベースの研究動向

講師五島邦治

世界で︑国文学者はどういうデー
タベースを目指すかを直接の目的
にして研究集会を持っているもの

である︒平成四年は第二回を開催
に様々な実験を重ねつつ︑国塞理丁

した︒後者は︑システム研究を軸
国文学の研究支援も視野に入れ︑
平成四年は第四回を開催している︒

いＯ

どちらも︑多数ご参加いただきた

今回の館報では︑︿国文学デー
タベース研究集会﹀について紹介
させていただく︒

過去二回分の内容は以下の通り

付される︒ご留意いただければあ

である︒

第１回

りがたい︒

ー

○講演

ー
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彙報
平成４年

委員会日誌

会委員会︵第二回︶

︑月皿日国際日本文学研究集

Ｆ望ＪｒＩＢＢ〃

目的在仏国文学資料の所

いて評議が行われた︒

の事務打合せのため

在に関する調査事業

本年度第四回運営協議員会が平
され︑議事は︑教官人事について

成四年十二月十四日︵月︶に開催

平成５年３月５日

文部省永年勤続者表彰
文部省永年勤続者表彰規程に基
記念品として銀杯を贈呈した︒

づき︑次の方に表彰状を伝達し︑

成五年三月八日︵月︶に開催され︑

外国出張

松野陽一

小山弘志

岡雅彦

ンド

新藤協三
小峯和明
辻本裕成
渡航先フランス・アイルラ

在に関する調査のた

目的在仏国文学資料の所
め

平成５年３月５日

期間平成５年２月型日〜
松岡憲雄
ンド

森安達也東京大学教養学部教授

福田秀一国際基督教大学教養学部教授

松岡心平東京大学教養学部助教授

準霊蝿外国人癖騨冗員・ワルシャワ寺學教授

ミコワイ・メラノヴィチ

Ｉ中世芸術論の研究Ｉ﹂

課題名﹁日本文学の特質

〜平成５年３月証日

任期平成４年ｎ月５日

共同研究員︵前号追加︶

月証日︶

︵平成４年如月１日〜平成５年３

︵奈良女子大学助教授から︶

千本英史︵文献資料部助教授︶

︵併任︶

○平成４年皿月１日付

年２月︶

人事異動︵平成４年９月〜平成５

六車正章︵管理部長︶

議事は︑教官人事︑管理運営の概
況︑平成五年度予算内示及び科学

員会議︵北海道・東

研究費補助金並びに平成五年度事

会委員会︵第三回︶

業計画について協議が行われた︒

北地区︶

二回︶

塑月︑日共同研究委員会︵第

廻月４日国文学文献資料調査

本年度第五回運営協議員会が平

協議が行われた︒

期間平成５年２月型日〜

運営協議員会の開催について

金並びに平成五年度事業計画につ

ー

○平成４年︑月認日付

員会議︵近畿地区︶

ｎ月Ⅳ日国文学文献資料調査

ー

渡航先フランス・アイルラ

︾︲

︵閲覧室カウンター﹀
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璽月幻日国際日本文学研究集
平成５年
三回︶

２月５日共同研究委員会︵第

計画委員会︵第二回︶

２月廻日国文学文献資料収集

会︵第一回︶

２月照日古典籍総合目録委員

用委員会︵第一回︶

２月娼日情報処理システム運
評議員会の開催について
本年度第三回評議員会が平成五
年三月十七日︵水︶に開催され︑
副会長に尾藤評議員が就任した︒

議事は︑管理運営の概況︑平成五

鯵>臓志識

I

年度予算内示及び科学研究費補助

汁
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このたび︑武雄市教育委員会︑

庫︶が︑今回新たに収録されたも

ています︒そのうち七所蔵者︵文

糊＊抱谷文庫

７ゞ！

州矢口米三︵矢口丹波記念文
庫︶

したがって︑明治以降出版の図

した︒

書を検索する場合には︑カード目

録とあわせてＯＰＡＣもご利用く

ださい︒なお︑ＯＰＡＣのデータ

名古屋市蓬左文庫︑高岡市立中央

録増加５︵

を印字した増加図書リストも作成

九時三十分から十六時三十分まで

ＯＰＡＣの利用時間は開室日の

料は同年十一月から閲覧に供して

平成三年四月に受託した標記資

◆田安徳川家資料の利用について

新のため休止いたします︒

合は翌開室日︶の午後はデータ更

で︑毎月第一木曜日︵休室日の場

た三六七点の和古書︵写本・版本︶

一九八六﹂︑
﹃同増加４︵一九八七三︑﹁同増加

古書目録一九七二

場合は︑﹁国文学研究資料館蔵和

る和古書を冊子体目録で検索する

したがって︑当館で所蔵してい

を収録しています︒

八七三刊行以降︑整理を終了し

九九二︶﹂

この目録は︑増加目録としては

②﹁国文学研究資料館蔵和古書目

収録所蔵者︵文庫︶は︑次のと

五冊目のもので︑﹁増加４︵一九

弘神宮文庫

しています︒

おりです︒︵＊印は新規収録分︶︒

文庫恥所蔵者

ｕ京都大学文学部︵頴原文庫︶

際事前許可が必要︶から﹁Ｂ﹂

釦宮内庁書陵部
妬酒田市立光丘図書館

︵紙焼写真・電子複写の際事後報
告が必要︶に

②高岡市立中央図書館

当館では今まで︑明治以降の活

⑧書道⑨猿楽等の四千九十二

内容は①田安宗武著作物類②
田安家日誌③Ｈ記・記録類・年
中行事④有職故実向茎白楽関係
⑥国文学⑦犬追物・馬術・弓術

います︒

字本および影印本の検索について

閲覧を希望される方は︑カウン

冊︑四十三軸からなっています︒

てご覧ください︒

５︵一九九二︶﹂の三冊をあわせ

は︑カード目録を作成してきまし

ターに備えてある﹁田安徳川家寄

畑臼杵市立臼杵図書館

郷＊茨城県立歴史館

たが︑このたび︑昨年一月以降受

託資料目録︵仮︶﹂で検索し︑﹁特

馴多和文庫

洲＊福井市立図書館︵松平文庫︶

酬中京大学図書館

け入れた資料についてカード目録

要︶に

◆所蔵目録刊行のご案内
このたび﹁マイクロ資料目録﹂

および﹁和古書目録﹂の最新版を

刊行しましたのでご案内いたしま

文庫︶

◆オンライン利用者目録︵ＯＰＡ

犯＊正教蔵文庫

を廃止し︑簡単な端末操作で検索

︵要押印︶を提出してください︒

別別置資料・寄託資料閲覧許可願﹂

畑盛岡市中央公民館
畑立命館大学図書館︵西圃寺

那＊萱庵文庫

できるオンライン利用者目録︵Ｏ

写真・電子複写の際事後報告が必

す︒

狐＊夢望庵文庫

Ｃ︶開始について

川﹁国文学研究資料館蔵マイクロ

ＰＡＣ︶に移行することになりま

真・電子複写の際事前許可が必要︶

﹁Ｃ﹂︵ポジフィルム・紙焼写

シ

訓＊後藤重郎

から﹁Ａ﹂︵ポジフィルム・紙焼

庫︶

銘名古屋市蓬左文庫
渦今治市河野美術館
師新城市教育委員会︵牧野文

﹁Ｄ﹂︵紙焼 写 真 ・ 電 子 複 写 の

名古屋市蓬左文庫

艸武雄市教育委員会︵鍋島文庫︶

ていただきました︒

ビスの取扱いを次のとおり変更し

館におけるマイクロ資料の複写サー

のです︒

庫︶分︑六︑九一七点が収録され

この目録には︑二○所蔵者︵文

ゞ

図書館の格別のご配慮により︑当

更について

◆マイクロ資料のサービス区分変

利用者へのお知らせ

■

資料目録一九九二年﹂︵第旧冊︶
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平成5年度春季学会
①事務局②学会開催日③会場
解釈学会①〒101千代田区神田神
保町2‑46教育出版センター内03‑

3239‑5438②8月5I」③島根女
子短期大学
歌舞伎学会①〒169新宿区西早稲
田1−6−l早稲田大学演劇博物館内
03‑3203‑4141内71‑5218@5月
16日③ラフォーレ原宿
訓点語学会①〒192‑03八王子市
東中野742‑1中央大学文学部国文

匙

ー

学研究室内0426‑74‑3789②5月
1日③京大会館
芸能史研究会①〒606京都市左京
区浄土寺真如町77紫雲荘6号室075

‑781‑8718@6月6日③京都

東中野742‑1中央大学文学部国文学

研究室 26‑74‑3789②6月12
14日③青山学院大学
日本演劇学会①〒169新宿区西早
稲田1‑6‑1早稲田大学演劇博物館内
03‑3203‑4141内71‑5218@5月
29,30日③早稲田大学
日本音声学会①〒110台東区東上

京都女子大学
上代文学会①〒102千代田区紀尾
井町7−1上智大学国文学研究室03
‑3238‑3637②5月15日〜17日
近畿大学
昭和文学会①〒101千代III区猿楽
町2‑2‑5笠間書院内03‑釦95‑1羽1

②6月5日③國學院大学
説話・伝承学会①〒602京都市上
京区今出川通烏丸東入同志社大学
国文学研究室内075‑251‑3421@
4月28.29日③同志社大学
説話文学会①〒168杉並区永福1‑
ー

I

研究室内03‑3261‑7406内260@5
月22,23日③二松学舎大学
中世文学会①〒192‑03八王子市

御車会館

計量国語学会①〒167杉並区善福
寺2丁目東京女子大学3号館118
号室03‑3395‑1211内339
国語学会①〒113文京区本郷7‑3
‑1東京大学文学部国語研究室内
03‑3812‑2111@5月22.23日③

Y

14兵庫県加東郡社町下久米942‑l
兵庫教育大学言語系教育研究室内
0795‑44‑1101(4月1日より移転
予定）②8月5．6日③東京茗
溪会館
全国大学国語国文学会①〒101千
代田区猿楽町2‑2‑6桜楓社気付03
‑3294‑0857@6月12･13日③
明海大学
中古文学会①〒102千代田区三番
町6二松学舎大学文学部国文学科

9−1明治大学和泉校舎法学部林雅
彦研究室内03‑5300‑1298@6月

26.27日③明治大学深川江戸資料
館小劇場

全国大学国語教育学会①〒673‑

緑ケ丘1−25白百合女子大学児童
文化研究室気付03‑3326‑6910

日本社会文学会①〒102千代田区
富士見2‑17‑l法政大学文学部西
田勝研究室内03‑3264‑9751@7
月3．4日③川崎市
日本比較文学会①〒573枚方市北
片鉾町16‑1関西外国語大学阪上
善政研究室内0720‑56‑1721@6
月19･20日③立正大学
日本文学協会①〒170豊島区南大
塚2‑17‑1003‑3941‑2740@7
月4日③名古屋大学
日本文学風土学会①〒214川崎市
多摩区東三田2‑1‑1専修大学文学
部国文学科内044‑911‑1036@6

月12.13日③専修大学
日本文芸研究会①〒98O仙台市青
葉区川内東北大学文学部国文学研

究室内022‑222‑1800内2503@6
月12.13日③東北大学
日本文体論学会①〒110台東区下

野3‑25‑6蒼洋社ピル5FO3‑3839

谷1‑5‑34三修社内03‑3842‑1711

−3957②6月19日③未定
日本歌謡学会①〒630奈良市高畑

②6月25.26日③聖徳大学
日本方言研究会①〒115北区西ケ

町奈良教育大学真鍋研究室0742‑
27‑91536月5，6日③杉野女
子大学
日本近世文学会①〒171豊島区H
白1−5−l学習院大学日本語日本文
学科諏訪春雄研究室内03‑…‑m21

丘3‑9‑14Ifl立国語研究所気付日
本方言研究会幹事03‑3900‑3111

内5766②6月5，6日③慶応大
学

日本近代文学会①〒156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03‑3329‑1151事

平成五年三月発行
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務取扱①〒113文京区本駒込5‑16‑9
学会センタービル日本学会事務セン
ター内03‑5814‑5810@5月22,
23日③学習院大学
日本口承文芸学会①〒112文京区
白山5‑28‑2O東洋大学東洋学研究
所内03‑3945‑7483（4月1日より
移転の予定）②6月5･6II
東京都立大学
日本国語教育学会①〒112文京区
大塚3‑29‑1日本教育研究連合会
第3研究室内03‑3941‑3420@6
月13日③奈良教育大学
社団法人日本語教育学会①〒107
港区赤坂1‑8‑10第9興和ビル内03
‑3584‑4872〜3②5月29.30日
③国際基督教大学
日本児童文学学会①〒182調布市
−14−

①〒192‑03八王子市南大沢1‑1東
京都立大学国語研究室内日本方言
研究会幹事0426‑77‑2135@5月
21日③立命館大学
俳文学会①〒663西宮市戸崎町1−
13武庫川女子大学第三学舎島津忠
夫研究室内0798‑67‑0079

表現学会①〒730広島市中区東千
田町1‑1‑89広島大学総合科学部
日本語学研究室内082−241−1221

(4月1日より移転予定）②6月
5．6日③島根県立女子短期大学
萬葉学会①〒558大阪市住吉区杉
本3‑3‑138大阪市立大学文学部国
語国文学研究室内06‑605‑2413〜4
紫式部学会①〒23O横浜市鶴見区
鶴見2−1−3鶴見大学文学部日本文
学科研究室内045‑581‑1001内242
和歌文学会①〒102千代田区三番
町12大妻女子大学国文学研究室内
03‑5275‑6028

和漢比較文学会①〒468名古屋市
天白区高宮町1302名古屋女子大学
日本文学科野崎研究室内052‑801‑
1133

