ISSNO386‑.1790

国土学可亀賛料儲殺
演能記録データベース研究の

演峠舜蝿誇卸挙跨ヨス⁝⁝竹本幹夫
文順紹介⑬﹁賀茂真週鼬念館﹂⁝⁝
丈献資料部事業報街：⁝⁝・⁝松野陽一
研究愉級部事業銀牌．．⁝・⁝断井栄篭

白文Ⅱ鰍データベース
についてのお知らせ⁝．．⁝・⁝⁝

幣蹄閲覧部事業報術⁝⁝⁝本田康雄

究所長︶はこのデータベース構築

纂﹂︵代表・表章法政大学能楽研

全国的総合調査と演能年表の編

また同じく総合研究﹁演能記録の

国文学資料館長︶として継続し︑

データベース﹂︵代表・小山弘志

究︶の交付を受けて︑﹁演能記録

省科学研究費︿データベース研

的研究﹂は︑現在平成三年度文部

﹁江戸初期以前の演能記録の総合

問題にしている狭義の演能記録で

ることが行われ始めた︒これが今

手でこれらの番組を記録・集成す

土桃山時代ごろから︑主に役者の

保護を再び受けるようになった安

吉に代表される︑強大な権力者の

記事の類であるが︑能が信長・秀

世の日記・記録類に散見する演能

い意味での演能記録の古例は︑中

の略式演奏の上演記録である︒広

演能記録とは︑能・狂言及びそ

日付と公演の名目を記し︑以下に

した書式がある︒すなわち冒頭に

から現在にいたるまで︑ほぼ固定

たったのである︒

的把握の必要性が痛感されるにい

記録の重要性が再認識され︑体系

るという状況の中で︑これら演能

から江戸期へと視野を広げつつあ

歴史的研究の対象が次第に室町期

記録が次々に紹介され︑また能の

倉家古能組﹂等の織豊時代の演能

って﹁丹後細川能番組﹂﹁小鼓大

心がけているが︑この研究計画の

であり︑一日も早い成果の発表を

究では空前の規模のプロジェクト

史的研究には不可欠の資料で︑と

自体もまた膨大であるが︑能の歴

在し︑後述するように個々の資料

統・内容の異なる複数の資料が存

ているため︑同じ催しについて系

ワキの名を書く︒そしてワキの名

前を書き︑その左下︑曲名直下に

名の右側に数字分下げてシテの名

曲名を列記するのであるが︑各曲

の下方に二行二段書きで上段右か
らこれに関わった者の一人として︑

演能記録には︑現存最古の資料

のための基礎研究としてほぼ同じ

関わる演能の故実として採録され

なかった︒しかしながら近年にな

除き︑ほとんど企図されたことが

総合的な研究は︑わずかな例外を

従来はこれら演能記録それ自体の

知るのに格好の材料なのである︒

くに上演曲の変遷や役者の事績を

シ

ある︒記録者の役目や立場に直接
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メンバーによって進められている︒

一応報告しておきたい︒
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能楽研究の分野で行われた共同研

平成二年度の資料館共同研究

次一
一目

ｰ

発足の経緯などについて︑当初か

新収資料紹介型⁝◆・・・・・⁝⁝↓：

評識園・委側等名浦⁝⁝⁝⁝

利用荷へのお知らせ⁝．．⁝⁝．

堂報⁝⁝⁝：⁝．：⁝⁝⁝．

似成二年唆伏子学会間他弛覧

ら︑この出版が与えた刺激はきわ

おり︑その方法を模索していたか

整理・検索の可能性を考え始めて

ンピュータを用いての演能記録の

でもやはり︑昭和六○年頃からコ

致していた︒法政大学能楽研究所

考えられ始めた時期とちょうど一

記録の整理・紹介の方法が真剣に

したのは︑能楽研究において演能

コンピュータ処理の研究﹂を公刊

の先駆的研究である﹁連歌資料の

の分野におけるコンピュータ利用

資料館が昭和六○年に︑国文学

くなるような書式ではある︒

見しただけでデータベース化した

た記録もあるが︑いずれにせよ一

準じている︒役者の一部を省略し

略式演奏の場合もおおむねこれに

名の直下にシテ以下を連記する︒

くこともある︒狂言の番組では曲

て曲名左下後方に間狂言の名を書

聡子方役者名が記される︒改行し

ら大鼓・小鼓︑下段は太鼓・笛の
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めて強かった︒むしろこの出版に
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た莫大な金額であったために︑当

額が︑我々国文学者の常識を越え

年たって業者から内示された見積

ところが会議を重ねた挙げ句に一

れを走らせることを考えていた︒

大学の大型コンピュータの上でそ

注し︑その頃導入きれたばかりの

開かれたと言った方が適切かも知

よってコンピュータ利用への眼が

を整理・検索することが十分可能

スのプログラムによって演能記録

した︒そして連歌資料データベー

理可能かどうかのご検討をお願い

演能記録の具体例をお兇せして処

の山中光一先生にもご紹介頂いて︑

打ち合わせをし︑同じ研究情報部

その後私は棚町先生と何度かお

知ったのである︒

ま流用できる可能性があることを

が演能記録データベースにそのま

んと連歌データベースプログラム

り︑いろいろご教示頂く中に︑な

ら小山館長・棚町前研究情報部

館の共同研究に採択され︑館内か

平成二年には前述のごとく資料

は手厚いご指導．ご支援を賜った︒

先生をはじめとする研究情報部に

くに小山弘志館長や棚町・山中両

のご配慮を得た研究会であり︑と

と討ったが︑人材その他で資料館

会を持つことが出来た︒﹁私的な﹂

にはメンバーを集めて私的な研究

話はとんとん拍子に進み︑同年秋

大きな期待を持てるわけである︒

ータを利用した文学研究の今後に

応用可能であるならば︑コンピュ

グラムがほぼそのまま他分野でも

でわかっては来た

ることが︑色々な試行錯誤の過程

当すると仕覗はかなり能率化出来

に依頼し︑こちらは校正だけを担

のは否めない︒人力をアルバイト

世代には辛いノルマになっている

本務校でこき使われることの多い

なかなか大変で︑とくに年齢的に

減に貢献するところ大であったが︑

やり方であった︒これは予算の軽

持していたところから思いついた

ー全員がパソコンかワープロを所

するわけである︒たまたまメンバ

業者に発注するのでは二度手間に
なるので︑最初から自分達で入力

当初能楽研究所では︑独自にデ
ータベースプログラムを業者に発

にとってはこの作業は必ずしも単

タを所有し︑コンピュータ処理の

場合と相違するのは︑データの入

演能記録データベースが連歌の

どう検索するかである︒それが確

たっての最も大きな問題は︑何を
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れない︒

然のことながらこの話はそのまま

ログラムを利用させて頂くことも

であることを確信し︑資料館のプ
可能であるとの手ごたえを得た︒

純労働というわけではなく︑入力

するだけでその時代の能界の動向

長・山中研究情報部長・樹下文隆

ただし研究者

は早くも演能記録のデータベース

立ち消えとなり︑昭和六一年頃に
化は事実上放棄されるに至った︒

大学能楽研究所長・橋本朝生山梨

助手︑館外の研究者として表法政

に報告したところ︑先生も強い興

そのことを能楽研究所で表章先生

から︑メリットも大きい︒アルバ

がおおむね把握できるわけである

当時我々はワープロ専用機を使い
始めたばかりのこととて︑コンピ

大学助教授︵当時︶・三宅晶子目

イトを併用しつつも︑基本的には

味を示された︒そこで棚町・山中

るまい︒それに文献の写真から︑

自ら入力作堆を担当するほかはあ

ュータに興味はあったが知識はほ

が参加して︑予算的な裏付けのあ

直接コンピュータに入力出来るよ

し国士館短期大学専任講師・竹本
る正式な研究会として発足した︒

︑学園短期大学専任講師・表きよ
用の可能性についてご机談頂くこ

本年からは科学研究費の交付を受

両先生のお二人と表先生とで︑資

ととした︒能楽研究所の日誌に︑

料館の連歌資料データベースの利

ついたわけである ︒

平成元年四月二十五日初めて両先

でもあろう︒

うなアルバイトは︑きわめてまれ

で汎用コンピュータの利用を思い
実は研究所で減能記録の整理・

け︑落合博志法政大学専任講師・

とんどなかった︒恐いもの知らず

検索にコンピュータ利用を発案し

山中玲子東京大学専任講師も新た
必要も痛感していたが︑予算的・

能楽研究所としては膨大なデー

生御来訪の由が見える︒

を諦めきれずにいた︒知識がない

技術的に独自の方法を取ることが

例も決まらないことになる︒我々

定しないと︑データ記入要領や凡

な形で折角の企両が頓挫したこと

たのは私であったので︑このよう

分︑懲りるということがなかった︒

る︒原資料を翻刻してから入力を

力を我々自身が行うという点であ

演能記録データベース構築にあ

そんな時に資料館の研究情報部長

ては連歌資料データベースのプロ

不可能であった︒一方資料館とし

に加わって現在に至っているｃ

であられた棚町知彌先生とある研

ー

究会でご一緒させて頂くこととな

ー
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Ｉ文庫紹介口

相違した印象になりつつあるが︑

ると連歌データベースとはかなり

出てくるのである︒従って一見す

したいといった独自の要求が必ず

験を積んでくると︑こんな検索が

ものについてそれなりの知識・経

まで進んで︑データベースという

行かないもので︑作業がある程度

やはり分野が違うと同じようには

おむねは前例に従う方針でいたが︑

︿フィールド︶の定義や名称もお

記入要領をほぼ踏襲し︑各項目

は当初は連歌資料データベースの

狭義の演能記録の不備を補って余

されるような江戸幕府の日記類も︑

内閣文庫蔵﹁柳営日次記﹂に代表

及ぶはずである︒それらに加えて

みならず︑地方・諸藩の記録にも

い︒その範囲は聯府の演能記録の

量からみて決して少ない数ではな

は江戸前期までを中心に約五十点
ほどになるが︑これはデータの総

当面の採録対象となる演能記録

能な研究プロジェクトと言えよう︒

コンピュータでなくしては︑不可

ち︑しかも大容量を誇る資料館の

タベースという実績と技術力を持

特別展示や講演会を定期的に催すで焼失した︒わずかに正平版論語

閲覧︑研究利用に供し︑あわせてことに発するが︑その多くは戦災

１データの情報量が異常に多いこ

大部の資料もままある︒さらには

演能記録には一点で数冊に及ぶ

のさい見直して償きたい︒等々︑

たえて集成されていないから︑こ

勢朝次博士の﹃能楽源流考﹂以後

室町期の日記類の演能記事も︑能

幅からなり︑その根幹をなすのはとめ︑文庫の整備を図っている︒

簡・書画・懐紙・詠草類などの掛の後も神道︑国学関係の集書につ

する能・狂言の曲目ごとの子カー

体を１件の親カードとそれに付属

在それら諸資料をリストに従って

は次第にふくらみつつあるが︑現

メンバーの拡充に応じて採録対象

徐々に充実し︑現在約二︑三○○敷智郡伊場村の人で︑前半生を故

後の購入︑寄贈などにより蔵書は月三十日没︑七十三歳︒浜松在の

部文庫︲｜本であるが︑加えてそのち衛士︑県居と号︒明和六年十

一括譲渡された岡部譲旧蔵の﹁岡真淵は︑岡部氏︑通称は参四の

揖取魚彦等が描いた真淵の画像類︑した︒

真淵自筆書状類︑同添削詠草類︑︹所在地︺

四五六

同草稿類のほか︑国学名家書簡集︑浜松市東伊場一

八○五○

その他であるが︑変わったところ︵文献資料部鈴木淳︶

加藤千蔭書簡集︑杉浦家詠草留書電話○五三

二二ｌ二

としては︑住吉広行・内山真龍．学者︑歌人として不朽の業績を遺

点ほどに及んでいる︒おもなもの郷で過ごし︑後半生を江戸で畢え︑

あがたい

ドに入力するわけであるが︑大半

整理収集しつつ︑順次入力作業を
このデータベースが公開されれ

のデータでは一日に十番前後の能
データの半数以上は︑能では十名

ば︑室町末期から江戸時代までの

進めているところである︒

近く︑狂言では三名以上の出演者

能役者索引が完成することになる︒
曲目と主な出演者を組み合わせた︑

上演曲目索引も同様である︒上演

能の名目︑場所︑主催者︑特記事

一見してその日の番組内容がわか

る︒それらのすべてに加えて︑演
項や考証注記などをも記入してい

︵５頁へ続く︶

名が記される︑といった具合であ

と五番前後の狂言が演じられ︑全

収集資料は写本・板本類と書にとどまるが︑宮司の三浦氏はそ

とが特色で︑例えば一日の公演全

ている︒その他郷土関係資料類が現存する

など︑幅広い文化活動をおこなつや荷田春満書入﹁百人一首抄﹂︑

収集︑整理して市民はじめ一般の讓氏がその蔵書の一部を奉納した

真淵およびその周辺の関係資料をの県居文庫は︑やはり戦前︑岡部

史蹟調査顕彰会がこれに当たり︑とする県居神社が鎮座する︒当社

は︑市教育委員会と社団法人浜松請された︑﹁県居翁霊社﹂を起源

に開館された︒当館の管理︑運営浜松城主の水野忠邦等によって勧

する目的で︑昭和五十九年十一月記念館の東隣には︑天保十年︑

松を家郷とする真淵の業績を顕彰︵平成二年刊︶に収められる︒

浜松市立賀茂真淵記念館は︑浜蔵名品抄賀茂真淵の画像と遺墨﹂

ある︒なお蔵書の一部は図録﹁館

浜松市立賀茂真淵記念館木や本居宣長の画像の板木などが

では︑石川依平﹃柳園詠草﹂の板

実は基本的なプログラムはほぼ連

りあるので絶対に看過しえない︒

ｰ

歌のそれに同じはずである︒

ー

くのであるから︑すでに連歌デー
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文献資料部事業報告

文庫︵尾崎コレクション︶・名古

図書館︵花春文庫︶・名古屋蓬左

立図書館︵花月文庫︶・上田市立

立図書館︵甲州文庫︶＊・上田市

文庫︶・松浦史料博物館・長崎某

立長崎図書館・島原図書館︿松平

佐賀某家・祐徳稲荷神社・長崎県

九州地区

庫︶・高知県立図書館︵山内文庫︶

女子大学附属図書館︵凌霄文

館・山口女子大学附属図書館︵寺

市開拓記念館・岩手県立図書館・

屋大学附属図書館︵神宮皇学館文

内文庫︶・益田家・三隅町公民

属図書館︵狩野文庫︶・宮城教育

秋田県立秋田図蒋館・東北大学附

庫︶・愛知県立大学附属図書館・

杵図霄館・沖縄県立図書館＊・石

家・大村市立史料館・臼杵市立臼

図書館・加賀市立図書館︵聖藩文

本年度は第一回の収集計画委員

大学附属図書館・宮城学院女子大

愛知大学図書館︵菅沼文庫︶・中

垣市立八重山博物館＊

庫︶・石川県立図書館︵李花亭文

会を五月十六日に開き︑調査員会

学附属図書館・仙岳院・山寺芭蕉

京大学図書館・大須文庫・西尾市

海外

館・善通寺・鎌田共済会図書館・

議︵総会︶は同二十三日︑冨士客

記念館・酒田市立光丘文庫・鶴岡

立図書館︵岩瀬文庫︶・神宮文庫

パリ国立図詳館・ギメ東洋美術館

香川某家・大洲市立図書館・四国

Ｍ︑論文検索のデモンストレーシ

員教授の講演︑当館蔵ＣＤｌＲＯ

市郷土資料館・福島県立図書館

近畿地区

図書館＊・チュスタービーティー

庫︶・山梨県立文学館＊・山梨県

ョン︑有志による懇親会と多数の
関東地区

水口町立凶害館・園部町教育委員

庫︶・福井市立図書館︵松平文

御参加をいただき盛会裡に終了した︒

彰考館・茨城県立雁史館・筑波大

会︵小出文庫︶・京都大学附属図

松野陽一

の自然災害や海外の大きな社会変

術大学附属図書館︵脇本文庫︶・

学附属図書館・東洋文庫・東京芸

協力いただき︑その成果が続々集

休みには調査に収集に積極的に御

内庁書陵部・東京都立中央図書館

学図書館︵毛利文庫黒川本︶・宮

能楽研究所︵鴻山文庫︶・明治大

東京大学国文学研究室・法政大学

館＊・白鹿記念酒造博物館＊・温

館・玉津島神社・高野山大学図書

女子大学附属図書館・大和文華

文庫・大阪市立中央凶件館・大阪

部︵頴原文庫︶・陽明文庫・蘆庵

書館︵平松家本︶・京都大学文学

北海学園大学附属図書館︵北駕文

北海道東北地区

の所蔵資料計七四五六点を収集した︒

本年三月末までに左の三八筒所

図書館

の九五箇所︵予備調査Ⅱ＊印を含

現年度は︑本年三月末までに左

中部地区

崎市市民ミュージァム

山宗平・大倉精神文化研究所・川

書館︵東京誌料︶・松野陽一・松

大学附属図害館︵池田文庫︶・広島

取図書館＊・可部屋集成館・岡山

鳥取大学附属図書館・鳥取県立鳥

中国四国地区

泉寺

矢口丹波記念文庫・茨城県立歴史

関東地区

山寺芭蕉記念館・酒田市立光丘文庫

中央公民館・秋田県立秋田図書館・

庫︶・弘前市立弘前図蕎館・盛岡市
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本年は今も続く雲仙岳噴火など

からず影響を及ぼしているが︑夏

動︑そして天候不順が作業に少な

まりつつある︒感謝したい︒

︷加賀文庫︶・東京都立中央図書館

む︶の所蔵資料計七六二九点を調

新潟大学附属図書館︵佐野文

陵部・法政大学能楽研究所︵鴻山

館・早稲田大学図書館・宮内庁書

二︑収集

平成二年度国文学文献資料調査・

︵特別買上文庫︶・東京都立中央図

査した︒

市立中央図書館︵浅野文庫︶・光藤

一︑調査

収集の概況

北海道東北地区︵順不同︑敬称略︑

葆光・三原市立図書館・羽中山八

文庫︶・東洋文庫・東京都中央図

庫︶・糸魚川市歴史民俗資料館・

幡文庫・岩国徴古館・萩市立図書

富山県立図書館︵中島文庫︶・高
岡市立中央図書館・金沢大学附属

一部略称︑以下同じ︶

北海学園大学附属図書館︿北駕文

ー

庫︶・函館市立函館図書館・伊達

ー
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リ国立図書館ギメ東洋美術館図

業を進めている︒第一回の会合を

︵３頁より︶

るような︑資料別・年代順の基本

三月三十一日付で長谷川強前文

ん特定の役者の初演と最終出演の

情報一覧も可能となろう︒もちろ

書館︵加賀文庫︶・福田秀一・松

献資料部長が停年退官され︑名誉

年月日︑上演曲目の時代的傾向な

六月二十八日に行なった︒

月二十三日より十九日間︑小峯︑

教授の称号を授与された︒後任の

ど︑今はまだ調査に数日を要する

タービーティー図書館の調査を九
山崎︑竹下︑樹下︑深沢が出張し

部長職は本年度からわたくしが担

書館など在仏資料︑併せてチェス

福井市立図書館︵松平文庫︶・名
て行なう計画を立てている︒

野陽一・松山宗平

古屋市鶴舞中央図書館・愛知県立

四月一日付で新藤助教授が教授

の総合研究の方での最終目的であ

く検索出来るようになるし︑我々

こともあるような情報も︑たやす

ニア大学バークレー校︑イェール

に昇任︑第三室の長谷川教授の後

当することになった︒

立図書館︵岩瀬文庫︶

大学スターリング記念図書館に出

る︑地区別の演能年表作成のため

収集は右諸館の他︑カリフォル

近畿地区

の基本資料も容易に揃えることが

きく︑能役者には俳譜を嗜むなど︑

任には鈴木淳助教授を迎えた︒室

他分野とも関わる人物も少なくな

長は第一室新藤︑第二室小峯︑第

本年度は客員教授として駒沢大

訓査研究報告第一二号を編集刊

願済みである︒

学文学部の富士昭雄教授をお迎え

行し︑宮次男前客員教授﹁和字絵

第四室

︵西園寺文庫︶・陽明文庫・園部町

し︑近世小説類の調査・収集のほ

正教蔵文庫・京都大学文学部︵頴

教育委員会︵小出文庫︶・大和文

か︑特定研究の書誌学用語の整理

をお願いしたい︒
︵文献資料部長︶

本年度も変らぬ御指導︑御協力

った︒

︵早稲田大学文学部助教授︶

よいのではなかろうか︒

考証にも資するところ大といって

期から近世にいたる国文学一般の

以降の文学に与えた影響は甚だ大

出来よう︒能・狂言や謡が同時代

華館・住吉大社・大阪女子大学附

い︒このデータベースは︑中世後

引き続き特定研究を館外の方々と

三室岡︑第四室松野の新体制とな

属図書館・柿衛文庫・温泉寺

を収録した︒

入往生要集﹂以下八本の研究報告

岡大学人文学部の神田龍身助教授︑

いる︒併任助教授には︑前期は静
後期は琉球大学法文学部の関根賢

などの御助力御指導をお願いして

九州地区

司助教授にお願いしている︒

中国四国地区

原文庫︶・立命館大学附属図書館

学附属図書館・大須文庫・西尾市

大学図書館︵古俳善二・中京大

中部地区

‐

岩国徴古館・益田家・香川某家

熊本大学附属図書館︵北岡文

その他

地区会議は︑中国四国地区は十

立臼杵図書館

一月十九日に徳島市で︑中部地区

庫︶・熊本大学教育学部・臼杵市

本年度は調査三三箇所︵海外

平成三年度文献資料調査・収集計画

は十一月二十二日に金沢市で開催

共同で行なっている︒古典籍学用

めの研究﹂のテーマで︑昨年度に

﹁古典籍学の確立・体系化のた

の予︷疋︒

を含む︶一○○四○点︑収集五五
箇所︵同︶五七九六点の計画を立
て︑順次実行に移している︒

昨年度の二度の予備調査︑調査

海外資料の調査・収集
を承けて︑本年度も科学研究費補

語集作成︑奥書刊記集成などの作
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ー

助金︵海外学術研究︶により︑パ

←
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山中光一教授の後任として︑新井

研究情報部長は︑定年退官した

順・コンピュータ辞書︵語彙一覧

努力した︒プログラム・作業手

未解決の部分が多く︑その解決に

編集・組版の問題が多岐に亘って

タイプ・セッティング︶化に伴う︑

組版のＣＴＳ︵コンピュータ・

テムと作業手順の改善︑国文学論

録データベースのデータ作成シス

換システムの改善︑国文学論文目

目録データベースマスターへの転

文学年鑑マスターから国文学論文

善・作成をおこなうとともに︑国

研究情報部事業報告

平成二年度は︑新たにデータベ

新井栄蔵

ース室が設置され︑何時に関連の

ための実験システムの開発などを

文目録データベース改善・拡張の

室名の変更があって︑今後︑次の

テムなどの改善・開発に追われな

表︶︑編集作業のための管理シス
がら︑同時に編集作業を完遂する

情報分析室は︑転勤した末澤明

が担当する︒

点から考えると︑既に編集担当者

四室の体制で運営される事となった︒

手が着任した︒

子助手の後任として佐々木孝浩助

データベースサービス準備室︵平

データベース室は︑当面︑従来

うことができた︒来年度︵平成四

約七○名の参加者で︑成功裡に行

回︶を十一月十六︑十七日に開催︑

本的に検討し直さざるを得ない時

う編集するのが現実的なのかを根

えるならば︑﹃国文学年鑑﹂はど

Ｓによる編集作業を前提として考

時代の趨勢であろうが︑そのＣＴ

などをおこなった︒

の準備︑実験モニターの依頼準備

ービス計画の策定︑サービス開始

管理部関係部門の協力を得て︑サ

ベースサービス準備室とともに︑

同時に︑平成四年度の国文学論

実施した︒

情報資料室︵旧情報室︶

サービスの開始を前提に︑データ

文目録データベースのオンライン

データベース室︵新設︶

情報分析室︵旧編集室︶

によって組版・印刷することは︑

の努力も限度にきている︒ＣＴＳ

成三年四月以降は論文目録データ

たるため︑規模をやや拡大した集

年度︶は︑当館設立二○周年にあ

国際日本文学研究集会︵第皿

情報資料室

ベースサービス準備室として改

情報処理室

資料目録二九九○︶

①国文学研究資料館蔵マイクロ

②国文学研究資料館蔵逐次刊行
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情報処理室

組︶が担当した国文学論文目録デ

期にきている︒

平成二年度事業は︑以下のよう
研究集会委員会では︑その立案検

会を計画しており︑国際日本文学

に実施した︒

平成二年度の事業報告に併せて︑

ータベースの作成関連の研究・業

㈲目録作成

﹁紀要﹂も例年どおり刊行をお

定常的な業務として︑

平成三年度には︑その具体的な検
進めているが︑劣化した切りぬき

えることができた︒

討に移りたいと考えていることを
については︑当面コピーをとって

データベース室

新聞情報の収集は︑従来どおり

討を開始した︒

務を移管して引き継いで実施して
いる︒その他のデータベース関連

ことになる︒データベース室長は︑

針の策定に伴い随時に加除される

その作業を開始した︒

保存の永続化を計ることとなり︑

業務は︑今後︑館としての運営方

当年度は研究情報部長が兼務する︒

付記しておく︒

平成二年十月から平成三年三月ま

物目録︵一九九二

の版下作成を行った︒

データベースサービス準備室の

国文学論文目録データベース作成

館報は例年どおり︑年二回の刊
行を終えた︒

での間︑中村康夫助教授︵鳥取大
学医療技術短期大学部助教授︶の

口データ入力等

データ合せて一○○︑七二件

上記目録用データ及びその他の

の作業を移管して︑その目録デー

までの四年分︑約四万件︶の改

タ︵昭和六十年分から六十三年分

情報分析室

他の室の研究・業務の担当は従

平成三年三月末に刊行した︒

ー

﹁国文学年鑑﹂︵平成元年版︶を

併任が発令きれた︒

来の通りである︒

ー
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なお︑科研費に基づく岩波版日

のデータ入力を行った︒

索︑データ転送等︑本データ

今ロシステム

ベースの高度活用のための総

㈲人文系共同利用機関情報システ

な質疑があり盛会であった︒

約一○○名の参加があり︑活発

ディスカッションが行われた︒

日本文化研究センターで開催し︑

著作権について︑二回目は国際

で開催し︑主にデータベースと

一回目は放送教育開発センター

のためのシステム開発を行った○

能の実現とパーソナル環境支援

ベースの定型的な利用処理機

今年度は二回開催した︒

ム連絡会

て意見交換を行った︒

研究情報の相互交流方法につい

文字頻度リスト作成︑語彙検

た︒これにて︑古典大系が全作

国文学論文目録データベース試行と
サービス開始についてのお知らせ

た原文献資料データベースシ

したように︑来年度に当館で開始また︑国文学者の立場からデー

三十五・三十六号でお知らせしま向け調整を進めております︒

②原文献資料データベースの監

ステムのサブシステム群を総

の方針で進めております国文学論タベースを考えるという方針にた

た︒次年度以降校正作業を含め

研究情報部データベース室

括し︑一元的に運用管理する

文目録データベースのオンラインって︑新聞形式の国文学論文目録

視機能をもつ運用管理システム

システム開発を行った︒効率

サービスに向け︑現在︑館内の試データベース通信を隔月で発行し︑

国文学研究資料館報第三十四．な問題点があり︑現在その解決に

的かつ一貫性の高いデータベー

行をはじめ︑全国各地域の複数大国文学論文目録データベースの概

従来︑個別に開発を行ってき

ス形成・連用を目的としている︒

る限り早期にサービス開始を目

③プロバイダシステムの基本的

指している︒

特別設備費によって古典本文デ

学に依頼してのモニターによる試要や︑その作成にあたっての問題

ロバイダシステムの導入を行っ

イダシステムの基本システム

平成二年度に導入したプロバ

な環境システム

広報やデモなどもできるだけ多くへお知らせしております︒

文学関係の学会や諸大学における事務室・大学内情報センターなど

来年度サービス開始時には︑とうしたコンピュータによる検索方

実施するよう計画しております︒研究支援態勢の一貫としてのこ

行などを行っております︒また国点などを︑全国の国文学研究室や

た︒クボタコンピュータ社製Ｍ

及びネットワークを中心とし
た環境システムの開発を行った︒

ジウム﹂の開催

⑪﹁国文学とコンピュータシンポ
平成二年十二月十四日に第二回
ジウム﹂を開催した︒今回はテ

元年まで七年分の国文学研究論文まだ︑一般化しているとはいえな

め館内ワークステーションを接

できるように考えておりますが︑皆様からのさまざまなご意見やご

約七万件のデータを検索用に提供い現況にあります︒国文学研究者

りあえず︑昭和五十八年から平成法は︑国文学の世界では必ずしも

続し相互利用するためのＬＡＮ

﹁国文学とコンピュータシンポ

検索辞書の手当てなど︑さまざまいますようお願いいたします︒

の整備や︑データの修正や追加︑館データベース室までお寄せ下さ
理について諸問題を討議すると

開始までには︑さらにシステム上要望がありましたら︑遠慮なく当

いう目的で八件の講演とパネル

キストデータベースと日本語処
以下のシステム開発を行った︒

四システム開発

報部に敷設した︒

として︑イーサネットを研究情

テムである︒また︑これらを含

ｃｉｎｔＯＳｈによる複合シス

製ＮＥＷＳ︑アップル社製Ｍａ

ｉｐＳＲＣ３２６０︑ソニー社

日新規システムの導入

外字の作成を行った︒

研究用として三○○字のＪＩＳ

また︑業務用として一○一字︑

ータベース研究用等のためのプ

利用システム開発を行い︑出来

品データベースの入力が完了し

○○万字︑三三五作品︶を行っ

本古典文学大系本文データの第

ｰ

三年次分の入力・蓄積︵約一○

ｰ

①日本古典文学作品本文データ

−7−
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整理閲覧部事業報告

均三一人︶︑文献複写が二五︑七

が二％︑文献複写件数が三八％と

利用申請を行った︒和古書の補修

それぞれ増加した︒特に文献複写

った︒前年度に比べて︑入室者数

本事業は︑岩波書店刊﹁国菩総

件数の大巾な増加は︑複写料金の

六一件二日平均一○二件︶であ

目録﹂のデータベース化をはかる

値下げの影稗かと思われる︒利用

を例年通り行った︒

ものであり︑パンチ・校正作堆︑

艸古典作品典拠ファイル作成事業

入力・変換・加工︵読み付与︑著

本田康雄
た︒

るが︑本年度でパンチ・校正作業

者名コントロール等︶作業から成

閲覧係を情報サービス係に変更し

⑪資料の受入

㈲情報サービス室

当部が担当する業務︵資料の受
び参考業務︑公開講演会の開催︑

入︑整理︑保存︑利用サービス及
展示等︶は︑平成二年度も順調に

入力以降の作業も順次行っており︑

を完了した︒約三十七万件である︒

今年度は約四七︑○○○件を処理
し︑累計十六万件に達した︒

−8−

178冊

平成二年度の受入資料数は︑マ

○二リール︑紙焼写真本二︑七

※他に紙焼写真による収災がある。

⑤古典籍総合目録作成事業

51,959冊

進展した︒

委託は︑昭和六十三年度収集分一

七四冊︶︑図書︵二︑九四六冊︶︑

前年度末の目録刊行をうけて︑

81,325冊

イクロ資料︵ロールフィルム一︑

○二リールを追加委託し︑総計

逐次刊行物︵継続受入雑誌一︑七

十年間の事業をふりかえり︑作業

業を行った︒

､175点

紙 焼 写 真 本

保存用ネガフィルムの外部保管

一七︑○八○リールとなった︒例

二一誌ｌ全所蔵タイトル数三︑四

を﹁古典籍総合目録ｌデータベース

の概要や問題点を総括した報告書

二年度末での全蔵書数は︑別表の

の構築と出版﹂と題し︑刊行した︒

データ作成は引き続き行い︑害

とおりとなった︒

三冊︶であった︒その結果︑平成

五七タイトル︶︑雑誌製本二二二

年実施している監査に際しては︑

査員を派遣し︑保存用ネガフィル

監査実施要領に基づき当部から検
ムの保管状況等を検査した︒

部内の異動は平成二年四月一日

誌データ一万件余をはじめ︑著作︑

付で整理閲覧室に参考普及係が新

著者の典拠データを作成した︒ま

⑫マイクロ資料の整理
﹁国文学研究資料館蔵マイクロ

ュータ製版システム︶から出力し

た︑目録編集時にＣＴＳ︵コンピ

設きれ︑鈴木閲覧係長が係長を併

尊経閣文庫ほか二十三文庫︑七︑

資料目録一九九○年﹂を刊行した︒

六月八日付で整理閲覧室を名称変

四九○点の資料が収録されている︒

任することとなった︒また︑同年
更した情報サービス室に事務官室

⑥閲覧業務

いて︑現行データベースの修正作

た校正ゲラを精査した結果に雄づ

剛図井資料の整理等
む︶約二︑七○○冊を整理した︒

平成二年度は︑来館利用による

︵四月一日付の異動で︑北海道大

学術情報センターの目録所在情報

入室者数が七︑八一九人二日平

3.457

逐次刊行物

21,643枚

図書（古書及び新刊淵:）

,571'ノール

99、589点

鞭

マイクロフィルム

(平成3年3月末現在）
冊(リール)数

占

数

β』も､

資 料 桃 別

6.237点

マイクロフィッシュ

マイクロ街

長が新設され︑益田義孝事務官

ら管理部付として転入︶が着任し

学附属図書館情報システム課長か

サービスを利用した︑目録業務の

所蔵資料統計

別表

141点

許

寄託

新規受入れの図書︵和古書を含

た︒これにあわせて︑係の名称に

システム化の検討に着手し︑その

ｰ

ついても整理係を情報管理係に︑

ｰ
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第犯回︵６月お日︑於当館︶
月肥日〜６月釦日︶︒

第

・常設展示

﹁花と阿修羅﹂ウィリアム・ラ

︒公開講演会

二四︑五七七人に達した︒また︑

日

第妬回﹁上代の文学﹂︵７月聡

回﹁和書のさまざま﹂︵４

相互利用︵郵送による文献複写・
フルーア︵当館客員教授︶︑﹁風

第〃回﹁古典文学の参考図書﹂

旭月躯日︶︒

第妬回﹁徒然草﹂︵加月晦日〜

９月羽日︶︒

に廃く富士の煙の行方﹂山田昭
全︵大正大学教授︶

︵１月即日〜３月羽日︶

日︑於大阪市・

大阪府中小企業文化会館︶

なお︑第週回夏期公開講演会の

第詔回︵︑月

︵東京大学教授︶︑﹁小野小町の

﹁光源氏と冷泉院﹂篠原昭二

蔵原本︵写本・版本︶のマイクロ
化事業第二年目の平成二年度は︑

︵整理閲覧部長︶

希望者にも配布している︒

し︑大学図書館等への寄贈のほか︑

学研究資料館講演集吃喜を刊行

約四二万コマ︑二︑一五五点の撮

学学長︶

箪録集である﹃上代の文学︵国文

平成元年度から始まった当館所

た︒

貸出︶の申込受付は︑一︑八七九

1

件で︑前年度に比べて二％減少し

登録者は︑累計︵三月末まで︶で

，

＝

歌の場﹂片桐洋一︵大阪女子大

影を実施した︒

また平成二年度は︑五月から六

文学﹂︵７月妬日〜詔日︑於当
館︶

・第喝回夏期公開講演会﹁上代の

妬日﹁人麻呂の創造﹂曽倉岑

月にかけて参考開架閲覧室の改装
考閲覧室の参考開架図書と二階閲

新収資料展

を行い︑さらに三月には︑三階参
覧室の紙焼写真本との︑ほぼ全面

︵青山学院大学教授︶︑﹁万葉の

旅ｌ遣新羅使人歌を中心にＩ﹂
阿蘇瑞枝︵共立女子大学教授︶︒

（日曜・祝日を除く）

なお︑例年通り︑四月末から五

幻日﹁歴史学からみた古代の

11月1日(金)〜11月29日（金）

的な入れ換えを行った︒

月末に蔵書点検を実施した︒

月上旬にかけて資料のくん蒸︑三

大学教授︶︑﹁柿本人麻呂と大伴

家持ｌ史的背景からみたその歌

孤独﹂青木和夫︵お茶の水女子

風ｌ﹂直木孝次郎︵大阪市立大

口参考室

日常業務として︑参考質問の受

於：展示室

⑩参考業務
付・回答に従事し︑参考図書の充

詔日﹁古事記と日本書紀の違

学名誉教授︶

った︒

実と参考開架閲覧室の維持にあた

いＩ天照大御神の扱い方ｌ﹂金
井清一︵京都産業大学教授︶︑

︵皇學館大学教授︶︒

﹁神武紀・記の記述﹂西宮一民

国文学の普及業務として︑次の

②公開講演会及び展示会

した︒

昭和63年〜平成2年度期

−9−
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とおり公開講演会・展示会を開催

第19回特別展示
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新収資料紹介⑫ｌ
光源氏一 部 連 歌 寄 合
﹁光源氏一部連歌寄合﹄は︑こが含まれていることと合せて注け
れまで知られている唯一の伝本でされよう︒

ある天理図書館蔵本二銘肝脈集本書は﹁源氏聞書﹂﹁六帖和謁
紗﹂の内︶が貞治四年二三六集抜書﹂とともに合綴され︑薄茶

畷じが方か
︲り
︲形くＬ砿墜祷必︑＃し
豚岬辱ｒＹ／しｊ知り辱畿ｆ認搦
ｇ

ｂ

歩﹀ａ

︒︑︑〃

Ｄ

の化盈ノト？を団吻蚤吋うを

Ｇ

◆タ︑

！；

−10−

五︶の本奥書を有しており︑源氏色の反故紙をもってくるみ表紙と

、‐

寄合を作ったとする﹁九州問答﹂する︑堅付妬丁の一冊本︒本文料

1，
愚
而

の記事との符合︑貞治三年に行阿紙は楮紙︒縦二一・五栂︑横一

1

から﹁原中最秘抄﹂を伝授きれて五・八糎︒天文二年の件写奥沸を

ロ三田ロ

1

いることなどから︑二条良雄の手もつ︒﹁源氏聞詳﹂は作中人物と

１

叩
":
)r
:Q
z

になるものと推定されている︒近寄合の訶の簡単な解説︒﹁六帖和
本書は︑それら従来の推定を裏付関与していたとされる﹁新撰六帖

し
て "

時当館の収蔵するところとなった謁集抜書﹂は︑連歌寄合の形成に

− ●

可
ブ・
卜氏

》

l

ける記事を持つ︑未紹介の新出資題和歌﹂から陀首の歌を書き抜い

料であると思われる︒たもの︾﹁光源氏一部連歌寄合﹂
天理本の奥書とほぼ同内容の記ともども︑付合の参考書として使
事の後︑﹁貞治四年十月之比於二用きれたものであろう︒
々努々不可他見云々﹂と︑二条良合語の誤脱を訂正しうるばかりで

.
f
、

考

！
、

条関白殿下御談儀／之時被用捨云天理本と比較するに︑相互に寄

とが明記され︑さらに﹁乎時参集視されてしまっている︑﹁女車刎﹂

基のもとで﹁御談儀﹂のあったこなく︑天理本ではほとんど全て無

た人物たちの名が挙げられている︒って寄合語であることを示す記載

人々﹂として︑寄合作成に協力しというような割注で書くことにょ
なかでも﹁河海抄﹂の著者である方法が︑資料館本では忠実に守ら
は︑善成による源氏物語講釈の聞よりよく伝える貴重な伝本である︒

四辻善成の名が記されていることれていることなど︑原本の面影を

心霊

ｰ

書である﹁千鳥抄﹂にも源氏寄合︵整理閲覧部加藤洋介︶

ー

平成3年9月
国文学研究資料館報
第37号

国文学研究資 料 館 評 議 員

︶

任期平成２年７月１日〜平成４年６月鋤日
阿部秋生蝋京大学名嫌敬授︑実股女子大学名誉戦授
秋山慶東京女子大学文理学部敬授︑里凧大学名詳敬授

井内慶次郎東京国立博物館長

有馬朗人東京大学投
今井源衛椛光女学院大学文学部敬授︑九州大学掲膏軟授

猪瀬博学術情報七・／ター所長︑東京大学名誉教授

上山春平京都大学名併敬授
小田切進日本近代文学館理事長︑立軟大学名誉散授

加藤周一東京都立中央凶杏館長

国文学研究資料館整理閲覧部長
国文学研究資料館文献資料部長

情報処理システム運用委員会委員

石田晴久東京大学大刷叶脚機センター教授

任期平成２年４月１日Ｉ平成４年３月釧日

稲岡耕二上智大学文学部敬授

山下宏明名古屋大学文学部教授

粂川光樹明治学院大学同際学部教授
芳賀徹国際日本文化研究センター教授
平岡敏夫筑波大学文芸・言語学系教提
福田秀一国際基督牧大学教養学部教授

アラン・ターニー滴泉女子大学文学部教授

任期平成２年４月１日〜平成４年３月剖日

国際日本文学研究集会委貝会委員

水原一駒沢大学文学部敬提

曽倉岑青山学院大学文学部教振
烏越文蔵早稲田大学文学部敬授
中野三敏九州大学文学部敬栂

大曽根章介中央大学文学部教擬

稲賀敬二放送大学広島ビデオ学習センター長

任期平成２年４月１日〜平成４年３月別日

共同研究委員会委員

秘古殿正典大学正峨部牧捉

肋計量針側研究所剛帆

育山学院大学文学部敬授

京郁大学大型計肺機センター散提

京都大学牧養部牧授

東京農工大学工学部教栂

国立服史民俗博物航情州資料研究部敬授

大阪女子大蛾名嘗敬授

︵任期平成３年４月１日Ｉ平成４年３月別日︶

杉田繁治国立民族学博物館輔５研究部数授
千代正明国立便会区背節総駒部愉紺処理課長

井上如学術情報センター数授

国文学研究資料館史料館敬授

国文学研究資料館蹄究情報部戦授

ｰ
国文学研究資料館研究情観部敬授

揖斐高成躍大学文学部敬授
遠藤宏成鵬大学文学部敬授

池内輝雄大宴女子大学短期大学部数授

任期平成２年４月１日ｌ平成４年３月訓日

文献目録委員会委員

安井久善いわき明累大学人文学部教授

福島和夫上野学園塁高楽学部救授日羅暴資料毒牽畏

長谷川・端中京大学文学部教授

野口元大上智大学文学部教授

浅野三平日本女子大学文学部敬提
飯田瑞穂邨経閣文叩主幹中央大学文学部教授

任期平成３年４月１日〜平成５年３月別日

石川真弘佛数大学文学部牧授
木村正中学刊院大学文学郁放授
服部幸雄千葉大学文学部救授

荒木尚熊本大学文学部敬授

任期平成２年４月１日〜平成４年３月別日

国文学文献資料収集計画委員会委員

尚安雄陽康

久保田淳東京大学文学部救授
小島孝之立軟大学文学部敬授

學夫晃聰介彦彦衞

志彦二一雄

小町谷照彦東京学芸大学教育学部敬授

上谷内野田村井田

村野田

永

滝藤満義横浜脚立大学敬育学部敬授

啓恕武
静秀

京極純一眼京女子大学長︑東京大学名誉教授

児玉幸多学判院大学料讐敬授
斎藤正文化財保幾審識会会長
阪倉篤義爪郁大学名併軟投

田中裕大阪大学名播敬授
土田直鎮側立膿史民俗博物館長︑東京大学名仔救授

坪井清足伽大阪文化財センター理事長

林大国立岡語研究所名祥所員
尾藤正英川村竿剛女子大学蚤翫薮授︑里晃学簿膏款授

秀村選三入猟災学齢弗熊竃斑撮九製学垂互農

宮川満大阪牧育大学名誉教授

国文学研究資料館運営協議員
任期
任
期平成２年８月１日〜平成４年７月別日

久
保田
田淳眼点大学文学部戦授
久保

有吉
吉保Ｈ本大学文珂学部戦授
有
伊藤
藤正義大阪州立大学文学部敬授
伊
石井進姫蹴大学文学部敬授
石
大口
口勇次郎お紫の女女子大学文軟育学部牧授
大
拙賀
賀敬二脳絹傘叱りぎみ背センタ︲塒嚥騒今薊瓦贋
稲

岡

雅彦国文学研究資料館文献資料部教授
協三国文学研究資料館文猷資料部教授
実枝子国文学研究資料館史料館教授

村水堀星演西照土

安森松松本

小林
林清治東北学院大学文学部軟投㈲播島大学名仔敬授 田中榮一新淵大学牧育学部数授
小
佐竹
竹昭廣成城大学文螢学部敬授︑京都大学名膏軟授
佐
野山嘉正東京大学文学部敬授
半澤
澤五郎慶
平
五応
郎稚
慶塾
応大
稚学
塾附
大属
学研
附究
属所
研斯
究通
所文
斯庫
通敦
文授
庫・
整同文庫長
浜野卓也日本大学芸術学部非常勤鷹師
水谷 静夫卿計量計画研究所理事
原道生明治大学文学部教授
新井 栄蔵国文学研究資料館研究情穣部長
安田尚道青山学院大学文学部教授

新藤
鶴岡
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古典籍総合目録委員会委員
任期平成３年４月１日〜平成５年３月別日
淺野次郎東京大学附属凶嘗館事膳部長
雨森弘行学術情細センター嘱業部長
井坂清信国立国会図書館凶書部古典稽課主査
柴田．光彦跡見学園女子大学文学部教授

堤精二お茶の水女子大学文数育学部救援

益田宗東京大学 史 料 糧 さ ん 所 長
森川彰梅花女子 大 学 文 学 部 教 授

国文学文献資料調査員
任期平成３年４月１日〜平成４年３月別日
︹北海道・東北︺

石井由紀夫北海道敬育大学釧脇分校猷敬授

辺沢

憲質

︹近畿︺

伊藤学人
榎木久薫
岡部由文
久保田啓一
佐々木亨
白井宏
杉本好伸
中川博夫
原水民樹

浅野日出男

︹中国・四国︺

小林健二
塩崎俊彦
千葉真也
寺島樵一
中前正志
藤田眞一
母利司朗

浅見緑

安田文吉
山本
渡邊信和

舩城俊太郎

高木元
玉城司

下西善三郎

小林一彦
塩村耕
島原泰雄

木越治
黒田彰

大島信生
大谷節子

荒木浩

︹中部︺

渡湯

美山靖

筑波大学文芸・言語学系助敬授
立放大学文学部欣授

鍵知県立女子短期大学助敬授
皇學館大学文学鄙助手
神戸山手女子短期大学非常勤講師
金沢大学教養部助救援
愛知県立大学文学部助教授
洗足学園魚津短期大学講師
椙山女学閥大学短期大学部助教授
上越敬育大学学校救背学部助敬授

皇畢館大学文学部助牧授
愛知県立大学文学部謝師
滴泉女学院掴期大学到師
新郷大学人文学部救授
南山大学文学部数授
同朋学間佛牧文化研究所研究側

金沢大学敬育学部勘敬授

大阪経済法科大学敬養部蕊師
大谷女子大学文学郎助救援
神戸山手女子短期大学助教授
相愛大学人文学部助敬授
甲南大学文学部軟授
花間大学文学部必師
京郁府立大学女子短期大学郎助敬授
岐甲大学敗肯学部助軟投

山陽女子短期大学助軟授
山陽女子矧期大学助敗授
鳥取大学教育学部課師
就実女子大学文学部助教授
梅光女学院大学文学部舞踊

四国女子大学文学部敬授

徳島文理大学文学部講師
安田女子大学文学部助敬授
偉胤大学敬養部助敬授
憾島大字総合科学部助敬授
受授大学法文学部軟授

︹九州︺

山口眞琴高知大学人文学部助敬授
吉山裕樹比治山女子短期大学助牧授

池宮正治琉球大学法文学部牧授

今井明鹿児島短期大学助敬授

川村裕子活水女子大学文学部助軟柊
白石一美宮崎大学敬育学部助教授
関根賢司魔球大学法文学部助救授

妹尾好信大分大学教育学部講師
園田豊北九州大学文学部助救援

田中道雄佐賀大学牧共部救援
中山右尚聴児胤大学軟育学部数授

若木太一挺崎大学救健部牧授

森正人熊本大学文学部助敬授

国文学研究情報研究専門員

任期平成３年４月１日〜平成４年３月別日

白石良夫文部省初等中等教育局軟科脊諜敬科書調査官

青木周平岡学院大学又学部助軟柊
青山毅元四国女子大学文学部助教授

棚町知弥園田字間女子大学文字部放授近松研究所長

鈴木豊文京女子短期大学凋師

前田雅之東京女学館遡期大学助牧捉

辻勝見日本大学文理学部講師
共同研究員

任期平成３年４月１日〜平成４年３月瓠日

課題名﹁去犀注轟配に於ける姉型子書の受容に関する研器聖

後藤昭雄大阪大学敬養部数授
黒田彰篭知県立大学文学部助牧椴
東野治之大阪大学教養部助敬授
三木雅博梅花女子大学文学部助教挺

早稲田大学演劇博物館助手

柵間女学院短期大戦点師

立命館大学文学部講師

早稲田大学文学部教振

課題名雰笹藩政資料における歌舞伎・窪揃調記録の研逐

越文蔵

間亮
井眞責
田修
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上岡勇司北海過敬育大学札幌分校敬授

菊地仁山形大学人文学部助教授
田中初恵宮城学院女子大学学芸学部非常勤薄師

高橋伸幸札幌大学女子短期大学部敬授
竹下香織山形女子鯉期大学燕帥
豊島秀範弘前学院大学文学部教授
中村一基岩手大学敬育学部肋牧授

錦仁欲田大学救育学郁敬授
︹関東︺
東京成惚短期大学縄帥
成城大学文農学部肋牧授
戸板女子短期大学牧授
流通経済大学経済学部救援
法政大学鯖二救養部哨師
国士舘短期大学講師
シオン短期大学敬授

文教大学女子短期大学部助教授

横浜国立大学牧育学部助敬授

帝京大学文学部助教授
大東文化大学文学部講師
フェリス女学院大学文学部助軟授
国学院大学文学部雁任身師
実股女子大学文学部助軟授

和岩赤鳥

青柳隆志
上野英二
字田敏彦
大岡賢典
落合博志
表きよし
紙宏行
猿田知之
棚橋正博

中鴫隆

播本眞一

藤江峰夫
古相正美
牧野和夫

ｰ
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委員会日誌
平成三年
４月妬日
５月焔日

５月羽日

７月１日
７月四日

７月銅日

９月５日

国際日本文学研究集

名誉教授の候補者︑教官人事︑管

され︑議事は︑国文学研究資料館

成三年六月二十四日︵月︶に開催

本年度第一回運営協議貝会が平

運営協議員会の開催について

会委員会︷第一回︶

理運営の概況︑平成二年度事業報

告及び平成四年概算要求について

国文学文献資料収集

協議が行われた︒

渡航先

目的

森安彦

外国出張

回︶

員会議︵総会︶

共同研究委員会︵第
一回︶

文献目録委員会︵第
一回︶

アジア地域アーキビ

スト養成国際シンポ

ジウム並びにアーキ

大学院教育協力委員
会︵第一回︶

ン昧卜

フランス・アイルラ

平成３年９月Ｍ日

平成３年９月８日〜

セミナー出席

ビスト養成に関する
二回︶

会委員会︵第二回︶

国際日本文学研究集

山崎誠

渡航先

樹下文隆
竹下義人
深沢眞二

本年度第一回評議員会が平成三

の承認︑管理運営の概況︑平成二
要求について評議が行われた︒

事は︑国文学研究資料館名誉教授
年度事業報告及び平成四年度概算

年七月十日︵水︶に開催され︑議

小峯和明

文献目録委員会︵第

期間

中稚人民共和国

国文学文献資料調査

計画委員会︵第一

彙
評議員会の開催について

９月６日

ー

報

課題名﹁平安和歌における修辞の研究﹂

杉谷雁郎︑水火歌史即軟部敗柊
阿部好隙ｎ本大学文印学部助敬授
加藤幸一奥刈大学文学部猟師
高田信敬館児大学又鞍部助敬授
ドロ尺
竜介白門介女子大学文学部助牧授
も一巳苛Ｊ■｜
藤田洋治蝋京成惚翻期火軟鋼帥

菊地明範晩眼女子大学必師
鈴木健一東爪大学敬養学部助手

上野英二成城火学欠農学部助救援

花田篇二夫火典女ｒ大学短期大学祁肋敦捉

永雄・素然両吟和蓮霊甦可をめぐってＩＩＬ

課題名﹁祈泣昂顛の蝿罧と堂上の文学的交流の研零Ｔｌｌ

ｰ

課題名﹁平家物語と語り物文芸性に関する研究﹂
志立正知山形叫乢米沢女ｆ蜘期火学出師

村上學稲古峨正堆大学工学部牧授
鈴木挙州糾刈火学数炎部助牧授

千明守横波剛Ｍ 火 学 非 常 勤 踊 師
松尼葦江梢山女学間大学人間間係学部戦振

横井孝脈間大戦 数 行 学 部 肋 数 授
課題名﹁近世地方出版文化史の研究﹂

朝倉治彦側Ｒ市大学蓋済学部教振

今田洋三近畿大学敬養部数狼
鈴木俊幸同士館畑期大学封師
長友千代治東郁府敬大学文学部敬授

中山尚夫東沸大学文学部典師

Q
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目的在仏国文学資料に関
する文献調査
平成３年︑月９日

期問平成３ 年 ９ 月 認 日 〜

海外研修旅行

渡航先アメリカ合衆国
の洲査並びに目録作

目的燕京図諜館蔵古典籍
成

期間平成３ 年 ７ 月 １ 日 〜

平成３年９月Ｍ日
︿昭和女子大学就職︶

浅井潤子︵史料館教授︶

小山弘志︵国文学研究資料館長︶

︿任用更新︶

○平成３年４月１日付

︵採用︶

国文学研究資料館名誉教授称号

国文学研究資料館名誉教授の称号授与

︑日付けで︑次の方に称号が授与

授与規程に基づき︑平成３年７月

鈴木淳︵文献資料部助教授︶

○平成３年７月１日付

︵転出︶

︵宇宙科学研究所助教授へ︶

松方純︵研究情報部助教授︶

︵転入︶

○平成３年９月１日付

︵学術情報センター助手から︶

原正一郎︵研究情報部助教授︶

︹事務系職員︺

松岡憲雄︵庶務課長︶

︵転入︶

○平成３年４月１日付
新藤協三︵文献資料部教授︶

︿文部省から︶

六車正章︵管理部長︶

︵転入︶

○平成３年７月１日付

︵財団法人日本語教育振興鈎拠員︶

吉池孝道︵管理部長︶

︵辞職︶

○平成３年６月釦日付

︵岐阜大学へ︶

︵昇任︶

︵共立女子短期大学助教授から︶

松村雄二︵研究情報部教授︶

︵国学院大学教授から︶

された︒

○長谷川強昭和２年５月８日生
３月訓日まで教授として在職︒

昭和師年４月１日から平成３年

国文学研究資料館永年勤続者の表彰

︵同助教授から︶
︵転入︶

国文学研究資料館永年勤続者表
彰規程に基づき︑次の方に表彰状

８月訓日︶

︵平成３年４月１日〜平成３年

︵静岡大学助教授から︶

神田龍身︵文献資料部助教授︶

︵併任︶

３月釧日︶

︵平成３年４月１日〜平成４年

冨士昭雄︵駒澤大学教授︶

︵客員教授︶

松野陽一︿文献資料部長︶

︿併任︶

︵東北大学助手から︶

渡辺浩一︵鬼料館助手︶

助教授から︶

︵鳥取大学医療技術短期大学部

中村康夫︵研究情報部助教授︶

呈した︒

を授与し︑記念品として銀盃を贈

長谷川強︵文献資料部教授︶

○平成３年３月訓日付
浅井潤子︵史料館教授︶

○平成３年５月１日付

係長︶

小関仁志︿管理部会計課管財

係主任︶

竹之内重雄︿管理部庶務課庶務

︹教育峨貝︺

人事異動︵平成３年３月〜９月︶

︵停年退職︶

○平成３年３月別日限り
長谷川強︵文献資料部教授︶
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平成３年９月鋤日

ダ・ドイツ連邦共和

大友一雄
渡航先連合 王 国 ・ オ ラ ン
国・フランス

目的文諜館・博物館の調
査研究

期間平成３年９月皿日〜
平成２年９月溺日

安藤正人
渡航先中華人民共和国

目的アジア ・ オ セ ア ニ ア
地域におけるアーキ
ポジウム並びにアー

ビスト養成国際シン

るセミナー出席

キビスト養成に関す

期間平成３年９月８日〜

一︶

I

岡雅彦

拙國利一

ー

平成3年9月
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︶︶
１１１！︲

徳島県立図書館︵木下眉城ついて

随縦・日記Ｎ

１１１：１１１⁝⁝１１．１１１⁝ｉ⁝！

歴史閉室となり︑研究宗で使用中の資一

鋸一サービス区分について未回答であ写真・電子複写︶Ｈ一劇文学Ｑ

７ゞ

民俗・風俗

一これまでマイクロ資料のサービなお︑サービス区分の内容は︑Ｇ 思想文学．Ｏ皿思想料は閲覧サービスに出せない場合一
サース区分が変更になった場合︑及びＡｌ複写可︷ポジフィルム・紙焼評論Ｐ 地誌がありますので︑御諒承下さい︒−

一更について地蝿寵神社Ｄ←ＡＦ

剛東京都立中央図書館︵東京Ｄ 連歌・俳譜子︶そのため︑土峠日︵特に午後︶一
一◆マイクロ資料のサービス区分変誌料︶Ａ←ＢＥ亜物語・小説Ｍや漢籍︵集︶は︑当館内の研究宗のほとんどが一

一合わせられたい︒Ａ←ＢＣ恥和歌Ｌ︾漢籍︵経史勤しておりません︒

一る︒詳細は情報サービス室に問い加西尾市立図書館︵岩瀬文庫︶Ｂ︾歌謡・詩Ｋ函国語りますが︑限られた教職員しか出一

一月中には閲覧を開始する予定であＣ←ＢＡ並文学総記Ｊ二般総記となり︑毎週土曜日は開庁してお一

一十月中に仮整理を終了し︑十一卯宮城県図書館︵伊達文庫︶︹国文学関係︺︹その他︺は︑国立大学等と同様に開庁機関一

一●

一を施してある︒師東奥義塾図書館Ｘ←Ｅ号は︑次のとおりです︒日︶がスタートしましたが︑当館一

一束凶・武具図などには丹念に彩色庫︶Ｅ←Ａベットは︑分類記号です︒分類記関の土曜閉庁︵第二・第四土曜一

州一種隷鋤細蒲縮斗鐸鋤呼郭準誰慨鈍硫徳嘩柳茜図書館︵阿輝創建川錨罎率零本請求記号のアルファ◆帷纒相岬霜斜捌桐碓匪恥症政機一

光一一千九十二冊︑三十二軸︒徳川宗賢

州一術浄鮨疏︑緬蓉極氏廻噸碑鋸︑四Ｅ←Ａ◆紙焼写真本の分類記号と配置にカウンターで請求して下さい︒｜

徳脇県立図譜館︵森文庫︶架︵書庫︶となっていますので︑一

洲一関係⑥国文学⑦犬追物・馬死伊達市開拓記念館Ｘ←Ａビス許可申請を行います︒Ｌ・Ｍ・Ｎ．Ｏ・Ｐ．Ｑ・Ｒ．Ｓは︑閉一

一類聚など︶③日記・記録類・年副大阪府立大学附属図書館サービス区分Ｃ・Ｄのものは︑Ｅ４００１〜Ｋ４０１〜
一中行事など④有職故実③菩楽︵森文庫︶Ｘ←Ａ当館より原資料所蔵者へ複写サーこれ以前の番号のもの︑及びＧ・一

一田安家日誌︿田藩事実︑田藩御記録Ｅ←Ｂ←Ｅとなっております︒Ｄ４００１〜Ｊ１〜

一内容は①田安宗武著作物類②記水府明徳会彰考館Ｅｌ複写不可︵館内閲覧のみ可︶Ｃ７００１Ｉ１４０１〜↑

一整理中である︒鋸東京都立中央図書館Ａ←Ｂ可が必要Ｂ２０１ＩＨ１〜

一紀の各氏から︑田安徳川家資料のたします︒Ｄｌ複写可︵紙焼写真・電子複写︶おりです︒
一寄託を受け︿本年四月一日付け︶︑文庫比所蔵者変更内容ただし︑原資料所蔵者の事前許Ａ１〜Ｆ１００１〜↑

︑ゞ一賢・徳川宗広・溝口文子・松平宗今回︑それらをまとめて褐戦い料所蔵者の説前許可が必要開架分︵三階閲覧室︶は次のと一

ド﹄

成一渡邊雅子・徳川宗英・徳川宗知らせしてまいりました︒写真・嘔子複写︶ただし︑原資⑨配置

洲一◆田安徳川家資料の寄託についてれた場合は︑その都度︑本欄でおＣｌ複写可︵ポ︾ンフィルム・紙焼

凸毎■一一

ｗ二

二！⁝⁝⁝利用者へのお知らせ１１１⁝！！⁝１

I

００４＄ｊ００日Ｉ０Ｂ６０Ｕ０ＢＤ９００００Ⅱ８０００００００００００００６０■０ｇ９０００００Ｉ１８１１１１ｌｌ０１ｌＩｊ６０６８６■００６８０１６日００００００００００００００００１００１１００６０００１００日００００８００日０８０００９０１１００
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第37号

開催一覧

①事務局②学会開催II⑥会場
日本語教育学会①〒107港区赤坂

解釈学会①〒10l千代田区神田神

‑9‑l明治大学和泉校舎法学部林

保町2‐46教育出版センター内03

雅彦研究室内03‑3322‑3151@9月

l‑8‑10"9興和ビル内03‑3584

‑3239‑5438@11月3日③名古雄

21日③国文学研究資料節

‑4872@10ﾉl5日③￨司志社火学
今出川校地

市教育館

全国大学国語教育学会①〒673‑14

歌舞伎学会①〒169新宿区西早稲

兵庫県加東郡社町下久米942‐1兵

日本社会文学会①〒102千代田区

田l‑6‑1早稲田大学演劇博物館内

庫教育大学言語系教育研究室内0795

富士見2‑17‑l法政大学文学部西

03‑3203‑4141内71‑5218@12月1

‑44‑llOl@10月18，l9日③群馬

田勝研究室内03‑3264‑9751@ll月

日③学料院大学百周年記念会館
訓点語学会①〒192‑03八王f市

県生涯教青センター

15，16，17H③沖縄県那覇市民会

全国大学国語国文学会①〒101=f

館

代田区猿楽町1‑3‑1桜柧社気付

日本比較文学会①〒150渋谷区III

一束中野742‑1巾央大学文学部陸l文学
研究室内0426‑74‑3789@10月18H

03‑3295‑8774@10ﾉ11211③愛媛

lll町30‑2‑20603‑3468‑2461@ll

③金沢市文化ホール

大学

月8，9日③福岡女学院大学

計量国語学会①〒167杉並区詳稲

中古文学会①〒102千代田区三番

日本文学協会①〒170豊島区南大

寺2丁目東京女子大学3号館118号

町6二松学舎大学文学部'五1文学科研

塚2‑17‑1003‑3941‑2740@lljl
23、24，25H③法政大学多摩校舎

室03‑3395‑1211内339@9月21日

究室内03‑3261‑7406内260@10月

③東京女子大学

19,20H③就実女子大学

日本文学風土学会①〒214川崎市

国語学会①〒113文京区本郷7‑

中世文学会①〒192‑03八王子市

多摩区火三III2‑1‑1専修大学文

3‑1東京大学文学部国語研究室内

束中野742‑1中央大学文学部I玉1文

03‑3812‑2111@10月19，20日③

学科研究室0426‑74‑3789@10月l2,

金沢文化ホール

13,14日③愛媛大学

昭和文学会①〒lOl千代田区猿楽

日本演劇学会①〒169新宿区西早

町2‐2‐5笠間書院内03‑3295

稲田l‑6‑l早稲田大学演劇博物

‑1331@10月12日③昭和女子大

館内03‑3203‑4141内71‑5218@ll

学

月17日③近畿大学文芸学部

説話・伝承学会①〒603京都市北

日本音声学会①〒11()台東区東上

区小lll上総町大谷大学内075‑432

野3−25−6蒼洋社ビル5FO3‑3839

‑3131@11ﾉ19，10，11日③滋

‑3957②9月28,29R③大阪樟
蔭女子大学

一賀県伊吹町
説話文学会①〒168杉並区永福1

日本歌謡学会①〒63O奈良市高畑
町奈良教育大学真鍋研究室内0742
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‑27‑9153010月26，27日③三重
り,(亀山市文化会館

日本近世文学会①〒184小金井市
貫井北町4‑1‑l東京学芸大学国

語教育学科古典第6研究室内0423

‑25‑2111内2311@ll月30、12月1
日③鹿児島大学

学部I玉1文学科･内044‑911‑7131@ll

月9H③聯修大学
日本文体論学会①〒llO台東区下
谷1‑5‑34豆修社内03‑3842‑1711

②11月15，16H③愛知淑徳大学
日本方言研究会①〒115北区西ケ
丘3‑9‑14IKI立国語研究所気付日

本方言研究会幹事03‑3900‑3111@

10月18H③金沢大学（金沢市文化
ホール）

俳文学会①〒663西宮市戸崎町l
‑13武1版川女子大学第三学舎島津忠

夫研究室内0798‑67‑0079@10月26,
27,28日③都留文科大学
万葉学会①〒558大阪市住吉区杉
本3‑3‑138大阪市立大学文学部極l
語国文学研究室内06‑605‑2413内4

②10月26，27，28日③光華女子大
学

日本近代文学会①〒150渋谷区東

和漢比較文学会①〒228相模原市

4‑10‑28国学院大学文学部日本文

文京2‑l‑l相模女子大学国文科

学第8研究室内03‑3409‑0111内538

第3（矢作）研究室内0427‑42‑1411

②10月25,26日③梅光女学院大学

②llﾉ116，l7R③相模女子大学

‑16‑

