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最近では個々の大学相互間あるい

ていた以前の何年かと対照的に︑

能︑芭蕉︑などｌが取上げられ

ー例えば平安時代文学︑徒然草︑

でたいてい同じ〃古典的な〃テーマ

著なのは︑今日よりも少ない大学

第一に︑外面的な特徴として顕

まま︑概略のみを列挙してみたい︒

える︑三︑四点を簡単に思い付く

そこで私にとって興味があると思

観的なものに止まらざるを得ない︒

れた行数では︑非常に一般的で主

述べようとすると︑当然この限ら

本文学の特徴や傾向のいくつかを

掛りに︑今日のドイツにおける日

ところで︑この日本学会議を手

﹁小林秀雄﹂である︒

ウンドの日本詩受容﹂﹁津島佑子﹂

麟太郎の﹃雪の話上﹁エズラ・パ

作家か？﹂﹁詩における無常﹂﹁武田

のユーモア﹂﹁種彦１１忘れられた

告された︒﹁近世初期の小歌﹂﹁狂言

授の報告の外に︑以下のものが報

っていたのである︒先述の池田教
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三百人を越える出席者の中には︑

会議に反映していると考えられる︒

ドイツ語を話す国々︵ドイツ︑ス
イス︑オーストリア︶の日本学者︑

ドイッの日本学は︑まだそんな史を書き︑古代の日本歴史﹃日本

それに︑そのほかのョ−ロッパ諸

に長い歴史を持ってはいない︒江紀﹄︑神道の源流についての研究を

教授と池田重教授の参加は︑大き

本の二人の文学研究家︑神田秀一

ツ語で︑宗剛︑心敬︑宗祇の連歌

な喜びであった︒池田教授はドイ

いたドイツ人の二人の医者︑Ｅ︑学の研究方針に決定的な影響を与
ケンプファー︵ケンペル︶とＰ．えたのである︒このように戦争前

つ︵︾○

について報告して下さったのであ

で二十五の報告がなされた︒それ

いくつかの部門に分れて︑全部

ハンブルク大学に最初の講座が開社会学もしくは民族学の様な新し

﹁第二次世界大戦中の日本エネル

らのテーマは﹁徳川時代の国換え﹂

ンシが招聰された︒フローレンッである︒

ギー政策﹂から﹁ドイツの報道機関

は長年︑東京帝国大学教授として今日広範囲になった︵西︶ドイツ

日本の古典文学と近代文学を取扱

分の一以上に当たる九編の報告が

二十五の報告の中で︑全体の三

るのである︒

討論を重ねた︒フローレンッは︑日から十三日まで︑ハンブルクで

者たちとともに共同研究を行い︑ところでは︑一九八七年七月十一

教鞭をとり︑上田万年のような学の日本学研究の関心は︑私の見る

この講座にはカール・フローレ従来のこれらの領域に専念したの

まる︒では︑大戦後の最初の二十年は︑

設された︑一九一四年にやっと始い講座が徐々に開設されていくま

ドイツの大学で行われる日本学は︑の分野︑つまり芸術史︑政治学︑

の初期の日本研究を別にすると︑ていた・そしてそれ以後これ以外

ルト︶による業績がある︒だがこ文学︑歴史︑宗教︑言語に置かれ

Ｆ・フォン・ジーボルト︵シーボの日本学の重点は︑大体において︑

戸時代には︑オランダに勤務して行った︒その研究はドイツの日本

ローラント・シュナイダー
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は江戸時代の散文に︑ケルン大学

ランクフルト大学︵Ｅ・マイ︶で

いものが生れてきたのである︒フ

一種の研究の分担とでも言ってい

間に︑或るかなり大きな区分と︑

はそれぞれの日本学講座の担当者

・シャモニは︑鴎外や透谷研究と

蕉や一茶に並んで現代俳句を︑Ｗ

て︑Ｇ・Ｓ・ドンブラディは︑芭

わら︑現代の実験的叙情詩につい

イは︑江戸時代の散文研究のかた

つまり副専攻にしている︒Ｅ・マ

それと並んで︑現代文学を第二の︑

戸時代前期の連歌・俳句に︑ゲッ

に︑この小文の筆者は︑室町時代

ともに︑いわゆる日本の原爆文学

︵Ｇ・Ｓ・ドンブラディ︶では江

ティンゲン大学︵Ｃ・フイッシャ

野にふれておくと︑ここにも又あ

鵡蕊謂蕊蕊司荊創馴ｉＩＩＩ−

罰︾︾一部函鍵壁岬︾幟一進癖鐸誕銅差旧跡幸い弛啄嶽掴韮一

︲ノー

な文学研究方法ないし考究様式が︑一サービスの開始一
準挙措

︾一︾︾坐恥︾︾︾圭州岬恥︾︾一謝吋︾周壁や︾拙︾睦帥︾叫芋フに一

・ナウマン︶では中世前期の説話

研究対象と共に︑内容において

短歌クラブの考察に専念している︒

うな政治詩︑もしくは現代日本の

ざるをえない︒つまり日本学の内一コマンドをキーィンし︑結果が表

ー︶では江戸時代の演劇に重点が

文学が︑ハンブルク大学︵Ｒ・シ

も又︑ここ何年かのうちに︑ある

部では︑日本文化や社会の研究に一示され︑終って料金表示が示され
没頭する他の隣接領域へ︑同時に一るという開始式により︑無事サーー

に研究テーマの選択に影響を及ぼ一①マイクロ資料目録データベース一

ュナイダー︶では中世後期の散文

種の変化が認められるのである︒

がら﹃平和歌集﹄﹃松川歌集﹄のよ

と叙情詩が主要なものになってい

戦後のおよそ三十年代までは︑主

の文学についての研究に従事しな

る︒最近新設された講座では︑ハ

日本学の外部でも他の学問領域へ一ビスが開始された︒

おかれている︒ミュンヘン大学︵Ｗ

イデルベルク︵Ｗ・シャモ一二で

としていわゆる﹁古典名作﹂﹁高尚

七ページ

一アクセスに対する利用料金は︑約

昭和六十二年度外国一人罰究員︶一一三五円平均である︒

︵ハンブルグ大学教授・

和四一年三月︶一

本研究﹂ウィーン一九七六︑二四七 二五一
・八ページ日本文では園学院雑誌﹄六七号︵昭一アウトしていることから︑一回の

樺・ク趣松辨卜鵬担拝陸琴冊帷に恒軒碇挙日一罐割噸諏鑑回緬軒鐸詮窪却怖麺惟

とを示唆して拙文を閉じたい︒

歩を踏み出したことを意味するこ一棹阯彩鈍罰鍼毛割噸銅途韮か約稚

ての文芸学酵の方向へ︑小さい一一アクセスが行なわれた︒一回のア

手癖罫︾岫鋤非咋些州到嶬︾鋤岬一鋤︾︽非押珂僻桶轆敷聿ゼ硅酢癖一

肌眺蝋聯郷Ⅷ︾辮一剛雷鱸孵卿一脚誇懸一

は大筋において明治文学について︑

衆通俗文学へ移っていったように

赴くことを︑余儀無くさせるので一現在の利用状況は概略次のとお

第二に認められるのは︑１１１多

見える．これは単に江戸時代の分

文学﹂が研究の中心を形づくって

分︑これは日本学の中の他の領域

野に当てはまるだけではなく︑ド

トリア︵Ｉ・ヒジヤーキルシュネ

においても︑同様で平行して観察

イツの日本学者の視野に入ってき

いたが︑ここ何十年かの間に研究

される傾向であろうがｌ現代の

た︑例えば説話︑お伽草子または

ライト︶においてはもっぱら日本

日本が徐々に研究の対象に置か

小歌などの中世文学や︑説教節の

の関心は︑むしろ現代より前の大

れるようになってきたことであ

ような主題が調査されて︑芸能の

現代文学が研究されている︒

る︒既に述べた文学研究者のほと

分野にも及んでいる︒

︶

最後に︑若干簡単に方法論の分

んど誰もが︑自分の主専攻を現代
より以前の文学に持っているが︑

２

︶
︶

られ︑ついで四代目社長野間省一

氏の逝去後講談社に寄贈され︑そ

化文政期の俳書に主力をおいたと

わけ元禄期より後の中興期から文

で幅の広いコレクションだが︑とり

文庫は近世初期から明治期に至るま

一委員会とに別れることになった︒
一輌筆楠垂乱融雪鐸唾岬毒嶬誌棺懐一

一を検討する館内のデータベース

ータベースサービスをめぐる諸課題一

ーｌスサービス室﹂と︑今後のデーー

一部担当者の集りである﹁データベー

一データベースのオンラィンサー〆
一ビスが開始されたことにより︑従
一来の準備室は︑日常業務を行う各

ころに特色があり︑研究のあまり

の社屋の中に移されている︒松宇

︵以上十六名順不同︶

進んでいない中興期の俳壇の様相

松宇文庫について
昭和六十年︑六十一年の両年度

調査点数一三六二点撮影点
数一三三八点

開始され︑六十年度は八月二十二

調査は両年度とも七月中旬から

全五巻︵昭和副年６月〜ｎ月講

た中村俊定編﹃近世俳譜資料集成﹄ 一意見により改善すべきことも多い一

れらのうち八十七点を翻刻紹介し

コレクションである︒もちろんこ

一と思われる︒またこのような当館一

雲英末雄
にわたって松宇文庫の資料調査お
よび︑マイクロフィルム化がとど
賀すべきことである︒右の調査に

日︑六十一年度は九月三日で終了

一の学術的情報サービスが円滑に発一

を理解する上ではきわめて貴重な

加わった調査員と調査点数︑なら

した︒調査点数の総計は二六六一

談社刊︶も刊行されてはいるが︑

こおりなく完了した︒まことに慶

びに撮影点数は以下の通りである︒

点︑撮影点数の総計は二五八一点

ので︑これから大いに利用価値の

まだ大部分は未翻刻・未紹介のも

一今後とも御協力を賜るようお願い

一の方々に御礼申し上げるとともに

一躍耐錐墾恥咋祁祁繩毒榊輌磁轄儲一

一ビスを開始した︒従って今後なお
一検討すべきこと︑また利用者の御

昭和六十年度

に及んだ︒この間わたしは客員教

ところでこの松宇文庫は︑昭和

ある文庫である︒

授として︑松宇文庫の調査・収集
に関係したので︑その経過やいさ

一する次第である︒

みまわれている︒昭和十二年のと 一 な お ︑ デ ー タ ベ ー ス サ ー ビ ス の
きは芭蕉庵は全焼してしまったが︑ 一具体的な利用方法については面頁

十二年と二十年と二度ほど火災に

とう子夫人の機転によって︑松宇

まず松宇文庫について述べてみ

さかの感想を述べてみたい︒

にかけて俳書蒐集で著名な文庫︑

たい︒松宇文庫は︑明拾から大正

文庫の俳書は一冊も焼失されるこ

市古夏生東聖子池田俊朗
宇城由文加藤定彦清登典
子櫻井武次郎田中善信
富田志津子永井一彰中野
沙恵萩原恭男藤田真一
森川昭矢羽勝幸島本昌一
︵以上十六名順不同︶

大野酒竹の﹁酒竹文庫﹂︵約四千︶︑

となく助かった︒その後芭蕉庵は

の戦災ではまたも芭蕉庵は焼失し

りの書庫も作られた︒昭和二十年

損傷がひどく︑本をひらくと崩れ

じて本の体裁は保っているものの︑

されたような状態のため︑かろう

しかし鉄筋の書庫ごと蒸し焼きに

︵データベースサービス室︶一

竹・竹冷の両文庫は東大図書館に

たが︑書庫は鉄筋だったため︑松

ｒ︑グＱ１ＪＧ■日︑︑グＱＩｒ巳■〃■︑ｃｑ３〃つ︑グワ﹂ワザ１〃■︑ＪＬＵ６︑︑Ｊ０一○

収められたが︑﹁松宇文庫﹂は講談

宇文庫の俳書は焼けずに残った︒

０〃雁︑︐ｑ己■︐■〃厚︒︑ｅＱｐ．Ｏ■Ｓｐ−︑●▲︑ｊＲＨＦ︒︑■Ｐｑｌ０﹄■〃０︑クム︑〃■■〃Ｌ︑タｑｑ〃●も

東聖子池田俊朗宇城由文
加藤定彦清登典子櫻井武
次郎塩崎俊彦谷地快一
永井一彰中野沙恵藤田真

社初代社長野間清論氏に譲られて

︽″砿︑″︑︑︐

一照して頂きたい︒

一の﹁利用者へのお知らせ﹂を︑参

調査点数一 二 九 九 点 撮 影 点
数一二四三点

角田竹冷の﹁竹冷文雌﹂︵約八百︶

再建︑同時に鉄筋コンクリート造

一森川昭矢羽勝幸渡辺

小石川の関口芭蕉庵にそのまま収め

昭和六十一年度

の俳書のコレクションである︒酒

などと並ぶ伊藤松宇蒐集の約四千

志津子市古夏生大石房子
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消毒あるいは保管など︑何かと配

館側の文献資料部の福田秀一・長

ノドを痛める調査員も多くいた︒

がほこりだらけになったり︑また

の御寛容を感謝したいと思う︒な

いることを許された︒講談社当局

はとくに旧称松宇文庫の名称を用

のだが︑このたびの調査・収集で

庫と改称されて現在に至っている

松宇文庫は︑松宇没後芭蕉庵文

慮がなされた︒損傷のはげしい本

谷川強・渡辺守邦・嶋原泰雄・母

︹付記︺

れらの俳書を一冊一冊ハトロン紙
をいちいちやわらかい紙でくるん

利司朗の諸氏には︑何くれとなく

れている︒﹁松宇図書之印﹂﹁松宇文

お松宇の蔵書印は四種ほど確認さ

じめは十分用意しておらず︑衣服

で包み︑その上に書名を書き︑整

でダンボールにつめ︑運送会社の

細かなことまで御配慮をいただき

惑した︒前掛けやマスクなどもは

備をしながら目録を作成されたの

トラックではこぶということは大

ありがたかった︒撮影の方は高橋

なかったことで︑館側では搬入や

が野間家の大内進氏︵昭和妃年没︒

変な骨折りであったが︑資料館に

庫﹂﹁松宇愛蔵門外不出﹂︵二種︶で

うな方法での調査・収集は今まで

亨年八十六︶と小池洋太郎氏であ
搬入の上での調査は︑調査員の人

ある︒最後に松宇の略伝を付して

てしまうものもあり︑とうてい閲

った︒こうしてほぼ三千冊の俳書

マイクロフィルムの方が担当して

覧に堪えるものではなかった︒こ

が救われ︑しばらくの間は閲覧を

下さったが︑調査同様︑大変な思

おこう︒伊藤松宇は安政六年︵一

数制限などもあまり考える必要が

八五九︶長野県小県郡丸子に生れ︑

なく︑きわめて能率的に作業が行

いをして撮影されたよ︑７である︒

いた︒しかしいつまでも現状を維

その御苦労に対しても感謝申し上

希望する者には︑それが許されて

調査員は首都圏在住の人々と︑

なわれたのは幸いなことであった．

芭蕉庵で没した︒丸子より上京し

昭和十八年二九四三︶東京関ロ
以上述べたごとく松宇文庫の調

げたい︒

急に何らかの対策が考えられねば

一名の参加を得︑さらに若干の補

関西在住の人々︑また長野県から

は相談したり︑印文判読などは協

進めたが︑お互いに不明なところ

に備えられることになるから︑俳

う二︑三年すれば紙焼きも資料館

といってもよかろう︒そ︑フしても

句雑誌﹃筑波﹄を主宰し︑著書に

翻刻・校訂や研究に従事した︒俳

一人で︑さらに古俳書の蒐集や︑

る︒明治新派俳句運動を推進した

て実業家を志し︑のちに俳人とな

勧められたのは成城大学の尾形仇

力しながら︑共同作業はなごやか

ることはまちがいなかろう︒

譜研究者にとって大きな福音とな

昭和六二年七月二三日

譜雑筆﹄などがある︒

︵昭和六一年度客員教授︶
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持するのはむつかしい状態で︑早
ならない時期にきていた︒

こうした折に松宇文庫の調査・

教授であった︒文献資料部では講

に進んで行った︒昼食の時や三時

最後にわたくしごとで恐縮だが

査・収集は近来画期的な出来ごと

談社の編集総務局長の渋谷裕久氏

のおやつの時には︑研究の情報を

松宇文庫は恩師中村俊定先生が松

助員が付いた︒一日数名で調査を

や同編集部の駒井味二氏︑あるい

交換したり問題点などが話題にな

宇翁の指導のもとに本格的に俳譜

収集を︑国文学研究資料館に強く

は野間家の小池洋太郎氏らと交渉

ったりして︑互いに大いに刺激を

﹃俳譜中興五傑集﹄﹃松宇家集﹄﹃俳

を進め︑やがて了解が得られたの

うけ︑有意義であった︒

の研究に取り組まれた文庫であり︑

だった︒昭和六十年に調査が開始

このように書いてくると︑いい

わたしもまた学生時代から二十年
以上にわたってお世話になってき
た文庫である︒それゆえ︑このた

ことずくめのようであるが︑調査
に際してとにかく損傷の多い俳書

されるまでには︑以上のような経
緯があったのである︒

ところで︑この松宇文庫の調査

びの調査・収集には︑ひとしお感

匡
認
管
￨
緯
車

『1口｡

と撮影ははじめ講談社の社内で行

ぼろぼろとこぼれたり︑本から出

︶

が多く︑本をめくっていて破片が

慨深いものがあった︒

なう手筈になっていた︒それが直

るご﹂りやカビなどには大いに困

前になって資料館に借りてきて調
査することが可能になった︒かよ

一
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ｌ新収資料紹介⑳
河内三矼亭集書画帖

︾

悟心︑月倦︑大雅堂︑月峰︑
龍草麓︑篠崎三島︑長山孔寅︑

生︽︾つ︵︾ｃ

巻頭洪圃序文の寸法は帖の

その頃の作が多いのではある

多︒年記の無いものも恐らく

るが︑中で寛政・享和度が最

和︑文化とや︑ばらつきがあ

東閣の元禄三年から︑延享︑
宝暦︑安永︑天明︑寛政︑享

下るものは無く︑古くは彰城

各作にまゞ残る年記もそれを

ものと見倣したがよかろう︒

年頃一時にこの巻冊に纏めた

を︑序文のものされた文化二

うよりは︑長期に亘る蒐集物

れ順次貼り足していったとい

る状態からしても︑おりにふ

に応じて緊密に貼付されてい

しく︑かつ各作の法量の大小

大いさに合わせたものとおぼ

折本一帖︒表蕊各四十面に皆川棋園︑海保青陵︑岩垣龍
詩菱︑歌稿︑発句短冊︑画︑溪︑不二庵二柳︑伴嵩膜︑浦
書簡その他︑絹本紙本とりま上春琴︑三宅石庵︑松後︑趙
ぜて計二三八点が貼り込まれ陶斎︑岡田君章︑鳥山樛岳︑
る︒雲鵺文様の布表紙を持つ頼春水︑細合半斎︑田中鳴門︑
この折帖︵竪三六・五糎︑横岡田米山人︑三熊花顛︑關更︑
三○・五糎︑厚七・一糎︶に奥田拙古︑岡田半江︑木村桑
ついては既に︑﹃混沌﹄第七号葭堂︑大江玄圃︑峨山︑那波
誌上︑水田紀久氏によってそ魯堂︑大江丸︑大原呑響︑十
の概略と序文︑所収の二書簡時梅崖ら︒関東では︑大窪詩
とが報ぜられており︑かつ蒐仏︑豊島豊洲︑谷文晁︑谷舜
集者三矼亭を河内山田の田中英︑関其寧︑鈴木芙蓉︑喜多
伊右衛門と推定しても居られ武清︑沢田東江︑建部綾足︑
る︒文化二年仲夏三日︑森川菊池五山︑春木南湖︑諸葛監︑
竹窓らしき人物を介して三矼立原翠軒︑宋紫石︑宋紫山︑
亭主より請われて書かれた皆市河米葬︑中井敬義ら︒加え
川独圃の序文を酵頭に据えるて名古屋の津金胤臣などもま

まいか︒それも三矼亭主人に

ザ︑︑

力こ︑での表題もその序題じる︒また︑費漢源ら華人︑

対して個人的に寄せられたも
のと︑偶ま手元に集まったも
のと混然としている如くであ
る︒水田氏の紹介された兼葭
堂宛片山北海・那波魯堂二尺
る交誼を示す贈詩︑名乗書な

慣をはじめ︑多くの小菱に残
ど︑当代文苑を垣間見うる断

︵研究情報部宮崎修多︶

片も少くない︒

︾合や唾

ザ９

碓奇斯酔少︑家つう﹄

詠甲剰銅淵淵燭・︐一・
・ア〃〆シｊ

薄§令ｚ鶴噌等了私

勇つぷ畔武海驍や腎茨

身与車曵﹄

蜘釦一■

︒．・１１︲刊型−−

霞霞

秘姓；＃岬血腫赫

一↑一″器

ｅ●

︑

︶令輔

譲

二孟尺崎・建瓢糸

噸永両千謝り稚埼

⑧

︐鶴潅禽向祢劾︲令を

︸９︒

一愛繩鯖

ー

８．屯﹄も︒Ｐ

１１

翻︑銘密糊千Ｉ鰯ｆ甥吻恥″・︲

一綿撚錦謝忽恥撫猟割

へ犯稽叩︾雇喋群痴咋

にい？

偽啄

扱侭彦

ｂ

Ｏ

誠稀色鈍脅稽永脇熱叩
目櫻一︽中Ｉ郡糺訓謝
３熊茜三袖肌泌ふ峰矛

撒き協脾低瀦︲寸鼻＃城偽町

弘壷鳥

一﹄▲

吻

より借りた︒あるいは朝鮮人と思われる者
亭主の身辺からして京阪のの作もあり︑時代は遡るが唐
文人・画家のものを主とする通事彰城東閣の詩稿なども収
のは当然のこと乍ら︑江戸よまる︒多く小品ながら紫山の
りのものも結構あり︑作者の蟇図︑観山のカワウソ図など
分明ならざるも多いが︑今そ生動の妙を得た佳作︑あるい
の判明する者の一端を左に掲は比較的大ぶりな諸葛朧の猫
げる︒伊勢を含めた上方では図︑紫石の山水図︑綾足の双
畠中銅脈︑森川竹窓︑香川氷尭図︑兼葭堂の藺図などの尤
仙︑浜田杏堂︑慈雲尊者︑森品も目を引き︑羅列の美学な
祖仙︑森徹山︑秋里離島︑奥どとうそぶかずとも︑一見し
文鳴︑片山北海︑松本観山︑て巻を釈くあたわざるものが

餐
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Ｉ共同研究報告Ｉ
平安前期物語の研究

杣田恭代
いわゆる平安前期物語はどのよ

明になっていた幻の善本である︒

された︒︿九条家本﹀は戦後所在不

家本﹀及び︿慶長頃写本﹀が刊行

古典文庫から室町中期写の︿九条

同︑目標の実現にむけて作業と討

とを残念に思いつつも︑参加者一

の完成が難しくなってしまったこ

究会の回数が削減され︑本年度内

ことになろう︒予算の都合から研

た所以である︒

目から俳譜の二字をあえて除去し

少しくずらす事をいとわない︒題

かかる状況に鑑み俳譜から視線を

行きは余りに広い︒さしあたり︑

ひとくちに云っても︑その間口奥

とはいえ近世中期の上方文壇と

もちろん︿九条家本﹀にも共通の

︵日本女子大学大学院博士課程︶

議に挑んでいる︒

とに疑いはなく︑これによる研究

欠陥はあるが︑最古写本であるこ

おのがじし当面する課題にちなん

だ作品を︑資料館所蔵のマイクロ

本共同研究では﹃落窪物語﹄を

はできないか︒

ちいってとらえなおしてみること

なく︑個々の作品の底流にまで立

なく︑表層の理解にとどまること

語文学の見取り図に安住すること

生ずる問題点発掘の作業を開始し

品冒頭からの本文校訂とそこから

本・諸注釈書をつきあわせて︑作

紙焼写真や入手可能なすべての諸

に決めた︒そして︑資料館所蔵の

れて︑今回は︿九条家本﹀を底本

最善本の刊行という幸運に恵ま

のみ︒

い︒当面の展望と方法を一言する

中間報告と称すべき動向は何も無

向けて鋭意準備中の段階であり︑

いる第一回の研究員打ち合わせに

本共同研究は︑八月に子定して

地に住し︑定期的かつ頻繁な会合︑

い扱う作品数もかなり増加する事

目途としなければならぬ︒いきお

絶えず横に拡がりを持たせる事を

域と時代とを裁然と限定する上は︑

︑︽〃〃◎

の飛躍的な進展が期待されていよ

中心に︑周辺諸作品をにらみあわ

た︒毎回校訂本文を提出し︑それ

江戸中期の俳文芸︑所訓中興期

あるいは全員で一つの作業をなし

・紙焼写真群に分け入り獲得して

せながら︑平安前期の物語の側か

をたたき台として共同討議をかさ

の傭撤を企てれば︑おのづとそこ

俳譜における拠点として上方文型

か︒﹃源氏物語﹄を頂点に据えた物

うに位置づけられていくべきなの

江戸中期上方文塩の研究

らの新たな問題提起とその追究を

にこだわり調査をおこなう︒少し

ね︑細かい語彙・語法にも徹底的

今︑平安前期物語の多くは古い

合理的解釈は一切排除してゆくこ

い状態の本文を尊重して読み進め︑

まとめた信頼できる校注本の出版

近い将来の︑これらの成果をとり

録や引歌等の一覧も整えつつある︒

んでおり︑あわせて︑研究文献目

ずつではあるが校注本の作成も進

は︑俳譜そのものの研究に比すれ

れる和歌︑あるいは漢詩文の分野

々本格的研究の端緒についたとさ

までもない︒しかし乍ら︑最近漸

総合的視野が要請される事は云う

に和歌︑漢詩︑絵画等を包括した

換を怠らぬつもりで居る︒

が︑十分に通信を活用して情報交

とげる事などが甚だ困難ではある

何分メンバーの殆んどが遠隔の

品カード類も検討中である︒

が見込まれ︑それらを整理する作

来る事を第一歩とする︒勿論︑地

めざしている︒そのために︑まず

宮崎修多

基本方針として︑できるかぎり古

写本をみることができない︒﹃落窪

と研究論文の発表が︑現在の目標

ばまだ立ち遅れていると云わざる
おそらく微視的・巨視的な問題

るであろう︒我々共同研究員の構

を得ぬこと︑これ亦誰しも肯い得

国に伝存する和歌のいわゆる﹁聞

一︑昨年度より継続していた︑全

宮崎修多

江戸時代堂上和歌聞書の研究

︵国文学研究資料館助手︶

物語﹄の場合も同様で︑かろうじ

である︒

いるばかり︒しかもそのすべてに

にわたって︑﹃落窪物語﹄研究の現

成は俳譜研究者を以て争王ぎるが︑

とを確認した︒

て室町末期の写本が数点残されて
欠陥が認められる状態であった︒

状↓三石を投じる成果がみられる

ところが最近︑吉田幸一氏により
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目録のみからの採取だけに︑資料

了した︒﹃国書総目録﹄等冊子体の

書﹂類のカード化の作業がほず完

同研究は︑作品そのものではなく︑

要となって来る一のであろう︒本共

辞さぬ覚悟で作品に参ずる事が必

ある程度の﹁かたより﹂をあえて

るのみで仕舞う︒ここに至っては︑

十四︑十五巻︑﹃歌舞伎図説﹄など

備は﹃日本庶民文化史料集成﹄第

これらに比して︑番付資料の整

を研究者は座右にしている︒

４などによって︑その主たる部分

で番付整備にあたっておられる研

回が開かれた︒すでに関西・東京

備会を経て︑六月二十二日に第一

ときを作成する事を目標とする︒

えた上は﹁和歌聞件略目録﹂のご

そしてある程度以上の照合をなし

れで確認しなおす事が望まれる︒

かと思うのである

これはまた誠に幸いな辨ではない

たまなざしを養うことが出来れば︑

を通して実作に接する各々の偏し

究にとどまるが︑その集械︑味読

あくまで聞書という名の歌論の考

ふくみこんだ形で﹃義太夫年表近

瑠璃の興行年表が︑番付の集成を

るといわざるを得ない︒とくに浄

のみであり︑最も後進の分野であ

らみれば︑ごく一部が公刊された

の成果があるが︑資料の全体量か

が検討され︑異版処理や難文字の

番付目録の作成はどうあるべきか

が行った︒それをもとに︑今後の

世番付についての報併を赤間亮氏

江氏をゲストに迎え︑江戸の顔見

究者を核に︑東大図書館の小林元

解読など︑多くの問題が提起され

第二回の研究会は︑九月十一︑

た︒

十二日に開催された︒古井戸秀夫

の蜷備について︑林公子氏が安永

小林元江氏が東大図書館蔵の番付

氏が江戸の番付の読み取り方につ

れらの動きの中で本共同研究は︑

個々に公刊されてきつつある︒こ

番付の整備・刊行については︑

であったといえよう︒

手の必要が︑痛感されていた課題

番付の整備は︑研究者の間で︑着

世篇﹄に結実した現在︑歌舞伎の

一︑﹁聞書﹂読解の為の視点とい

歌舞伎番付総合目録の
標準化と縄纂のための

︵国文学研究資料館助手︶

基礎的研究

いる︒終了後は似雲の武者小路実

より︑近世歌学の性格はもとより

歌舞伎の文献資料は︑大別して

れぞれ報佇を行った︒

以前の番付の読み方について︑そ

いて︑堀浩一氏がコンピュータの

台本︑評判記︑番付が三本の柱で︑

のように導入利用できるかという

番付の整備にコンピュータを︑ど

側から見た番付の集成について︑

それ以外の劇書と呼ばれる演劇雑

が進んでおり︑所蔵機関の目録も

一︑近世和歌の研究も漸く磯んな

き方向をも辿ってみる事にしたい．

書をたてれば︑尽すことができよ

問題山械のまま二ｕの研究会は

関西︑東京においてそれぞれ計画

ろうとしているものの︑その尼大

時間切れとなったが︑今まで個々

武井協三

な作品群を前にすれば︑資料的整

マットの策定という問題をにらみ

問題と︑そのための基本的フォー

に行われてきた︑関西と東京の番

れている﹃歌舞伎台帳集成﹄によ

つつ開始された︒歌舞伎番付の現

付整備グループが︑一堂に会し︑

たことは︑ひとつの成果であった

人力で扱える分量をはるかに越え一

ている︒コンピュータをどう利用

存数は数万点に及ぶと推察され︑

う︒このうち︑台本は現在刊行さ

って整備をみつつあり︑役者評判
記も︑今秋より﹃歌舞伎評判記集
演劇雑件については︑災成という

を進める上で︑ひとつの鍵となる

していくかは︑歌舞伎番付の研究

成﹄第Ⅱ期が刊行の予定である︒

形ではないが︑﹃日本庶民文化史

︵国文学研究資料館助教授︶

し︺い︑え卜零つ︒

料集成﹄第六巻や﹃上方芸文叢刊﹄

その連絡︑情報交換の場となり得

理︑伝記研究等の基礎作業すら充

を通して聞書の禰本研究のあるべ

異本多しとされるこの歌論の対校

陰からの聞書﹃詞林拾葉﹄会読に

の輪読︑校本作成を現在進めて

正の冷泉為村に問うた﹃義正聞書﹄

うべきものを模索しつ︑︑宮部義

研究会は昨年度より三回程の準

︑︽︐〃◎

査しうる資料等は出来るかぎりそ

ー

館に紙焼の存するもの︑手近に調

ｰ

分になされていない状況とも相俟
って︑作品そのものに踏み込む事
に一繩のためらいを感じる事は多

かろう︒無論それでは杏として何
も問明されいま︑︑ともすれば従
来︑退肌︑一律のそしりを免れな
かった作品群の周囲を荘々俳個す
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長谷川強

寺・妙興寺・諏訪市立図書館＊・

センター・定光寺・西明寺・大樹

公顕彰館・名古屋市熱田社会教室

文庫︶

・東京都立中央図書館︵特別買上

庫・学習院大学国語国文学研究室

館・東京大学附属図書館・松宇文

東洋文庫・東京芸術大学附属図書

中部地区

近畿地区

金沢市立図件館︵稼堂文庫︶・加

高遠町文化センター
西教寺・舞鶴市立西図書館・園部

九名のうち三名が新人となって野文庫︶・酒田市立光丘文庫・鶴

町教育委員会︵小出文庫︶・立命

大学附属図件館・名古屋市蓬左文

日に本年度第一回の収集計画委員関東地区

照坊・胤泉寺・大和文華館・広瀬

庫︵尾崎コレクション︶・刈谷市立

新しい年度を迎えた︒五月二十一岡市郷土資料館

神社・奈良県立奈良図書館郷土資

刈谷図件鮒・新城市教育委貝会︵

市立図諜館︵花月文庫︶・金城学院

に御協力をいただいている︒夏休丹波記念文庫・永井義憲・東洋文

料室・東大寺図書館

牧野文庫︶・大須文庫︵真福寺︶

賀市立図諜館︵聖藩文庫︶・上田

は調炎貝各位に御橘剛いただく時庫・東京芸術大学附属図書館・東

中国四国地区

近畿地区

文嗽・大阪女子大学附属図書館・浄

期であるので︑さような意味で当京大学国文学研究室・松宇文庫・

萩市立図書館・西円寺・鎌田共済

館大学附属図書館・大方保・陽明

部の多忙期の一つ︒夏休のある方法政大学能楽研究所︵鴻山文庫︶

会図書館・松本真一・大洲市立図

員会︵小出文庫︶・陽明文庫・大

舞鶴市立西図書館・園部町教育委

会︑二十八日に捌介側会議︵総会︶彰考館・流通経済大学図書館︵祭

々を羨みつつ報告を左記に︒・宮内庁書陵部・大倉精神文化研

書館・四国女子大学附属図書館︵

を開催︑既に夏休前に調炎に収集魚洞文庫︶・茨城県立歴史館・矢口

昭和六十一年度国文学文献資料調究所・抱谷文庫．栃木県立博物館・

査・収集の概況栃木県立足利図書館・吉田屋鴨川館

佐賀某家＊・島原図書館︵松平文

九州地区

内文庫︶・三原市立図書館＊

九州地区

化館・高知県立図書館︵山内文庫︶

多和文庫・今治市河野信一記念文

中国四国地区

方保・温泉寺

の七三箇所︵予備調査Ｉ＊印を含書館︵榊原本︶・高岡市立中央図

熊本大学附楓図諜館︵北岡文庫︶

凌雷文庫︶・高知県立図書館︵山

む︶の所蔵資料八三九二点を調査書館・金沢大学附属図書館・石川

・臼杵市立臼杵図書館・沖繩県立

庫︶・某個人︵長崎市・俳書︶＊

一︑調介中部地区

した︒なお︑予備調査として＊印県立図書館︵李花亭文庫︶・武生

現年度は︑本年三月末までに左新潟大学附属図書館・上越市立図

を付したもの以外にも︑展示を見市役所︵寄託本︶・長野市教育委

本年度は調査七三箇所七一五○

集計画︵国内︶

昭和六十二年度文献資料鯛査・収

・臼杵市立臼杵図書館

本年三月末までに左の二六箇所

二︑収集

凶苫館本館及び宮古分館

ての報告など︑当館としてのいわ貝会︵真田文庫︶・上川市立図書

の所蔵資料計五四○二点を収集し

ば正式な調査の手続きによらない館︵花月文庫︶・戸隠宿坊群・名
て有益なので記録保存することとン︶・名古屋大学図書館︵神宮皇

ものもあるが︑それぞれ情報とし古屋市蓬左文庫︵尾崎コレクショ

画を立てている︒昨年度の松宇文

点︑収集四二箇所五六三二点の計
北海道東北地区

庫のように短期集中方式をとる所

た︒

弘前市立弘前図書館・秋田県立秋

し︑ここにも掲げておく︒学館文庫︶・鶴舞中央図書館・愛

一部略称︑以下同じ︶大須文庫︵真福寺︶・刈谷市立刈

北海道東北地区︵順不同︑敬称略︑知県立大学図書館︵古俳書㈲︶・

査点数など少なく予定をしている︒

がないので︑昨年度の実績より調

一︶

田図書館︵時雨庵文庫︶

関東地区

弘前市立弘前図書館・盛岡市中央谷図書館・神宮文庫・龍光禅寺・

公民館・東北大学附属図書館︵狩名篭市博物館・名古屋市豊清二
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海外資料の調査・収集

第参

ｌ文庫紹介⑨ｌ
秋田県立秋田図書館

書約二千五百点︑﹃菊池・秋林・田口

文庫目録﹄︵昭四十六年刊︶に藩の

時雨庵文庫には︑地元の俳人・

点などが掲載されている︒

権威者根本通明の蔵書約二千五百

今年度は客員教授として日本大

郷土史家として著名な安藤和風の

また﹃秋田県立秋田図書館和漢

一︑前回記したカリフォルニア大

寄贈書約二千点が収められている

図書分類目録文学及語学之部上・

時雨庵文庫

︵時雨庵は和風の俳号︶︒その全容

学文理学部の有吉保教授をお迎え

など御協力をいただいている︒併

関係御所蔵書の展示をお願いする

は﹃時雨庵文庫目録Ｉ付書名索引﹄

下﹄︵大二︑三年刊︶や﹃郷土文献目

学バークレー校所蔵旧三井文庫本

七六点約一五○○○コマである︒

任の助教授には前期を信州大学人

録﹄︵昭十四年︑三十六年︑四十三

点︑﹃根本通明遺書目録﹄に易学の

胆煎であった三家旧蔵書約千五百

同大学関係者各位に御礼申上げる︒

文学部の渡辺秀夫氏︑後期を北海

︵昭和四五年刊︶で明らかであるが︑

に百人一首の古注についての講演︑

一︑本年三月下旬に長谷川が赴き︑

特に俳書方面が充実している︒当

した︒同教授には調査員会議の折

台湾大学図書館特蔵組︵旧称研究

道教育大学函館分校の下西善三郎

度注文の分が本年度初めに届いた︒

図書館︶所蔵本の調査結果報告・

中心の版本・写本の収集は︑昨年

収集に関して陳興夏図書館長をは

四十八年刊︶等にも膨大な資料が

年刊︶・﹃秋田県歴史資料目録九﹄︵昭

記されており︑その中には伊勢物

氏にお願いしている︒

心として調査︵五二○点︶・収集︵三

語等の古活字本や貴船の本地等の

館でも昭和五十四年以降俳書を中
○○点︶に努め︑既にその一部はマ

その他

地区会議は十月に東北・近畿地

イクロ資料目録一九八六年版に掲

奈良絵本︑和歌口伝聞書をはじめ

とする写本類も少なからず存して

載され︑閲覧に供されている．

じめ関係各位におあいしお願いを
した︒七月に第一回の希望リスト

区での開催を考えている︒

部内の異動は︑田嶋一夫助教授

を提出︑審議をお願いする︒また
国立中央図書館蔵本については王

は辞職︑いわき明星大教授に︑島

いる︒更に目録以外にも五千五百

振鵠館長の御快諾を得︑七月同時

家寄贈による多くの特殊文庫があ

索される︒最近も篤志家からの寄

点以上の蔵書がカードによって検

秋田図書館にはその他にも篤志

教授に︑母利司朗助手は岐阜大学

庫目録一〜三﹄︵昭三十年︑三十二

り︑代表的なものだけでも﹃佐竹文

原泰雄助手は辞職︑皇学館大学助
助教授に転出し︑後任には広島女

に第一回の希望リストを提出した︒

関係各位と︑言葉の不自由な者に

子大学より山崎誠助教授︑早稲田

海外学術研究︶の交付を受けて︑イ

一︑本年より科学研究費補助金︵

新藤助教授が第一室室長になった︒

手を迎えた︒またこの異動により

阪市立大学大学院より樹下文隆助

大学大学院より竹下義人助手︑大

年刊︶に教育者で郷土研究家でも

八千点︑﹃東山文庫目録﹄︵昭三十四

館佐竹家・角館佐竹家の旧蔵書約

年刊︶に旧秋田藩主佐竹宗家・大

秋田市千秋明徳町二番五二号

〒○一○

など興味深い書物が少なくない︒

贈が続いており︑嫁入本栄花物語

つ︵︾◎

御協力下さった方々に御礼申上げ

エール大学・プリンストン大学等

﹃戸村文庫目録﹄︵昭三十七年刊︶に

あった東山太三郎寄贈書約六千点︑

電話︵○一八八︶三九

一五六八

︵秋田駅徒歩十分︶

秋田県立秋田図書館奉仕課

の調査を行なう事になった︒本年

福田教授はハンガリーより八月

点︑﹃狩野・岡文庫目録﹄︵昭三十八

横手城城代戸村義得寄贈書約五千

三十一日帰朝の予定である︒

異動が多かったので当分御迷惑

小峰︶が八月十九日より三週間渡

度は予備調査として二名︵田嶋・

をおかけする事があろうと思うが︑

︵文献資料部吉海直人︶

が︑海外の調査には館外の方々の

米の予定である︒以前にも記した

年刊︶に旧藩士である両家の川蔵
変らぬ御指導．御協力をお願いする︒
︵文献資料部長︶

御協力を今後も得たいと思ってい
るのでよろしくお願いする︒
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授の着任からはじまり︑七月一日

授にかわって︑情報室長武井助教

今年度は︑三月転出の百川助教

ば﹁安定成長﹂期に入ってのこれ

は︑うれしい悲鳴をあげた︒いわ

あたられる︑岡際研究集会委凹会

応募のなかからプログラム細成に

血十卉順に並べかえてなるべく脚

や発行所アドレスなどを付加し︑

データを抽出し︑辞書によりヨミ

ンピュータがそれぞれのⅡ録から

執筆者索引
を︑新に原稿を起すことなく︑コ

研究

より︑情報処理室長安永教授が︑

からのみちは︑かえってけわしい

動的に作成するよう開発を進めて

単行本書名一覧
翻刻複製一覧

二カ月の短期在外研究に出た．研

と自戒している︒ひろく学界の御

棚町知彌

究情報データベース化の第二走者
鞭鍵をお願いする︒

二年版用原稿については︑論文か

また今年︵六二年︶一月からの六

いヲつＯ

として︑﹁研究文献目録﹂がスター

﹃国文学年鑑﹄︵昭和六○年版︶を

編集室

については︑データ作成も当部︵

トラインにつく︒本プロジェクト

国際日本文学研究集会会蟻録︵第Ⅲ回︶

あいさつ小山弘

山口博︵富山大学︶

８世紀東アジア政論状況の中における

写真典

万葉集の成立

村上史脹︵シンガポール脚立大学︶

古事記と近親相姦

︵フランス国立科学研究所︶

禅文学の特殊性１通元の数えと良寛ｌ
石上・イアゴルニッツァー美智子

日本文学における感情の及現

ｌ朏曲﹃隅川川﹄の﹁クドキ﹂の小股ｌ
レオン・ゾルブラヅド

︵ブリティシュ・コロンビア大学︶

大喝仁︵靜岡大学︶

没理想論争の今日的意味

萩原孝雄︵フロリダ大学︶

賢論童話におけるイノセンス

実地使用中の諸システムの再構成

ステム開発と並行して︑これまで

組版を行って作成したが︑従来と

タ・タイプセッティング︶による

目録の部分はＣＴＳ︵コンピュー

雑誌紀要単行本︵論文集等︶論文

今回から年鑑の主要部分である

るよ︑７にしている︒これにより六

タとしても︑そのまま︑利用でき

トを作成し︑データベースのデー

家名のキーの付されたデータシー

論文が対象としている作品名︑作

抜群の古典をよみがえらす加黛道夫作﹁なよたけ﹂

カール・フローレンッの日本文学史
！上代文学史を中心にＩ

をすすめているなかで︑本年度後

二年以後の論文目録のデータベー

竹取物硲とフランス中世の短篤物語

ら原稿を作成する最初の段階から︑

半にはマシンの更改強化も予定し

ほぼ同じ縦組の見易い体裁とする

ス化への見通しがほぼ立てられる

三月末予定通り刊行した︒

ている︒

ことができた︒しかもこれと同時

状況となった︒

編集室︶の担当である︒情報処理

情報室

にデータベースの元となるデータ

室では︑データベース化などのシ

情報室では︑館報発行︑新聞情

が作られ︑すでに磁気テープで納

の内︑昭和五六年までは年鑑のデ
ータを逐次入力して来たが︑五七︑

﹁文学史﹂を考えなおす

︵ワシントン大学︶

ジョン・ウィティア・トウリート

餌田欣也︵ブリティシュ・コロンビア大学︶

戦後日本文学における西洋人のイメージ

金蝿徳︵東京大学大学院︶

漉氏物捕ｌ光脱氏の栄縦と予言ｌ

ケネス・リチャード︵トロント大学︶

小沢正夫︵中京大学︶
シンポジウム・日本文学史について

ドナルド・キーン︵コロンビア大学︶

加藤周一︵評蓋家︶

小西憾一︵筑波大学名誉教授︶

︿公開砺油﹀

日本文学における﹁終わり﹂の感覚
上田真︵スタンフォード大学︶

五八︑五九年の三年分の入力が行

佐藤マサ子︵お茶の水女子大学大学院︶
現代文学批呼によって

報の収集︑国際日本文学研究集会

入されている︒

なおＣＴＳ化する以前のデータ

の開催業務を担当している︒昨年
の国際集会は第十回の記念集会で︑

今年度編集する六一年版では︑

﹁寓す﹂ということ

ＣＴＳ化をさらに一歩進めて︑

い今年度科学研究費補助金研究成

なわれず欠落していた︒しかし幸

磯会であった︵第十回集会の﹁会

新聞所載論文目録

︵フランス国立東洋言語文化研究所︶

ｌ近代文学の成立と小説論ｌ
ジャン・ジャック・オリガス

単行本目録

論文データベース﹂の更罰を受け︑

果刊行費︵データベース︶﹁国文学

々充実した集会となっているため

蝋雑誌紀要一覧

もＣＴＳ化するとともに︑

議録﹂の内容は下段のとおり︶︒年

か︑本年度も研究会発表希望者の
一段の増加を み ︑ 定 数 の 二 倍 以 上 の
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ので︑昭和一六年以降六一年まで
ンライン化し︑対話型の運用

逐次刊行物目録システムをオ

ステム

﹄ンライン逐次刊行物目録シ

四六年間のデータの蓄積が一応実
管理を可能にした︒

それらが入力されることになった

現されることになった．

︶

整理閲覧部事業報告
当館は創設から五年の耀備期間

に関連して︑これまで受入係担当

て最終的調整を行っている︒これ

議する等︑冊子体目録作成に向け

本田康雄
た︒以来︑所蔵者︑関係機関等の

を経て昭和五十二年七月に開館し

としてきた古典籍総合目録作成事

利用者の要求定義からプログ

③運用管理システム

情報処理室

電子計算機の連用・運転を除く

業は︑関連業務との整合性を維持

昭和六十一年度事業は︑以下のよ

るにつれ︑利用者も着実に増加し

し︑効率的に業務を進めるため︑

協力により所蔵資料が充実してく

整理係担当に改めることとし︑四

ラム作成までを一貫して管理

てきている︒今年度は開館十周年

し︑運用管理データを採取す

を迎える節目の年に当たり︑四月

うに実施した︒

発を行った︒

る開発環境的なシステムの開

の目録作成
定常的な業務として︑

月に異動を行った︒

ム

ートした︒これにより近年大幅な

のオンライン検索サービスがスタ

ース及び和古書目録データベース

保管委託は︑昭和六十年度収集分

ている保存用ネガフィルムの外部

また︑昭和六十年度から実施し

からはマイクロ資料目録データベ

マイクロ資料目録および和古

④データベースサービスシステ

①国文学研究資料館蔵マイクロ
資料目録︵一九八六︶

書目録のデータを一般ユーザ

九七一リールを加え一四︑一○二

②同菓積簡略版︵業務用︶

③国文学研究資料館蔵和古書目

伸びを示している相互利用がます

いて実施している︒

リールの保存用ネガフィルムにつ

録︵一九七二〜一九八六︶

のシステムの開発を行った︒

ます増加し︑マイクロ資料及び和

にオンラインで提供するため

古書の複写申込件数の増加への対

た古典籍総合目録作成事業は︑昭

一方︑事業開始後七年Ｈを迎え

の開催︑展示等︶は順調に進展し

ービス及び参考業務︑公開講演会

資料の受入︑整理︑保存︑利用サ

この他︑当部が担当する業務︵

和六十一年度に試作版目録作成シ

応を迫られることが予想される︒

⑤マイクロ資料目録システム改

④国文学研究資料館蔵逐次刊行
物目録︵一九八六︶
の版下作成を行った︒

珪垣

マイクロ資料の増加に対処す

②データ入力等

るための︑システム改造を行
った︒

上記目録用データおよびその他
のデータ入力を行った︒

のデータ︑あわせて七一六三九件

㈲整理閲覧室

た︒

現在まで累積された書誌︑著作︑

ステムの開発を終え︑これにより
性維持システム

の受入業務

⑥マイクロ資料目録データ一貫

できる条件が繁った︒これに合せ

著者等のデータを目録として利用

以下のシステム開発を行った︒

累積データ作成にともない︑

③システム開発

データの一貫性を保証するた

九日︑五月二十九日に開催し︑試

て古典籍総合目録委員会を三月十

七冊︶︑図書︵一︑八○七冊︶︑

六八リール︑紙焼写真本二︑七一

マイクロ資料︵ロールフィルム九
︵研究情報部長︶

逐次刊行物︵継続受入等約一︑六

昭和六十一年度の受入資料数は︑

中間版目録作成システムの開

めのシステムの開発を行った︒

した目録版下︵案︶にもとづき審

作版目録作成システムにより出力

①古典籍総合目録作成システム
発を行った︒これにより︑現
著者等のデータが目録という

在まで累積された書誌︑著作︑

形で利用可能となる︒

11一
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であった︒その結果︑昭和六十一

四○誌︶︑雑誌製本︵三五五冊︶

合目録の著作データベースヘの登

万件のデータを作成し︑古典籍総
任された︒

れたが︑最終的な判断は当館に一

けて︑書誌データの点検・パンチ︑

度末の印刷体冊子目録の刊行に向

実作業の面では︑昭和六十三年

録を行った︒このデータを用いて︑

入力︑データベースへの登録︑著

おりとなった︒

年度末での全蔵書数は︑別表のと

進めつつあり︑古典籍総合目録の

書誌データの著作コントロールを

昭和六十二年度も︑予算の確定

関連して︑古典作品典拠ファイ

進めた︒

作コントロール等の一連の処理を

に伴い︑例年どおり資料の受入れ
業体制を確立することが課題であ

作業と呼応しながら︑効率的な作

を行っている︒ひきつづき︑図書

新刊書整理︑峡作成︑補修等の

つく︺Ｏ

データの登録︑及び著者コントロ

がら国文学関係資料を中心に周辺

選定小委員会その他の協力を得な
領域を含めて総合的な収集・受入

お︑資料保存の見地から︑和紙を

定常的業務は例年通りである︒な

ァイルデータについて︑読みの付

ール︑索引作成に利用する著者フ

ル作成事業により作成された著作

れに努めたい︒

用いた和古書専用のラベルを新た

②整理業務

ている︒

与や別称の登録等を平行して進め

に作成した︒

﹃国文学研究資料館蔵マイクロ資

③古典籍総合目録作成事業

40 605冊

80 169巻号冊

四月末から五月上旬にかけての

意見を伺った︒仕様を作成する時

た委員会に出力リストを提出し︑

で一七︑二五四人に達した︒相互

利用登録者数は累計︵三月末まで︶

いずれも前年度に比べて増加した︒

○三三件︵一日平均六九件︶で︑

なった︒

今後の増加分も開架されることに

によって︑新規分が開架となり︑

を閲覧室へ移動したもので︑これ

たものを書庫へ移し︑書庫のもの

休室期間中に︑紙焼写真本の入れ

点で一応の出力形式は決定してい

利用︵郵送による文献複写・貸出︶

昭和六十一年度は︑来館利用に

一九七二

たものの︑それは言わば机上のデ

の申込受付が一︑三九○点で︑前

ままで二階閲覧室に開架してあっ

れた和古書約六︑○○○点の累積

昭和六十一年度までに当館が受入

ザインであり︑テスト出力によっ

年度に比べて三八％増であった︒

一九八六﹄を刊行した︒

目録であり︑可能な限り過去の目

て︑実際の目録に近い形で見るこ

四月からは︑マイクロ資料目録

﹃国文学研究資料館蔵和古書目録

録中の誤まりや不適切な記述の訂

とができるようになった時︑調整

データベース及び和古書目録デー
タベースのオンライン検索サービ

八五リールの作業用ネガフィルム

弘前市立図書館他二二文庫︑六

⑤マイクロ室業務

施した︒

点検︑四月末に資料のくん蒸を実

なお︑例年通り︑三月末に蔵書

正も行っている︒今後も五年ごと

は避け難く︑問題点がいくつか指

を必要とする部分が出てくること

換え作業を実施した︒これは︑い

情報処理室で進められていた目

料目録一九八六年﹄を例年通り刊

48 860点

日平均三二人︶︑文献複写が一九︑

行した︒二八文庫︑八︑三九七点

11 143枚

紙焼写真本

よる入室者数が八︑七一七人︵一

側閲覧業務

3 680点

レイアウト等出力形式の最終的確

テスト出力を行った︒記載事項や

マイクロフィッシュ

かり︑既に五︑八四○点のパンチ・

録出力システムが完了し︑版下の

77,003点

入力を終えた︒

が収録されている︒引き続き次の

(昭和62年3月末現在）

ある︒

摘された︒請求記号の扱いを中心

※他に紙焼写真による収集がある。

178冊

141点

寄託図書

62 854冊

19443点

図書（古書及び新刊害）

3 175

逐次刊行物

16,846リール

マイクロフィルム※

マイクロ資料

冊(リール)数

占

数

doも､

資 料 種 別

認を行うため︑館外有識者を混え

目録のためのデータ作成に取りか

所蔵資料統計

別表

に累積目録を刊行していく予定で
今年度で四年目を迎えた古典作

スがスタートした︒
︶

にへこ度にわたって活発に議論さ
︶

品典拠ファイルは︑現在まで約四
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を作製し整理した︒閲覧用ポジフ

ィルムは︑多和文庫他一四文庫︑五

l1thlnt鐙rnati⑨nnlConffor･fncf（)nJaPanq,民砂LiQf｡r･細lurG・inJaPan

とき：昭和62年11月611㈹〜7H(けところ：I1il文学研究資料鰍

I】,ﾉ,6日
あいさつ(13:20),j，山弘志{111文学研究資料蛇任）
》研究発表（13：30〜17：10）

）①『萬葉集』の焚歌と『詩経』の頌詩孫久友（』上京凹際関係学院）
《−圃軍形成剛における発想の揮求を中心とする−

1②万葉集の「今夜』｢明H』について稲岡耕二（東京大学）
〉③演劇における八百屋お七像ValerieD皿輝祠（お茶の水女子大学大学院）

I④からくりと竹本義太夫庫肪春雄（学詞院大学）
l‑‑人形浄噸璃史の鮭換点一

： 月
麗
⑤ シ村
ュルレア
リ ズ ム子
の 絵 を 先（
取 り しト
た 朔 太 郎ロ
の詩 ン ト 大 学 ）
鰯l⑭enB・Mi極1ヶA曲Cl曲（お茶の水‑
(お茶の水‑k:｢･入学人乍院）
｢･人
⑥円地文学における「趣的なもの」
j
、

l''}17日(土）

I研究発表(!｡:3o‑lz:'5）
〉

》

宋美
貴（
美'
（D
大学
学院
院）
⑦をみなへし・あさかほ、そして紫式部のあさかほ宋貴
1I
1j
央央
大大学学大
林
細
林 水 細学
（歯仁大
）
学）
⑧ r 讃 岐水
典侍日記』
の表現 （ 歯 仁 大

〉
》 ⑨ 六 条 家 歌 人 の 個 性 、 特 に 毎 厘 清 輔 の 場 合 R a

M､Ga1
Ra
i"
M、G臼1i唾（任買技婿科学大学）
(任買技婿科学大学）

》

(1
3 ：)
2 0一
−15
：5
0 ）無
一 聴料
鱗無料
一
リ公開講演(13:20‑15:5
0
聴
鱗
一

RolandSd■淫i通（ハンブルグ大学敏授）
》日本文学における′､9口ティーRolandSd■−i心
r（ハンブルグ大学敏授）

I一近倣的受容

j 法 と し て の パ ロ デ ィ ー − （ 1 , 1 文 学 研 究（IHI文学研究資料飢群M敏授）
資料飢群M細
Pat面ckG．O，Neill（ロンドン大学掛瞥敏掻）

｜ 恩卿"醤；!"繩…，………"≧…綿聯

〉 申 込 方 法 は が き に ① 氏 名 ② 住 所 ③ 現 転 （ 所 属 ） ④ 専 攻 を 配 しをて
配し
おて申
おし
申 し込
込み
みく
<
だきい。
》
《

…申込繕切昭和62年10月31日(1J

連 絡 先 剛 文 学 研 究 資 料 鯨 研 究 愉 報 部 傭 報 室

！〒142束京都品川区■町1−16−10冠艦03(785)7131内線402．222

F

｛

）
、

、

！
第17111特別展示11
第17皿特別展示11月2日(")〜11月14日(土）（日昭・祝日を除く）於：展示室
月2日(")〜11月14日(土)（日昭・祝日を除く）於：展示室
〉
I
>‐へ〜､‑.‑〜一〜

絵
巻・絵
本ならびに版本の挿絵
〜 ､ 一 〜 ､ 一 一−−
ヘ ー ､ 一 −−−−−−−−−−−
〜 ､ へ パ ｰ ｰ ｰ ｰ ﾊ ﾊ 〜 ､ ̲ へ 〜 ､ 一一一
〜 一 一 −−−−−」
一一一一一‑一霞一

ー 一 ダ ー テ ー ー ハ ー 一 一 一 一 一 一 一
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︶

昭和他年度共同研究

本年度共同研究は﹁国文学研究

のの他に︑外国人研究員として︑

資料館報﹂記号に既に掲載したも

七二リールの加工︑整理をした︒

本︑装備を行っ た ︒

客員教授ローラント・シュナイダ

寸

紙焼写真本は︑一︑二六九冊の製

口参考室

ー氏を迎え︑﹁日本文学の特質

加わった︒研究期間は昭和六二年

七十一番職人歌合の研究ｌ﹂力

日常業務として︑参考質問の受

付・回答に従事し︑参考図書の充

三年三月三一日︶である︒

七月十日〜十二月九日︵または六

メンバーは同氏の他︑左のとお

恥叩ノ◎

網野善彦神奈川大学短期大

実と参考開架閲覧室の維持にあた

った︒

国文学の普及業務として︑次の

とおり公開講演会・展示を開催し

た︒

●第泌回公開講演会︵６月過日︑

学部教授

岩崎佳枝梅花女子短期大学

国語課非常勤講師

﹁雁の世界﹂寿岳章子氏︵前京

大島建彦東洋大学文学部教

於当館︶

都府立大学教授︶︑﹁西鶴雑談﹂

授

島津忠夫大阪大学教養部教

授

棚町知彌国文学研究資料館

研究情報部教授

徳田和夫学習院女子短期大

学助教授

文献資料部教授

福田秀一国文学研究資料館

︵協力者︶

岡見正雄中京大学教授

前田金五郎氏︵専修大学教授︶

第詔回﹁平安朝物語﹂︵１月四日

●常設展示

〜３月加日︶

日︶

第弘回﹁和書のさまざま﹂︵４月

過日〜６月

なお︑昨夏の第９回夏期公開講

演会の筆録集である﹃軍記物語の

展開︵国文学研究資料館講演集８︶﹄

のほか︑希望者にも配布している︒

を刊行し︑大学図書館等への寄贈

︵整理閲覧部長︶

第 1 1 回 国 際 日 本 文 学 研 究 集 会

国文学研究資料館評議員
任期昭和印年７月１日〜昭和田年６月釦日
阿部秋生東京大学名瞥敬授・実殴女子大学柵普敬授

森安彦国文学研究資料館史料館教授
安永尚志脚文学研究資料館研究愉報部敬授

安澤秀一国文学研究資料鯨史料館軟投
山中光一国文学研究資料鮒研究愉観部敬授
渡邊守邦国文学研究資料館文献資料部敏授

国文学文献資料収集計画委員会委員
任期昭和団年４月１日〜昭和侭年３月釦日

猪瀬博学術傭報センター所長・東京大学名瞥敏授

朝倉治彦

今井源衛梅光女学院大学文学部教授・九州大学名誉敬授
小田切進立敬大学文学部教授・日本近代文学館理事長

上山春平京都国立博物館館長・京都大学名誉教授

加藤周一

斎藤正則立劇鳩会艮

児玉幸多学判院大学名普軟授

年３月釧日

星野聰京都大学大型計算機センター教授
堀内秀晃青山学院大学文学部敬授
水谷静夫東京女子大学文理学部較授

任期昭和配年４月１日〜昭和

国文学文献資料鯛査員

︹北海道・東北︺

錦仁秋田大学教育学部助教授

阪倉篤義甲南女子大学文学部敬授・京都大学名誉教授

宇田敏彦戸板女子短期大学牧授
片桐登法政大学第一教養部教授

板坂則子群鳴大学較育学部助較授
岩崎雅彦法政大学能楽研究所所貝︵非︶

︹関東︺

名子喜久雄山形大学教育学部助教授

池田利夫餌兇大学文学部敬授
片桐洋一大阪女子大学学芸学部較授
金沢規雄宮城較育大学敬育学部敬授
鳥越文蔵早稲田大学文学部教授
春田宣國學院大学長・同文学部敦授

藤田洋治鶴岡工業高等専門学校講師

臼田昭吾弘前大学人文学部助教授
片野達郎東北大学教養部軟授
金沢規雄宮城敬育大学敏育学部牧授
神山重彦山形大学牧養部助敬授
中村一基岩手大学敬育学部助敬授

神保五彌早稲田大学文学部教授

松本隆信慶晦義塾大学附属研究所斯道文庫長・同敬授

本田義憲京都外国語大学外国語学部教授

年４月１日〜昭和

篠原進青山学院大学文学部助敬授
諏訪春雄学習院大学文学部牧授
竹本幹夫早稲田大学文学部助敬授

川島絹江東京成徳短期大学講師
川村晃生慶慮義塾大学文学部助敏授

久保田淳東京大学文学部敬授
小島孝之立敏大学文学部救授

辻勝美日本大学文理学部議師

情報処理システム運用委員会委員
任期昭和配年４月１日〜昭和 年３月訓日

安田尚道青山学院大学文学部肋敬授
吉田熈生大妻女子大学文学郁救授

松崎仁立教大学文学部教授

古相正美國學院大学日本文化研究所嘱託研究員
牧野和夫実践女子大学文学部助教授

林達也駒椰大学文学部敬授
原道生明冶大学文学部敬授

鳥居フミ子東京女子大学文理学部教授

小町谷照彦東京学芸大学教育学部教授

花井滋春関東学院女子迩期大学鋼帥︵非︶

鳥越文蔵早稲田大学文学部軟授
延廣真治東京大学敏養学部助敬授

揖斐高成餓大学文学部敬授
遠藤宏成腰大学文学部敬授

池内輝雄大妻女子大学短期大学部敬授

任期昭和

米倉利昭佐賀大学敬育学郁敬授
文献目録委貝会委員

百瀬今朝雄東京大学史料曙さん所敬授

田中裕梅花女子大学文学部教授・大阪大学名誉教授

年７月訓日

滝藤満義横浜国立大学教育学部助教授
田中榮一新潟大学教育学部教授
浜野卓也山口女子大学文学部敏授

年３月釧日

土田直鎮国立歴史民俗博物館鯨長・東京大学名替敬授

坪井清足大阪文化財センター理事長
中井信彦鹿應貌繋大学名昏敏授
橋本不美男早稲田大学文学部牧授

林大国立国語研究所名誉所員
古島敏雄東京大学名誉教授
松田智雄東京大学名誉敬授
宮川満大阪敬育大学名讐牧授
山本達郎東京大学名瞥敬授

任期昭和印年８月１日〜昭和

国文学研究 資 料 館 運 営 協 議 員
秋山塵東京女子大学文理学部教授・東京大学名誉教授

原道生明摘大学文学部敬授

伊藤正義大阪市 立 大 学 文 学 部 敏 授
久保田淳東京大学文学部敬授
小林清治細島大学較育学部敬授

石田晴久東京大学大型計算機センター敬授

有吉保日本大学文理学部敬授

佐竹昭廣成城大学文芸学部敬授・京都大学名誉教授
秀村選三久留米大学商学部教授・九州大学名誉教授

荒木浩愛知県立女子翅期大学鋼師
梅原恭則僧州大学教育学部助敬授
大谷俊太南山大学文学部講師

︹中部︺

宮本瑞夫立敬女学院短期大学敏授
宇賀正一脚立圃会図嘗航総務部禰鰍処理扉長
杉田繁治国立民族学博物館第五研究部助敬授
照井武彦国立歴史民俗博物館情報資料研究部教授

己彰愛知県立大学文学部鋼師

木越治金沢大学教養部助教授
里心

西村恕彦東京農工大学工学部教授
濱田啓介京都大学敏養部敬授

井上如学術愉報センター敬授

稲岡耕二東京大学敏養学部敬授

︶

尾藤正英千葉大学文学部敬授・東京大学名誉教授
松本隆信慶應義難大学附属研究所斯適文庫長・同敏授

水谷牌夫東京女子大学文理学部敬授
棚町知彌刷文学研究資料館研究愉報部職授
長谷川強国文学研究資料館文献資料部敏授
福田秀一国文学研究資料館文献資料部教授
藤村潤一郎国文学研究資料館史料館教授

本田康雄国文学研究資料館竪理閲覧部敬授
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沢井酎三愛知大学文学部敬授
塩村耕槌山女学園大学短期大学部講師
島原泰雄皇撃館 大 学 文 学 部 助 敬 授
鈴木孝庸新潟大学敬養部助教授
鷹尾純愛知淑徳煙期大学助敬授
滝澤貞夫脇州大学散行学部敬授
田中喜美春私占岫大学敬養部敏授
長友千代治愛知県立大学文学部敬授

二澤久昭長野工藁高等専門学校敬授

服部仁同朋大学文学部助敬授
舩城俊太郎新測大学人文学郁助敬授

母利司朗岐単大 学 敬 育 学 郁 助 敬 授
安田文吉南山大学文学部助敏授
山口博富山大学人文学部救授
山本一金沢大学教育学部助教授
︹近畿︺

渡邊信和同朋学聞佛教文化研究所研究員

大高洋司甲南女子大学文学部助教授

阿部泰郎大阪大学文学部助乎
池田正志甲南商 聯 学 校 敬 諭
大取一馬龍谷大学文学部助教授
神尾暢子大阪教育大学敬育学部敬授
菊川丞関西外国語大学外国語学部助敬授
高橋喜一悔花女 子 大 学 文 学 部 敏 授

中嶋隆大谷女子大学文学部鋼師

源義春神戸女子大学講師︵非︶

橋本直紀羽衣学 剛 側 期 大 学 助 敬 授
廣田哲通大阪女子大学学芸学部助敏授
︹中国・四国︺
一広胤女子大学文学部助敏授

浅野日出男山賜女子畑期大学助敬授
凸︒Ⅱ︒■■■■■■■一

正Ⅱ

下垣内和人広脇文敬女子大学短期大学部敬授

井出幸男高知大 学 敢 行 学 部 助 較 授
河合眞澄愛媛大学牧養部助敬授
辛島正雄徳島大学教養部助敬授

︹九州︺

松尾葦江鳥取大 学 牧 育 学 部 助 救 授
渡辺憲司梅光女学院大学文学部助敬授
板坂耀子柵間敢和大学教育学部助教授

小川幸三熊本短期大学教授
工藤重矩福岡教育大学教育学部助軟投

小川豊生大分工業高等専門学校調師

堤精二お茶の水女子大学文教育学部教授
森川彰梅花女子大学文学部教授
共同研究員

Ｆ

棹久文東京大学附属図書館事務部長

久保田啓一有明工業高等専門学校助手

藤井貞和東京学芸大学敬冑学部助敬授

井上宗雄立救大学文学部敬授
佐藤恒雄瞥川大学教育学部教授
紙宏行文敬大学女子知期大学部専任鋼師
兼築信行早稲田大学高等学院敬鋤

渡遥志津子大阪大学医療技術短期大学部講師

森田蘭四国女子大学文学部敬授

植田恭代日本女子大学大学院博士課程
櫻井武次郎飼棚女子大学文学部敬授
清登典子放送大学埼玉学習センター助敏授
藤田真一京部府立大学女子矧期大学部肋敬授
母利司朗岐阜大学散育学部助敬授
塩崎俊彦神戸山手女子矧期大学鋼師

高橋亨名古腫大学敬養部肋敏授
菊地仁山形大学人文学部助敬授

任期昭和配年４月１日〜昭和錦年３月証日

伊藤正義大阪市立大学文学部較授

田中道夫佐賀大学敬養部教授
中野三敏九州大学文学部教授
中本環熊本大学教育学部教授
国文学文献資料特別鯛査員
岡田喜久男悔光女学院大学側期大学部敬授

片山剛神戸学院女子短期大学蕊師︵非︶
小林健二大谷女子大学文学部調師
佐藤恒雄昏川大学敬育学部敬授
白井宏四脚女子大学文学部助敬授
鈴木重三白何合女干大学文学部敬授
武井和人埼玉大学敬養部肋敬授
田村憲治愛峨大学法文学部肋軟投
土井洋一学閂院大学文学部敬授
富久和代四回女子大学文学部助敬授

西村聰金沢大学文学部鋼帥

名和修陽明文庫主事
浜口雅教兵服県立川西明峰応等学校較幽
松田二郎餌岡工業舟等専門学校敏授

湯浅忠夫学習院大学大学院博士課程

山田洋嗣福岡大学人文学部講師
今井明聖光学院中高等学校教諭

中川博夫慶鹿裳塾大学大学院博士扉幟

流石文桐朋女子高等学校簿師︵非︶

鳥越文蔵早稲田大学文学部敏授
土田衛大阪女子大学学芸学部敬授

松原秀明金刀比離宮図書館嘱託
森田蘭四国女子大学文学部敬授
国際日本文学研究集会委員会委員
任期昭和蛇年４月１日〜昭和侭年３月瓠日
池田重青山学院大学文学部救授
ドナルド・キーンコロンビア大学敬授
アラン・ターニー澗泉女子大学文学部救授

古井戸秀夫早稲田大学文学部助教授

原道生明治大学文学部敬授

年３月証日

芳賀徹東京大学救養学部敬授
長谷川泉学習院大学講師︵非︶
共同研究委員会委員

任期昭和舵年４月１日〜昭和

市古夏生白目合女子大学文学郁助較授

林公子大阪大学大学院博士課樫
赤間亮早稲田大学大学院博士課蝿
鴫中道則東京学芸大学助敬授

古相正美國撃院大学日本文化研究所嘱託研究員
鈴木健一東京大学大学院博士課程
坂内泰子東京大学大学院博士課程

清水素子

和田道子愛知県立大学外側胡学部鋼帥︵非︶

島原泰雄皇學館大学文学部助敬授

林達也駒津大学文学部敬授

鈴木淳國畢院大学日本文化研究所助敬授

揖斐高成腰大学文学部敬授

大曽根章介中央大学文学部敬授

年３月訓日

稲賀敬二広島大学文学部敬授

島津忠夫大阪大学牧養部敬授
曽倉岑青山学院大学文学部敬授
中野三敏九州大学文学部教授
松崎仁立敬大学文学部敬授
古典籍繕合目録委貝会委貝
任期昭和舵年４月１日〜昭和

菊地勇次郎大正大学文学部散授
坂下精一国立国会図書館図書部古典籍課長

柴田光彦跡見学園女子大学文学部教授
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委員会日誌
昭和六十二年

会委側会︵第一回︶

５月Ｍ日国際日本文学研究集

計画委員会︵第一回︶

５月幻日国文学文献資料収集

且会縦︵総会︶

５月調日国文学文献資料調炎

会︵第一回︶

５月羽日占典辮総合目録委貝
７月８日共同研究委員会︵第
一Ｍ︶

７月翠日文献目録委員会︵第
一回︶

日文献Ⅱ録委員会︵第

会委員会︵第二回︶

８月加日国際日本文学研究集
８月
二側︶

評議員会議の開催について
本年度第一回評議員会議が︑昭
和六十二年七Ⅱ十七日︵金︶に開仙

され︑議事は︑符理運営の概況︑

昭和六十一年度罪業報告及び昭和
が行われた︒

六十三年度概算要求について評議
運営協蟻員会臓の開催について
本年度第一回運営協議員会議が︑
昭和六十二年七月十日︵金︶に開催

され︑議事は︑管理運営の概況︑

昭和六十一年度事業報告及び昭和

六十三年度概算要求について協議

藤盤︵東京大学より︶

文部事務官︵庶務課課長補佐︶佐

︵埼玉大学より︶

文部事務官︵会計課長︶牧口勉

海外出張

腿年６月過日

期間昭和他年６月２日〜昭和

安永尚志

が行われた︒

ローラント・シュナイダー

文部事務官︵会計課課長補佐︶石

渡孝義︵東京大学より︶

文部教官︵文献盗料部助手︶母利

︵岻出︶昭和配年４月１日付

柵成と知能化に関する研

司朗︵岐阜大学へ︶

期間昭和健年７月１日〜昭和

刈︵三重大学へ︶

研修旅行

川純男︵東京大学へ︶

文部事務官︵庶務課課長補佐︶石

渡航先アメリカ合衆国

田重男︵横浜国立大学へ︶

文部事務官︵会計課課長補佐︶太

︵辞職︶昭和健年３月皿日付

文部教官︵文献資料部助教授︶田

嶋一夫︵いわき明星大学就職︶

年８月１日〜昭和

文部教官︵研究情報部助教授︶百

昭和侭年３月瓠日

︵客員教授︶昭和他年４月１日〜

泰雄︵皇學館大学就職︶

文部教官︵文献資料部助手︶鳥原

川敬仁︵明治大学就職︶

塊年９月訓日

の

文部教向︵文献資料部助教授︶山

︵採用︶昭和健年４月１日付

年８月︶

人事異動︵昭和砲年３月〜昭和舩

期間昭和

版本の調査

目的旧三井文庫所蔵江戸時代

岡雅彦

塊年８月瓠日

文部事務官︵会計課長︶古谷忠

究

Ⅱ的愉報通信ネットワークの

王国

渡航先アメリカ合衆国・連合

外国人研究員

大学教授

ドイツ連邦共和国ハンブルグ

研究

研究題目七十一番職人歌合の

陀年哩月９日

期間昭和塊年７月ｎ日〜昭祁

原水民樹

内地研究員

授

現職徳島大学総合科学部助教
研究題目保元物語の形成と変
容に関する研究
年２月羽日

期間昭和他年９月１日〜昭和
山口真琴

研究題目中世説話集及び物語

現識高知大学人文学部講師
の基礎的研究

期間昭和館年９月１日〜昭和

崎誠

文献資料部有吉保︵日本大学

文部教官︵研究情報部助教授︶武

教授︶

日

文書館業務に関する職員の研修

文部教官︵文献資料部助手︶竹下

井協三

年２月

小島加代子

蛇年９月釦日

︵併任︶昭和他年４月１日〜昭和

現職北海道立文書館資料課私

文部教官︵文献資料部助手︶樹下

遥秀夫︵信州大学助教授︶

文部教官︵文献資料部助教授︶渡
︸

文隆
︵転入︶昭和他年４月１日付

義人

文書係主任
資料の取り扱い

研修内容文書館学及び文書館
︶
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︾！：利用者へのお知らせ︲
◆オンライン検索サービスー来館

Ｉ

学Ｓ

雑著

漢詩・漢文Ｒ恥芸術・芸能

８５００６００８００８６８０９４９００００００００００００００００１００１６００Ｉ０９Ｑ４ｏ００９ｐＤＤ９００Ｉ０Ｉ０９０ＢＵ４０

います︒目録中︑フィルムの械類

約半分は紙焼写真本が作成されて

００︒︑■０００６４０６８００９１８０９Ⅱ︑０６口Ⅱ００００８０００００００１００６０００００００１００ｆ０００ＩＯ００１１０１１００１９９００６

つき⑩円
出力料︵用紙代︶・⁝⁝ｉ枚につ

です︒

③配置

Ａ１〜

の筒所に﹁Ｃ﹂と表示のあるもの

詳しくは係員におたずね下さい︒

ています︒また︑﹁Ｃ﹂と表示の

は︑紙焼写真本があることを示し

Ｂ２０１Ｉ

き４円

◆紙焼写真本の入れ換えについて

求記号︵アルファベット＋数字︶

あるものには︑必ず紙焼写真本請

利用について

これまで紙焼写真本の配置は︑

そのほか﹁マイクロ資料目録デ

Ｅ４００１〜

Ｄ３００１〜

Ｃ７００１〜

開架分︵閲覧室︶は次のとおり

﹃マイクロ資料目録﹄の一九七六

ータベース﹂によるオンライン検

データベースのオンライン検索サ
ロ資料目録データベース﹂と﹁和

ービスを開始しました︒﹁マイク

年︵第１冊︶〜一九八一年︵第五

索で探すこともできます︒もちろ

が記載されています︒

及び著者名から検索することがで

古書目録データベース﹂が︑書名

︵第６冊︶〜一九八六年︵第︑冊︶

冊︶収載分が閲覧室︑一九八二年

ものとの入れ換えを行いました︒

このたび︑閲覧室のものと書庫の

収載分が書庫となっていましたが︑

②分類記号

だいても結構です︒

は︑直接ご覧になって探していた

ん︑開架分の紙焼写真本について

で請求して下さい︒

となっていますので︑カウンター

これ以外のものは︑閉架︵書庫︶

利用方法としては︑①遠隔利用︑

きます︒

現在のところ︑遠隔利用は︑私獅︑

②来館利用︑の二つがありますが︑

新しい配置については︑閲覧室の

紙焼写真本請求記号のアルファ

焼写真本を直接︑複写機で複写は

カウンターにお申込み下さい︒紙

複写申込書に必要事項を記入し

④複写申込

下︑来館利用について説明します︒

ベットは︑分類記号です︒分類記

いたしません︒複写は︑フィルム

から行いますので︑請求記号は︑

号は︑次のとおりです︒

紙焼写真本請求記号ではなく︑フ

ビスを行っています︒ただし︑サ

︹国文学関係︺︹その他︺

Ｃ叩和歌Ｌ

Ｂ

連歌・俳譜子︶

Ａ碑文学総記Ｊ二般総記
ムから印画紙に焼き付けし製本し

物語・小説Ｍ

ービス区分Ａ・Ｂのものに限られ

ィルム請求記号をお書き下さい︒

たものです︒現在︑当館では約四

Ｅ

Ｄ

ます︒一同十点以内で︑翌日の正

漢籍︵集︶

民俗・風俗

評論Ｐ恥地誌
Ｈ恥劇文学Ｑ

午までに必ず返却して下さい︒

紙焼写真本は︑一夜貸しのサー

⑤一夜貸し
万二千冊の紙焼写真本を作成︑所

思想文学．Ｏ恥思想

Ｆ恥随筆・日記Ｎ恥歴史

漢籍︵経史
蔵しています︒以下︑紙焼写真本

Ｇ

歌謡・詩Ｋ亜国語

の利用についてご説明します︒

さい︒マイクロフィルムのうち︑

﹃マイクロ資料目録﹄を引いて下

①検索方法

紙焼写真本は︑マイクロフィル

◆紙焼写真本の利用について

本配架一覧﹂をご覧下さい︒

個人の利用はできませんので︑以

用時間︶⁝⁝１秒につき６円

ＣＰＵ使用料︵中央処理装置使

接続時間︶⁝１分につき１円

ＴＳＳジョブ料金︵電算機との

・利用料金

九時三○分〜一六時︵月〜金︶

・利用時間

カウンター脇にあります︒

ターにお申込み下さい︒端末機は

書︶に必要事項を記入し︑カウン

申込書︵データベース利用申請

紙焼写真本書架にある﹁紙焼写真

4 1 4 6 1
0 1 0 0 0
1 1 1 0
1 1 1

当館では昭和六十二年四月から︑

ー

・利用手続

K J I H F

ｰ

８６６０００■００００１００１００００８０８０９６００●００●６９０８９９Ｕ６Ｄ９９Ｂ９６Ｂ９Ｉ６６０９９９０００００︐０９００９日■００８６０︐０６０９０００９９００００００６００８８６９０９９︒９９０９０９９０１０日日日０■８０８００８０︐０９ＩＩ

データベース使用料：：⁝ｉ回に
ＩＩＩ０ＩＩ６０ｏ６００６９０ｏ００００００６０
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沼波政保研究室内②一二月五日

情報室

昭和六十二年度秋季学会開催一覧
国語国文学会連絡協議会に参加
相模女子大学

一中

○

月二一〜二三日③松蔭女子学院

大宮龍谷大学︵西部︶②八月二

部︶〒六○○京都市下京区七条

仏教文学会①〒一○二千代田区

万葉学会①〒五六五吹田市千里

三番町六番地二松学舎大学︵東

三八王子市東中野七四二

日本近代文学会①〒一九二

六〜二七日③高野山大学

大学

央大学文学部国文学研究室②一

山東三関西大学国文学研究室内

○月二四〜二五日③岩手大学

日本口承文芸学会①〒一六○新

全国大学国雁国文学会①〒一○
一千代田区猿楽町二

子大学

②一○月三〜五日③宮城学院女

おりである︒学会掲出は五十脊順︒

する学会の秋季大会予定は次のと

桜楓社気付②二月二一〜二三

五財団法人

一三

以下①事務局︑②大会開催日両ｘ垂

ラボ国際交流センター広報部気

宿区西新宿八

八

場︒②③の記入のない学会は大会
日③常葉学園大学・同短期大学

一七

一○②一○月

日本文芸研究会①〒九八○仙台

昭和区八事本町一○一中京大学

文学部国文学研究室内

和歌文学会①〒一五六世田谷区

国文学研究資料館報第二十九号

月三〜五日③龍谷大学

四○日本大学

文理学部国文学研究室内②一○

桜上水三

六ｌ一早稲田大学

区東山七条京都女子大学文学部

二五
育学部

三一〜二月一日③広島大学教

南大塚二

日本文学協会①〒一七○豐島区

ビル八階教室

付②九月一九日③ラボセンター

四

中古文学会︵聖Ｔ一五○渋谷区東

一六立正大学文学部

美夫君志会①〒四六六名古屋市

予定無しか︑または大会期日未定︒

二八国学院大学日本

解釈学会︵聖Ｔ一○一千代田区神
一○

四

四六第２十勝ビル

田神保町二

文学第四︵小林︶研究室内②一

○月二四〜二五日③新潟大学人

教育出版センター新社内
②八月二五〜二六日③岡山大学
文学部

二

中世文学会①〒一四一品川区大

文学部

近代語学会①〒一六○新宿区北
崎四

西早稲田一

日本演劇学会①〒一六○新宿区

月七日③東北大学文学部

市川内東北大学文学部内②二
同志社大学

日本歌謡学会①〒一五○渋谷区

昭和六十二年九月発行

印刷所株式会社三輿

電話︵七八五︶七一三一︵代︶

郵便番号一四二

編集・発行者

東四

一月二日③宮崎大学︵農学部教

浜千代研究室内②十月三一〜一

二八国学院大学文

学部第七研究室内②二月一四

東京都品川区豊町一︲一六︲一○

国文学科研究室内︶

県愛知郡長久手町愛知淑徳大学

二愛知

国文学研究資料館

二三ｌ一駒沢大学

表現学会①〒四八○

室・附属図書館︶

︶

文学部富士昭雄研究室内②二

谷区駒沢一

日本近世文学会①〒一五四世田

〜一五日③同志社大学

一○

俳文学会①〒六○五京都市東山

演劇博物館内②一○月三一日③

崎市多摩区東三田二Ｉ−Ｉｌ専
二四〜二六日③ノートルダム清

国文学科第一研究室内②一○月

二月二八日③専修大学神田校舎

修大学文学部国文学研究室内②

日本文学風土学会①〒二一四川

国語学会①〒一○一千代田区神

心女子大学

新宿三 一○ 一○ 五○七
田錦町三 十一武蔵野書院気付
②十月二四〜二五日③岐阜大学
四 一○ 二八国学院大学文学

古事記学会①〒一五○渋谷区東
部日本文学第二研究室

古代文学会①〒一六四中野区中
野五 一九 一六 二○五西條
勉方

上代文学会①〒一五○渋谷区東
四 一○ 二八国学院大学文学
部日本文学第一研究室

説話文学会①〒四五三名古屋市
中村区稲葉地町七ｌ一同朋大学
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