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とまって入っている︒正確な冊数

より地図に至る別撞分を除いた本

当るのであろうと思う︒右の漢籍

備を行ったのであるが︑それらの

の目録あり︶︑朝鮮本︵浅見文庫ｌ

一字の漢字の画によって排列され

納は可能である︒カードは題名第

は図書館のカードによる検索・出

情報では知り得なかった新知見を

り︶︑法帖拓本類︵拓本は未整理の

浅見倫太郎旧蔵︑英文印刷目録あ

まずそれらの本は未整理の状態

別︑延宝より大正に及ぶほぼ二千

社寺図︑交通図などの特殊図を類

に他ルートより入った和古書を含

ついての点検を必要とする︒それ

理されているから︑一応全蔵書に

録と﹃国花万葉記﹄が並んでいた

で一室に入れられているとのこと

活版本は図書館︵デュラントホー

版本︵旧瓠軒・本居文庫本あり︶︑

すべき集書であることがわかり︑

あるが︑とにかく蘭量ともに注目

めると惣期側での調査は不可能で

ル︶・生物学図書館書庫に一般の活

いという感じを持った︒この量衝

られ︑またリッチモンドの倉庫に

まじってそれぞれの分類下に納め

であった︒

たことは今回の調査の大きい収穫

写本の調査・整理が第一の仕事

であるので︑版本については長谷

川・渡辺で毎土曜日に書庫で原本
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を痛感するほど問題は四方八方に

告など情報を集め︑図併館からは

は川三井文庫のほんの一部であっ

集計が伝えられている冊数にほぼ

は把握出来なかったが︑それらの

京都大学の日野碗夫氏の御協力

コピーを送付願い検討する等の準

当面調査Ⅱ的とする本のカードの

学の．ハークレイ校所蔵旧三井文庫

得ることが出来たのは︑今回の調

ており︑書庫に入ると活版の紳士

︵海外学術 調 査 ︶ に よ り 行 な っ た ．

ークレイに滞在して調査︑七日に

であり︑そのカードではほぼ二千

り︑我々とちがった意識の下に整

ワシントンに移り︑議会図書館を

一まとめにして慨かれ︑その他の

点前後︑カードあり︶がそれぞれ

査の大きい収椣であった︒

訪問︑館蔵和古沸の概要を把握︑

されたと伝えられている冊数約十

八百点八千冊前後と兄られ︑縦渡

ものあり︶︑地図︵世界図︑日本図︑

十二日にはニューヨークに移って

り︑書名をざっと見た限りでは癖

万と大きい差のあるのが不審であ

版本や他ルートから入った版本に
二面の疑問を持って出発したが︑

旧三井文庫の全貌・現状を知り得

は今回の主目的としたバークレイ

国という日儘であったが︑本稿で

いをするような目玉になる本が少

三井文庫を知る人に聞き︑またバ

まとめて置かれているものがある︒

日曜を除く九時から五時までびっ

出発前に渡辺が主となって︑旧

い︒

における調査を主に報告してみた

のある集書ではあるが︑貴重書扱

江戸・京・大坂図︑地方国分図︑

市立図井館を訪い︑十〃十五日帰

九月十三日出発︑十月六日までバ

本の調査を五十八年度科学研究費

結果からいうと右カードの件物

と四人で︑昨秋カリフォルニア大

たのであった︒

の本に出あう充実した調査になっ

派生し︑関心をひき起される多く

しり作業して︑なお時間の少いの
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を得て︑渡辺守剛・伊井作樹と私
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た︒今関天彰旧臘の漢籍︵タイプ

長谷川強
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ークレイ本を披見された諸氏の報
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記﹄絵入︑万治二年山本五兵衛版︑

古活字︑慶長十五年春枝版︑﹃可笑

いたものを摘記すると︑﹃太平記﹄

三井本以外のものを含めて目に付

点数を披見するにとどまった︒旧

時間的な制約により何分の一かの

日に長谷川が一覧したが︑何れも

調査をし︑地図は調査期間末の数

万葉記﹄は元禄版後刷と貼紙のあ

域別に五十点前後もあろう︒﹃国花

末期のもの︑その他名所図会が地

と明治刷三十点︑合巻は殆どが聯

栗毛﹄︑黄表紙は後期のもの十五点

張月﹄﹃風流志道軒伝﹄﹃八笑人﹄﹃膝

︵明治刷︑渡辺千秋旧蔵︶﹃椿説弓

って現物のないもの︑現物はある

わたり参考事を記録︑カードがあ

で訂正し︑その本の書誌や内容に

備な点があったら右のリストの上

み︑その時にカード記載事項に不

し番号を打った短冊を現物にはさ

し︑これもあらかじめ用意した通

けて作製したリストと現物を照合

出発前に全カードに通し番号を付

面白い本︑珍重すべき資料もある

ちょっと傍道に目を付ける人には

り︑文学史の大道ばかり歩かずに︑

日本国内で存在の知られぬ本もあ

号︶等があるのでそれに譲るが︑

岸伽椥〃し明和雑録紹介﹂︵混沌六

文三○号︶︑日野龍夫氏﹁嶮刈方が

金五郎氏﹁在外江戸文学﹂︵専修国

国訪書目録﹂︵語文四十一輯︶︑前田

ようである︒これらの書物は資料

る本︵末二冊欠︶と天保六年版の

館でも次第に収集のルートに乗せ

揃いがある︒リッチモンドの本は

って︑右の番号順に棚に納めると

がカードのないものの処理をも行

﹃篤録﹄その他が朝鮮本と同室に
別置されており︑書庫三階には︑

﹃狗波利子﹄︵嘉永四年印︶﹃多満寸

て行く計画であり︑右に書き落し

太礼﹄﹃農民太平記﹄﹃立身大福帳﹄

たが三井文庫の渡米時の事情など

仮名草子に﹃三国物語﹄︵七冊︑寛

いう手順で作業を進めた︒あらか

文七年吉野屋惣兵衛︶﹃姑なさけく

じめ用意し航空便で送ったリスト

態ではなかったので︑あらかじめ

カードにより自由に出納出来る状

木・安井・杉谷氏﹁アメリカ合衆

またその主要なものについては鈴

慮がなければ今回の調査は資金面

滞在し︵この宿舎についての御配

− 2 −

﹃渡世伝授車﹄﹃廻国一夜宿﹄﹃拾遺

以上今回の調査に当り︑カリフ

を持たれる向きは御注意ありたい︒

御伽ほうこ﹄︵宝永八年︶﹃新鑑草﹄

かれているもの︑書跡類など一括

部の書が巻序を乱しばらばらに置

らへ﹄︵延宝九年︑瀬尾源兵衛・本

﹃諸国旅雀﹄︵享保五年︶等を見た︒

ム・マツカラー教授︑ドナルド・

ォルニア大学当局︑殊にウイリア

も知り得たところを右記﹃研究報

地図は世界図は﹃万国総界図﹄︵石

の及んでいないものなど現物との

されてはいるが箇々について点検

シャイプリー館長︑図書館の由谷

告﹄に略記する予定であり︑関心

川流舟︑宝永五︶︑日本図は﹃日本

英二・石松久幸氏をはじめとする

とられた書名の不適切なもの︑一

﹃大倭二十四孝﹄﹃御伽碑子﹄﹃女郎

図鑑綱目﹄︵石川流宣︑元禄三︶︑江

期間内に作業を終ることが出来た︒

照合から難渋したが︑何とか予定

が大幅に延着した上に︑カードに

花物語﹄﹃女仁義物語﹄﹃三井寺物語﹄

戸図は﹃獺江戸大絵図﹄︵延宝四年︶︑

︵寛政四年言俊徳丸一代記﹄﹃商人

上下巻等︑西鶴本は﹃本朝桜陰比

京都図は﹃轆艫京大絵図﹄︵元禄︶

職貝の方々︑作業を手伝って下さ

軍配記﹄﹃日本鹿子﹄︵後印享保頃︶

事﹄万屋・柏原刊後印本︑﹃胸算用﹄

これらの書目は時間的な制約が

田次兵衛︶﹃京童﹄︵明暦四年︑平野

序年月・刊記年月を削る万屋彦太

大坂図は﹃噺熊大坂大絵図﹄︵貞享

屋佐兵衛︶の他﹃丙辰紀行﹄︵後印

郎印本︑﹃織留﹄正徳二年印本があ

った坂内泰子・ロジャー・シャー

本︶﹃たか身のうえ﹄﹃似我蜂物語﹄

り︑その他の浮世草子には﹃玉櫛

マン氏他の方々の御配慮・御協力

の肢年長の者として一言付記する

に感鮒叩上げる︒また四人のうち

による漢字の画で配列されており︑

その順序をただちに改めることの

あったのと︑カードが書名第一字

不都合といった事情から体裁上の

と︑右のような作業がはかどった

古いものである︒

あと当面我々が調査の目標とし

理由の一つとして︑学内の宿舎に

三︶等がそれぞれの地域分け中の

た写本についてであるが︑前述の

報告﹄第五号に掲載の予定であり︑

不備はあるが︑当方の﹃調査研究

笥﹄﹃東海道敵討﹄後印本﹃世間子

棚にきちんと置かれてはあったが︑

ようにカードがあり︑諜物は一応

人情本も多く︑﹃西山物語﹄﹃雨月物

﹃綱道聴耳世間猿﹄河内屋八兵衛
印本﹃渡辺秘鑑﹄︵渡辺千秋旧蔵︶

心気蘭﹄菱屋印本﹃立身銀野蔓﹄

等︑読本・黄表紙・合巻・滑稿本．

語三河内屋源七郎他言里見八犬伝﹄

一︶
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画

り美術館であるだけに︑国文学関

逸翁美術館は︑その名の示す通

逸翁美術館蔵国文学関係資料

パＩクレーも異常気候とかで︑

〃逸翁〃とは︑阪急電鉄の社長

たい︒

ヅッジ・タンポポと朝顔が咲きき
となり︑また宝塚歌劇・百貨店ほ

人の方々の労を記しとどめておき

私のような言葉の不自由な者がお
そい︑構内には上半身裸の学生の

で第一歩からつまずいたと思うが︶

り︑資金も乏しく行動範囲が限ら
姿も見られた︒その熱気を運んだ

方四人とも本の好きなことに自ら

私如きがおり︶という状態で︑一
らしい︒関東地方大雪の日︑窓外を

のは我々であるような噂もあった

ある︒昭和三十二年一月に八十四

総裁ともなった小林一三翁の号で

二十年には国務大臣・戦災復興院

かの阪急グループを育成し︑昭和

で当館の数人と外部の人の協力を

般に知れわたってはいない︒そこ

識・短冊類を除けば︑それほど一

係の貴料は蕪村や呉春の屏風・画

得てプロジェクト・チームを編成

で記す︒

歳で亡くなるまで︑財界人として

し︑昭和五十五年．五十六年度に

を眺めつつ三箇月前をなつかしん

︵文献資料部教授︶

科学研究薇補助金︵一般Ｂ︶の交

だまされもして︑作業に力を尽す

伊井春樹

ジャンも出来ず︵ルールを知らぬ

れたこと︑四人揃っていてもマー

図書館との間を往復する日々で︑

ー

より仕方がなかったということが
あろう︒事情を知るものとして三

活躍する一方では︑茶人・文化人

その成果の一端は﹁逸翁美術館蔵

としても広く知られ︑その関連と

国文学関係資料解題﹂︵国文学研

絵本・絵巻等の調査を手がけた︒

それらを一般に公開する目的で昭

付を受け︑古筆切・古写本・奈良

和三十二年十月に設立されたのが

告﹂第三号︑昭和五十七年三月︶

究資料館文献資料部﹁調査研究報

して生涯に収集した古美術品は五

現在の逸翁美術館で︑旧邸邪俗山

千点余にも及ぶ︒翁の遺志を継ぎ

荘がそのまま陳列館として用いら

要文化財・重要美術品の指定物だ

書蹟など︑多彩な内容である︒重

らも︑西欧の陶磁器・屏風・書画．

収蔵品は茶道具を中心としなが

係は入っておらず︑ほかにも国文

蔵品のもっとも特色をなす俳譜関

しかし︑この中には逸翁美術館収

は翻字も付した報告書をまとめた︒

あげ︑簡略な瞥誌とともに︑一部

として︑一三○点余の書目を取り

けでも三十数点を数えるのだから

学関係書︵美術品と相即するが︶

れている︒

その質の高さが知られよう︒その

の漏れがある︒そのような事情も

という立場からすれば︑まだ多く

あって︑五十七年度からは当館の

ことはとりもなおさず︑古美術品

共同研究のテーマに逸翁美術館を

の収集に長年心血を注いでこられ
なみなみならぬ努力にもよる︒

た︑小林逸翁のすぐれた鑑識眼と
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三井文庫本調査中の、右から伊井、長谷川、渡辺（日野龍夫氏撮影）

で協力していただいている方々に

今西実・清登典子︑それに別の形

か新藤協三・高田信敬︑外部では

事してきたのは︑当館では私のほ

めている次第である︒これまで従

学関係資料の調査および解題を進

取りあげ︑トータルとしての国文

た古筆切二川葉を田中親美翁に委

である︒益田孝︵鈍翁︶が所蔵し

古筆手鑑﹃谷水帖三重要文化財︶

それらの粋ともいうべき存在が︑

ずれも貴重で目を瞠るものがある︒

切︵源氏狭衣百番歌合︶など︑い

花集式戊辰切︵和漢朗詠集︶︑姫路

集︶の勅撰集︑その他香紙切︵麗

ここではすべて省略する︒これを

ど︑これまた貴重な資料が多いが︑

蕪村筆﹃奥の細道画巻﹄︵二巻︶な

数賦のはるかに多い近世関係は︑

目につく︒

しびき絵巻・露殿物語絵巻などが

狗草紙絵巻・雛牡丹姫物語絵巻・あ

大江山絵巻・熊野御本地絵巻・天

御好意によるところが大である︒

兵衛元館長や︑主鴨小野幸吉氏の

いたのも︑故人となったが岡田利

る︒このように調査させていただ

った︑注目すべき美術館と知られ

みても︑国文学関係資料を多く持

ｌ特に日本文学分科会についてｌ

学会議︑第十部会︵文学の伝統と変容︶

第三十一回国際アジア・北アフリカ人文科

︵文献資料部助教授︶

あらためて御礼を申しあげたい︒

米谷厳・石川真弘・土谷泰敏の各
嘱して仕立てた手鑑で︑それだけ
り立っている︒いくつかを示すと

にすべては厳選された名物切で成

氏がいる︒

昨年十一月三日︵今年の一月に

高野切・筋切・通切・本阿弥切の

も再放映︶にＮＨＫのテレビで︑
﹁絵巻切断・秘宝三十六歌仙の流

池田重

催団体として運営に当ることにな

会︑日本オリエント学会が協同主

古今集︑小島切︵斎宮女御集︶︑紙

表題の国際会議︵略称国際東洋

転﹂という︑佐竹本三十六歌仙絵

学会議︶は昨年八月三十一日︑東

日本中国学会︑日本印度学仏教学

書蹟では︑﹃和漢朗詠集﹄七点︑

︵千載集︶などである︒

り︑九月七日︑京都国際会館の閉

京国立劇場における開会式に始ま

前と異った点は︑従来この会議が

切︵和漢朗詠集︶︑俊成の日野切

そのうち五点には行成・世尊寺伊

会式で終了した︒日本では始めて

撚切︵道済集︶︑それに雌俊の多貿

の高光像︵重要文化財︶も紹介さ

になったが︑その折に逸翁美術館

房・世尊寺行能などとする伝称筆

開かれたこの国際会議は︑一八七

の︑大正八年に三十六枚に切断さ

れた︒これ一つによっても分るよ

者名が付される︒鎌倉期の古写本

れて以降の行方が放映されて評判

うに︑国文学関係資料であると同

もあり︑書入れ注記など注目すべ

質なのである︒以下その主な資料

とする三点︑ほかに伝上冷泉為報

家筆・伝下冷泉持為筆・伝堯憲筆

き伝本も存する︒古今集は︑伝為

な都市で開催され︑今回はその百

きに世界各国のアジア研究の盛ん

三年パリで開かれて以来︑数年置

のアジア研究が狭い地域別領域を

したことであった︒これは︑今日

たのを︑テーマ別による分科会に

今回の日本での開催に当って以

った︒

いずれもがこのように粒ぞろいの

時に美術品でもあり︑収蔵される

地域別︑国別の分科会に分れてい

いくつか示しておきたい︒

について︑私の関心のあるものを

広汎な地域における学際的研究が

出て︑アジア又はアフリカという
本来この第三十一回会議はテヘ

次に第十部会︵文学の伝統と変

もとめられていることと関連する︒

周年に当っていた︒

ランで開催される予定であったが

容︶がこの会議に占める位置を示

さらに源氏狭衣歌合・風雅集・春

イランの政情不安により急痘日本

すために︑全体のプログラムの慨

筆伊勢物語・同為孝筆秋篠月清集

で開催されることになり︑日本学

古筆切の資料は約五十点︑伝貰

いずれもすぐれた書写本である︒

嫉草など︑冊子本の数は少ないが︑

術会議がこれを引受け︑東方学会︑

之筆部類名家集切︵深養父集︶︑伝

ふしみときは︑絵巻はまた多く︑

奈良絵本には伊勢物語・落窪物語．

︵伊勢集︶︑といった私家集︑関戸

行成筆和泉式部集切・石山切二点

撰集︶︑伝源実朝兼中院切︵後拾遺

本古今集切・伝定頼筆烏丸切︵後

一︾
ー
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㈲部会

略を示してお く ︒

１１

輔２部会古代近東における湫主

輔１部会前近代における郁市
制と社会・宗教的伝統

第３部会アジア諸国における仏
伝柵と受容

教およびヒンドウ文化の

■■■■ｌ︲１１

︶

第哩部会経済発展と文化摩擦
第胴部会アジア・アフリカ研究

︶

第十部会は分科会として︑１日
本文学︑２中国文学︑３印度文学︑

４西・來南アジア術国文学の四部
門に分れているが︑ここには︑日

における維済学の役荊

第脇部会東・束南アジア淵民族
紹介する︒

本文学に関連のあるプログラムを

︵ョハナ・フイシャー︑ヨーロ

ッパから見た日本児童文学の特色︶

︵捕気欠席︶

３︑破催稲川秀一︑井上英明

ユーコ・ブルネ︑﹁豊饒の海﹂と

﹁浜松中納言物語﹂

成

識におけるテンス・アスペクト・

チャールス・クウィン︑源氏物

附会の辞市古典次︵コンビー

九月一日鋪十部会全体会縦

における言語・文化の形

族歴史学およびアイデン

輔叩部会東南アジアにおける民

コーヒージョン

九月二日〜三日日本文学分科会
１︑議長Ｊ・Ｊ・オリガス︑池
ジェームス・・ハーダマン︑川端

田奴

の慨造変化をもたらした触媒とし

ハワード・ピペット︑江戸小説

と日本近代小説の伝統

エックハルト・マイ︑為永春水

川光樹

小山あつ子︑蜻蛉日記編集の事

安部公房︵議長Ｅ・サイデンス

情

ナー︶基調報告︵総論︶︒報告新

第嘔部会社会変化と宗教

４︑縦腿Ｍ・メラノビッチ︑粂

ティティに関する諸間迦

において儒教と道教が果

文学雌洲撒緤︒報告者長谷川泉

テッカー︑通訳西山千︶日本

ける政沽過礎の淡劇性

口セミナー
法

Ａｌｌ考古学における年代測定

・新出土物

Ａｌ２近年における考古研究と

九月七日日中比較文学分科会

る階段

萩原龍夫︑絵解きと人生におけ

てのユーモア

文学における伝統ｌ谷崎澗一郎︑

ミコライ・メラノビッチ︑Ｈ本

康成﹁山の背﹂における械物と花

川端康成と薪い世代

吉田とよ子︑風流ｌ中国および

術における桃花源記

芳側徹︑束アジアの文学︑芸

の伝統と変容

川口久雄︑日本における漢文学

ンドロエフの影響

藤井符三︑糾迅と夏目漱石ｌア

秀一

議長︑ハートン・ワトソン︑福田

Ａｌ５南および東南アジア刻文

の伝統

日記︑随兼と西欧の自叙伝︑随筆

ッベタナ・クリステ・ハ︑Ⅱ本の

るジョージ・エリオット

栗栖美知子︑明摘の日本におけ

井朔子

２︑雛腿アラン・ターニー︑松

洲一郎の批評について

松井朔子︑﹁明暗﹂に対する谷崎

Ａｌ４牧悠・トルファン研究

研究

Ａｌ３叩竹・金文ならびに而賊

︵縦長池川血︑通訳中井我幸︶

第四部会アジア・アフリカにお

鋪４部会束アジア・東南アジア

I｜

した役削と彩群

輔５部会イスラム宗教述肋
文化・言語

塊６部会アルタイ術民族の歴史
第７部会東西の文化的・経済的
ルート

交流ｌ海上ルートと陸上

属と庇幣

鋪８部会南海側易における此金

伝統

鯆９部会科学とテクノ亡ジーの

Ａｌ６アジア・アフリカ研究に

字

本︑中岡︑印度︑その他

第叩部会文学の伝統と変容︵日

おけるコンピューター利用

一一

に関する怖撒の交換︶

︵盗料・出版および内外学術機関

Ｂｌ２武士
ヨコロキュアム

Ｂｌｌ神信仰︵神道︶

アジア・アフリカ蒲国︶

第皿部会美術における文献と作
品との関連

第吃部会脊梁・膝踊・油劇の伝
統と文化交流

鋪蝿部会法と政論において知識
人の担った役割
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会の第五分科会︵﹁能と狂言﹂︑議長︑

との協同分科会として︑第十二部

楽・舞踊・減削の伝統と文化交流︶

では日本の短詩型文学︵俳句︶の

なのであった︒発表申込みの段階

来の第十部会の趣旨に沿ったもの

第十二合同部会︵能と狂言︶が本

中比鮫文学分科会︑および第十・

ったからである︒その意味では日

はしないかという期待が最初にあ

然主義の小説と驚くほど類似して

つは為永春水の人情本が明治の自

江戸の小説を扱った報告では︑一

ならぬことを説いたものであった︒

つ意味を国際的視野から考えねば

が故に︑そのようなジャンルのも

れの歴史︑伝統の中で形成された

随筆等を比較した報告は︑それぞ

った︒また︑日本と西欧の日記︑

の賛同を得て討議がすすめられた︒

提案により日本語を使用すること

が︑日本文学分科会の冒頭︑議長

語は英語と仏語に指定されていた

もないわけではなかった︒

というテーマから少し外れたもの

ではあったが︑文学の伝統と変容

他の報告もそれぞれ意義ある発表

ことを論じたものであった︒この

におけるクセの構造

アレクシス・ボルブＩス︑﹁東北﹂

なお第十部会は︑第十二部会︵音

リチャード・マヅキノン︶を持つ

アジアにおける受容の問題が取り

いる点を指摘したもの︑他の一つ

日本の詩歌における美的概念

ことになった︒そして次のような

上げられ︑国際交流の観点から注

は︑江戸時代のユーモアが︑発想

報告も日本語で行われるべきだと

研究者の参加が多いことを考え︑

しかし︑日本文学の場合は日本の

なお︑国際会議としてその公用

報告があった．

なかったのは残念であった︒

め︑さまざまな形をとって文学の

いう意見も提起された︒

や文体ばかりでなく挿絵などを含

の文学に多様な変化をもたらした

世界に入り込み︑そこに江戸時代

最後に︑会議の報告以外に︑九

こそ現代作家の立場としてはむし

文学伝統は認めながらも︑だから

安部公房が︑いずれの国︑民族の

全体会談での総論的雌調報告は︑

目されたのだが︑発表者の参加が

高山茂︑翁についての一考察ｌ
アンドリュウ・ツバキ︑能面と

初期の形態﹁とうとうたらり﹂

ジ守一イソン・ルソス︑能とギリ

ろ伝統を否定する方向に立つこと
が今日の世界の文学創造の方向で
あることを説いたものであった︒

日本文学分科会の基調報告︵長谷

を積極的に移入同化した日本文化︑

にありながら諸外国の異質の文化

川泉︶は︑地域的に孤立した立場

文学の伝統は︑それ故の特質と反

一

一一
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印度仮面劇の仮面との比較

アジト・クマール・ゴシュ︑ベ

シャ悲劇の類似性

しオン・ゾルブロッド︑能﹁敦

ンガルにおける近代演劇運動

磯﹂の原型と主魍
日本文学分科会の報告の内容に

一一一

ついては一々ふれるだけの紙面が

たものであった︒

面の弱点を併せ持ったことを論じ
分科会の各報告の中では谷崎潤

ないので︑報告全体に関すること
まずテーマが﹁文学の伝統と変

一郎や川端康成がやはり興味と研

を主にしたい︒

究の対象になっており︑小説の背
景にある自然や日本文学の伝統を

のテーマの下でアジア諸国の共通
した問題点なり︑相互の交流︑影

それなりに手堅く論じたものもあ

容﹂となったことについては︑こ

響関係なりがクローズアップされ

︾
＝
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日本文学研究機関の紹介と情報の

の司会による懇談会では︑各国の

ようであった．また小山弘志館長

解説は参加者に深い感銘を与えた

館長による奈良絵本の実物による

のオンライン検索と︑市古典次前

訪れた︒そして︑特に国文学文献

席者が国文学研究資料館を見学に

月二日の午後は日本文学分科会出

ルグで開催される予定である︒

十二回会議は一九八六年︑ハンブ

成がす︑められている︒次の第三

現在︑そのプロシーディングの作

千名の参加を得た国際会議が終り︑

人と外国人の研究者それぞれほぼ

二億三千万円の岱用をかけ︑日本

あるが︑三年間にわたる準備と︑

会を中心にしたあらましの報告で

以上は第十部会の日本文学分科

研究発表者五名で実施せざるを得

ない事情となったので︑やむなく

なってさらに一名の方が渡航でき

を得なくなった︒また集会間近に

となり︑プログラムを変更せざる

れぞれの事情で来日できないこと

た八名の内︑二名の方がその後そ

十日の委員会で研究発表を予定し

応募も増加した︒しかし︑八月二

たのであるが︑今回は海外からの

︶

交換が行われ︑有意義な集りとな

なかった︒国際研究集会であるか
ら︑できるだけ海外からの参加者

︵第三十一回国際東洋学会議実行
委員︑千蕊大学教授︶

も多い方が望ましいことではある
が︑経費の点でも︑それぞれの本
務との関係からも︑海外からの参
加実現への陣祥も少くない実怖な
ので︑少しでも参加し易いように
一層工夫をすることが今後の課題

に︑国際日本文学研究集会委員会

前号の事業報告にも記したよう

審議の結果︑本集会もかなり定着

するかどうかも含めて検討された︒

研究集会を例年通り十一月に開催

一月十一日︵金︶午後一時から参

である︒

詳しいが概要を記せば次のとおり

研究集会の内容は下記会議録に

であると思われる︒

は︑今回から臼田甚五郎委員長の

加者登録を行なった︒総数六十九
名︑内海外からの参加者十七名で

しつつあるので︑やはり十一月に
念事業の意味もあって︑特に四日

いずれも例年よりや︑少なかった︒

例年通り二日間︵前回は十周年記

今回はちょうど昭和五十八年八

間に拡大して実施した︒︶行うこと

進められた︒

月三十一日から九月十日まで日本

として発表募集を行った︒

ＩＳＨＡＡＮ︶が東京と京都で開

際アジア北アフリカ人文学会議︵Ｃ

在されていた方々の応募が多かつ

あり︑従来は︑たまたま国内に滞

結果は従来を上回る数の応募が

なわれ︑根来氏の﹃源氏物語﹄は

氏物語﹄に関する二つの発表が行

いて︑伊井春樹座長のもとで﹃源

第一日目館長のあいさつに続

学術会議等の主催する大規模な国

もとに芳賀徹委員を加えて企画が

山中光一

第七回国際日本文学研究集会

××××××

ったことは特記されてよい︒

ｰ

催されるので︵別項参照︶当館の

Ｈ次

国際日本文学研究集会会頚録︵第七回︶

研究発表

あいさつ小山弘志

王朝散文の凝集性

○ゴ画ユのめ﹈・Ｃｇココ

ｌ時制とアスペクトを中心に

古田島洋介

根来司

源氏物語における虚構の方法

挿詩文の系譜

ｌ日本文学史試論ｌ

松原一義

ｌ豊臣・徳川政権交替期を生きた

今出川晴季伝

一人物ｌ

戦争と詩

ｍ扇ぐ①幻画すめ︒︒

ｌ与謝野晶子から山之口鎖まで１

公開識減

十八世紀調刺文学の韓日対比考察

佐伯彰一

金一根

ｌ朴趾源と平賀源内を中心にｌ

自伝１束と西ｌ・

記録

日程

参加者名簿

国際日本文学研究集会委貝名簿
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ｌ新収資料紹介⑳
あたごの本地荊ｌ蝿一冊

七図を有するのに対して︑資料館

発表の後︑午後は比較文学的な二

寛文頃刊の古浄瑠璃︒六段本︒

本は東北大本の第一・三・七図に

分身の法による﹁なさけ﹂の文学

書誌は次の通り︒表紙︑改装︒藤

北大本の残りの四図︑第二・四・

当たる三図しかない︒しかし︑東

であるということをめぐって活発
建国大学校の金一根氏は専門は

三・九糎︒匡郭︑四周単辺︒縦一六・

色無地．寸法︑縦一九・五×横一

つの公開講演が行われた︒

埜金のフェローとして来日され︑締

郷国文学であるが︑今年国際交流

った反面︑時間にゆとりが生じた

を得ない事情で発表者が少くなつ

発表についてもそうであるが︑止む

た︒翌日の松原︑ラブソン両氏の

れ︑これまた活発な討論が行われ

史の試みについての発表が行なわ

新しい概念の導入による日本文学

ョンでは古田島氏の挿詩文という

キーン座長のもとでの第三セッシ

しゆっくり時間を取ったあと︑Ｄ・

神の芽があったことを指摘され︑

や韓国にも十八世紀すでに近代精

来日していただいた．金氏は日本

この研究集会のためにわざわざ再

しかし何んとか無理をお願いして︑

ため急拠帰国されることになった︒

長相当職に就任することになった

いしたところ金氏は︑同大学学部

をされていた︑そこで講演をお願

八世紀の韓日識刺文学の比較斫究

国の朴趾源と平災源内を中心に十

一ウーニオ︑五ウー六オ︑十一ウー

ある︒挿絵︑六頁分︵見開き三図︶︒

に﹁地蔵﹂とあり︑下方に丁付が

字前後︒板心︑上下黒魚尾︒上方

行数︑一七行︒一行字数︑四十五

が削り取られたか︒丁数︑一二丁︒

白となっており︑あるいは板元名

正本也﹂とある︒その下半分が空

記︑終丁裏の本文末に﹁右大夫直

御本地﹂︒所属︑大夫名等なし︒刊

左に打ち付け墨書．内題︑﹁地蔵之

あたごせうぐん地蔵本地﹂と表紙

二×横一二・二糎．外題︑﹁宝永板

︵小林健二︶

で︑ごく少数の例しか見出せない︒

これは江戸板に特有のもののよう

表示は︑飾り枠が用いられている︒

られよう︒また︑二段目以降の段

その点で東北大本を凌ぐとも考え

挿絵の画趣は古雅・細密であり︑

が判明するのである︒賓料館本の

四図切り取られて出版されたこと

来七図あった挿絵が板木の段階で

合の跡が認められ︑資料館本は元

所を見ると︑板心にことごとく接

五・六図に対応する資料館本の箇

な討論が行なわれた︒

館の利用案内︑論文の機械検索

ので︑発表や討論に例年より多く

佐伯氏も従来西洋の専有物の如く
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等の公開実演などで休憩時間に少

の時間をとることができ︑それは

鑑えられていた自伝伝統が日本に

古浄瑠璃﹁あたごの本地﹂の伝

吋こ﹂との蔵書票が添付されている︒

切騨ご伽的億コ︵因×○○二の○豆○二○○コ︒Ｃ屋１

ｇ出呂○曼両ｃ冒目︼ご○一屋︒ｇ

十二オ︒絵師︑末詳．旧蔵︑﹁Ｎ旨︒︲

又それでメリットがあったと思わ

も古くから一蹴してあった点をみ
ごとに示され︑世界の中で日本文

れる︒

第一日五時からは二階ホールで

学を考えることについて改めて参

二日目午前の松原︑ラブソン両

本は︑他に東北大学図書館蔵本︵寛

文頃刊︑平正信正本︑板木屋彦右

る︒諸本の本文の異同はほとんど

︵情報室︶

加者︑聴衆に感銘を与えた︒

恒例のレセプションが行なわれた︒

氏による詳しい資料を付した研究

ない︒当資料館本は東北大本と近

衛門板︶と慶応義塾図書館本︵延

岡雅彦

い関係にあるが︑東北大本が挿絵

宝頃刊︑五兵術板︶が知られてい

にしくはなしと今新に撰て逐一に

んより童の知恵をはからんには謎

『

大英図書館の謎々の本
謎は隠語なり言葉かくして心をさ

絵抄に交へ初春の恵方土産になしぬ

つするを謎といふされば花の日雪
の夜むかしノー︑あったとさといは

一︾
‐
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さくら丸ととく

△吉野の花に角はなしなあに○
一一

○紙子づきん

△はり虎のとらにかねのかしら

︶

国会図井館戯︶﹁新板なぞづくし﹂

︶

︵五丁︑架職︶と同時期︑﹁新板御

今年度八月︑二ヶ月間の短期在

思われる︒﹁瓜流新撰謎尽﹂︵五丁︑

るき物

御撰何曽﹄その他の中世謎に﹁ま

伽なぞづくし﹂︵十丁︑都立中央図

は宛字だが︑紙製の張子の虎から

その所蔵本の中から偶然に︑アーネ

外研修で︑大英図搾館を訪れた時︑

すみとり﹂の謎の例があ

△無住の比丘尼寺○あまいい

△尻きれ草履○ぞう

った︒桜丸は浄瑠璃﹁菅原伝授手

神館蔵︶は若干後の刊であろうか︒

△花はまだ半ぶんつぼみ○むら

の弟の桜丸のこと︒節二︑はり虎

習鑑﹂に溌場する柵王丸・松韮丸

さき

﹁紙子﹂︑﹁かしら﹂から﹁頭﹂︑﹁か

スト・サトーの蔵書印のある同書

△おらが娘もくるかノー︑○こまち

ね﹂から﹁きん﹂で︑防寒用の紙

△咄るはいつはり○てりうそ

子頭布を導く︒第三は解釈を要し

みおくり
道人じき

○かりがね

△四月から六月迄の女ほう○な
つめ

△家かりての物あんじ○しゃく
やく

△重年して仕合のよい奉公○い
なりぷく

右のような二段式腿は日本古米

ので︑この本にめぐり会えたこと

服本や紙焼写真などを集めていた

一五○点ほどの中には本非と同一

のものはなく︑更に︑二︑三点の

は大変有難かった︒今まで集めた

伝存しか知られていない安永初年

は全てこの形式である︒江戸時代
の出版と推定される﹁謎の本﹂や︑

でも︑例えば当館所蔵の寛文ごろ

が幾場するのはおよそ単保期の西

キ︑コココを備えた所訓三段式謎

●ハード大学などで︑古版本の調査

修の二ヶ月間は大英図諜飲やハー

もはや紙数も尽きたが︑在外研

あった︒

のものだったので︑感激も一入で
右は大英図番館所蔵の謎の本で︑

を行った︒時には後陽成天皇の勅

収の謎々も二段形式で︑カケ︑ト

﹁竹斎はなし﹂﹁新竹斎﹂などに所

院御撰謎﹄を始め︑江戸以前の謎

の謎形式であり︑有名な﹃後奈良

づ

△即座の鶏卵○まにあいとりのこ

の十年ほど特に謎々の本を求めて

を手に取ることが出来た︒丁度こ

△行灯へむかふた十七夜の如来

△絶食の腹○やせおはら

を言うとのこと︒

ない︒てりうそは照慨で儲のオス

△あみだの女郎かい○ぬれ仏

△もろこしの腫物○からかさ
△われらが元手はみな人のもの

△浪所にあかりなし○とこやみ

○しりくらいくわんをん

△ひへるは隆雄ばかり○かんきん

△一疋の行を二所へ進上○かた

△柚子が五百に柿五百○すいせん

○まゆずみ

△天狗の水瓜出は少しもにごらぬ

△こんやの新みせ○藍のてばな
△いろはのとの字○へちま
△惣領むすめのめしに毛がはへた

△牽牛織女○ほしな
○あれがかうじ

△鉄漿壺○かね入

沸名﹁新板新撰謎語何﹂︑諜型一八

川派の絵本に於てであり︑三段式

版﹃日本諜記﹄やキリシタン版﹃落

△大食○すぎはら

×一二・五糎︑紙数五丁︑二段式

のは文化文政期以降である︒

謎が二段式謎を完全に駆逐し去る

なぞノ︑なに

△術のたきもの○らいかう

謎三十六題を片面に四題︑コマ画

△描榔子のおや方○くろいし
△秋の木の葉を鎌でかる○もみ

を付して収める︒江戸の鱗形屋出

し︾︑う

ぢがり

△紙帷○つりばかり

る︒試みに二︑三解釈すると︑第

えによるもので︑解釈は前単であ

英本の刊年は︑安永の初めごろと

することはむずかしいのだが︑大

ない︒従って︑正確に刊年を認定

今Ｈまで伝存することは極めて少

山あるが省筆せざるを得ない︒灰

とが出来た︒海外で感じた事は沢

たりもし︑批亜な一時期を過すこ

などをノートも取らずに読み耽っ

めたり︑奈良絵本﹃あを葉の箭﹄

一は︑﹁吉野の花﹂から﹁桜﹂︑物に

んどが片々たる小冊子であって︑

角がなければ丸である︒﹃後奈良院

収める謎は言葉の単純な言い変

葉集﹄等々を哲し時を忘れてなが
版の草双紙である︒

江戸時代の謎の本は︑そのほと

△底ぬけ樽○さかもり
△廠人の刀○からたち
いはりこ

△るすの間に子忠をた︑く○い
つがい

△酒にたおれ産を引た○すぎのき

△鴨一番○にわとり
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剛するところでは︑大英図書館の
かなものになる︒

とのこと︒在外資料がグンと身近

︵聖藩文庫︶・白山比畔神社・上川

書館︵藤本文庫︶・加賀市立図書館

金沢大学附属図書館・金沢市立図

国文学研究室・宮内庁書陵部・某

文庫︵紙焼写真︶・学習院大学国語

の樅威の手でいよいよ着手される

和古書目録の作成が日本の書籍学

他︶・清浄光寺

文庫︶・郁立中央図灘館︵加蜘文峨

大学図書館．︵名古屋大学附属図書

生市立図諜館・上田市立図書館︵花

篇山県立図書館︵志田文庫︶・武

中部地区

書館・神宮文庫

館︵神宮皇学館文庫︶・岐阜市立図

市立図杵館︵花月文庫︶・金城学院

個人・法政大学能楽研究所︵鴻山

︵聰理閲覧部助教授︶

福田秀一

近畿地区
彦根市立図沸館︵琴堂文庫︶・凹

昭和五十八年度文献資料鯛査・収

を乞う︒

文献資料部事業報告
昭和五十八年度も間もなく終る

文庫︶・市立刈谷図書館・岐阜市立

月文庫︶・新城巾教育委貝会︵牧野

が︑この一年は予算面では前年以

原文庫︶・大和文華館・逸翁美術館．

教寺・陽明文庫・京大文学部︵頴

近畿地区

図書館・射和文庫

一︑調査

林田良平︵蝸牛瞳文庫︶・吉永文庫．

集の概況

現年度は︑本年一月末までに左

住吉大社・大阪女子大附属図諜館

上にきびしい観があったけれども︑

とに︑ほぼ順調に事業を進めるこ

中国四国地区

幸い各方面の御理解・御協力のも

の四九箇所︵予備調炎を含む︶の

文華館・大阪女子大附属図書館

明文庫・京郁女子大図件館・大和

彦根市立図替館︵琴堂文庫︶︑陽

所蔵資料計六四八五点を調炎した︒

家・宇部市立図書館︵新井文庫︶．

光藤葆光・萩市立図書館・吉川

とができた︒この場を借りて関係

一部略称︑以下同じ︶

北海道東北地区︵順不同︑敬称略

高知県立図佛館︵山内文庫︶・河

中国四国地区
高知県立図沸館︵山内文庫︶

九州地区

野信一記念文化館

多和文庫・河野信一記念文化館・

九州地区

料館・新田神社

市立臼杵図書館・多久市郷土資
︵寄託︑北岡文庫︶・市立臼杵図書館

新田神社・熊本大学附属図書館
二︑収災

静粥堂文庫︵物語文学杏集成鋪

文庫︶

三・四繍︶・東大附属図書館︵霞亭

海外の開機関等に所蔵される卿

海外資料の調査・収集

10一

肴各位にあつく御礼申上げる︒

以下︑主として昭和五十八年八

市立弘前側沸館・盛岡市中央公

月以降来年一月末までの主な寝業

民館・県立秋田図書館・澗田市立
光丘文庫・鶴岡市郷土漬料館・巾

につき簡略に報告する︒具体的な

によって﹃調査研究報告﹄︵第八号︑

立会津図書館

数字や研究成果の一端などは︑例
三月末刊行予定︶に掲載の予定で

関東地区

矢ｕ文峨・膨縁館・埼玉県立文

ある︒なお︑同﹃報告﹄は元来当

本年一月末までに左の三一簡所

部の業務報告沓であるが︑それを

同︵当館寄託本︶・東洋文庫・東京

書館・麗沢大学図書館・久松田男．

既製マイクロフィッシュ購入

進めるために随時国文学の専門家

県立秋川図休館・鶴岡市郷土盗

北海道東北地区

︵撮影︶した︒

等の御教示をも乞うべく︑第三号

芸大附属図書館・東大国文学研究

の所蔵資料計五五七五点を収集

以降は国文学科の期を有する全国

︵泌山文脈︶・悔内庁沸陵部・郁立

文学資料の捌在・収集は︑その必

室・某個人・法政大学能楽研究所

要度が高いにもかかわらず予算そ

の大学の研究室には送付している

関東地区

料館・市立会津図書館

︵鋪一・二号は剛文関係の大学院を

中央図書館︵東京誌料他︶

の他の事怖で思うにまかせないが︑

中部地区

彰考館・腿沢大学図書館・東洋

へはほとんど配布していない︒部

新潟大学附属図書館︵佐野文庫︶

有するところのみ︶が︑それ以外
数の制約等によるもので︑御諒承

一︶
ー
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要するに当部にとって︑この一

は︑約四万四千件にのぼった︑今

しぼり採集されたデータの総件数

原則として対象を館蔵の雑誌に

︶

年は第一期十年の総仕上げ︑第二

︶

きる見通しとなったことが挙げら

収集︵マイクロフィルム受贈︶で

期への準備の一年であった︒文献

の調在を行った︒これには当部の

任に当る傍ら︑各教宿分担により

室では︑右のような蛎業の遂行の

研究をも業務とする当部第一１三

各時代の同文学文献資料の調査

喫緊の課題である︒

いう彪大な労力に対する手当てが

を可能とする悩報データの加工と

おさめているが︑﹁意味深い﹂検索

情報処理向については着々成果を

目録等のオンライン検索の準備は︑

諾側文学年鑑﹄︵昭和十三〜十五年︶

は︑差し当っては︑久松潜一綿﹃国

る︒昭和十五年以前の分について

約三万六千件ほどになると思われ

とするため︑収集されるデータは

回は昭和十六年以降を刊行の対象

すなわち調査では︑文部省科学
れる︒

現年度は若干の進展があった︒

ニア大学バークレイ校に蔵せられ

研究鋤が認められて︑カリフォル

教官三名︵踵谷川・渡辺・伊井︶

逸翁美術館蔵国文学資料の解越研

三室

第一

と京大助教授日野龍夫氏が従事し︑

る旧三井文庫の写本約二八○○点

川三井文庫本の現状などを実地に

情報室
第七回国際日本文学研究集会は︑

鮴誌索引二昭和六年以前を対象︶な

や浪速尚等学校細﹃国語岡文研究

究︵共同研究︶・古兼切資料の研究．

収集では︑会計法規上の問題な

和古書表紙文様集成・蔵書印の研

洲在することができた︒

どの労作が存在するので︑しばら

成に取り組みたい︒なお︑言うま

くこれらに譲り︑当館所蔵雑誌の
館報の年二回の発行︑国文学年

別稿のように若干プログラムの変

前号に報告したように︑現年度

いては︑東京大学国語国文学会編

でもないが︑昭和三八年以降につ

更があったが予定通り終了し︑三

は井上宗雄・服部幸造の両氏を客

錦用の新聞情報︵論文︑計報︑賞

究などに従事している︒

の速度・能率が日本と違ったりし

等︶の整理等ルーチンの仕事はそ

第四室

て︑心ずしも大量には進んでいな

に和歌文学および軍記・語り物文

員として迎え︑膨孝館蔵本を中心

れぞれ引き続き行っているが︑前

どで各国・各機関と当館との方針．

いが︑現年度の一つの成果として︑

学の調査研究に従事して頂いてい

条件等が一致しなかったり︑搬影

ソウル大学校図書館との交渉が進

る︒︵文献資料部長︶

館細﹃側文学研究文献目録﹄︵昭和

三八〜四五︶及び側文学研究資料

﹃国語国文学研究文献目録三昭和

充実に伴い新たに独自の目録の作

み︑先方の好意的な協力で近く同

三十七年以前研究文献目録事業へ

機種更新などことに事多いこの後

愉報処理室は新規開発に加えて︑

五ヶ年計画の臨時事業﹃国文学

至文堂より刊行︒

の編集を行った︒三月二十五日︑

基本サイズをＡ４からＢ４とした︒

を行った︵館報創号参照︶︒漢字プ

ソフトウェアシステムの移行作業

配布のため︑個人利用者という類

11−

月会議録を発行した︒

館資料︵旧京城帝大蔵書︶をも

号にも記したように今年度は昭和

鑑﹄と改称ｌがある︒

四六〜︶ｌ途中から﹃国文学年

﹃脚文学研究文献Ⅱ録︵昭和十

半期に︑助教授二名の文献情報セ

研究文献目録︵昭和十六年〜昭和

研究情報部事業報告

めた︒

の協力もあって省力効率化につと

六年〜昭和三十七年︶﹄︵後出︶編

ンター併任︵半分勤務︶は大変緋

棚町

集のための臨時細集室の組織は︑

しい状況であったが︑なんとか大

新システムにおける端末の館内

新電子計算機システムの導入と

情報処理室

年度後半も引きつづき作業した︒

する予定である︒

三十七年どの作成は三月中に終了

﹃国文学年鑑﹄︵昭和五十七年︶

編集室

すなわち︑当部の国文助手が全員

乗りきれそうというところである︒

きな遅れも病人も出さずにやっと

リンタの移行により︑版下原版の

編集の試行錯誤を経験した︒

参加して︑文献目録コンピュータ

知
弥
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利用肴購糾会︵︑Ｈ２回︶︑利用者

ｌＮ 一ユース﹂の発行を開始し︑

を設け︑ニューズレター﹁ＫＯＫ

スの研究開発﹂︵特定研究〃言語の

処理システムの為の漢字シソーラ

山弘志︶が今年皮完了︑﹁データ

関する研究﹂︵試験研究②代表者小

学情報検索システムの共同利用に

者の危機感は非常に大きく︑情報

ールの回復に努力している︒利用

かけている．年度末処理スケジュ

ぼし︑業務利用者に多大の迷惑を

各部業務計画に大規模な変調を及

の入力作業手順が確立したのに伴

ムが五七年度に完成し︑今年度そ

②古典籍総合目録作成事業

への協力を行った︒

業を定常業務化した︒今期は︑す

い︑書誌データのパンチ︑入力作

古典麟佛総データの入力システ

用者からの要望・質問へは︑マン

懇談会︵１月︶など開催した︒利

新計算機導入に関連して︑館内

でに作成ずみの書誌データ︵約四

処理室として責任を痛感している︒

万件︶の点検︑パンチ︑入力に全

らに一年継続する︒

各部から尚亜な協力を得たこと︑

標準化〃代表昔川嶋一夫︶が︑さ

館内における利用要求に大きな変

パワーの故に対応しきれないでい

定常的業務に対する業務体制の

進めている︒全ての処理を終える

力をあげることとし︑その作業を

る︒端末利用の通信用内線と巡子
蜷備の必要性を︑くり返し指摘し

︵研究情報部長︶

動の生じつつあることを付記する︒

線を館内から移設した︒

により︑業務体制の不備が露呈し︑

てきたが︑教禰併任その他の小怖

計算機室内に通話用内線を各一Ｍ
今年度の研究開発は︑﹁古典籍総

③整理業務

にはあと一年位かかる予定である︒

合目録作成システム﹂の蓄積部開
研究﹁連歌﹂システムの設計と入

﹃マイクロ資料目録一九八三年﹄

維持・拡大していくためには業務

で︑現在のサービスレベルを今後

行っている︒総収録点数は約九︑

刊行に向けて︑校正︑編集作業を

ータの作成・入力を終え︑年度内

整理閲覧部事業報告
資料の収集︑受入︑整理︑保存

○○○点である︒平行して︑累積

は︑七月以降︑六︑○三○点のデ
及び利用サービス︑並びに公開織

をすべき時期に近づきつつある．

体制等も含めた業務全体の再検討

本田康雄

演会の開雌︑展示等の定常的業務

データの点検も順調に進んでいる︒

作成処理などに加えて︑今年から

行物目録﹄などの入力処理︑版下

ーとして広く研究者︑大学院生︑

充分ながらも︑当館が資料センタ

写等の利用者は急期しており︑不

ているように︑開館以来閲覧︑複

ール︑図諜一︑九二九冊︑逐次刊

リジナルフィルムの数︶七一三リ

の資料受入数は︑マイクロ資料︵オ

五八年十二月末における今年度

目数は一七三点である︒

度内に刊行される︒今回の収録書

糊集作業に取りかかっており︑年

また︑東京大学文献情報センタ

の方もデータ入力を完了し︑校正︑

その他︑峡作成︑補修は例年通

進めている︒

り行い︑新刊書の整理も定常的に

12‑

発とファイル群の統合設計︑共同
力部開発︑﹁三十七年以前研究論文

目録作成システム﹂の追加改良の
ーディング手順の開発を行った︒

他︑﹁論文検索システム﹂のＤＢロ

定常的巣勝である﹁オンライン

Ｈ整理閲覧室

﹁古典驍総合Ｈ録システム﹂の入

きた︒ところで︑マイクロフィル

学生等に利用されるようになって

行物四︑一八五巻号冊であった︒

なお︑七月と十二月に開かれた

この事業報告欄でも毎回報告し

は順調に進展した︒

力作業が本格化した︒これはデー

ムその他の安料の充実と共に今後

貴重書指定小委員会において︑﹃帥

料目録﹄︑﹃和占書目録﹄︑﹃逐次刊

資料管理システム﹂︑﹃マイクロ資

のである︒外字登鍼の作業規約と

タ件数が万の単位で入力されるも

ともこの傾向が続くと思われるが︑

ーにおいて現在編集中である学術

﹃和古岱Ⅱ録増加２二九八三︶﹄

手順について検討している︒今年

雑誌総合目録︵和文編︶作成事業

以下に各業務毎に綴告する︒

度は古典鰐ならびに苫者名典拠を

一方︑平行して利用サービスのた

川受入業務

除き百余字の外字を作成する︒

めの業務も急激に増加しているの

科学研究蘭による研究は︑﹁国文

一︶
ー
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︶

献複写サービスの撮影二二点︑ポ

九冊の紙焼写真本を作製した︒文

抄﹄︑﹃嵯峨のかよひ路﹄の三点があ

忠介公奏疏﹄︑﹃歌林良材集・竹園

ジフィルム作製三五点を行った︒

︶

ｌ﹂徳江元正︵国学院大学教授︶︒

●第四回公開講演会︵加月犯日︑
於仙台市・読売ホール︶

ｌ久松家寄託資料ｌ﹂︵ｎ月１日

●第過回特別展示﹁中世歌論書展

〜賜日︒﹃国文学研究資料館特別

展示目録８﹄を刊行︶

吉︵東北大学助教授︶︑﹁﹃奥の細

﹁狩野文庫と狩野亨吉﹂原田隆

道﹄をめぐって﹂金沢規雄︵宮

口参考室

日常業務として︑参考質問の受

世ｌ﹂︵７月４日〜９月羽日︶

らたに枇砺杵の指定を受けた︒

付・回答に従事し︑参考図書の充

第皿回﹁近世前期の文学﹂︵加月

側閲覧業務

昭和五八年下半期︵七月〜一

城教育大学教授︶︒金沢先生には︑

いただいた︒

急病のため︑代わって職油して

月配日︶︵整理閲覧部長︶

ｎ日〜泌日およびｎ月旧Ｈ〜廻

第加回﹁史書と日記Ｉ古代・中

●常設展示

二月︶は︑入室者数が五︑○九九

当初予定していた尾形仇先生が

った︒

実と参考開架閲覧室の維持にあた
なお︑参考開架閲覧室の開架盗

九︑六三二件︵一日平均六七件︶︑

人二日平均三六人︶︑文献複写が

料について︑請求番号から排架位

ない連歌作品年表をコンピュータ

いずれも前年に比べて大きく上側

にデータベース化し︑ソフトな︵会

柑互利用の申込受付が五二二件で︑

国文学の普及業務として︑次のと

以下の各項目に述べる三つの共

という試作研究︒三年計画の二年

話型︶索引をつくることが可能か

共同研究

おり公開講演会・展示を開催した︒

同研究を実施しつつあるが︑昭和

目後半の今期は︑システム設計の

置を知るための検索リストを備え

文学﹂︵７月ｎ日〜羽日︑於当館．

●第６回夏期公開講演会﹁日記と

どが二月二十七日の共同研究委員

五十九年度もそれぞれ継続するな

サンプル・データの対象とした国

った︒利用者増加の傾向は︑いぜ

であるが︑その反面︑サービスの

加は︑当館にとって再ばしいこと

講演集刊行予定︶

仙逸翁美術館蔵国文学関係資料の

会で合意された︒

○○例︶がほぼ完了︑同じく館蔵

会連歌合集のカード化︵約一︑一

棚町知弥

とその要求に対応すべく︑七月に

幻日﹁記録と脚文学﹂井上宗

研究

つけた︒

は︑閲覧室の逐次刊行物の全冊開

客員教授︶︑﹁王朝期の日記︵摂

雄︵立教大学教授・本年度当館

逸翁美術館蔵国文学関係資料に

んとして続いている︒利用者の哨

架コーナーの増設︑一二月には︑

関全盛期の日記︶﹂村井康彦︵京

ープリンターの高性能機種への更

ついては本号別項で紹介している

行といったところである︒

連歌資料のカード化が約七削方進

このように年々増加する利用者

低下という問題が生じつつある︒

閲覧室の放送設備の設置︑リーダ

が︑その俳譜関係の調査を進めて

情報処理室には本プロジェクト

都女子大学教授︶︒

の当初よりフォーマットの作成な

配日﹁院政期の日記﹂目崎徳

いる︒当初は今年度中に調査を終

備︑改善に努めた︒

る予定であったが︑共同研究貝の

新を行うなど︑サービス体制の幣

から中世へ﹂栃木孝惟︵千葉大

衛︵聖心女子大学教授︶︑﹁王朝

泌日﹁天皇の日常と思索ｌ花

学教授︶︒

九年度も調査を続ける予定である︒

海外出張などもあったので︑五十

いよいよシステム設計ならびに入

どに参画を受けていたが︑今期は

ケンブリッジ大学図書館他八文

⑤マイク口室業務

ルムを作成した︒閲覧用ポジフィ

庫一一九リールの作業用ネガフィ

研究

要するに︑連衆名などに省略の

ンバーを代表して奥田共同研究員

た︒すなわち︑連歌プロパーのメ

力部プログラム開発の段階に入っ
大学助教授︶︑﹁咄の生いたちｌ

園院辰記ｌ﹂岩佐美代子︵鶴見

②連歌資料のコンピュータ処理の

ルムは︑一五文肺七○四リールを

多聞院日記・大乗院寺社雑事記

作製し︑陽明文庫︑東京大学総合
図書館等の焼付けを行い︑一四八
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と棚町と︑安永助教授を中心とし
ての怖側処理チームとの間で︑Ⅱ
二回以上のシステム分析の打合せ

筆要領にも幾度もの改訂を加えた︒

などを重ね︑その過程でカード執
年末より一部はパンチ作業に入り︑

年度内には校正作業もはじまる予
定︒

右のため︑共同研究貝の打合せ
ならびに作業の集合が五回目まで
行われた︒

側日本文学における﹁向う側﹂の
研究

本共同研究テーマの中心であっ
た鶴田欣也客員教授は九月一四日
任期を終り︑ブリティッシュ・コ

外国出張

年和

〃年

958
144

=へ15

II月

5日
力1

月昭
一和

一陛刀菫今︐ｊ
州

研究は継続し︑研究会の討議をふ

員

昭馴卵年８月ｌＨＩ昭和

文学研究情況の調査研究

び運営の概況について協縦が行わ

出席を得て開催され︑教官人事及

本年度第三回運営協議員会議が︑

れた︒

において︑小山議長ほか十三名の

十二月十九日︵月︶に当館中会議室

卵年９Ｈ鋤日︵２ヵ月︶

私学研修員

ついて協議が行われた︒

出席を得て開催され︑教育人事に

片山亨
研究題目新古今集古注釈の研究

剛委員会︵第二回︶

吃月肥日脚文学文献賓料収集計

委貝会︵第四回︶

ｕ月ｎ日脚際日本文学研究集会

皿月灼Ｈ文献目録委面昌三鋪二回︶

昭和鎚年

委員会日誌

について協議が行われた︒

内示及び昭和五十九年度事業計画

運営の概況︑昭和五十九年度予算

席を得て開樅され︑教官人事︑管理

において︑小山議長ほか十二名の出

二月二十八日︵火︶に当館中会議室

本年度第叫側運営協議貝会織が

現職甲南女子大学文学部教授

９川鋤日︵６ヶ月︶

期間昭側鎚年４月１日〜鎚年

現職女ｆ蝿学院短期大学国文

標宮子
科助教授

研究鼬目側照文学研究ｌ﹁と
はずがたＪを中心にして

３川訓日︵１ヵ年︶

期間昭和記年４月１日〜弱年

評議員会議の開催について
本年度第二回評議員会議が三月
十六日︵金︶に当館大会議室におい
て︑昨俄賤ばかＩ肌掛の川蜥を御て

昭和弱年

開雌され︑管理運営の概況︑昭祁

１月旧日怖報検索委貝会︵第二回︶

開催地ロンドン︵連合王国︶

２月

十一月一七日︵木︶に当館中会議室

本年度第二Ｍ運営協識Ｈ会議が

回︶

３月泌日文献目録委員会︵第三

︵第一回︶

３月賜日占典籍総合Ⅱ鍬委側会

回︶

日共同研究委員会︵第二

血十九年度予算内示及び昭和五十

合衆国

運営協織員会繊の開催について

われた︒

九年度事業計画について評議が行

期間昭測記年旭川３日〜昭祁
文部省在外研究員

魂年吃月皿Ｈ

外国人研究員

現職ブリティッシュコロンビ

目的海外における日本文学資

︶

において︑小山議長ほか十二名の

一︶

料の調炎研究並びに日本

渡航先Ⅲ連合王国︑アメリカ

岡雅彦

︵共同研究委貝会委員長︶

って共同研究の成果として出版す

会議名国際オンライン情報会議

内篠衛亮

期
間

る予定である︒

前半に仕上げの研究会で討議を行

各側の論文をまとめ︑五十九年度

昭和記年度国際研究集会派遣研究

０１
１１
５１
１
１

期間昭祁記年９Ｈ過日〜鎚年

学文献の総合的研究ｌ

国際協力による在外国文

学文献涜料の総合閥侮ｌ

︵バークレイ︶所蔵国文

研究題目カリフォルニア大学

日野龍夫︵京都大学文学部︶

伊井存樹

︑１︐Ｊ︽可

長谷川強︵研究代表者︶

外学術調在︶

昭和詔年度科学研究茜補助金︵海

58昭

まえて︑それぞれ三月末日までに

ロンビア大学へ儲られたが︑共同

期
間

ツルタ・キンヤ

ア大学教授

研究題目日本文学における﹁向
う側﹂の発想

14一
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ＩｉＩＩＩＩＩＩＩｉＩ︲！⁝⁝⁝⁝⁝！⁝１１１．

弱陽明文庫刊行の﹃同増加２︵一九八三︶﹄の指定されました︒これによって当館一

一◆所蔵目録刊行の御案内副佐賀県立図書館三冊をご覧ください︒の貴重書は計六十一点となりました︒一

黙木忍◆東奥義塾図書館のサービス区分い︒

刑桜井健太郎について

湖杉田正臣館のマイクロ資料のサービス区分館の利用者ヘ

一九八◆新指定貴重害が午後四時まで︑土曜日が午前十一

︵森文庫︶一﹄﹃同増加１︵一九八二︶﹄と今回このたび次の二点が新たに貴重書に一時までとなっております︒

一副大阪市立大学附属図諜館は︑﹃和古諜側鍬一九七二

一羽東洋文庫す︒当館の和古書の検索についてなお︑複写の受付時間は︑平日一

一鉈水府明徳会彰考館版本︶一七三点が収録されていま︵第三冊︶に収録されています︒渡しとなることもあります︒

文庫︶一年間に収集した和古書︵写本．ラィクロ資料目録一九七九年﹄に複写が終らない場合は︑翌日一

一卯刈谷市立刈谷図書館︵村上く︑墹加分の第二冊目です︒昨年当する東奥義熟図件館の資料は︑・閉室時Ⅲ︵午後四時三十分︶まで一

一お東京都立中央図書館古書目録墹加１︵一九八二︶﹄に続定いたしました︒なお︑これに該ください・

一文庫恥所蔵者②﹃国文学研究資料館蔵和古書目をいただき︑サービス区分﹁Ｅ﹂・〆切時間間際および混雑時は︑一
一２東京大学総合図書館録増加２︵ 九八三︶﹄と決まりました︒したがって︑複複写の受付を制限することがあ一
一釦宮内庁書陵部この目録は︑昨年三月刊行の﹃和写サービスは︑できないことが確りますので︑あらかじめ御了承一

︾す︒東奥義熟図諜館
り
稲山よ
上慕
久 正式に御川答け早めにお願いします︒

一録所蔵者︵文脈︶は次のとお
り上で
拓山
瑚内
修 閲覧のみ︶でしたが︑このたびしますので︑申込みはできるだ一

−５
−１

ーレクションも含まれています︒収細中村幸彦は﹁Ｘ﹂︵未ｕ答のためＥに準じ館・〆切時間間際は︑たいへん混雑琶

−紙・酒落本や俳譜のまとまった．

一のです︒今回の収録分には︑黄表羽聖竈神社博物館これまで青森県の東奥義塾図書◆複写申込についてのお願いｌ来一

一庫︶が︑今川初めて収録されるも

一ています︒そのうち一五所蔵者︵文

一庫︶分︑九︑○○八点が収録され澗押方飯信既刊五冊とあわせて御利用くださ一

一この目録には︑二五所蔵者︵文価弥谷寺員におたずねください︒れています︵定価七︑○○○円︶︒一

一川﹃国文学研究資料館蔵マイクロ加都城市立図書館録されています︒それ以降の受入目録一九八二年﹄︵第六冊︶の縮刷一
一資料目録一九八三年﹄︵第七冊︶加宮崎県総合博物館れ分については︑カウンターで係版が笠間書院より刊行され市販さ一

︸たので御案内いたします︒加富山県立図諜館︵志田文雌︶昨年十一月末までの受入れ分が収﹃国文学研究黄料館蔵マイクロ資料一

一びそれらの雌新版が刊行され兜ま
誌学増
︑書
二館︑七三八タイトルで︑◆マイクロ資料目録の市販について一
岐し
阜大
附え
属図

一録を刊行しておりますが︑このた％八戸市立図書館収録誌数は︑前年分より一六四

一口資料・和古書．逐次刊的行
名古
物
屋の
市鶴
目
舞中
物央目
図書
録
館一九八四年﹄．﹃嵯峨のかよひ路﹄︵写︶

配東別
京芸に
術大マ
学附
属図
書館
側﹃
国文
学研
究資
館蔵集
逐次・
刊行竹園抄﹄︵写︶一
一当館では毎年︑資料
イ
ク
．
﹃
歌
林
良料材
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一大正大学文学

脱鰭文学会①〒一七○豊島区西

学

昭和五十九年度春季学会開催一覧
国語国文学会連絡協議会に参加
する学会の春季大会予定は次のと
二○

部国文学研究室内②六月二四日

巣鴨三

神田校舎︶

子大学日本文学研究室内②六月

田区神川神保町三

二七共立女

日本近世文学会①〒一○一千代

②六月一六〜一七日③仏教大学

教大学高橋貞一研究室内︵西部︶

都市北区紫野北花ノ坊町九六仏

文学研究室内︵東部︶〒六○三京

駒沢−１二三駒沢大学文学部国

山東三関西大学国文学研究室内

万葉学会①〒五六五吹川市千里

二三〜二四日③共立女子大学︵

八ｌ一日本女子大

区目白台二

日本近代文学会①〒二二文京

昭和区八事本町一○一中京大学

美夫君志会①〒四六六名古屋市

おりである︒学会掲出は五十脊順︒

学文学部国文学科研究室内②五

③大正大学

全国大学国語国文学会①〒一○

和歌文学会①〒一七一豊島区西

文学部国文学研究室内

月二六〜二七日③日本女子大学
二八国学院大

池袋三

一○

本文学研究室内

谷区束四

日本口承文芸学会①〒一五○渋

〜三日③別府大学

学文学部第五研究室内②六月二

二第二八千代

三四立教大学文学部日

三田︶

一九

一ｌ一専
五月下旬③専修大学神田校舎

修大学文学部国文学研究室内②

崎市多摩区東三田二

日本文学風土学会①〒二一四川

マンション二○二号

東池袋二

日本文学協会ＱＴ一七○盟島区

六月二〜三日③慶応義塾大学︵

ン三番町四○五号桜楓社気付②

二千代田区三番町二八

六グラ

以下①事務局︑②大会開催Ｈ︑③
会場︒②③の記入のない学会は大
会予定無しか︑または大会期日未
定○

解釈学会①〒一七○豊島区北大
二教育出版センタ

一法政大学能

一六︐一○
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16‑

二九

一七

日本文芸研究会①〒九八○仙台
市川内東北大学文学部内
俳文学会︵聖Ｔ一五七世田谷区成

〃詞

塚三

守山区大森二二八二ｌ二金城学

中古文学会①〒川六三名古屋市

富士見二

楽研究所内②五月一九〜二○Ｈ
③法政大学

日本演劇学会①〒一六○新宿区

二○成城大学文芸学

城六

二愛知
県愛知郡長久手町愛知淑徳大学

表現学会①〒四八○

一

西早稲田一

部尾形研究室内

六ｌ一早稲田大学
減劇博物館内②五月一九日③桐
朋学園大学短大部

日本歌謡学会①〒一五○渋谷区

口」映

ー内

五○七

近代寵学会①〒一六○新宿区北
一○

院大学国文学︵松田︶研究室内

一○

国寵学会①〒一○一千代田区神

園大学

②五月二六〜二七Ｈ③稲山女学

新宿三

田錦町三ｌ二武蔵野書院気付

二八国学院大学日本

中世文学会①〒一○二千代田区

②五月一九〜二○日③東京虎ノ
門ホール︵一九日︶︑東京学芸大
学︵二○日︶

一○

古事配学会々①〒一五○渋谷区東
四

文化研究所第六研究室内②六Ｈ
二三〜二四日③駒沢大学

古代文学会①〒二三川崎市高
津区千年三○五吉田修作方

国文学科研究室内②五月一九〜

上代文学会①〒二三○横浜市鶴

二○日③大阪市立労働会館

二八川学院大学文

東川

仏教文学会①〒一八三世田谷区

一○
兄区鶴見一 一 三鶴兇大学女

二○日③明治大学︵和泉校舎︶

学部第五研究室内②五月一九〜

︶

子獅期大学部国文科研究室内②

︶

六月一六〜一九日③小樽商科大

誹託
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