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る検索が可能となるであろう︒その
他︑国文学研究への電算機利用につ

さらに︑大学院教育への協力︑解

いて検討を重ねている︒

展示による普及活動なども︑当館が

の日本文学研究者との交流︑講演会．

題研究を中心とした共同研究︑海外

長く保存する道を溝ずるとともに︑

この十年間にわたって実施して来た

初旬を中心に所蔵品の特別展示も計

念の意もこめることにした︒十一月

棋の大きな催しにして︑いささか記

Ｈ㈹までの四日間︑例年よりやや規

学研究典会を十一月十日㈱より十三

油会を開き︑また第六回国際日本文

念式典を挙行︑三十日㈹には記念講

になる．そこで十月二十九日鰯に記

であるが︑そのうちの約七百七十点

械誌は月刊も一点と数えて約八百点

﹃年鑑﹄採録の論文約六千︑その収

漸次充実し︑昭和五十五年度の分の

収集は︑公私各機関の好意によって

行した︒そしてこれら逐次刊行物の

鑑﹄は︑昭和五十五年度の分まで発

ごとに綱集して刊行する﹃国文学年

論文や単行本などの研究情報を一年

また︑雑誌・紀要類に掲載された

た者として︑この基本方針を堅持し︑

本年四月︑市古前館長のあとを承け

と協力してこの事業を遂行して来た︒

各自専攻の研究活動とともに︑職員

なって設立されたものであるから︑

が二十余の学会を結集しての要望と

針に基づく︒当館は国文学界の総意

ろく国文学研究に寄与するという方

し︑研究者一般の便益をはかり︑ひ

以上の諸事業は︑文化遺産を保存

ことである︒

く研究者の利用に供している︒

画し︑また﹃十年の歩み﹄を編集中

を所蔵するに至り︑多くの人々の閲

この十年︑当館設立のオーの目的

覧や複写サービスに応じて研究に寄

｜層の発展を期して全体の運営にあ

当然のことである︒教育職の館貝は︑
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一三十日山は開館いたします︒

日とし︑定例休館日である十月

式典を行いますので︑臨時休館

の振替十月二十九日燭は記念

｜※休館日︵閲覧業務を行わない日︶

一十一月十日㈱ 十三日出於当館
一︵参加申込十一月二日まで︶

一蜘睡計鯛︾記念第六回国際日本文

幸

一連歌の今日金子金治郎

一中村真一郎

である︒

である江戸時代末までの国文学関係

御支援をお願い申し上げる︒

め︑多くの方々の今後ともかわらぬ

たる覚悟である．館外の委員をはじ
与している︒

これら資料の情報は着々と電算機

文献のマイクロフィルムなどによる
収集は︑公私の所蔵者の協力に支え

に入力されており︑やがてそれによ
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米国における

最近の日本文学研究の動向
ない若い学者はまずいないと思いま

くの学生をひきつけることが出来る

大学の方が優秀であるというか︑多

とではないと思いますが︑近代ない

で一番人気のある分野は︑意外なこ

日本文学研究において︑アメリカ

フォルニア大学やアイオワ大学も探

す︒いるとすれば︑そのような人は

と言えます︒言うまでもなく︑その

文学で︑六十名以上の中の二十二名

し現代文学︵明治以後︶の小説︑散

しています︒ですから︑ある程度は

アメリカにおける︑肢近の日本文

容紋なく解臓されることになり︑次

ハーバード大学の卒業生はたくさん

首位にあるのがハー・ハード大学です︒

が︑どこの大学を選ぶかは︑大体奨

学研究の動向についての大体の私の

の人が雁われます︒アメリカは岐近

ぐらいがやっています︒最近よく研

学金の有無で決まります︒日本文学

ぢえをお話しします︒

不景気なので︑二︑三の例外を除い

の寄付をしますし︑日本からも寄付

漱石は依然として魅力があるのです

究されているのは鴎外︑漱石です︒

動きがあるんですが︑二︑三年前と

多くの専門家がいるという点で︑

ては︑各大学は非常に経済的に節約

学生を集める競争をしています︒た

金があります︒他大学は︑大学院の

研究をやっている大学院の学生のほ

日本以外の外国ではアメリカが一番

しており︑教員の人数もできるだけ

が︑鴎外は最近になって数人がとり

ければなりません︒

ですが︑アメリカの人口二億二千五

減らしています︒ですから︑日本文

だ︑一番いい学生が︑みんなハー・ハ

アメリカでは︑二︑三人が同じ分野

あげています︒おことわりしますが︑

比べてあまり動いていないと言わな

百万の中で︑日本文学専門の人はわ

ードの大学院にいるという意味では

とんど全員が奨学金をもらっている

ずかに六十ないし八十名に限られて

学研究の動向の上で悲観的なことで

なく︑他の大学にいる学者の魅力や︑

からです︒ですから︑奨学金の多い

いると思い ま す ︒ 私 は 六 十 名 以 上 数

いていなかったところで︑新しくそ

すが︑今まで日本文学研究機関を置

近代文学の人気は以前から続いてい

になっていると見られるわけです︒

楽研究が最近非常に盛んになったこ

驚くべき現象だと思うんですが能
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ついて詳しくは知らないので︑その

いといって︑その大学を選ぶ優秀な

をやっていると︑それは一つの動向

学生も可なりいます︒学生に与える

特定の研究分野でその指導を受けた

思います．

でしょうし︑この状態は当分続くと

るのですが︑特に若い学者にとって

アメリカにおいて蚊も評判のある︑

奨学金を般も持っているのは︑先朧

れを設置するようなことはまずない

えましたが︑各々の大学院の学生に

ことを御了承下さい︒

この六十ないし八十名が日本文学

専門で日本文学を教えているのです
が︑中にはあまり研究をしない人も

文学は古典文学よりは比較的はいり

魅力があるようです︒それに︑近代
不景気のせいで︑新しく日本文学

の七つか八つの大学です︒

るのは︑ハーバード︑コロンビア︑

やすいんです．勿論︑明猯も遠くな

文学研究も含めた日本研究をしてい

教貝を公募しているところはほとん

います．ちっ と も 椚 動 し な い 人 が ︑

ミシガン︑イェール︑スタンフォー

々の附難な間遡はありますが︑それ

りましたし︑それ以後の文学にも色

日本にもいるようにどこへ行っても
いるわけです ︒ し か し ︑ 全 体 的 に 言

どなく︑私の知っている限りでは︑

でも比較的はいりやすい分野だと思

大学では今年四ケ所たけです︒一ケ

所はイェールで︑今やっている人を

います．

つの大学たと思います︒そのほか︑

解雇するので若い人を探しています

ド︑・ハークレー︑プリンストンの七

シアトルのワシントン大学も評判に

し︑イリノイも詳しい事情は存じま

す︒

なっています︒ハワイ大学は学生の

えば︑削合に活州していると思いま

アメリカの大学の組織では︑鵜い

数は多いし︑シカゴ大学でも日本文

せんが多分同じような理由で︑若い

もう一つの意義ある動向としては︑

文を発表しないとクビだということ

者が︑研究してできあがった本や論

人を探していると思います︒南カリ

日本文学研究をしようと思う学生

学研究があります．

ｰ

になっています︒それが大変な圧力
になっているので︑現在では研究し

ー
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口一葉の研究をイェール大学出版部

一葉を踏み石にしてそこから江戸文

西鶴に影響されたことに気づいて︑

から出したんですが︑一葉が非常に

三年の間に三呂匡ョｇｓｚごｇ三ｓに

氏がいます︒ニアマン氏は世阿弥の

二︑三の論文を発表しましたが︑か

能楽論を主にやっていて︑この二︑

アメリカにおける動向をお話しす

なり演劇に理解が深いように思いま

います︒

るときに︑カナダを入れないといけ

ことを理解できるようにと努力して

人が世阿弥の研究をやっているので

ないと思います︒カナダで日本文学

学に入っていこうとしています︒今︑

人数がやっていると混んでいる感じ

研究をしている人が二︑三人いると

ているところです︒他にも︑西鶴の

西鶴の﹃世間胸算用﹄の英訳をやっ

イヤル・タイラー︵冒冨二弓三国︶氏

学出身のカリール・カラハン︵Ｓ昌一

思います︒その一人のハーバード大

もう一人ウィスコンシン大学のロ

す︒

りませんが︑主にオンタリオ州のト

から二冊出しました︒それから︑能

も謡曲の英訳をコーネル大学出版部

リカ人だからです︒それほど多くあ

ロント大学と︑西海岸のブリティッ

をやっている人はほとんど皆がアメ

シュ・コロンビア大学でやっていま

あるいは中世文学における仏教の象

ですね︒今までの動向では︑なるべ

ミシガン大学で去年別．Ｄ論文を

す︒トロント大学のフランク・ホフ

徴主義に興味を持っています︒

としていたんですが︒

終えたトーマス・ヘアーコ言ョ膀雷話︶

︵軍豐云エ○宝︶教授は演能の研究を

しました︒

部から﹃武家義理物語﹄の英訳を出

ら豊僧富︒︶氏は妓近上智大学出版

氏は世阿弥の油劇︵型四房︶について

していて︑また中世芸能の起源にも

能楽理論をやっている人もいます︒

者が注目しているのは︑源氏物語に

アメリカの平安文学をやっている学

けている優秀な人が二︑三人います︒

て︑式亭三馬についての別︒Ｄ論文

序匡冒囚︶氏も戯作文学をやってい

ロ・ハート・ロイトナー︵冒房再

ます︒それからミシガン大学出身の

困ご蔚茸︶教授が第一位を占めてい

江戸後期の戯作文学︑滑稽本など

先程のヘアー氏もかなりそれをやっ

おける視点の問題です︒その問題に

を終えましたが︑今年ハー・ハード大

に興味を持っている中ではハーバー

やはり能楽研究をテーマとしていて︑

で別．Ｄ論文を終えたジャネット・

ていますし︑八十年にミシガン大学

ついてアマンダ・スティンチカム

その中でも相変わらず源氏物語に人

第三番目には平安文学が盛んで︑

ード大学に就職しています︒同じス

非常に興味を持っています︒

世阿弥にも興味を持っています︒二

ゴフ︵︺豊里の畠︶氏が源氏物語に

︵シヨ曽呂鱒ヨ９円目︺︶というコロン

ド大学のハワード・ピペット＆○乏四己

人以上が同じ大学で同じ研究分野を

材料をとった謡曲についての論文を

イデンスティッカー教授の指導を受

持っているのは大変めずらしいこと

書きました︒ゴフ氏の研究で明らか

学出版部から出るはずです︒

気があります︒コロンビア大学でサ

それ以外では︑コーネル大学のカ

ビア大学出身の女の方が︑一昨年優

演能と謡曲の研究ばかりではなく︑

レン・プラゼール︵穴閏ｇ卑胃里二教

となったことは︑中世において謡曲

出しました︒

秀な論文を三・三目ｇｓｚｓｇ三８に

です︒

授がいます︒岐近の注意すべき一つ

につくられた源氏物語の梗概書や参

を書いた作者が︑連歌師たちのため

は四︑五人いますから︑江戸文学に

また︑和歌文学を研究している人

の現象たと思いますが︑能楽を謡曲

それから能楽論に興味を持ってい

ト・ダンリー︵昏房弓胃コミ︶とい

七人やっていると思います．ロパー

があると言えます︒少なくとも六︑

います．第一冊めが︑プリンストン

︵毎コＦご︶さんが︑全訳をやって

大学出版部と東京大学出版会から最

プリンストン大学のイアン・リビー
る人としてはワシントン州のシアト

うミシガン大学の助教授が︑昨年樋

次いで盛んです︒万葉集の研究では︑

ル市にある弓言異国シ﹃厨詞朋の胃呂

それから︑江戸文学が割合に人気

すし︑ヘアー氏も同様です︒ヘアー

のマーク・ニアマン︵三四癸之＆昌豐︶

ラゼール氏は演能の研究をしていま

しての研究をしているわけです︒ブ

の指導をそれぞれ受けて︑それらの

考書を利用したということです．

としてばかりでなく︑演劇︑芸能と

マティソフ︵普囲．三豊普牽︶教授も︑

タンフォードに出ているスーザン・

書きました︒ヘアー氏はスタンフォ

く人のやっていないところをやろう

す︒いくら世阿弥でも︑これだけの

とです︒私の知っている範囲では少

ー

なくとも十三人で︑その中の四︑五

…

氏は日本で︑謡い︑仕舞︑鼓や大鼓
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マッカラー氏は研究分野が広く︑軍

三８三盲信ご教授がやっています︒

のヘレン・マ ツ カ ラ ー ︵ エ ｑ ｇ

古今集の研究はカリフォルニア大学

を宝四．画己旨昌目一に出しました．

メジリー︵言 畠 ① ご ︶ ﹂ と い う 論 文

味を持っていて︑﹁万葉集におけるイ

す︒クランストン氏は万葉集にも興

トン︵圏君ヨの国扇９コ︶教授がいま

・ハード大学のエドウィン・クランス

和歌史を研究している人では︑ハー

ると思います︒

す︒万葉集の英訳としては一番にな

近出ましたが︑全部で四冊になりま

大学のクリステンセン︵屏罵目．愚

訳しました︒もう一人はハーバード

一先生の著書﹃宗祇﹄の一部分を英

ル氏は︑連歌概論の出ている小西甚

た．また︑コーネル大学のプラゼー

れも三︒目ョｇ菌ｚｓｇ三ｓに出まし

も修士論文で連歌の英訳をして︑そ

部から出しました．先程のヘアー氏

で９９﹄をプリンストン大学出版

教授は︑一昨年﹃菅冨．＄命屋晏巴

大学のアール・マイナー自営一三ヨ国︶

は︑四︑五人います︒プリンストン

連歌・俳譜の研究をやっているの

人です︒

このような研究をしているのは彼一

ける和歌の研究もやっているわけで︑

歌の一番盛んであった室町時代にお

かのテーマで文学・歴史学・社会学．

なく︑例えば日本文化に関する何ら

いる人が集まったり︑文学ばかりで

と同じ興味や専門研究分野を持って

いう財団です︒招待によって︑自分

切目互いｇｇｇ詞朋ｇ﹃ｇ９ｇｇ−と

妓近で最も授助金を出しているのは

スポンサー付きの会議を催す際に︑

ないと開けないのです︒そういった

リカは広いのでどこかから授助金が

うことですが︑そのためには︑アメ

文を集めて︑そこで議論しようとい

マについて学者や︑それに関する論

いることです．誰かが何らかのテー

招待形式の臨時会議が盛んになって

アメリカではコンフェレンスという︑

すが︑もう一つ注目すべきことは︑

お渡ししましたリストに出ています

や研究問題がありますが詳細は先程

この他にも色々の言及すべき学者

の意義ある動向となっています︒

会議というものも︑アメリカで一つ

になると思います．要するに︑臨時

ッパからの参加者は凡そ三十名近く

あるので︑アメリカ・日本・ヨーロ

テーマの会議がインディアナ大学に

は︑﹁世界における源氏物語﹂という

学者だったそうです︒今年の八月に

ずか八人ほどで︑ほとんど日本人の

する会議がありました．参加者はわ

サンフランシスコで日本文学論に関

をしました︒もう一つ︑同じく昨夏︑

一人比較文化的立場から大事な貢献

ア・ルネッサンス時代の歴史学者が

つもりで研究 し て い ま す ︒ 新 古 今 時

て︑今は古今集についての本を出す

しては連歌に関する知識が豊富です︒

クリステンセン氏は大学院の学生と

昏ョ言職台言巽ｇ路︒︶氏です．

分野の人が集まったりします︒たと

美術史といったいろいろの専門研究

ます︒

話を終わらせていただきたいと思い

から省略しまして︑これで一応私の

このテーマでの会縦がありました．

安全盛期の文化の魅力とその影響︑

態度︑即ち中世日本文化における平

十七Ｈ︑当館においてお話しいた

された︒本柵は一九八二年一月二

回側際Ｈ本文学研究集会にも参加

金の州きで米Ｈされ︑昨年の第五

※︵昏房風印２国敬授は脚際交流堆
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古今・新古今︑それ以後の和歌や

語もやります︒和歌にも興味を持っ

記物語や歴史物語︑平安文学の歌物

代の研究は私がやっています︒

における過去の理想﹂︑過去に対する

えば︑去年の八月に﹁中世日本文化

説緒文学は三︑四人︑姫記物語・

参加者は二十名ほどでサンフランシ

たいたものである︒このあと︑懇

︵︑︑︑シガン大学教授︶

また︑先程のゴフ氏が能楽と連歌論

室町時代の和歌︑連歌は︑犀碕冨ヨ

雅史物硲はマッカラー教授たちのほ

スコで行われましたが︑日本文学研

談会が行われ︑その席でも大へん

の関係について研究しています︒

が研究しています︒巡歌の研究とし

かに一人か二人やっていると思いま

究者は四︑五人で︑他は歴史学者・

ン・カーター︵蜂ｇｇｇ耳曾︶氏

ては︑一昨年室︒目ョｇｓｚごｇご厨

す︒歌舞伎などをやっているのも二︑

美術史学者︑また日本から招待で参

ペ呂胃ご昌蔚易昼のスティーブ

に﹃湯山三吟︑細﹄の英訳を出しま

二人︑現代詩も二人ほどやっている

三人︑現代演劇は二人︑現代爾歌が

その一部を付記する︒︶

興味あるお話をうかがったので︑

ン需三宛嗣ｚ ⑦ 崖 ︒ と い う 優 秀 な 論

加した学者もいました．それから中

したし︑妓近同泌に．乏委天委ヨラの

国文学の専門家が二人︑西洋イタリ

以上が大体の研究の分野や動向で

と思います︒

ー

文も出しました︒どちらかといえば
連歌中心の研究をしていますが︑連

ー
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聾且雨︵ハー・ハード大学川版会︶

①爵﹃函ａ盲目︒堅・ご虜冒の

次の三つの雄誌があります︒

ｌ評判のある雑誌と学会旙動１

本文学研究者がすべて参加している

本語を教える人々の団体ですから日

究者もかなり参加していますが︑Ｈ

す︒日本語教師協会には日本文学研

方は古い学会ですが中近東が中心で

を果しています︒オリエント学会の

堆金こ

人も多数参加する時には︑国際交流

の資金が財源となっています︒Ｈ本

国号冒ゴの三ざ﹃︽需房目目薗隅︶﹂

ォード財間や︑﹁米川人文堆金︵吾９局一

もとづいて開催されます︒多分︑フ

は随時︑当該専攻の研究者の申揃に

ｌとなる特定テーマのコンフェレンス

研究発表６件

招待発表７件

Ｂ・ガードナー︶︑日本古典文学の

美術品としての日本の書物︵Ｋ・

ところ国文学研究資料館

とき皿月皿日嗣〜喝日出

れるのが普通です︒

っになるだろうｌというくらいの︑

︵山中裕︶

ラ︶．藤原道長と﹃御堂関白記﹄

文芸としての日記︵Ｗ・Ｈ・マヵ

公開織演

棚訳︵Ｄ・キーン︶

特別織演

第６回国際日本文学研究集会

②三目屋ョｇｓｚ言量目︵上劉大
とは限りません︒︵御参考までにその

す場合もあります︒その成果は別に

懇談会より

学︑年川ｕ︶

瀦郷のうち私の知っている範囲で日

冨邑３ｇｇｇ︒︶が資金を出

本文学研究者にチェックをしておき

﹁社会科学研究会議命月旦牌冒吊

ホストとなった大学などから出版さ

記＄＆﹃ｇｏｏ目９−︶﹂がスポンサ

ました︒︶

ます︒③はアジア研究という広い分

共同研究について

腰を据えた急がぬ構えが必要ではな

同研究より共同作業の面が勝った︑

いたろうか︒わたくしとしては︑共
研究をやらねばならないという﹁課

松崎仁
このような題で文章を茜くことを

共同作業が有効性を発揮するような

の意味で今年度発足した﹁連歌資料

テーマで︑資料館の施設が役に立つ

のコンピューター処理の研究﹂に大

題﹂は︑どうも自然科学畑の思想が

る︒わたくしが委貝になった時には

きな期待を寄せている︒

課せられたのは︑わたくしが共同研

解題研究が既に発足していたから︑

ところで今回研究報告が公刊され

分野が試みられるとよいと思う︒そ
わしい実情は知らな・いにひとしい︒

当面そうした件赫的研究中心のテー

る俳書解題であるが︑この研究グル

同じよ︑７にやれるはずはないのであ

そういう立場で物を言うのは大変お

マをやって行くのは︑なるほど共同

ープは解題作業そのものをなかなか

持ちこまれたものらしいが︑それと

こがましいことたが︑お許しをいた

研究のテストケースとして妥当な方

めであろうが︑共同研究の現場のく

たきたい︒

法であろうと納榔した︑というのが

題執筆のマニュアル作りに時間をか

究委員会の末席につらなって来たた

一般に文学研究は共同研究という

正面なところであった︒

けて︑解題とはいかにあるべきかを

⑥﹈ｇョ四一旦胃妾協ｏの昌自旦

の大きな学会 で ︑ 師 年 三 月 に 大 会 が

ものになじみにくい︒作品・作家の

共同研究になじむテーマは何か︒

があります︒

アジア研究学会は会員二︑三百人

など

あり︑そのほか地〃的な会合もあり

内容に肉迫しようとする研究は︑そ

それをさぐり︑拭みて行くことｎ体

のきめ扇旦﹈山口四二の紹

ます︒ヨーロッパＨ本研究協会︵両

れについて共同の場で討議を雨ねた

考えるという意味の共同研究が行な

弓の

シ温︶のような川本学たけの学会

が︑資料館の学界に対する貢献の一

開始しなかった︒しかしそれは︑解

はありませんが︑この学会は分科会

いてやるほかはない．資料館も共同

にしても︑妓後は各側人の主体にお

⑤旨目邑Ｃ夢ョ曾冨︒ｇｇｓ扇＆島

四回︶

︵ワシントン大学︑シアトル︑年

④﹈・ロ﹃邑呉意冨ョ朋命鱒昌＄

このほか︑

しさが不足するように思われます︒

ます．ただし︑細介が主で評価の厳

に出ませんが︑諜評が広く掲縦され

野なので︑日本文学の論文はめった

①と②は有名でよい倫文が掲械され

ア研究学会︑年四Ｍ︶

ｰ

③旨昌且︒ご嚴冒聾昌①の︵アジ

ー

に分れ︑日本学の分科会がその役割

5 −
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を評価する発言を一度ならずした記

ら委員会の席でも︑わたくしはそれ

ってもありすぎることはない．だか

ういう仕事はどれほど入念慎重であ

われている結 果 だ と 諒 解 さ れ た ︒ こ

して実行することである︒

多くの時間と労力を費すことを覚悟

に大切なのは︑中心になる人が最も

選の段階で慎重に考えること︑さら

るメン・ハーを組合わせることを︑人

人物を中心に︑相互に心を開き合え

現実的には︑櫛成員から信頼される

研究の基本方針の上に︑大きな変更

至って﹂支出されたことが︑﹁本共同

かった旅費が﹁年度末に近い時点に

２﹄によると︑当初予定されていな

行することである︒﹃共同研究報告

は︑官僚的管理方式やその発想が先

とで喧喧謂誇︑四︑五時間討議して

ことだが︑解題とは何ぞやというこ

てびっくりした︒前年度の確認との

をした︒

りうれしく有難いので︑承諾の返事

お役所の会計上の処理が研究計画を

といったところから始まって多くの

は︑書物とは何ぞや︑古典とは云々

なおつきなかった︒聞けば前年度で

はじめて共同研究の会議に出席し

解題も﹁光丘文庫俳書﹂の解題も︑

憶がある︒もちろん﹃初雁文庫﹂の

をもたらす﹂ことになったという︒

しかし︑これを資料館における共

の論理家松田修氏︒その幾度にも及

それ自体が学界に寄与する大きな財

ぶ討論の結果は︑解題執筆要項とし

時間を割いたという︒議長は名うて
のは︑ことに共同作業の場合やむを

り︑研究費の問題が重い因子となる

規定するという事態の一例でなけれ

館内の人がよいのか︑館外の人がよ

得ぬこととは重々承知しているが︑

﹃共同研究報告２﹄の﹁凡例﹂に載

てまとめられ︑ちかぢか刊行される

ば幸である．研究計画の立案にあた

ニュアル﹂が︑その討議を含んだ形

いのか︒前者がよいとして︑では館

っているので︑それを御覧いただき

同研究の問題として考えると︑たち

で公刊されていたら︑さらに有意義

内の人にそれだけの時間と労力を割

近頃は一般に︑研究費への配慮が先

まち難問が生ずる︒中心となる人は

だったと思う．﹁解題研究﹂は﹁解題

きうる条件があるのか︒そもそも共

言わずもがなの一言を付け加える次

行しすぎるようにも思えるだけに︑

かけて討議された﹁解題のためのマ

のための研究 ﹂ と し て 出 発 し た は ず

同研究は館主導でなされるべきなの

って解題を実施する方針であった︒

は︑資料館で撮影した紙焼写真によ

6 −

産である︒しかし︑せっかく時間を

だったからである︒

ら︑﹁見出し書名﹂の採り方を﹁内題﹂

くまで﹁外題﹂︵題帯︶によるべきだ

たし個人としてはこれに反対で︑あ

によって決めることになったが︑わ

たい︒ここで一つ問題点をあげるな

︵共同研究委員会委員︑立教大学文

かどうか︒館の施設と予算は共同研

話を一般論に移すと︑共同研究の

はそのための世話人たるべきだとい

究へのサービスであって︑館内の人

第である︒

問題がある︒普通の形態では︑たと

学部教授︶

という考えを今だに捨てきれずにい

れる本間家︑その本間家の三代目四

しかし調査費が出るということで︑

ところで本解題の出発時において

る︒

国文学研究資料館の共同研究で︑

郎三郎光丘の文庫で︑西鶴本の二︑

途中から書誌調査に酒田に出かけら

共同研究に参加して
雲英末雄

さらに警戒しなくてはならないの

う考え方もある︒

成果を左右する要件に人の組合せの

えある程度リーダーシップをとる人

の資格におい て 平 等 の 負 担 を に な う

がいても︑全員が研究者として平等

という﹁建前 ﹂ の も と に ︑ で き る だ

うとするが︑こうした相互尊重の精

昭和五三年度から澗田の光丘文庫の

三や︑俳書の﹃軒端の独活﹄﹃是天道﹄

け全員の合意によって作業を進めよ

神が︑メンバーの作業に対する相互

などの稀観本︑あるいは﹃七百五十

れるようになった︒今まで調査員が

いていたが︑翌年になってわたしは

韻﹄三橋﹄等の善本があることぐら

していたのだが︑不確実なことが多

記載したカードによって書誌を転記

俳書解題をやっているという話はき

そのメンバーに加わらないかとの誘

いは知っていた︒もとより俳譜は専

これを防ぐに は ︑ 各 人 が 批 判 に 対 し
てフランクな︑開かれた研究者精神

いをうけた︒光丘文庫といえば︑酒

門分野だし︑俳書に触れるのが何よ

点検をやりにくくする場合が多い．

を持つよりほかはないが︑それは座

田で殿様よりも権勢を誇ったといわ

ｰ

して期待すべきことではあるまい．

ー
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も多い．たとえば︑表紙の色や樅様

とは有難いことだった︒しかし問題

く︑それが自分でたしかめられるこ

急ピッチで進められた︒最終的な解

町知弥氏に替わり︑まとめの作業が

からは館内では担当が松田氏から棚

て行なわれた︒蝦終年度の五六年度

れにわたしの館外研究員七名によっ

淡股旦八︑○○九冊︶は︑故井伊直忠

﹁琴堂文庫﹂︵一九︑八二冊︑内和

図書館の協力を得て︑昭和五六年度

国文学研究資料館では︑彦根市立

となる色のサンプルを是非とも作成

ためにも︑資料館の仕事として堆雛

る︒それゆえある催度の統一をとる

まいで人によって微妙に異なってい

すればよいかたが︑その娃準はあい

えば紺・能・標・水色等をどう区別

の色については誠に困るのた︒たと

りの資料が出たので有難いが︑表紙

今回の共同研究では︑とくに執筆要

むつかしいところが生じた︒それに

えに統一や調整となると︑なかなか

のは興味深かった︒しかし︑それゆ

さまざまなかたちであらわれている

ながら︑それぞれの解題者の個性が︑

とわたしが担当したが︑原稿を読み

題原稿の統一や調鑛の作業は加藤氏

書籍の収集も趣味の一つであったよ

して趣味の世界に生きた人らしく︑

享年六七戟であった︒伯爵家当主と

生まれ︑昭和二二年四月に没した︒

第一五代当主で︑明治一四年五月に

忠氏は︑旧彦根藩主である井伊家の

て﹁琴堂文庫﹂と名付けられた．直

書館に寄胞され︑直忠氏の号をとっ

年に長男の直愛氏により彦根市立図

氏の災諜であり︑氏の没後昭和二五

狂言関係諜目の内︑九九点をマイク

並行して︑五六年度既調査分の能・

目の調査を別き続き行ない︑それと

いる︒五七年度は︑真言密教関係書

究報告﹄第三号︶として報告されて

文学研究資料館文献資料部﹃調査研

琴堂文庫蔵狂言関係書目解題稿﹂︵国

一部は︑橘本朝生氏﹁彦根市立図害館

点の調在を行った︒その折の成果の

から︑まず能・狂言関係書目一○八

でなお徹底していないところがあり︑

執筆者の確認をとったのだが︑各人

映している︒最も多くかつ貴重な書

庫の内容も直忠氏の嗜好を顕著に反

一個人の集書という性格上︑同文

おり︑目録は手書きの台帳が用意さ

なお︑同文庫は一般に公開されて

な恥よし

していただきたいものと思う︒さて

り返しながら改訂され︑そのたびに

項が︑数度にわたって試行錯誤をく

づけの必要上︑諸本調査が必要とな

可能になると︑今度は解題本の位澗

となって残ったように思われる︒と

それが最後まで多少の統一のみだれ

もあれ俳書解題の共同研究はまとめ

籍は︑易学・真言密教関係などであ

れている︒

︵文献資料部小林健二︶

電舗○七Ｗ九︲二二︲○六四九

町八番一号

場所〒籾滋賀県彦根市尾末

彦根市立図書館

ら︑光丘文庫本を主とするだけで︑

まとまりあって特色の一つとなって

り︑今日も閲覧希望者が多いそうで

いる．血忠氏は名人と躯われた初代

ある．また︑能・狂言関係の本も一

妓後になったが︑光丘文庫の方々に

怖蒜万三郎に師事しており︑かなり

らに研究の発展を願いたいと思う︒

よるあたたかい配慮は︑あの浦田の

られた︒これをステップとして︑さ

みられた︒これは妓終的に柧当した

銘柄初孫のうまさとともにわすれが

とする意見まで出て︑かなりな幅が

限り互いに知らせるということで藩

にともなって関係する書籍を収集し

能に傾倒していたようである︒それ

たらしく︑謡本・磯子の手付の類が

たいものがある︒心より御礼申し上
︵共同研究員・早稲田大学文学部助

特に多い．

ちついた︒しかし︑かなりな問題が

二百数十点の俳書の解題執筆は︑

教授︶

げたい︒

佃人の責任に任せ︑怖報は出来うる

余裕があれば 他 本 も 調 森 す れ ば よ い

る︒

ってくる︒これについてもなるべく

ロフィルムにより収集する予定であ

徹底的に調べるべきたとする意見か

︑７だ︒

次に実際に光丘文庫本の書誌調査が

もお佐〆ロ

彦根市立図書館﹁琴堂文庫﹂

いない．模様は寅料館で先般図版入

ｌ文庫紹介②ロ

ｰ

だが︑これがほとんど統一がとれて

シ

残ったことも た し か で あ る ︒

尾形仇・森川昭・中野沙恵・加藤定
彦・谷地快一・池田俊朗の諸氏︑そ

イ
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豊脇秀範弘前学院大学文学部蝋師
名子喜久雄山形大学牧行学部琳帥
廣瀬朝光岩手大学人文社会科学部敬授

松野陽一東北大学敬鍵部牧授

︹関東︺

金井寅之助松陰女子学院大学文学部教授浅見和彦成跨大学文学部助教授

片野達郎吸北大学教養部教授秋谷治一侭大学縄済学部鋼帥

梶原正昭早稲川大学戦商学部敬授

尾形仇成城大学文芸学部牧授

任期昭和五七年川Ⅱ一日〜昭棚五八年三〃三一日
今井源衛悔光女学院大学文学部敬授
大曽根章介中央大学文学部敬授

国文学研究資料館評議員名簿国文学文献資料収集計画委員会委員鈴木則郎東北大学文学部助教授
柾期昭和几七年七月一日〜丘九年☆月三○日
阿部秋生覚股女子大学文学部敬授東京大学禍嘗教抵
石井良助創価大学法学部敬授東京大学私誉戦授
井上光閲脚立雁史腿僻博物館艇
伊地知餓叫元早稲川大学文学部敏授
臼田甚五郎国学院大学文学部数授
小田切進立数大学文学部救授日本近代文学館理蛎長

田中稔国立歴史民僻博物館敬授岡本隆雄群蝿県立女ｆ大学文学部肋敬授

勝敏
忠岐
阜徹
大学
育田
学部
授板
加藤周一上評大学外国総鈴
歌木部
授
早敬稲
大敬学
油谷劇博物館助手
久曾神外愛知大学長愛知大学理蛎跿

松尾靖秋工学院大学一般教育部教授

浅井滴お茶の水女子大学文敬行学部牧授月本稚幸茨城大学人文学部鋼師

棚橋正博帝京大学文学部講師
千葉義孝関東学院女子鯉期大学助教授

佐藤圀久群馬県立女子大学文学部肋敬授
満水宥聖大正大学文学部購師︵非︶

児玉幸多学習院大学名誉教
授
川文村
晃化生
慶
應
義
塾
大長学
文学部助教授
山本授
信吉彰
化昭
庁文和
財女
保護子
部美大
術工学
芸課短
斎期
藤 大学部講師
小
葉田淳京部大学名誉敏
斎藤正収京岡立博物館長昭和五七年度

大倒立川船研究所名誉所Ｎ

佐藤喜代猯フェリス女学院大学文学部数授東北大学剃誉数授文献目録委員会委員
谷山茂大阪市立大学名誉教授京都女子大学名誉牧授
任期昭和五七年四Ｈ一日〜昭和五八年三月三一日
野間光辰皇学館大学文学部数授京郁大学名誉戦授
ｋ
ｉ

大矢武帥岬間大学敬育学郁敬授
久保田淳東京大学文学部助敬授
小島孝之立敬大学文学部助牧授

古脇倣雄呼修大学維滴学部救援東京大学潴誉救援

杉本邦子昭棚女子大学文学部肋敬授

小町谷脇彦東京学銭大学敬行学部肋敬授

︹中部︺

延暦眞摘束京大学敬従学部助軟投
平田喜信械浜脚立大学敬肯学部肋敬授
宮本瑞夫立教女学院知期大学助教授
武藤元昭青山学院大学文学部肋敬授
和田英道跡見学剛女子大学文学部肋数授

土井洋一学判院大学文学部敬授

宝月圭吾来京大学名誉救援徳田和夫学習院女子蝿期大学助牧授
松
尾聰学淵院大学名普職授中山尚夫東洋大学文学部助手
松川Ｗ雄図休館愉轍大学股火京大学墹脊救援
山本達郎東京大学名誉軟投

浜野卓也
古田東朔東京大学教養学部敬授

原道生明治大学文学部敬授

曾倉岑青山学院大学文学部救援

国文学研究資料館運営協議員名簿
柾期昭和近七年八Ｈ一日〜昭和五九年七月三一Ⅱ
今井源衛悔光女学院大学文学部数授九州大学名誉牧授

秋山塵東京大学文学部戦授

情報検索委貝会委員

佐藤彰肺岡女子短期大学教授

櫻井論男皇学館大学神通研究所漁師

昭 和料
五七年
度 教授木越治徹山大学敬養部助教授
大野瑞男国文学研究資料館史
館

小林滴猯柵脇大学教育学部教授

小山弘志国文学研究黄料館長任期昭和五七年Ⅲ月一日Ｉ昭和五八年三月一三日

佐竹昭廣京部大学文学部教授稲岡耕二東京大学教養学部教授沢井耐三愛知大学教養部助教授
神保五彌早稲田大学文学部敬授
棚町知弥脚文学研究溌料館研究怖報部雌

廣岡義隆三帆大学敬行学部助教授

樋口芳麻呂愛知敬育大準敬育学部敬授

早川厚一禍占離学院大学維済学部蝋帥

西村聡金沢大学文学部助手
服部仁Ⅲ肌大学文峨部琳帥

杉田繁論国立民族学博物館研究部第五研究部助敬授田中喜美春岐阜大学教育学部助教授
照井武彦脚立雅史腿幡博物館愉報資料研究部敬授長友千代論鍵知県立大学文学部肋牧授
中哲裕長岡技術科学大学工学部助教授
堀内秀児東京医科歯科大学教養部教授

長谷川強国文学研究溌料館文献資料部敬授西村恕彦東京農工大学工学部牧授
秀村選三九州大学維滴学部敏授

国文学文献資料鯛査員

昭和五七年度

冊川秀一側文学研究黄料鮒文献商科部雌山本殻雄図件館愉微大学図体館愉級学部敬授

尾膿正英東京大学文学部敏授水谷肺夫東京女子大学文理学部敬授
磯村洲一郎例文学研究資料鮪史料館戦授

本田康雄側文学研究黄料館轆理閲覧部艇
松本雌信哩應捉躯大学附楓研究所斯迩文叩促

北海
道 ・部
東北︺
村上學国文学研究資料館文献︹責
料
牧授宮崎荘平新潟大学人文学部敬授

任期郁
昭和五
七年援
四月一
日〜
昭椥彰
八八年
三川沢
三一日
水谷脈夫東京女子大学文理学
救
古
埋
金
犬学文学部助牧授

山中光一個文学研究涜料館研究備報部敬授神山重彦山形大学敬養部撫帥和田博通山梨大学牧が学部撹帥

安澤秀一国文学研究商科館史料館牧授伊藤敬穣女子蔵期大学救授安田文吉南山大学文学部肋敬授

昭和五七年度佐藤稔秩田大学牧育学部助教授︹近畿︺

︽︶
ー
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阿部泰郎元興寺文化財研究所研究員
井上博嗣京郁女子大学文学部教授
梅谷繁樹圃田学園女子大学文学部助教授
岡田彰子大阪青山短期大学講師
金光洋三大阪女子大学学芸学部助教授

加美宏甲南女子大学文学部教授
黒田彰関西大学文学部鋳師︵非︶
笹川祥生京都府立大学女子煙期大学部肋牧授
櫻井武次郎親和女子大学文学部教授

島崎健京部大学教養部助教授
島津忠夫大阪大学敬養部敬授
須山章信帝塚山短期大学助教授
竹下豊大阪女子大学学芸学部購師
田中登帝塚山短期大学助教授

︹中国・四国︺

鶴崎裕雄帝塚山学院随期大学助教授
仁尾稚信天理大学文学部購師
廣田哲通大阪女子大学学芸学部講師
縞嶋昭治園田学園女子大学文学部助教授
藤田真一追手門学院大学文学部購帥

粕谷宏紀高知大学教育学部教授
熊本守雄山口女子大蛾文学部敬授
佐篠恒雄喬川大学敬育学部敬授
松原一義凹同女子大学文学部助教授
松原秀明金刀比羅宮図丹館嘱詫

美山靖愛媛大学法文学部敬授
揚之上早苗広励文教女子大学文学部牧授

渡辺憲論梅光女学院大学短期大戦部講師
今井正之助跿崎大学戦商学部鷹師

︹九州︺
江口正弘熊本 女 子 大 学 文 学 部 敬 授
小川幸三熊本短期大学助教授
河北端北九州大学文学部蛎帥
竹原崇雄熊本女子大学文学部助敏授

田中道雄佐例大学敬養部牧授
中野三敏九州大学文学部教授
笠榮論船岡教育大学教育学部敬授
︹文献資料特別調査員︺

荒木尚熊本大学文学部教授
伊藤正義大阪市立大学文学部敬授
稲葉二柄谷川大学敬育学部助敬授

石川了大典女子大学文学部猟師
景山正隆東洋大学文学部牧授

表章法政大 学 文 学 部 救 授

片野達郎
金沢規雄
鎌倉恵子
阪口和子

名和修
昭和五七年度

米倉利昭

東北大学教養部教授
明昭学園岩倉高等学校講師︵非︶

宮城教育大学教育学部教授

︵財︶陽明文庫主張

羽衣学園短期大学助教授
佐倒大学教育学部教授

任期昭和五七年四月一日〜昭和五八年三月三一日

国際日本文学研究集会委員会委員

池田重千葉大学教育学部教授
井本農一実践女子大学文学部教授
臼田甚五郎国学院大学文学部教授
長谷川泉学習院大学講師︵非︶
任期昭和五七年七月一日〜昭和五八年一二月三一日

ドナルド・キーンコロンビア大学数授

昭和五七年度
任期昭和五七年四月一日〜昭和五八年三川三一日

共同研究委員会委員

秋山度東京大学文学部教授
稲側敬二広胤大学文学部教授
島津忠夫大阪大学教養部敬授
神保五彌早稲田大学文学部教授

昭和五七年度§

松崎仁立牧大学文学部数授
古典籍総合目録委員会委員
任期昭和五六年四月一日〜昭和五八年三月三一日

島津忠夫大阪大学教養部教授

任期昭和五七年七月一日〜昭和五八年三月三一日

岸田依子吉祥女子高等学校講師︵非︶

岩下紀之愛知淑徳大学講師

任期昭和五七年八月一日〜昭和五七年十二月三一日

沢井耐三愛知天学教養部助教授
鶴崎裕雄帝塚山学院短期大学助教授
渡辺憲司梅光女学院大学矧期大学部臓師

※各委員会等の館内委貝は省略

池田尚峰東京大学文学部助手
山中裕関東学院大学文学部教授

人事異動
︵昭和五七年四月〜昭和五七年七月︶

︵昇任︶昭和五七年四月一日付

︵研究情報部長より︶

文部教官︵国文学研究資料館長︶小山弘志

︵埼玉大学より︶

︵採用︶昭和五七年四月一日付
文部教官︵蝶理閲覧部助手︶浅井直子
︵転入︶昭和五七年四月一日付
文部教官︵文献資料部教授︶長谷川強

︵東京大学より︶

文部教官︵研究情報部助教授︶桑野敬仁

︵転出︶昭和五七年四月一日付

︵図書館情報大学へ出向︶

文部教官︵研究情報部助教授︶石塚英払

文部教官︵国文学研究漬料館長︶市古典次

︵辞職︶昭和五七年四月一日付

︵客員教授︶昭和五七年四月一日〜昭和五八年

三月三一日

文献資料部山田昭全

︵広島大学より︶

文部教官︵文献資料部助教授︶米谷巌

︵併任︶昭和五七年四月一日付

︵大正大学より︶

黒住武東京工業大学附偶図書館小務部長
堤精二お茶の水女子大学文教育学部敬授
森川彰関西大学附偶図書館運営課髭

研究情報部長棚町知弥

乙骨達夫国立国会図沸館収典轆理部主任司井
菊地勇次郎大正大学文学部敬授

ｰ

昭和五七年度
共同研究員
任期昭和五七年六月一日〜昭和五八年三月三一日

清登典子成踞大学文学部漁師︵非︶

今西実天理大学文学部敬授
奥田勲宇都宮大学教育学部教授
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文献の所蔵機関は︑主題分野︑種類︑
大きさをとわずできる限り網らする
よう努めた︵美術館等は一部網らで
きなかった︶︒古典籍を所蔵しない館
も相当数調査に含まれていることを
考えに入れると︑五○％の回収率は
比較的高いものと思われる．従って︑
今回の調査によって︑図書館・文庫
の古典籍所蔵状況がある程度把握で
きたものと考えられよう︒古典籍総
合目録作成事業で当面対象としてい
る和古書については︑少なくとも一
一五万点以上の資料が存在すること︑
国書総目録刊行終了後︵昭和四七年︶
に目録が作成されたものが︑約二九
万点︑その内︑冊子体等比較的デー
タの収集が容易なものが約一七万点
あることがわかり︑同時にコレクシ
ョン︑目録の名称その他の情報が把
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９９９９９

６１
１２
１１
７６７１
５
１３２

１０
８１
７７
２８
３４
１７
６９
００
６２
５
２
４
２
９６
■８
９５
９４
■３
■９
９８
９１
■６
６
２
０
５
１
８
２
１
０
６

６１
５
１
４８
４７３
６２

213,999

２４
９２
８１
２９
９
１
１３５３１

２７
０
１１
０
９８
９
７
２
１

２﹄

２
１

１
１
︑
︑

０７
６
８
６１

６９
１９
０５
１
８
８
６４
９

＆ｑ＆孔
０
８８
５
１
１

０２０２

− 1 0 −

】,708,46八

662

''1符なし

623,324

￨卿l杵なし

１１
４２
６
１
５
７３
も
０ｇ
２ｆ６

よ可に収められていますか？

１１
１
２１
７３

下さい。

1,198,184

1．コレクションで独立した'1鰍・リストRIlがある。
2．一般蔵嘗Ⅱ鰍に含まｵLている。
3．展派、鰍等、部分的なものがある。
4．その他
5．2繩以上の'1鮎に収仙

１６７

4．その他（そのつど鰹理）

４２
２５
２

3．未幣印

１６７

０４
２
２４

'''1符なし

９２
８ ７５２
２
４
１ ２１２

Ⅱ冊．f体に必･った11鰍・リスト等がある場合、コレクションはどの

６ ９８
１３
３６
３１
９ ８８ ００
３
７
２１
２ １９ ９
１１ １１

M符なし

２

０２２

文庫・博物館・その他

４４７

2．現n雛覇中

６６

２３
１
１３

25

００
０３
１
３
０
４０
︒
Ｏ口
２？５

３２
１
３２

24

397.583

８６
０５
７
７

c，昭和47年以後

︵昭和五十五年九月︶で報告したので︑
そちらによっていただくとして︑こ
こではその 後 実 施 し た 古 典 籍 所 蔵 状
況調査とその結果について報告する︒
古典籍所蔵状況調査は︑総合目録
作成にあたって基本となるべき次の
２点についての情報を得るために実
施した︒その一は︑古典籍を所蔵す
る図書館・文庫の把握および所蔵点
数の推計であり︑その二は︑古典籍
を収戦した目録の作成状況の把握で
ある︒調査対象は国内の図書館・文
庫四︑○四六カ所︵大学内の部局図書

757.461

241

古典籍所蔵状況調査の結果について

握できた．

248

114

４７

b･昭和35年‑47年

整理閲覧室

館等も別々に数えた︶で︑﹃日本の図

105

249.742

６５６

d･不明

古典籍総合目録作成事業は︑国初
から慶応四年までに日本人の著わし
た文献の総合所在目録を作成し︑そ
れを維持・管理する事業である︒事

書館﹄二九八一︶︑﹃歴史資料保存機関

６６
２
４６

519,551

290

９８０
７
３
３０
１８

1．コレクションで独立したカードⅢ鰍がある。
2．一般のlﾘij蛍lIf､州'に批排きれたカード11帥がある。

61.192

2050040

a．昭和35年以削

古文書所蔵者について
和 古 書 叶蔵醤について

業の概要については︑館報一五号

総覧﹄などを参考として選んだが︑別

に当館で把握できた館については︑
調査は行なわず︑その状況を調査結
果に含めた︒調査はアンケート形式

494

147

36

284

470

2.187.793

1.374,912

1．桜理祇

81
485

51

1.064

該当コレクションの資料点数
識当コレクション散
披当コレクションの資料点数

娘当コレクション数

嵐従事ITIと側符内容

31
63.5

681

4．046

443

I轆犀杁況は次のうちどれですか？

333 1.021,849

825

33
203

423

104

278,016

1.154.018
797

1．335

34

1．254

蛇 』 ↑

〜

3．その他

樫 立

公共間l芽鯨

計

によった︒

＊3

目鈍作成状況についての集計結果
表2

ｰ

1

12
147

10．9㈹

3
1

106,7

14

4

24

古典膳を所筐するが、和古
書･文■の剃及び点数が不明
胆l収率

Iml符数
琵送敦

28

36

l創立l剣金l渕書鰍及び 虻郁l渕卉館

図冑億・文竃段 コレク易冒ン§

側古嘗・文沓
文笛を所蔵する図書館・文庫
hI古瞥を所産する図書館・文庫
を所麓Lない
閃宙鐘文康散 圃目■･文噸散 斗外ョﾝr2 所蔵点数.3 囮嘗億・文庸牧 ルクj,ョン破・2 所 載 点 数
(％）
所置満州別

1

77．7

IfI正
公立

大学図普館･

調企の回収状況および回答の概要
は表１のとおりであった︒調査事項
の内︑目録作成状況についての集計
結果は表２のとおりであった︒回答

＊l

剛大、一郎の応専・高杖を含む．又、大学内の部局図書鉱は別々に数えた．
一般蔵膚中のものは、一股歳魯をlコレクションとして数えた。
劇査では所蔵点数及び冊數を鋼べた．冊数しか111杵がなかったものについては、冊数から点数を推定した。
＊2

終りに︑多くの貴重な古典籍が今
日まで保存されてきたのは︑各方面
の所蔵者が絶えざる御努力をはらっ
てこられた結果であり︑その御努力
に感謝するとともに︑今回の調査に
あたってていねいな御回答を下さり︑
あるいは目録︑文庫の沿革等の樹重
な資料を御寄賄いたたいたことに厚
く御礼を申し上げます．今後︑調査
結果を有効に生かしながら事業を進
めていくつもりです︒所蔵者の皆様
の御協力をお願いいたします︒
があった館については︑かなりのも
のについて す で に 何 ら か の 形 で 目 録
が作成されている︒
今回の調在は︑原則として個人所
蔵者を対象としなかったが︑一方︑

ー
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表1古典鯖所顧状況飼査回収状況及び回答概要

111冊"f･体の11鰍・リストがな上､墹合、お持ちのH鯨についてお教え

、

他の記事でも書かれるかと思うが︑標・計画を上回って実行できたが︑

その他の方々を各地区二名参集願い︑

一日当館に︑調査員・収集計画委員

でも問題を感じていたが︑三月三十

の地域格差については︑かねて当館

当部より資料に基づき︑本年三月

Ｈ昭和五十六年度文献資料調査収集

出した後︑次のような議事があった︒

程により松尾靖秋委員を委員長に選

五月二十日︑当館で開催︑委員会規

昭和五十七年度第一回国文学文献資

国文学研究資料館は本年五月に創立それは文庫の事情等によって急速可

この件に関する問題点の確認ならび

料収集計画委員会の開催

十周年を迎えた︒国文学文献資料の能になったものがあることやＣカー

に意見の交換を行なった．これは必

成果︵主として紙焼写真︶の利用便宜

調査研究及び収集を任務とする文献ドが予想より多かったためであるこ

査は五六箇所九︑一二六点︵うちＣカ

末で集計した標記の結果として︑調

ード一︑四二八点︶︑収集は既製マイ

結果について

資料部は︑その間に種々の試練を体と︑収集はほぼ計画通りの達成を見

対応であるが︑参加願ったメン・ハー

ずしも当部の事業ではなく全館的な

の関係その他から便宜ここに記す︒

当部における五十六年度の調査研

とを報告し︑了承された︒なお︑それ

五︑七五二点を︑それぞれ達成したこ

学書集成第二編︶を含めて二八箇所

クロフィッシュ︵静嘉堂文庫物語文
究・収集の成果の報告書として年度

らの具体的な所蔵者︵文庫︶名・点数

﹁調査研究報告﹂第三号の刊行

上るであろうと言われる国文学関係口昭和五十七年度文献資料調査収集

を若干増し︑業務遂行の理解と協力を

末に刊行した︒なお今号から印刷部数

から言えば︑恐らくは六︑七十万点に告して︑了承された︒

作品伝本のようやく十分の一を一応計画について

乞うべく各大学の国文学研究室︵又

究報告﹄第四号に表示の予定である︒

手がけただけであり︑正に百年の計当部より資料に基づき︑当日現在
の十年が終っただけであって︑残るでの計画を説明して︑若干の文庫の

︵矛一・二号は部数の関係で国文系の

はそれに準ずるもの︶へも寄贈した

次に恒例に従い︑本年二月から七所蔵者へのアプローチの方法その

計画委員ならびに鯛査員の委嘱

昭和五十七年度国文学文献資料収集

号は残部がないことを了承されたい︒

大学院を有するところのみ︶が︑既刊

る三月二日の委員会で承認された内

これも当部より資料に基づき︑去

計画について

口昭和五十七年度文献資料調査収集

九十年あるいはそれ以上へ向って︑実情等につき情報や意見の交換を行

月までに当部で行なった主な事業を︑他について意見の交換を行なった︒

料収集計画委員会の開催遠い人との間の便益の格差を解消す

昭和五十六年度第二回国文学文献資便宜について︑東京に近い研究者と

じ若干の特別調査員︶で︑別項名簿の

六地区計約八十名︑ほかに必要に応

︵収集計画委員は半数交代︑調査員は

これについては︑例年通りの方針

六︑一三一点のほか︑海外でルール大

八四五点を︑収集は国内三五箇所で

裕を見込んで︑調査は五七箇所で七︑

Ｈ昭和五十六年度文献資料調査収集資料利用サービスに関する懇談会

の如くである．があるとの指摘があった︒

方々を委嘱し︑特別調査員︵任期は

ことを報告して︑承認された︒また︑

海外収集の進行状況につき具体的に報

学ボッフム以下五箇所を計画している

四月一日付で発令された︒

必要に応じて個々に定める︶以外は

正を加えたほか︑例年の通り多少の余

三月二日︑当館で開催︑議事は次るよう︑何らかの方策を考える必要

日時を追って報告する︒また︑当館が収集した資料の利用の

容にその後の事態によって若干の修

ぬ御支援をお願いする次第である︒日その他

調査・収集を一層推進すべく相変らなった後︑承認された︒

等は紙幅の関係で割愛し︑﹃調査研

それにしても︑調査・収集の点数のものがいくつかあることなどを報

歩みを続けている︒こと故手間どり気味であるが発注済

のお蔭で︑近年は一応軌道に乗ったのもあること︑海外収集は初年度の

も出された︑当館の資料の中で収集

ｰ

験したが︑各方面の御理解・御協力たが︑個人の好意により計画外のも

福田秀一

文献資料部事業報告

ー

当部より資料に基づき︑調査は目前記収集計画委員会の議事の国に

概況について︵仮称︶
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告して了承を 得 る と と も に ︑ 情 報 の
数︵延べ︶は一四九件に上っている︒

され︑七月十七日現在で調査計画件

部の所管ではないが︑一応調査員地

れも前回の懇談会と同様必ずしも当

問題につき意見交換を行なった︒こ

受け︑いわゆる中央地方便益格差の

作業中である︒

フレットも︑館内の協力を得て改訂

③当館を海外に紹介する英文リー

員二名に参集願い︑主として収集成

総会の翌日︑当館に各地区の調査

記しておく︒

区別会議の名を付したので︑ここに

の事業は引きつづき進めている︒

文学年鑑のための新聞情報の収集等

もちろん海外情報だけでなく︑国

次号掲載の予定である︒

提供等につき一層の協力を乞うた︒

同地区別会譲の開催

当部より参考資料を提示して︑創
果の利用について︑前掲の資料利用

査収集の方 針 に つ い て

日昭和五十八年度以降の文献資料調

設後十年を経た今日︑当初の目標を
サービスに関する懇談会︵仮称︶を

糊集室では︑三月末に﹃国文学年

纏集室

鑑﹄の昭和五五年版と﹃国文学研究

々が招待に応じられたので︑従来と

作成を進めていると共に︑紀要第九

研究情報部事業報告
棚町知弥

思い起こすとともに︑現在当面して
いるいくつかの問題︑例えば海外調

査の実現法︑調査収集対象文庫の拡
大法︑他機関との連繋協力態勢の立

研究梢報部の蛎業も十年を総て︑

同様な公募による研究発表も含め︑

継続中の昭和三七年以前文献目録作

号の編集にも取り掛っている︒また︑

趣旨と原資料保存︵極力損傷を与え

資料の保存と利用という当館設置の

報処理のリアルタイム化の方向へ向

段階として︑国際活動の強化と︑情

途がつくまでになった︒引続き︑第二

情報検索のオンライン化も一応の目

りし︑研究者ならびに発表文献につ

研究者二六八名にアンケートをお送

①海外の日本文学研究機関二八︑

脳強めるという方針にもとづいて︑

このほか︑今後国際的な活動を一

いる所である︒

壁を期して最後の資料収集を行って

力・校正する一方で︑なお目録の完

のデータを順次コンピュータに入

入り︑既に集積した約三六○○○件

了えて︑現在は昭和五六年版年鑑の

の有効な還元 法 そ の 他 に つ い て 自 由

目録の作成・年艦の細典のほか︑当

︵従来は２日︶に拡大して準備を進め

別褐のようにプログラムを四日間

資料館紀要﹄第八号とを無事刊行し

討議を願い︑意見交換を行なった︒

以前の研究文献の収典とⅡ録作成︑

初からの課題であった昭祁三十七年

ない︶の立場とから︑電子複写の方

けて踏み出してゆきたい︒

わたって開発してきた汎用割付編集

本号に掲載したが︑その後も同様の

たって研究開発をすすめてきた﹁国

研費によって︑五五︑五六両年にわ

９号︑﹁編集ソフトウェア﹂︶︒また科

本年三月に︑五五︑五六の両年に

英国図書館のＫ・Ｂ・ガードナー氏

紹介を行う計画であり︑すでに京畿

12

て方︑調査収集成果の学界や地元へ

複写を考えてはとの意見も出たが︑

また︑収集に際して低廉簡便な電子

式は採らないことを確認した︒

情報室

当館の創立十周年記念行事の一環

②本年一月ミシガン大学ブラワー

成の事業は五ケ年計画の第四年次に

国文学文献資料鯛査員会議︵総会︶の

ている︒

開催

五月二十五日︑当館で開催︑例年

として︑本年十一月に行う第六回国

め刊行した︵国文学研究資料館報告

プログラムについて︑報告書をまと

情報処理室

通り前週の収集計画委員会で承認さ

際日本文学研究集会は︑従来よりや

ける最近の日本文学研究の動向﹂は

教授にお話しいただいた﹁米国にお

いての情報収集に御協力いただいて

れた本年度の文献資料調査収集計画

がかねてからの希望であった︒幸い︑

や大きな規模で実施したいというの

われた︒また地区別あるいは文庫別に

が国際交流基金の招きで参加され︑

日本文学研究﹂の原稿を戴いており︑

大学金孝子教授から﹁韓国における

いる︒

ない︑あわせて調査要領の説明が行な

とその実施の方法を中心に討議を行

分担調査員と当部との間で︑計画の実

Ｄ・キーン氏とともに講演されるの

文学語彙検索システム及び索引誌の

行につき具体的な打合せをも行なった︒

をはじめ︑七名の海外の研究者の方

ｰ

それらの計画はその後逐次実行に移

ー
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作成に関する 研 究 ﹂ ︵ 研 究 代 表 者 市 古

装置一セットの噛設を行う︒これに

しつつも事業の具体的な形ができあ

た︒この結果については︑この号の

蔵されていることが明きらかとなっ

なお︑宮漂膨助教授は︑五六年度

マイクロ資料︵ロールフィルム一︑一

⑪受入業務．昭和五十六年度は︑

万件に達した．所蔵者および所蔵目

に行っており︑趾十六年度末で約三

データ︑所在データの収集は継続的

て﹂に概略を報皆した．古典籍諜誌

﹁古典籍所蔵状況調査の結果につい

がりつつある︒以下に各業務毎に報

の文部省在外研究貝に選ばれ︑三月

四九リール︑紙焼写真本五︑○六四

告する︒

昨年来懸案となっていた館内の岻
末に出発し︑英側及び米国を中心に

冊︶︑図件︵五︑五九四冊︶︑逐次刊行

ブ︵︾Ｏ

算機呼門委側会︵仮称︶が︑まもな
研修を続けていたが︑九Ｈ末に州剛

めてほぼ幣理が終った︒一方︑古典

鍬に関するデータも︑捌代結果を含

行した︒

く発足する兄込である︒現征すでに

○冊︶その他の資料を受入れた︒そ

物二︑七五○誌︶︑雑誌製本︵五八

霧総合目鍬呼門委側会では︑総合目

の予定である︒また打塚英弘肋敬授

の結果︑全蔵件は︑収典マイクロ資

仕様がほぼかたまった．

③幣理業務．一Ｈに﹃マイクロ資

録の櫛成︑データ頃Ｈ等についての

は︑川Ｈ−Ｈ付で図艸館傭報大学肋

敬授︵図件餓怖報学部︶として極出
した︒

料目録一九八一年﹄︑三月に﹃和古好

ール︑マイクロフィッシュ一○︑○○

仙伽会として︑川川の会合をかさね︑

また九Ⅱ末には︑桃宇端末二台︑

ディスク４００ＭＢ︑汕儒川線制御

八枚︑紙焼写真本二二︑三七三冊︶︑原

目録一九七二
った︒また︑﹃逐次刊行物目録一九八

れた︒﹃和古僻側録﹄は︑当館で初め

一九八ごが刊行さ
八冊︑逐次刊行物二︑四五九誌等とな

本一四︑五○○冊︑活字本三五︑四五

昭祁九十六年度は帷蝿閲覧室︑参

雌した︒年三回の公開縦波会の内一

二年﹄を例年どおり刊行した︒

二七点の寄託を受けた︒また︑武者

受けているが︑今回さらに追加して

一九八二年版作成のため︑五︑六○○

資料の盤理は︑順凋に進んでおり︑

毎年一冊ずつ刊行したい︒マイクロ

今後は﹃マイクロ資料Ⅱ鍼﹄同様︑

ての原本︵写本・版本︶のⅡ録で︑

が定称しつつある︒

回は東京以外の土地で開催する方式

九十六年度は︑受入・蝶蝿・閲覧

小路実光氏よりも六点の寄託を受け

現在︑久松潜一氏の旧蔵書の寄託を

ができた上に︑それぞれに断しい成

ではかねて恥伽を進めてきた淵館所

どの業勝も定消し順綱であった︒所

理をいそいでいる︒

た︒共に尚亜な資料であり︑現在整

ところで︑東京以外の各地域でも

利用の一助となることを願っている︒

冊子Ⅲ録が完術したことになり︑当館

写本・版本︶のすべてを利用するための

方︑新しい事業である古典籍総合目

ビスの増加など拡大しつつある︒一

利用者の増加・定着︑相互協力サー

ることができた︒利用面でも︑閲覧

に加えて和古普目録を作成・刊行す

マイクロ資料Ｈ録．逐次刊行物Ｈ鍬

九機関︵一︑○六四コレクショ︑二に

査を実施した︒この結果︑全国六○

目録の有無等についてアンケート調

所蔵状況を把握するため︑所蔵点数︑

の図禅館・文庫等における古典籍の

②古典籍総合目録作成事業︒全国

状態に復するであろう︒

遅れが出ているが︑まもなく正常な

作成に力を注いだことにより︑若干

月から三Ｈにかけて﹃和古普目録﹄

数の墹加︵前年度比一・六倍︶や一

現在︶︒また︑図件の幣理は︑受入冊

公開講演会を行う妓初の試みとして︑

小委員会において﹃太平記音義二刊︶︑

なお︑昭和五十六年度貴重書指定

昨年十一月に京都で開催したが︑ひ

約二五万点の古典籍︵和古書︶が所
録作成事業は︑基本的な方向を模索

Ｈ整理閲覧室

研究室等へ配伽した．これによって︑

蔵利占併Ⅱ鍬が光成し︑関係Ｍ休館．

るし︑同時に利用のためのⅡ鍼噸も︑

蔵資料は禰実に墹加・充実しつつあ

件のデータ入力を行った︵七月一日

当館所蔵の文 献 査 料 ︵ マ イ ク ロ 資 料 と

果を祥ることができた︒嫉珊閲覧ま

号室ともに順洲に難務を進めること

整理閲覧部事業報告
本田康雄

料︵口ｌルフィルム一○︑九七四リ

典体的な検吋を行っている︒

応終了したので︑縦告非をまとめ刊

伴い︑紙テープ関係の機器を撤去す

ー

血次︑課題番号弧八一○○九︶が︑一

ｰ

きつづいて本年六月には福岡でも開

13
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八戸市立図書館他三十文庫の作業

究資料館講演集３︶﹄を刊行した︒

録集である﹃近世の小説︵国文学研

部関係は次のとおりである︒

なお︑四月一日付の異動の内︑当

⑤マイクロ室業務
用ネガフィルム九六八リールを作製

﹃払惑袖中策三刊︶︑﹃続高僧伝﹄︵写︶︑

し︑閲覧用ポジフィルム作製は八三

﹃五十番歌合︵年中行事歌合︶﹄︵写︶︑

﹃藩窪物語﹄︵刊︶の五点が蛍重書に

た︒また︑浅井直子助手が整理閲覧

参考室長として岡雅彦助教授が研

指定されるとともに︑描井久蔵氏旧

文庫他十八文庫の紙焼写真三六○︑

室に採用された︒整理閲覧室︵閲覧

究情報部編集室長から配置換となっ

八八七枚を作製し︑二汎一六冊の製

係︶の大石博昭事務官が参考室に︑

九リール行い︑五十四年度収集分の

本を行った︒文献複写サービスでは︑

参孝室の大倉加代子事務官が推理閲

加工を始めた︒宮城県立図齊館伊達

側閲覧業務

搬彩十三点︑ポジフィルム五十八点

覧室︵閲覧係︶にそれぞれ配撒換と

蔵の﹁諸大名智作コレクション﹂一

昭和五十六年度は入館者数が七○
を作製している︒

三七点が新たに特別コレクションに

○○人近くに 達 し ︑ 前 年 に 比 べ 三 二

指定された︒

％増という大幅な伸びを示した︒一

なった．

︵盤理閲覧部長︶

目参考室
日常業務として︑参塚磁間の受付．

究

⑧﹁平安時代の貴族社会と文学﹂の研

の三課題が採択された︵実施中の久松

資料の関係で休むことになった︶︒

潜一氏寄託本の解題研究は︑今年度は

る研究を引きつぐものであり︑③は

新課題のうち︑佃は科学研究費によ

今年度客員教授として来館されるカ

リフォルニア大学バークレーのＷ・マ

カラ教授を中心とするものである︒

また︑②については︑当館としては

はじめての試みとして︑共同研究員

を公募することとなり︑その旨を館

報十八号へはさみ込み︑また﹃学術

旧名の評議員の出席を得て開催され

14

日平均約二五人である．利用登録者
数も累計で七・三六○人となった︒利

は︑十二名の応募者があり︑六月十

共同研究

八日開催の本年度才一回の共同研究

回答に従蛎し︑参号図沸の充実と参

五三年度より実施の﹁酒田市立光

琴開架閲覧室の維持に当たった︒ま

丘文庫俳書解題﹂の研究は︑五六年

用件数でも︑複写が四三％噸︑︵九︑

た︑参必用資料の作成に関しては︑

六三○件︶な か で も リ ー ダ ー プ リ ン

﹃日本文学史参考書Ｈリスト︵参考書

月報﹄４月号に掲載した︒その結果

スのメリット が 評 価 さ れ た も の で あ

︵別項共同研究貝名簿参照︶

ターは約二倍に増えた︒即日サービ

て︑地方俳壇史面よりする補注篇を

として刊行される．最終段階におい

委員会において︑五名が選ばれた
国文学の普及業務として︑左記の

度をもって完結し︑﹃共同研究報告２﹄

とおり公開織油会︑展示を開催した．

長に棚町知弥研究情報部長が選ばれた︒

誌叢刊３︶﹄を刊行した．

一方︑相互協力による複写申込件

付載することになり︑その校正など

ろう︒

数は約四倍︵八一三点︶にはね上っ

●第十六回公開講演会︵六Ｈ十二日︑

本年度矛一回評議員会議が七月十

なお︑この委員会で︑今年度の委員

た︒申込機関の数も増え︑全国的な

評議員会議の開催について

石井良助氏が議長に︑松尾聰氏が議

六日︵金︶に当館大会議室において︑

として︑

員会で︑五七年度の共同研究テーマ

た︒なお︑部会の構成は次のとおり

印年度事業等について評議が行われ

概況︑昭和記年度概算要求及び昭和

長代理となった︒議事は管理運営の

研究

②﹁連歌資料のコンピュータ処理﹂の

研究

①﹁逸翁美術館蔵国文学資料﹂の解題

五七年二月に開かれた共同研究委

月現在校了に近づいている︒

のため︑刊行が若干おくれたが︑九

井源衛氏︵怖光女学院大学教授︶︑

﹁九州における国文学資料と私﹂今

於隔岡国際ホール︶

開館五年目の昭和五十六年度は︑

広がりをみせている︒

少なくとも以上の統計数字が物語る

﹁実録研究綱領﹂中村幸彦氏︒

●常設展示

かぎりでは︑国文学分野の全国的賛
料センター的機能を担う当館の活動

狂歌展︵二月八日〜四月十七日︶

昨夏の第四回夏期公開瀧油会の筆

十日︶

八犬伝とその周辺︵五月七日〜七月

基盤が確立された年とみることもで
拳一旬ノ︒

なお︑蔵書点検を例年通り︑年度

主二﹂し

末の一週間に行った︒

｜︶
ー
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月刊ペースで刊行が開始され︑昭和一
五十二年以降は季刊となっています︒−

決定した︒

国文学研究資料館評議員会議部会別

名簿

解題及び新聞掲載の準論文も収録の

の﹃索引﹄を累積︑再編集し︑時代︑一

た︑昭和二十三年から五十四年まで一

年に一度︑別冊で刊行されます︒ま︾

臼田甚五郎○児玉幸多

伊地知識男井上光貞

他に著者索引︵人名件名を含む︶が一

近年の︑いわゆる雑誌論文の猟符

対象となっています︒巻末には執筆

ジャンル別に細分︑キーワードを付︶

消思﹂等の記事も豊富で﹃国文学年

作品一覧﹂や﹁学界展望﹂︑﹁学界

記戯項目は︑論文単位に一連の文一

期︵五冊︶にわたり刊行されています︒一

久曾神昇林大

小田切進小葉田淳
加藤周一△斎藤正

△石井良助︒△石井良助

な期加を反映し︑このところ︑カウ

者索引も付されています︒雑誌紀要

した﹃累積索引版﹄が︑現在まで五一

国文学部会史料部会
○△阿部秋生△阿部秋生

ンターにも︑そのさがし〃について
べｌジが割かれており︑﹁翻刻複製

拾文の他﹁単行本解説﹂にかなりの

た一伽では発表鮎の多様化を伴なっ

鑑﹄にふさわしい内容となっていま

献番号がついていることや収絞誌上一

ているたけに︑必要な論文をさがす

佐藤喜代治宝月圭吾

△斎藤正古島敏雄

なりがちです︒従って︑発表された

から出発し︑昭和四十六年編集が当

研究文献目録﹄として昭和三十八年

東大国語国文学会編﹃国語国文学

及検索もできる点︑使い方次第では一

ますが︑﹃累積索引版﹄によって遡一

谷山茂△松尾聰

の論文のページが示されていること︾

倫文を分野ごと︑一定期間ごとに網

館に移って以来︑二回の誌名変更を

す︒

羅的に典めた索引誌︵文献目録︶が

を除けば﹃国文学年鑑﹄と同様です奥

不可欠となってきます．これらを使

はさんで︑現在︑昭和五十五年分ま

本﹃年鑑﹄は︑雑誌論文や単行書

﹃日本文学研究文献要覧﹄︑﹃私立大一

を対象にした︑日外アソシューッ綱一

以上の他︑昭和四十年より十年間一

便利な索引誌と言えましょう︒

員会︵第二回︶

８月お日国際日本文学研究集会委

７月９日文献目鍬委員会︵第一回︶

６月肥日共同研究委員会︵第一回︶

此会議︵総会︶

５月弱１酪日国文学文献資料調在

委凶会︵第一Ｍ︶

５月加日側文学文献資料収菓計画

貝会︵第一川︶

４月妬日国際日本文学研究集会委

委貝会日聴

︵注︶△印は両部会を兼ねる者︒

◎印は部会長．○印は部会長代理︒

本﹃索引﹄の特色は速報性にあり︾
野間光辰松田智雄
︒△松尾聰山本達郎

いこなすことこそ︑必要な論文をも

で刊行されています︒

の検索と同時に︑その年々の例文学

．﹃水鏡﹄︵写︶

．﹃連歌書︹壁草︺﹄︵写︶

．﹃洛陽名所集﹄︵刊︶

．﹃連歌延徳抄﹄︵写︶

．﹃心敬句集苔莚﹄︵写︶

れました．

次の五点が新たに貴重嘗に指定さ一

◆その他

今川はそこで︑川文学分野におけ

次に︑国会図件館細﹃雑鯰妃事索

学・短期大学紀要類麓文題目索引﹄︾

まず︑当館が柵典・刊行する﹃国

引﹄があります︒﹃索引﹄は﹁人文．

界の全般的動向を傭轍できる点に特

文学年鑑﹄があります︒当該年の１

社会綱﹂︑﹁科学技術編﹂．﹁医学・薬

る索引脳︵文献Ⅲ鍬︶剛の代表的な

川から胆Ⅱまでの一年川に発表され

学網﹂に大きく分かれ︑﹁人文・社会

等があります︒

た施文が﹁維雄紀要論文Ⅱ鉢﹂とし

綱﹂の十一分野のうち﹁文学・語学﹂

色があります︒

て収録されています︒論文名︑執乗

の項に国文学関係論文が収録されて

鍵といえます︒

れなく︑しかも効率的にさがし出す

してしまうケースをも期やす結果に

手Ⅲと時間たけでなく︑それを見逃

倫文数の激岫は︑それ問休で︑ま

の髄問がⅢ立っています︒

◆索引誌︵文献目録︶案内
ｌ雑誌論文を効率的にさがすためにＩ

ー

ものを二︑三紹介してみます︒

者︑収雌雄誌紀要名︑発行月︑巻号︑

います︒

﹁人文・社会編﹂は昭和配年より

ページ数が記戦されています︒一般
論文とは別に︑書評︑紹介︑総目次︑

◆０
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昭 和 五 十 七 年度秋季学会開催一覧
情報室
六グラン三

番町四○五号桜楓社気付②一○

代田区三番町二八

る学界の秋 季 大 会 予 定 は 次 の と お り

期大学

月二三〜二五Ⅱ③洗足学園魚津短

国語国文学会連絡協議会に参加す

である︒掲出は五十音順︒①事務局︑

中古文学会①〒六六三西宮市池開町

②大会開催日︑③会場︒②③の記入
のない学界は大会予定無しか︑また

六

二八脚学院大学日本文学第

中世文学会①〒・一五○渋谷区来四

〜三一Ｈ③大阪市立大学

四六武庫川女子大学文学部国

は大会期日未定︒

二教育出版センター内

文学科満水研究室内②一○月三○

二九

解釈学会①〒一七○蝋脇区北大塚三

近代鰭学会①〒一五四世川谷区太子
一○

三研究室内②九月二三〜二五日③

②一○月二三〜二四日③日本女子
大学

東四

一○

二八国学院大学日本

日本口承文芸学会①〒一五○渋谷区
文学第五研究室内
一七

一○②一○月九〜一

日本文学協会①〒一七○豊島区南大
塚二

○日③神戸大学

多摩区東三田二

一ｌ一専修大学

日本文学風土学会①〒二一四川崎市

○〜二一日③専修大学神田校舎

文学部国文学研究室内②二月二

内東北大学文学部内②二月六日

日本文芸研究会①〒九八○仙台市川
③東北大学
京区三愛媛大学法文学部国文学研

俳文学会①〒七九○愛媛県松山市文

究室内②一○月一六〜一八日③松山

大阪成牒女子短期大学
六ｌ一早稲田大学油劇博

二八国学院大学日本文学

知郡長久手町大字長湫愛知淑徳大
学文学部国文学科研究室内
仏教文学会①〒一四一品川区大崎四

二中京大学文

美夫君志会①〒四六六名古屋市昭和

学部国文学研究室内

区八事本町一○一

二七共立女子大学四○

和歌文学会①〒一○一千代田区神田

九国文研究室内②一○月九〜一○

神保町三

日③共立女子大学
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昭和五十七年九月発行

東京都品川区豊町−１一六︲一○
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堂−１七 昭 和 女 子 大 学 内
国鰭学会①〒一○一千代川区神川錦

町三ｌ二武蔵野沖院気付②一○

稲川一

日本演劇学会①〒一六○新宿区西早

市道後公園︶

市立子規記念博物館︵愛媛県松山

月二三〜二四日③需川大学

物館内②一○月一六〜一七日③甲

古事記学会①〒一五○渋谷区東四

南女子大学

二八岡学院大学日本文化研

一○

第五研究室内②一○月三○〜三一

研究室内︵東部︶〒六○三京都市

一六立正大学文学部国文学
日本近世文学会①〒一○三千代田区

北区紫野北花ノ坊町九六仏教大学

二
三番町一二大妻女子大学国文学研

高橋貞一研究室内︵西部︶

日③富山県高岡市青年の家

表現学会①〒四八○ｌ二愛知県愛

一○

二○成城大学文芸学部同

日本歌謡学会①〒一血○渋谷区東四

究所第六 研 究 室 内
○二坂戸市

八三辰巳正明方

古代文学会①〒三五○
石井二八七四

一

上代文学会①〒一五七世田谷区成城
夫

説話文学会①〒二二文京区白山五

究室内②一○月九〜二日③岩手

文学研究 室 内

二○東洋大学文学部国文

三五関西大学国文学研究室

代

万葉学会①〒五六四吹田市山手町三
三

へ

二八

大学

内

一

学研究室内②二月二八日③常葉

二六武蔵大学人文学部内

日本近代文学会①〒一七六練馬区豊
玉上一

ー

学園短期 大 学
全国大学国語国文学会①〒一○二千

ｰ
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