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影﹂とみえるのは︑古い菅原道真の

側像をさすものである．しかしなが

ら︑現代はもっぱら︑筆跡について
のみ︑古筆と呼んでいる︒

ところで︑古筆の年代的範囲をど

著﹃入木抄﹄︵一巻︶に述べている︒

めたわけであるから︑茶人の間では︑

筆が︑茶室の懸物として鑑賞され始

のように限定するか︒もともと︑古
また︑同じ尊円親王が︑世尊寺行尹

れた筆跡に重点を置いている︒が︑

一枚の断簡が驚くべき高値の市場価

今日なお︑もっぱら平安時代に書か

示した項目がある︒それによれば︑

しもが購架することは至難である︒

値をもつものであってみれば︑たれ
筆ノ假名等ノ如也﹂とみえている︒

また︑明治時代に︑傳藤原行成筆﹁

﹁草ノ假名卜真名ノ字ヲ草二書︑古

これらが︑もっとも古い用例である︒

粘葉本朗詠集﹂︵御物︶が女子学習

筆が幅を利かせて来た

うものは︑これら一群の上代様の古

院の習字手本に採用されてからとい

が︑室町時代になると︑このことば
は頻繁に使われている︒

三條西実隆︿一四五五〜一五三七﹀

の﹃実隆公記﹄などは︑その最たる

も︑このことばを使った用例がある︒

中には︑書にかぎらず︑画について

代様の筆跡をさしているのであるが︑

平安朝の名筆に比重をかけすぎる嫌い

いうのが現状である︒書道家の方でも

ものについては︑見向きもしない︑と

を根底にしており︑鎌倉時代以降の

ものである︒それらは︑いずれも上

たとえば︑花園天皇の日記たる﹃花

があった︒たとえば︑書道家の全集や

今日も假名の手本は平安朝の假名

園院哀記﹄︵正中元年︿一三二四﹀

図録は︑一様に︑平安朝の収録冊数が
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が︑当然ながら︑時代ごとに大切に

て著名な人の筆に成るこれらの歌人

書として名だたる人の筆︑歌人とし

の内容は︑圧倒的に歌集が多い︒能

周知のように︑古筆といわれるもの

尊重は︑歌道とともに行われて来た︒

もともと︑わが国における古筆の

にしている︒

末期のころにまで下げて考えること

いう次第で︑私は古筆の範囲を室町

的価値の貴重性はきわめて高い︒と

す孤本であった場合には︑その資料

のみ︑いや数葉にすぎない断簡を残

写本の断簡にしても︑それが︑一枚

する︒たとえ︑鎌倉︑室町時代の書一

た場合に︑古筆の価値はさらに倍加ｌ

また︑国文学の研究資料としてみ−

平等でなければならない︒

しく見究めるためには︑常に視野は

書が変貌を遂げている︒これらを正

室町時代の文化の特色を反映しながら︑

ら鎌倉時代は鎌倉時代の︑室町時代は

ろん亜要な地位を占める︒しかしなが

もに︑動くもの・平安朝は平安朝で︑む

大半である︒が︑書の歴史は︑時代とと
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︵一巻︶に︑屏風の色紙形の書法を
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の秘説をうけて成った︑﹃入木口傳抄﹄
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古筆
古筆ということばは︑今日では辞

書などにもとられていて︑すでに周
知のとおりである︒が︑その正確な
定義は普遍化されていない︒だいい
ち︑その範囲をどこまで広げるのか︑
という点でも︑まだ一定しない︒が︑

私は平安・鎌倉︑さらには室町時代
にまで下げ︑広げて考えている︒た
だ︑日ごろ扱うものは︑平安時代の
ものが多い︒

もともと︑古筆ということばは︑

とい︑うことである︒このことばが︑

その字の示すとおり︽古人の筆跡︾

文献の上にはじめてみえるのは︑十
四世紀である︒

たとえば︑尊円親王︿一二九八〜
一三五六﹀が︑手習いの眼目を示し
たことばに︑﹁其筆づかいのやうは︑

古筆をよく御覧候て⁝⁝﹂と︑その

次一
一目

I

三家に分かわる︒それぞれが︑定家

時代になると︑京極・二條・冷泉の

されるところであるが︑定家の孫の

これは︑今日︑定家本として︑喧傳

︿二六二〜一二四一﹀の書いた本︒

傳世して来た︒たとえば︑藤原定家

があるが︑これが︑まさしく︑この

︵前田育徳会蔵︶・﹁喪乱帖﹂︵御物︶

また︑当時の遺品として︑﹁孔侍中帖﹂

之⁝⁝﹂などの記載がそれである︒

写しものである︒たとえば︑﹁撮王義

が沢山列記されているが︑いずれも

しかし︑珠光や紹鴎の時代は︑すべ

承知しておかねばならないのだが．

る建築様式の変遷などについても︑

ある︒これには︑中古から中世に至

る中心は︑床に懸けるべき書画であ

は︑すでに常識である︒茶席におけ

この武野紹鴎であったようだ︒これ

の筆跡を持ちこんだのは︑どうやら

生じたのである︒茶席の中に︑定家

て︑紹鴎と定家の第二の結びつきが

名となったものである．かようにし

る八重葎の小倉色紙として︑一躍著

いる︒そして︑この色紙が︑いわゆ

月八日條︶を見せに来訪したりして

一六七三︾が︑﹃石州三百ヶ條﹄︵一冊︶

については︑片桐石州︿一六○五〜

て苫院造りの建物における茶の湯で

っとも重んぜられていた︒ところが︑

﹁撮本﹂に当たるもの．まず︑字形

堺の出身である紹鴎は︑上洛すると︑

の自筆本の州傅をめぐって対立する︒

でを見事に再現する︒わが国では︑これ

の名画や禅僻の将が︑懸物としても

に似た方法として︑寵字というやり

まず三條西実隆について︑歌道を学

あった︒中国から渡来した︑宋・元

方がある︒が︑その精妙さにおいて

んだ︒実隆が︑最初に紹鴎に与えた

いく方法で︑かすれなどの微妙な線ま

いわゆる〃似書

は︑はるかに劣るものである︒

のが︑藤原定家の﹃詠歌大概﹄であ

の外郭を写し︑後から墨を塗沫して

発生する．つまりは︑模写本である︒

最後の側写は︑ただ本文を機械的に

った︒ここに︑紹鴎と定家の結びつ

しかしながら︑定家の筆写本が︑そ

もともと︑筆跡を写す場合には︑

写す場合にいう︒

きの最初があったのだ︒たまたま︑

れほど無蓋蔵に側世するわけではな

仙臨

ところで︑定家の似書本であるが︑

期を同じくして︑伊勢国において︑

の字が使われる︒仙臨は︑見てうつ

うになった︒書流の上では︑これを

定家の書体を真似て書く人が出るよ

ては︑冷泉・二條家の歴代の中には︑

していた︒ところが︑飯尾宗祇がこ

常縁は︑みずから百枚ながらを傳得

定家の小倉色紙百枚が出現した︒東

の茶道観に結びつく契機となった︑

贈与をうけた﹃詠歌大概﹄が︑かれ

かつて︑若き日の紹鴎が実隆から

︵偽書ではなじが

す︒手本を左側に置いて︑見ながら︑

というのである︒これを端緒として︑

にせがき

それをうつすのである︒写す人の技

定家流と呼んでいる．書流は︑室町

れを所望して︑その半分の五十枚を

定家の懸物が︑茶室の中で幅を利か

をかけてより︑専定家を用る也・

を新しくする也とて︑小倉の色紙

具は旧きを用︑其時節の働にて心

紹鴎是を好︑茶道もかくの如く道

情以新為先︑詞以旧可用と有を︑

定家の筆の用いる事︑詠歌の大概︑

において︑注目すべき発言を行っている．

②蟇Ⅱ摸

ほとんどが︑②の場合である︒やが

い．やむなく︑それを似せて書く︑

③撮
艸写

術の巧拙によって︑出来上るものに

たのだ︒﹃実隆公記﹄などの中にも︑

得た︒それが︑人々に流布していっ

せることとなる︒私は︑かつて︑十

あまりが派生していたという︒かよ

六〜十九世紀における定家の筆跡が︑

時代に発生し︑江戸時代には︑五十

宗祇が﹁定家卿色紙形一枚﹂︵同書・

どのように茶席で使用されたのか︑

差がつく︒

うに︑古筆の尊重は︑書流とも深い

延徳二年︿一川九○﹀三月二十七日

②蟇Ⅱ摸は︑かなり丹念にうつすも
の．一点一画といえども︑入念にうつ

條︶を実隆に脳った記事がみえる．

だが︑古筆が尊重される契機は︑

その全貌をとらえてみた︒むろん︑

関連をもって傅承された．

また︑その鑑定の求めに応じたり︑

つす︒これは︑後世︿見写し﹀．︿透

なんといっても茶道との深いかかわ

ほかの古筆についても︑調査は洩ら

写し﹀などと呼んでいる︒特に︑後
稀は︑原本を下に樅いて︑薄い紙の

がみえる︒また︑紹鴎がみずから新

あるいは由来秤の揮毫を加えた記事

２小野道風１回

１紀貫之６回

さなかった︒その結果︑

で説くいとまはない︒が︑わが国の

りがあった︒茶道のおこりを︑ここ

︵同齊・享禄二年︿一五三○﹀十二

装成った︑﹁定家卿色紙表背絵結構﹂

上からなぞり写しにするもの︒

千利休に至り佗び茶が完成すること

一︶

茶の湯が村田珠光・武野紹鴎を経て︑

③掛は︑もっぱら中側でのやり方︒
﹁正倉院文沸﹂として側来する﹁東

大寺献物帳﹂の中に︑正義之の齊

一︶
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３藤原佐理１回
４藤原行成３回

５源俊頼６回
６藤原基俊１回
７藤原顕輔１回
とみえる．注目すべき記載である︒

なり︒殊勝なり︒殊勝なり︒

懸字︑之を持参す︒住吉百首の内

⁝⁝⁝肖柏︵牡丹花︶俊成卿自筆寄

継は︑数学の得意な覚辨という僧か

断簡五行分︑という意味である︒言

小野道風が書いたと傳称する写経の

したがって︑野跡経五行というのは︑

と呼ばれる小野道風の筆跡のこと︒

力

と譲り渡された︑というのであろう

手からただちに仏師屋与太郎に鱒々

う一軸が石井宗有に︑そしてかれの

定家が圧倒的に人気があったのであ

この数字をみても明らかなように︑

昭和四十七年十二月・講談社刊参照︶︒

という有様であった︵小松著﹃古筆﹄

胆後鳥羽院５回
旧藤原定家叩回
Ｍ藤原為家８胆
脂冷泉為相１回

皿飛鳥井雅経２回

︑藤原俊成６回

これを見て︑殊勝なり︑殊勝なりと

いないもの︑と断定した︒実降は︑

物の一部であること︑しかも真筆疑

それが俊成の住吉社奉納百首歌の巻

を持ち込んだのだ︒一見した実隆は︑

に藤原俊成自筆の懸字︵懸物・懸軸︶

日︑実隆邸を訪問した．鑑定のため

柏︿一四四三〜一五二七﹀が︑この

の部分である︒例の連歌師牡丹花肖

どを省略して︑最後のくだりが︑こ

って︑佛前に勤行をつとめに︒中ほ

たと記録する︒朝まだき︑行水を使

をさぐることができる︒たとえば︑

いだ︑﹃松屋会記﹄によっても︑それ

茶人を輩出した松屋の代々が書きつ

る︒その一例︒奈良の町の塗師屋で

入ると︑俄然︑この風習が活溌化す

ものであった︒そして︑桃山時代に

次第で古筆切の発生は︑意外に古い

習が生まれていたのである︒という

五行と切断して鑑賞する︑という風

高名の能書家の書いた耆跡を︑三行．

ある︒すでに︑当時から︑かように

ら︑この五行を贈られたというので

里村紹巴︿一五二四〜一六○二﹀の

幅に︑﹁犬正十九年季春︵三月︶中旬

枚にすぎない︒その紹巴切の中の一

の眼に止ったのは︑今Ｈまでに十数

で︑実際には倍数となるのだが︑私

筆切となると︑その表裏をめくるの

冊︑紙数にしておよそ二四○枚︒古

査したことがある︒後撰集は上下二

存する︒私は︑かつて︑この切を調

ば︑紹巴切の名で呼ばれる古筆が現

味なのである︒定家の後撰集といえ

︽定家の筆である後撰集﹀という意

紙中に︑鑑定の次節を記すこと︶を

法橋紹巴︵花押︶﹂と︑年紀と連歌師

したものがある︒これは︑前述の奈

自署を加えに︑紙中極め︵表装の本
宗方の家の朝茶に招かれた松屋久政

良の町に散在していた﹁定家ゴセン﹂

十三日︑同じ奈良の薬種問屋の主人・

︵源二郎．？〜一五九八︶は︑床の

天正十九年︿一五九一﹀の十二月二

五二﹀八月十四日條︶にも︑それを

一巻の巻物︑一冊の冊子を一紙分︑

つ︵︾◎

一頁分︑あるいは︑二行︑三行と切

証する記事がみえる︒

これらは︑天正十九年に里村紹巴所

と記しとめている︵﹃松屋会記﹄︶︒こ

持の定家の後撰集が切断分削された︑

懸物について︑﹁定家ゴセンカ︑ル﹂

の懸物は︑不思議なことに︑﹁定家ゴ

○覚辨算帥野跡経五行︑余︵言継︶

り刻んでいく︒これが︑古筆切であ
る．かぎられた古筆を不特定多数の

セン﹂の名で︑同じく奈良に住む石

ということを明証することになるの

人たちが愛翫する︒その切なる需

わんぬ︒

にこれを與える︒祝清に候らいお

井宗有︵﹃松屋会記﹄寛永六年︿一六

たのである︒ふつうその発生を︑桃

これも︑長い日誌が記事を埋めつく

要を満たすために︑古筆切が生まれ

山時代のあたりに置いている．が︑

の薬屋宗方・石井宗有・佛帥屋与太

ではなかろうか︒したがって︑さき

々であったのだ︒この紹巴切は︑尚

郎たちは︑いずれも分与をうけた人

條︶や︑仏師屋侍従︵与太郎︶︵﹃松

屋筆記﹄寛永八年四月一日條︶の許

二九﹀正月十六日・同七年正月七日

にも保有されていた．かつて︑薬屋

しているが︑いま︑必要な般後の一

﹁野跡経五行﹂という野跡は︑権跡

宗方が所持した﹁定家ゴセン﹂とい

行分に目をとどめる︒

︵権大納言藤原行成の筆跡︶や佐跡

松寓家に現存する江戸初期の臨写本
︵藤原佐理の筆跡︶とともに︑三跡

えば︑三條西実雌の日記﹃実隆公記﹄

の懸物と共通するもの︒とすると︑

﹃言継卿記﹄︵天文二十一年︿一五

この﹁定家ゴセン﹂というのは︑

刀○

実隆は︑まず︑この朝︑晴天であっ

シ

喜んでいる．また︑山科言継の日記

８西行６回
９寂蓮３回

ｰ
実際には︑もっとさかのぼる︒たと

︵文岻三年︿一五○三︾九月二十三

件二日内戌︑馨︒行水︑念禰・⁝．．

日條︶に ︑
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の一軸は︑芳春院︵加賀大納言前田

奥書被押手鑑云々︑

字の使用も︑そうした経緯から生ま

利家の室︶が年来︑所持していたも

ももたらされ︑早くも当時の識者の

うような意味であろうか︒この手鑑

れたものであろうか︒

雅﹄︵鐸器︶に︑﹁鑑謂二之鏡一﹂とみえ

は︑手鏡とも書いていた︒鹿苑寺の

たので︑それを見せた．ところが︑

る︒そこで︑関白豐臣秀次が所望し

によって︑天福二年︿一二三四﹀定

鳳林承章の日記﹃隔糞記﹄︵万治元年

立てて︑表裏の両面にさまざまな書

懇望によって︑巻頭と巻末の奥書の

汲みとることはできるであろう︒こ

切が誕生していく過程の一例を示す

︿一六五八﹀十二月二十二日︑承応

が︑いつごろ始まったのだろうか︒

画を貼り込んで鑑賞するという形式

部分を切って献上した︒秀次は︑み

●字行を追うだけでも︑容易に意味を

ものとして︑すこぶる興味がある︒

三年︿一六五四﹀正月二十五日條︶

むろん︑その源流は中国にちがいな

いう．秀次といえば︑東寺の空海筆

ずからの手鑑に︑それを貼った︑と

ことは︑事実であり︑手鑑という文

このように︑中世から近世の初期

に︑﹁手鏡﹂の字でみえてくる︒また︑

い︒今日︑茶懸けとして珍賞される

﹁風信帖﹂︵一巻︶の一通を召し上げ

眼になじみぷかいものとなっていた

にかけて︑人々の筆跡の美に対する

小堀遠州︿一五七九〜一六四七﹀の

宋元画の中に︑丸扇形に切り抜いた

たことで有名．古筆マニアであった

ており︑鑑も鏡も同じ意味である︒

が︑いくたびとなく繰り返えされて

切なる憧れによって︑こうした切断

手紙にも︑その書き出しに︑﹁手鏡之

ものや︑小幅のものが少なくない︒

かれは︑こうして︑つぎつぎに古筆一

手鑑というのは︑︽手跡の亀鑑﹀とい

来た︒なかんずく︑古筆が茶席での鑑

事⁝・・・﹂という用例がみられる．つ

が︑これは︑もともと机上に広げて

らかとなる．これは︑たまたま︑古筆

ると︑それまで巻物や冊子という形で︑

賞の対象物として珍重されるようにな

まり︑当時は︑その両方を使ってい

みることのできる程度の大きさの画

家七十三歳の筆跡であることが︑明

大切に保存されて来たものも︑情しげ

たようである︒が︑現在では︑もっ

た︒こうして︑一時に︑それこそ雨

文志︶の中に︑﹁王行先律令手鑑二巻﹂

り中国の文献である︒﹃新唐書﹄︵芸

手鑑ということばの初見は︑やは

鑑のような帖仕立てのものではなか

りしない︒が︑おそらく︑今日の手

釘されていたのか︑となるとはっき

し︑それらが︑本来︑どんな形で装

面であったことを示している︒しか

大流行を遂げるようになる．たとえ

寛永時代に入ると手鑑づくりが︑一

この秀次あたりではなかったろうか．

だ︒手鑑製作のはしりは︑どうやら︑｜

を集めては︑手鑑に貼っていったの４

のであった．紀貫之自筆の奥書があ

もなく切断分刺され︑多数の断棚とな

ぱら︑手鑑の字を当てている︒

後の筍も同然に生まれた古筆の切を︑

と云えるもの︒いまこの本は供書で︑

いったい厚手の紙を大型の帖に仕

って︑より多くの需要に応じていっ

系統的に︑また︑より鑑賞に便利な

その内容は分らないが︑この記録に

手鑑の﹁手﹂は︑筆跡の意味︒た

わゆる古 筆 手 鑑 で あ っ た ．

鑑賞形式として考案されたのが︑い

という名がみられる．この本は四巻

る︒同じく中国の書物で︑﹃龍亮手鑑﹄

とばを使っていたことはたしかであ

よって︑中国では唐代から︑このこ

とが推測される︒というのは︑今日︑

好事家の間に行われていたらしいこ

形のものが︑桃山時代には︑すでに

ったろうか．日本においては︑この

ている︒鹿苑寺の住職たる鳳林和尚

な手鑑づくりが始まったことを報じ

よると︑後西天皇の宮廷で大がかり

五月十二日︑同十六日條︶の記載に

ば︑﹃隔糞記﹄︵明暦三年︿一六五七︾

●●

った．そうして︑もっとも効果的な

らしめんがための︑工夫が必要であ

とえば︑﹃源氏物語﹄の中にも︑﹁手

も︑それに一役を買わされた︒日記
集﹂︵一巻︶を収めた︑外箱の蓋の裏

御物として傳えられる﹁桂宮本万葉

の記載を眼で追っていくと︑﹁御手

から成る︒遼の僧・行均が遍述した

鑑︑近比被二相押一故﹂に︑﹁五山詩僧

もの︒字体を明らかにした︑一種の

の記録が︑その間の消息の片鱗を傳

か︑﹁御手もいとめでたし﹂︵手跡が大

字引きである︒その序文に︑﹁猶手持

新古共名不知有之︑相考︑信次書

書の上手﹂︵能書家．﹁梅枝﹂の巻︶と

そう立派である︒﹁若紫﹂の巻︶・﹁御

此一幅︑芳春院加賀大納言利家室年来所

付﹂などを書いてさし出すべき下命

えるからである．

をうけている︒雲霞のごとき五山の

之日龍急手鑑﹂とみえるが．︑手鑑と

次公依御所望︑入見参之虚︑裁端与

持︒紀貫之有自筆奥書︒而︑関白秀

於鴛鏡︑形容斯菫︑研醜是分︑故名

いうものの性格をよく言いあらわし

ら．︵梅枝﹂の巻︶などによっても︑

ている︒この本の明版が︑わが国に

手の筋をかへつ︑﹂︵書体を変えなが

その理解が得られよう︒また︑﹁鑑﹂

一︶

は︑むろん︑顔を映す鏡のこと・﹃広

一︶

名をたしかめることができなかった

衆僧たちについては︑いちいちその
極めというのは︑当時︑古筆鑑定に

あり︒又︑時代の古新にまかせて

とりながら︑筆者別の古筆切を編集

切目安﹄・﹃古筆切名物﹄︵一冊・小松

したもので︑しだいに手鑑の配列順

蔵︶など︑いずれもこの方則にのっ

序が系統化されていった．すなわち︑

て古をするあり︒高位を先にする

遥院︵三條西実隆︶や称名院︵同

天皇・光明皇后にはじまる天皇・皇

手鑑の表の側は︑まず巻頭から聖武

かけて第一人者であった︑古筆了佐

くりの波は︑ひとり宮廷や公卿・大

公條︶等︑近代たる故に末になる

へ︑列に後れ︑時代を以すれば道

び出されて︑五山側の古筆の切につ

名社会にとどまらず︑すでに富裕な

也︒因︑並令序次をなす事︑勅筆︑

後京極良経あたりの攝関家︑紀貫之を

后・親王から藤原道長・藤原忠通・

時は︑貫之・道風の類︑官浅きゆ

いて︑その筆者名や僧位などについ

町衆の間にまで押しよせていたのである︒

次に名人の部をたて︑貫之井三跡

親王家及攝家︑清家とつずけ︑其

︿一五七二〜一六六二﹀の鑑定した

て︑下問をうけた次第が知られる︒

当時のその様子を推知するに︑な

はじめとする三跡ら能香家︑藤原公任．

また︑裏面には聖徳太子・藤原鎌

一年半も費しての︑この大がかり

道之棟梁たる故也．次に大臣家を

以下の僧侶︑小大君・大敵三位︵紫式

足・菅原道真らにはじまって︑空海

源俊頼・藤原基俊らの歌人︑西行・

月︑京の二條御幸町なる五倫書屋と

て︑歌道の好人︑又︑儒医・茶人・

先として﹁諸卿を列す．其末に至

の類を初め︑時代︑官位にか︑は

いう本屋が板元である︒私の調査に

部娘︶・民部卿局︵藤原定家娘︶・阿佛

ない︑﹃慶安御手鑑﹄と呼ばれる︑大

万治元年︿一六五八﹀十二月二十二

よれば︑六種の版本がある︒収める

能書等丼唐筆を出す︒

朝・北條時頼らの武将︑宗祇・宗長・

尼︵藤原為家室︶ら女流歌人︑源頼

寂蓮・慈円の歌僧の筆跡類を︒

日條︶もの大部のものであった︒こ

裏は聖徳太子を最初として経切の

東常縁ら連歌師たちの筆跡というよ

の人を挙た１次に世尊寺家は入木

のころになると上も下も︑世の中は

古筆切の数は︑一三六葉︒まず︑巻

類を次第せり︒其次に法門主︑次

うに︑それぞれ特定の階級グループ

らず有職︑歌道︑智徳︑名誉抜群

あげて手鑑つくりに熱中するよう

頭に聖武天皇の御筆と傳える﹁大聖

に二條︑冷泉家︑次に女筆︑武家

である︒慶安四年︿一六五一﹀の八

になる︒つまりは︑手鑑による筆跡

武﹂︵﹃賢愚経﹄の断簡︶から飴まる．

及神官等︑次に諸中井連歌師等也︒

形木版刷りの手鑑そのものの複製本

の鑑賞が大流行をつくり出したので

いまの手鑑の形式とほとんど︑変る

はなく︑じつに︑﹁拾六・冊﹂︵﹃隔糞記﹄

ある︒たとえば︑元和から寛永初年

ところではない・

語﹄︵二巻︶の中にも︑﹁今ほど世間に

なった．江戸中期のころ︑笠原祥雨

に︑一定の定式がつくられるように

るにつれて︑その貼り方や順序など

を考案したのである︒この文章によ

手鑑貼り込みのための︑一定の配列

と記している・おのれの才量によって︑

能書の貴族がこれを行って来た︒あ

うに︑三條西実隆などのように︑

簡を以て︑前後をなせり．勅筆を

りたる様式もなく︑面々の作意了

手かｆみ行列之事︑むかしより定

．﹃古筆惣捲﹄︵二巻一冊・同上︶など

筆千筆﹄︵一冊・国立国会図書館蔵︶

をつけるものであった︒ついで︑﹃古

れている︒ところが︑江戸初期に入

数々の鑑識語を残した遺品が傅えら

などは︑いずれも具眼の士として︑

ている︒また︑伏見天皇・尊円親王

頭にしつ︑高家・高官をさきとする

の類害が生まれた︒あるいは︑﹃古筆

〆

もともと︑古筆の鑑定は既述のよ

るのである︒

手かがみがはやる．色々さまざまの

よれば︑勅筆・親王にはじまり︑整然

によって︑道風の假名本の鑑定をし

るいは︑遠く藤原行成が公任の依頼

ごとに︑組み合わせが立てられてい

古筆をあつめてほんそうする中にも

という鑑定家がいた︒かれは︑みず

のである︒この本は古筆分類に先鞭

と二十二分類に大別けを立てている

⁝⁝︵以下略︶

⁝⁝﹂という記述がみられる︒が︑

いう本をつくった．その賊文によれば︑

から案出して︑﹃手鑑行列﹄︵一巻︶と

かように︑手鑑の製作が活溌にな

これは︑あたかも前述の手鑑の盛行

假名草子の一つ︑﹃きのふはけふの物

ごろにかけて刊行されたとみられる

な手鑑づくりは︑単なる一冊もので

った︒

年︒師走も迫る二十二日のことであ

手鑑が完成したのは︑越えて明くる

により恰好な材料がある︒ほかでも

手鑑という意味︒かように︑手鑑つ

シ

様子︒だから︑鳳林和尚が宮廷に呼

ｰ
とまったく一致するのである．また︑

井原西鶴︿一六四二〜一六九三﹀の
﹃好色一代男﹄︵八冊・天和二年︽一

六八二﹀十月刊︶には︑﹁了佐極の手

鑑﹂という記事がみえる︒この了佐
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発見されて来た︒それを基準としな

いえない︒現に︑﹁源氏物語絵巻﹂

る︒しかしながら︑新発見がないとは

合わせて︑約三十種のものが傅存す

とえば︑光学機械をフルに応用しな

である︒科学的方法といっても︑た

者名を明らかにするのが︑古筆学﹀

り︑古筆の鑑賞熱が高まると︑専従
がら︑写真による綿密な比較研究が

紙面と執筆角度の究明による︑筆者

容易となった︒私は︑これら一群の

個性の追求も可能︒また︑和紙の繊

の古筆鑑定者の必要が生じて来る︒

したのだ．手鑑の魅力というべきも

て︑時代の把握も必要︒また紫外線

維の拡大写真による比較研究によっ

古筆家の創立が︑それである︒その経

のである︒また︑現存の確認される

緯については︑さきの﹃慶安御手鑑﹄

道史などの基礎資料として︑貴重で

手鑑も︑徹底的な調査研究が完了し

の個性をさぐる必要もある．また︑

あることはいうまでもない︒もと一

偽の判別も必要であろう︒というよ

照射などによって︑故意の加筆や真

がら︑拡大写真などによって︑筆法

ここに了佐居士︑自然︑古筆を見

巻の巻物︑あるいは一冊の冊子であ

ているとはいえないのだ︒これらの

の詞書の断簡が︑戦後の三十年間に︑

習︒及ばぬ所は烏丸大納言光広卿

ったものが︑切断の憂き目にあって︑

される可能性も大きいはず︒

調査によって︑新資料が次々に確認

古筆に対して︑新たに古筆学なる学

に尋ね伺う⁝⁝一年︑東にくだり︑

一枚︑一枚の断簡として散在する︒

ところで︑これら︿筆者名を明らか

﹁若紫﹂・﹁蛍﹂・﹁乙女﹂などの断簡

御手鑑拝覧いたし︑古筆といへる

たった︑一枚の断簡しか傅えられな

にしない古筆に︑文献学的方法なら

を︑いずれも新出の手鑑の中に発見

名の家をくだし給ふと也・

い古筆もある︒たとえば︑紫式部に

びに科学的方法を併用しながら︑筆

問の体系化を考えている︒古筆その

て︑古筆鑑定の術を学んだという︒

とある︒つまり︑了佐が光広につい

よって書かれた﹃源氏物語﹄は﹁源氏

ものが国文学・国語学・美術史・書

しかも︑了佐は︑古筆の姓と﹁孝山﹂

物語絵巻﹂︵徳川黎明会・五島美術館

の序にゞ

号の鑑定所用の印をうけて︑古筆鑑

︵東京国立博物館美術課長︶

図り知れない大きなものがあるので

ある︒

電算機化システムと日本語文献

ｌ海外出張報告ｌ
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うに︑古筆学の方法が占める地位は︑

定を業とすることとなった．この古

紫式部の生存年代から二世紀もおく

の︒十二世紀半ばすぎの書写である︒

昭和十年代に没した古筆了信に至る

れる︒あるいは︑定家の書いた﹃青

蔵︶が︑その最古の本文を傳えるも

まで︑じつに十三代を世襲したので

を残すにすぎない︒が︑これらに至

表紙本源氏物語﹄は︑数冊の筆写本

筆家は︑その了佐を初代として︑本

ある︒が︑これらの鑑定は︑歴代が︑

家︑別家に分派するが︑本家の方は︑

もっぱらそれぞれの勘に触ってやっ

る間に︑﹃源氏物語﹄が書写されない

昨年十二月末より二カ月間︑主に日本文学の資料の所在状況︑研究状

てきたものであるから︑いまみると

める平安時代の﹃源氏物語﹄の写本

田嶋一夫
が︑たった一枚の断簡にしても︑発

コンピュータ利用と情報サービス︑古川部長︑松田︑福田向教授が出か

米英両国に出張し︑図書館における況の調査目的では︑すでに当館から

はずはない︒もしも︑その空間を埋

たとえば︑古今集最古の写本であ

見されたとする︒それは︑たとえよ

不合理なものが多い︒

る高野切古今集は︑現在では明らかに

うもなく大きな存在価値を示すであ

先と面会者は表Ｉのとおりであるが︑以下項目別にメモしておきたいと思う︒

で︑その概要を紹介する︒主な訪問を多く訪ねた．

研究の現状について管見してきたの未だコンタクトを持っていない機関

日本語文献取扱いの現状︑日本文学けていることもあって︑当館として

三人の筆跡と判別される︒が︑古筆

そうしたものが︑手鑑の中に潜む

家の鑑定では︑いずれも紀貫之一人

可能性があるのだ︒現在︑古筆手鑑

ろう︒

しかしながら︑今日では古筆の研

の筆と鑑定されている︒

究方法が︑極度に進んだ︒もっとも

は︑全国の美術館・社寺・個人など

ー

信頼すべき当人の真跡が︑いくつも

ー
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㈲︑図書館業務の巡算化システムに

Mr．』．P・McEa(､hQ曹、(T《､chnicJl

S ･rvir嘩彗officer）

Librarv

D1．．F．Ciinging
Mr．G、H・Healcy(LeCturer）
Mi簿s、Y<,koUjiie

Library

Miss･TaekoTerashima

ｰ

○

図書館内に端末を設置して情報検

口︑情報検索サービスについて

ず︑活溌なものではなかった︒全体

とであった．後者では︑三月言︒旨且

で月五○件位利用されているとのこ

昏昏同ョ昌冒自○の己罵同が図書館組織の７

ている︒サービス範囲も広く︑科学︑

中に作られており︑本格的に活動し−

社会科学︑教育︑農学︑化学︑心理

学に亘っており︑サービス形態も

の統計を見ると︑科学の場合︑一︑

切目︑遡及検索とある︒七六年十月

八一七満のユーザーが︑一八九六の

件の書誌情報を得ている︒ユーザー

プロファイルを識録し︑七︑五九六

は︑プロファイルの中から自分の必

要とするものをリストアップし︑図

書館に電話で注文する方式である︒

ステムについて︑シェーフィールド

(
K
睡
硬
p､
'
､
）
(Assis ntKc(､p ､r）

Ct亭、【蛤r⑪fJapaneseStudies

とんどである︒九名の専任職員がお

の問題点︑参加館の格差の問題等︑

Mr．，．G･chibb

M1 ・MIk ‑ Whit4．

データベースは︑購入又は借用がほ

大学では︑閲覧管理システム及び目

M1 ．K･隅．G恥【．d、 紗

＆Print絶。Books

14）ShQpffi畦IdUniversity(Shぞffi ･I。）

ここで最も強い印象は︑アメリカ図

iss・LindaR⑪dg《.r負
Mr．B、C・Bl⑪omfield(Librnri細n）
Mr・Bri&lnHickman（Librarian）
PI．《》f,P.G､O'Neil，Pr⑪f，Eim笹ilNOUE

B､L,BibliogI･aphi<、S ,I､vifq・I〕ivi鼻i〔〕、
13）SuttonLibrari ･掌（L《)n.《>､）
(EducationalDepartment）

書館界における冨湧麺○のもつ意味の

ＬＳＳ

udies

12）Briti墨hLibrary(L《)n. ,、）
Dept･OrientalManu島〔､I･ipt呉

オハイオ州大では︑○○Ｆ○を利用し

PI･of，BaR･baI･aRuch

(Unj,. 塁rslty⑪fPennsyl､．ani副）

ho⑪lofOrientml＆AfI､iCnn

ついて︑

Prof・IchiroShiI･ato

︵国凰骨厨写Ｆご司四司冨委匡ｇ目画房竺旨．

Prof．D⑪naldKeene

brarv

シ

Ms・MiwaKai（H ･ad）

EagtAsianLibrar,

Dept･ofEastAsianLanguagq･s

11）L ndonUni,, ､翁ity(L〔》『,《l《,、）

々の見学を行った︒

10）C⑪lumbiaUni,'⑭r負ity(NQ､､ﾍ．Y<'r,k）

録作成の電算機化計画について︑等

andLitゼ雪raturを．

大きさである︒イギリスでは︑大英

Mr・Hid笹oKaneko(Curator）
Prof・Edwin酌此Cl唾llan(Chairemfm）
Prof．S nleyWとinstぞin）

て行っている目録作成の実際とそこ

M■・SandI･aSt⑪nQ:．

F麺stA員ianColIぞぐti )、

D鱈p【．。fEastAsianLangun解･s

これについてはふれるべきことが多

DevelopmentOffiKsE

図書館で国雪国喝切蔚ョゞ宮の画のＰＣ︐

9）Y血leUniv ･Sity(N4．WH;W0，『,）
Librnry

での問題点︑三門の活用状況︑議会

r，K ･yK《,b樋y綱shi(A昼暮i蚤i墓t細mIH ,』'（1）
Mr･Jmm経sAgenbroad
Ms，Mi1umiT細nigu低hi（He鼬。）

MARCEdi ri孔IDiviBi（,、

いので︑詳細は別に報告することに

Mr・An〔Ir 、WY，KuI．｡｡a(H ･a。）

,nC）

して︑項目だけあげておく︒

､ti

MARCDevelopment〔)ffic(、

ｏ里○四国一・顕匡①︑望切篇ョ︶︒国Ｆシ胃切固

Japa加佐証Sqj

図書館では︑三シ詞○口のくの一・冒吊昌

8）LibraryofC<》ngr ､ 器(Wi,墨hi1，m〔,nl)．

索サービスを行っている例として︑

(Exc･culi,'q・Dir《･ or）

く厨ご弓の三画ョの妾匡芽︒臥．ごロ働冨

M■・ToniCaI､boBearman

Abstracting＆Indq,ximgS .r,｡i《･《･曰
(Philad帳lphi副）

○霞の①及び冨委詞○国会冒臥巴自．

7）NationalFederati⑪nof

ハワイ州政府の︒①邑言巴旨＆弔司◎

Mr，PhiliPSSchi唾bt？r(Editor

(Columbu農）

８ｍ凰品︒①貝①﹃の活動︑スタンフォ

6）OhioCollegeL braryC〔･ntq,r・

ワシントン大︑オハイオ州大の例を

Mr･BernardBaver（Head）

き﹃ョ具ざ︒ｍ①﹃ご旨の︶画室妾詞Ｆ胃之︵三画︒

Mrs．I《､hik(，Morila（Qu《、ScC1 ⑪、）

Mecha頂 zedInf《》rmali⑪『，CQ．ntq･『

○三コ⑦弱の鐸ユゆず一のＦご﹃働昌①叩胃冒︷ｃ再︲

5 ） O h i o S atぞUni,,畦rsity(C⑪Iumbus,）
Librar』

も﹃ので画司四三︒己幽冒竺く四円露言昌ざ︒

Prof，Mak⑪toUeda

ード大学の国諺ＦＦｏ弓の︵囚匡さ胃色．

Mr･AllanB．VどanG2r

M9．Emik(，M，Moffi皿《DePutyCurat《)r）

て︑各種のデータベースが利用でき

Library
EagtAsianColI鞭皿iq》、

D砂pt，ofAざianLanguagEs

見た︒前者は端末が一台置かれてい

AndrewMill〔､r（Chnirm仙、）

4）Stanf⑪rdUniv等rsity(Smnf《,『､〔i）

ョ禺冒己等の概略と構想を︑サット

Pr4,f，R

め①具ざ︒及び﹄名画国のめ①い①ｇざ︒

L⑪（11ぞud）

M1.9．Tt uki〕K・chin

で三委詞○関連の諸問題︑日本語文献

M1．、Ka1

Lit画一aturf．

壱三︒シ匡冒ョ色一ざロ︒︷Ｆ画﹃ぬのＦ弓司か﹃営

3）Uni,『唖･sity⑪fWashinRl ， (S･tI･）
EastAsiaLiI〕R､ary
6＆
Dとp【．ofAsianLan悪u組g

○での弓胃ざ︒㈱ご切言頤卸弓言﹈①︲︑ゴ色﹃言︑

ni

(cnt狐1., I'RHead）

るとの説明であったが︑利用形態は

M1･野．Cf ()lineMasu

ンライブラリーでは︑総合的なコン

shiAkiy細ma(1)iI･《‑.ctとr）

M1．．T

尊い蔚旦を︑○○Ｆ︒では︑全体の作

Pr 》f・JamesT・Araki（Dir〔2画⑱r）

2）CEntraliz《･dPr(, ,學舞ingC ･I,t1.,
(Dept．⑪fEdu<ごati 》、）（H 1' '11'''1）

単純で切目サービス等は行っておら

Mr齢．Mini2k(）S《》、9

ピュータ処理について︑ロンドン大

I〕r・S1anl〔･yW症st(Librarian）

Ea呉tA莞iaC《)11鯉でti〔)、

DEpt、ofEaStAsianLite】ゞ皿1ure

の機械処理上の問題等につき︑見学

Librhry

では︑己昌◎ロロ２旦切の国昌切のシ

1）H鼬WaiiUni,‑erSity(Hon⑪Iulu）

と説明を受け︑また愈見を交換した︒

主 惠 ・ 面 会 者

業の流れ︑システムの膨張とそこで

表I
訪 I " 1 先

｜

ライプラリアン四名︑プログラマー

り︑その構成はディレクター一名︑

であったが︑強く感ずる点は︑どこ

の他でもアメリカではほぼ同じよう

に英国ではジャパンライブラリーグ

組織的にも大きな問題がある．さら

ものと言えるだろう︒ある人は︑日

中の二十大学とは︑まだまだか細い

究にたとえた︒オハイオ州立大で︑

えたし︑またある人は︑東洋哲学研

日本語が〃あまり教えられない言語

本におけるアフリカ文学研究にたと

の中に入っていると聞いたとき︑こ

ループとして︑大英図書館︑オック

館の関係者︵ガードナー氏︑ヒック

の感を深くした︒なお︑研究者の組

の図書館でもオリジナル・カタログ

マン氏︑寺島妙子氏等︶が︑月例の

ニ名︑パンチャー一名︑秘書一名と

作業に要する経費を節約しようとし

会合を持ち︑購入図書の調懸を行い︑

と思われる．

繊としては︑表Ⅱのものが主なもの

ンドン大︑シェーフィールド大の五

これについては︑主にハワイ大学︑

に機械化システム︑○○Ｆ︒︑国シＦＦ

ているものと思われる．︵当然ここ

社会科学図書については︑全面的に

スフォード大︑ケンブリッジ大︑ロ

ワシントン大学︑スタンフォード大

ｏ﹃ｍ等のネットワークへの加盟︑Ｈ

いるという︒大変重大な問題と思う

シェーフィールド大が責任を持って

のことは︑専門職員を減らして目録

学︑シェーフィールド大学等で調査

録の共同作成システム等が関係して

のであえて記しておく︒

を減らす方向にあることである︒こ

し︑関係者と意見をかわした︒ヘワ

くるが︑日本語文献の整理はここに

四︑日本文学の研究状況と研究者組織

なっている︵他に五名の学生職員︶．

イ大ではｚ勺委︒︵ｚ胃ざ己己宅﹃︒．

は関係していない︒またＺ勺シ○は︑過

国︑日本語文献の整理について

ｍ﹃卸ョき﹃シ⑤口昌い茸ご冒吻画コユ○画︻．

去四年間に刊行されたものに限ると
か︑翻訳︑逐刊︑版はサポートしな

Ｊ・森田教授︵オハイオ大︶エドウィ

Ｍ・上田教授︵スタンフォード大︶︑

の旬︒ｇのことについて触れておきた

大で調査した麺のい：﹃呂匡耳画暑

でいくつか重要な点がもれてしまっ

以上項目別に印象を綴った関係

⑤︑その他

け︑基本的にはこのカードの複製か

巴○四．巴より目録カードの配布を受

ら目録カードを作成している︒これ

ている︶

い等の制約はあるが︑良く利用され

で一○〜二○％の目録可能︶︑最後に

ー研究所の冊子目録を利用し︵これ

︵パークレー︶の冊子目録︑フーパ

①前作業︵プレヵタローグシートへ

ログが使われている．その工程は︑

究センター図書館では︑シーフカタ

英国のシェーフィールド大日本研

えられそうである︒私の訪れたとこ

位の大学があり︑研究者も百名位が数

としての役割を果しているのは︑二○

米の中で日本文学のリサーチセンター

の方々との話しを総合してみると︑全

ン・マクレラン教授︵イェール大︶等

は多い︑逐刊物の有効利用を図るに

い︑出版物は高く︑備えるべきもの

きな図書館でも十分な予算はとれな

立図書館の四館で構成している︒大

大︑コロンビア大︑ニューヨーク市

い︒これはイエール大︑ハーバード

たが︑その中の一つであるイエール

で約七○％の目録が可能で︑ここか

残った一○〜二○％を独自に目録す

の記入︶②カタローギング︵主図書

ろは︑いづれも日本文学のスタッフ

− 8 −

主としてＪ・荒木教授︵ハワイ大︶

ら出ないものは︑カリフォルニア大

る︒また写本︑版本については︑﹃国

の漢字ふりあて︶③ファイリングと

館からくるシーフカタログシートへ

現在は各館での図書購入の調整︑逐

書総目録﹄が利用されている︒ワシ

いものを有し︑基本的資料は良く幣

三〜川名を擁し︑図書も十万冊に近

は︑と言った問題点から結成され︑

ソーティング︑メインテナンスに著

なっている︒このシーフカタログは︑

ントン大学もほぼ同じ状況である︒

スタンフォード大学でもほぼ同じ状

じるしく不便であり︑きわめて原始

里言胃﹃︵カリフォルニア大︑コネ

刊物のコンピュータ処理を行ってい

況である．Ｐ．○カードを待ってそれ

的な方法と言える．しかも司書は一

の総会でもパネルの一〜二が日本文

麺のいの画司呂匡耳画﹃望のプレジデンｋ︲

チカット大の館長︑シいい︒凰昌さ︒ｇ

想していると言う︒最近三﹃・旨ョの晩

一〜二年後もう一度Ｆ︑︒カードを請

を利用し︑Ｆ●のカードのない場合は︑

人︵補助者もなし︶である︒一人で

る︒しかし全米約一八○○の大学の

学にあてられ︑数件の研究発表があ

る︒将来はオンライン目録作成を構

求し︑ここでなかった段階ではじめ

ンス︑逐刊の整理等まで行っている︒

図書の選択︑発注︑閲覧︑レファレ

ー

︵シいい︒︒旨︽ざ︒昏司ン堕冒︒ｍ冒島のい︶

て︑ｚロ︒︵第六版︶により︑独自に

備されていたと言える︒アジア学会

目録化するということであった︒こ

ー
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たネットワーク組織がある中で︑あ
館における電算化システムを見学す

を見︑研究者の要求を把握し︑図書

私にとって日本文学の研究の現状

宮司ｍ・同．三．雷言記録的な厳寒に見舞

スタンフォードでの三﹃．シ︑くの鈎己閏

にハワイでの荒木教授︑三﹃い︐ｇ員

事帰国できたことを感謝したい︒殊

かかわらず︑予想外の成果を得て無

最後に︑私のとぼしい語学力にも

美子教授にも厚く御礼申しあげる︒

発に先立ち種々御教示賜った松村多

話になった︒深く感謝する︒また出

れらの方々にはひとかたならずお世

シェーフィールドでの氏家さん︑こ

エール大での金子氏︑一の瀬さん︑

ワシントンでの黒田氏︑長尾氏︑イ

ModをrnLQngua砥色Ag■ociation

Pr●■idGnt･Mr･RiCh■rdStor■y

FarEagtCGnt●r

SR・AntOnyoSCOlleEeDOXf⑥rd.U､K､

EuropeanAggoCiatj⑥nforJ■P■ncD⑬Studiを■

㈲︑おわりに

えて独自のシステムを作ろうとして
るという︑一見結びつかないような

われたオハイオ州での森田様御夫妻︑

を歴任︶をプレジデントに据えた．

いること︑アメリカの大学図書館の

テーマで米英をまわったのは︑我々

Briti画hADsocintj⑪『Uf ,『J■pnn●●●Studio■

○○Ｆ○をはじめ︑さまざまなすぐれ

共図書館としての最大のもので構成

中でも代表的な大規模図書館と︑公

Japnnese

館のプランも話した︒その結果︑研
究者の側からは︑論文検索システム

また︑漢字システムについては︑

に対する期待が大きかった︒

受けた．なかでも冨司・昏１宮︵慮

予想外の反響で各地で熱心な質問を

国邦氏︑ワシントン大学東アジア図
マ字化によるコンピュータ処理を研

書館のヘッド︶は︑漢字文献のロー

︒︒﹃ａシＰＰＯ﹃のの中心人物︑

をしたいと語っていた︒三ラン二曲︒

究していたが︑漢字システムの研究

く①

スタンフォード大︶氏も︑後で人づ

システム研究の必要性を述べられた︒

てに伝え聞いたことであるが︑漢字

これらのことから︑私は︑アメリカ

今井似閑︵一六五七〜一七二三︶

事に到るまで一々詳細に指示して

配ではなく︑彼らの身の取置の些

門となっているが︑単なる遺産分

今井似閑書匝之事
は︑近世初期の国文学者で︑和漢

おり︑長兄・次兄の頃から傾きか

挽回した似閑の大黒屋系家長・族

けた家運を壮年期の精勵によって

典籍の集書家として聞えている︒

そのコレクションは京都上賀茂

契沖阿間梨の高弟であった︒

神社の三手文庫︑山口県立図書館

深い︒いうならばこの書置は︑近

長としての一面が︑うかがえて興味

よる選択だけあって︑平均のとれ

世初中期の町人家訓書の系列に属

の二つに分かれるが︑学者の眼に

た良質のものが多い︒なぜ似閑が

しているにかかわらず︑文中︑蔵

するものである︒配慮は委曲を尽

書はもとより古典に関する記事が

このような文事を行ないえたのか︑

ほとんど見えないことは注目に値

それには︑王城の地京都代々の両

て力があったことが考えられる．

この害置の日づけは九月八日で

いする︒

替商大黒屋の冨が大いにあずかっ

彼の集書の半ばが︑山口県立図

十日︑三手文庫を奉納している︒

あるが先立つこと二ヶ月︑七月二

書館にあることも︑大黒屋が長州

えば︑何の奇もないことであった︒

藩出入の御用達であったことを思

らば死支度であった︒

俗事ともにきまりをつけたいうな

命終の近きことを覚悟して︑文事
と墨書された自筆の遺言状で︑死

この一巻は︑巻首に﹁書置之事﹂

マ字言語の問題も加えるならば︑決

ではあっても中国学さらに非ロー

︵松田修︶
もの︑時に似閑は六十五歳であった︒

去二年前の一七二一年に書かれた
ためて認識した︒

して少数ではないという事実をあら

において日本学の研究は確かに少数

新収資料紹介⑦

の作成するデータベースが︑海外で

表11

宛名は善四郎・お俊・太郎右衛

どの位利用される可能性があるかを

ｎｒ︾︒

積極的に研究者︑図書館の人双方に

されていること︑などからして今後

シ

知りたいためであった︒そのために

ｄ■ｈ
ｕｎｐ
ｔｒａ
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におい︽勾洲代叫灸班
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⑦

⑧閲覧室︵四十七席︶

二一．

＝ 〜
−

⑨開架参考室︵十六席︶

a

国立大学共同利用機関であるとい

５︑その他館長が適当と認める者

国文学研究資料館資料利用案内
閲覧時間９時卯分〜陥時卯分
ただし複写受付は︑平日は肥時に︑

ついては︑紙焼写真本が作成されて

別の欄にＣと表示されている資料にい︒

おり︑閲覧室に開架してあるので︑複写

自由に手にとって閲覧することがで資料の穂別に応じて次のような複

きます︒写サービスを行っています︒

によって︑書名あるいは著者名から︵基本料金１件につきⅧ円︶

閲覧室入口にあるカード体の目録鋤ポジフィルム複製１コマ岨円

図書１︐マイクロ資料

検索し︑閲覧請求票をカウンターに⑥紙焼写真作製Ａ５判１枚帥円

うことで︑若干の資格制限はありま

また参考開架閲覧室において︑土

に当館の資料を利用しようとする人

すが︑基本的には国文学研究のため

土暇日は皿時に締切ります︒

曜日の午後は︑参考図書を閲覧する

特別別置資料︵貴重書︑持別コレｄリーダープリンターによるコピー

提出して請求してください︒︵基本料金１件につき川円︶

する場合は︑閲覧許可願に所要記項事㈹紙焼写真本の電子複写

クシ一つン︶・寄託資料の閲覧を希望１枚幅円

図書持込票を受けとり︑それを本に

ターに申し出て︑１冊につき１枚の

主要な雑誌の最近号それぞれ数冊クロ資料の複写と同様です．

ができます．ネガフィルムからの複製は︑マイ

逐次刊行物目録﹂によって知ることⅧ円︶

た︑冊子体の﹁国文学研究資料館蔵コマ訓円︵基本料金１件につき

所蔵は︑電子計算機を使って作成し撮影によるネガフィルム作製１

学術雑誌・紀要類の当館における３︑図書︵和装本︶

逐次刊行物電子複写１枚妬円

にとって閲覧することができます︒２︑図霄︵洋装本︶．逐次刊行物

に開架してありますので︑自由に手週間の日数がかかります︒

の参考図書は３階の参考開架閲覧室また側︑㈲は作製に２週間から３

辞典︑事典・書誌・索引・校本等ものは複写できません︒

とが必要です．ただし原資料所蔵者の許可のない

を記入して提出し︑許可を受けるこ１枚妬円

ターで登録手続をして入室証の交付

い︒

して閲覧者記章を受けとってくださ

入室に際してはその入室証を提示

を受けてください︒

初めて来館した利用者は︑カウン

すべてに開かれている機関です︒

ことはできますが︑参考質問は受付
けていません︒

閲覧業務︑参考業務は次の日には
行いません︒

１︑日曜・祝日︑振替休日
２︑毎月末日︵︵その日が１にあた

３︑創立記念日５月１日

あたるときは肥日︶

るときは前日．４月末日が１に

４︑年末年始皿月幻日１１月５日

持込み図件がある場合は︑カウン

５︑蔵諫点検期間３月泌日〜３

があります︒

文学研究資料館蔵マイクロ資料Ｕ録﹂

算機を使って作成した︑冊子体の﹁国

検索のトゥールとしては︑電子計

マイクロ資料

はさんでください︒

臨時に休むことがあります︒

月瓠日そのほか煉蒸のために

利用者
１軒淫の教員

は︑閲覧室の学術雑誌コーナーに開

架してあります︒貸出
覧請求票を提出して請求し︑閲覧室

・ハックナン・ハーはカウンターに開原資料所蔵者の許可のあるものに

ポジフィルムは︑カウンターに閲

南側のリーダーで閲覧してください︒

覧請求票を提出して請求してくださ限り︑紙焼写真本だけ貸出ができま

２調査研究機関の研究員

３大学院生

﹁マイクロ資料目録﹂のフィルム柿

一︶
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す︒

き

貸出 期 間 は 誕 日 間 で す ︒

ないものは除きます︒

ただし原喪料所蔵者の許可の

２︑紙焼写真本

適当と認めたものは除きます．

料参考図書その他館長が不

ただし特別別置資料・寄託資

１︑図書

貸出できる資料は次の２種類です︒

複写は複写の条項と同様です︒

ことができます︒

文蒋で︑複写と貸出の申込みをする

所属擬関の図書館等を経由して︑

相互利用

問は受付けません︒

また学術研究の目的に沿わない質

参考文献の紹介と所在訓査までです︒

参考調査の範囲は︑原則として︑

問を受付けています︒

文書・口頭・電話等による参考質

参考調 査

時までです︒

貸出期間は９時鋤分から翌日の胆

諭求票を提出してください︒

貸出するときはカウンターに貸川

W

複写・貸出とも︑送料は申込者の
負担になります︒

貸付

ー

限って・盗料の貸付を認めることが

尚
尚々
々五
五社
社へ
へ祝祝
儀儀
之之
霄書
状状
遣候
遣︒
候︒等当年はいかふ丈夫にみえ候由人

かか
しし
不不に宿に而も考物等いたし一円無寸
る聞は
は神
神田
田門
門之
之外
外ののはは

しし
れれ
不不暇候而日々之様に存候へば書状不
申候︒
︒い
いま
また
た何
何処
処とともも

たた
にに
るる之候︒併当夏以来御用甚重り日夜
郎兵術
術へ
へも
も遣
遣候
候︒
︒脇脇ささ

申
︒こ
こま
まりり
以︒
上︒遣候︒歳前之御状も相届致承知候︒
申候
候︒
申申
候候
．．
以上

貸付を希望する場合は︑物品借受

ります︒

大分
分入
入申
申候候にに
一炭大
ああ
しし
くく
侯侯
てて 一 此 間 御 納 戸 払 少 々 拝 領 仕 候 ︒ 又

こ
まり
り申
申候候︒︒
事候
には
候︑は ︑ 小 次 郎 様 之 御 召 ふ る し も 一 つ 被
こま
可可
成成
事に

り
様に
にも
も頼頼
以︒
上︒たずかせ候而正月御きせ可有之候︒
り候
候様
入入
候候
．．
以上

冬中二
二又
又へ
へ御
御申
申お
おき
き春春早早
々々
下下下候間力千代へ遺候︒冥加之為い

まじく候︒味そを御くだし候

春と申
申て
ては
は来
来春
春の
の用
用ににはは
立立
申申 飛 脚 便 に 而 此 度 遣 候 ︒
のよし悦申候︒はやく来れか

一唾馳以雌鯉幟堤嘩鋤賦耗祉確市左術門殿衛士
しと存候︒以上︒

のため来館されておりますが︑次の

喋々当蕪心遣察入きのどくに

之弥如此に候ま︑御身遣候︒

候へども此節はいまだより無

俣炭取寄せの依

宝暦三年残︒二

田安宗武長子︑

■小次郎様とは

抑つめ候は︑三方も遮し可申

方々が海外からも来館されました︒

候へども無是非候︒以上︒

の浅いことを示

頼も江戸在住日

開館以来多数の方々が利用・見学

金子英生

当月十一日出之御状相届弥御無事

に候︒お磯正月臨月之由候︒其間

もないころのも

す︒田藩出仕間
︵英国インド事務所副館長︶

折節患候由．宗前も懐胎之間時患

︵波辺守邦︶

のか︒

ハワード．Ｓ・ピペット

被申候由覚申候︒左候は雷却而安

御礼頼入候．我等も秋中疲気には

産と存候︒足袋二足御越候︒よく

︵ハーバード大学教授︶

アンソニー・ファリントン

︵イマーｌル大学図書館東亜部長︶

厳寒被凌力千代も致成長候由大鹿

主な来館者

Ｉ◆◆◆Ｉ

とはできません︒

また展示期間は３週間を超えるこ

ととのえて︑承認を受ける必要があ

申請書をはじめとして所定の書類を

いい
ばば
次次々申候而一日も臥候ほどの事は無
冶兵術
術へ
へ印
印状
状も
も過
過候候︒︒

市左衛門宛賀茂真渕書簡

ｌ新収資料紹介⑧

L

あります︒

教育・学術・文化に係る展示用に

＝

候へども惣躰は随分達者にて顔色
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国文学研究資料館評議員名簿

磯次︵学習院名誉院長︶
良助︵東京大学名誉敬授︶
終丘郎︵側学院大学教授︶

利嫌
淳︵京郁大学名誉教授︶

幸多︵学習院大学腱︶
滴沽︵悩島大学教授︶
八郎︵早稲田大学名誉教授︶
正︵東京国立博物館長︶

喜代治︵東北大学名誉教授︶

忠直︵日本近代文学館専務理事︶

富雄︵東京大学名誉教授︶
武︵東北大学名誉教授︶

茂美︵東京国立博物館美術課長︶

伊藤敬︵藤女子短期大学教授︶

︵北海道・東北︶

国文学文献資料調査員名簿

業三︵白梅学問短期大学教授︶

篤義︵京都大学教授︶
投一郎︵大典女子大学教授︶

川中降昭︵満城学院女子大学助教授︶

井上降明︵秋川経済大学教授︶
片野達郎︵火北大学教授︶
金沢規雄︵寓城教肯大学教授︶

勝災︵法政大学教授︶

昭和五十二年度

文献目録委員会委員名簿

︵関東︶

橋本期生︵山形大学購帥︶
原田山義︵岩手大学助教授︶
松野陽一︵東北大学教授︶

有川美亀男︵群馬大学教授︶

江本裕︵文部省教科書調査官︶

浅井浦︵お茶の水女子大学教授︶
大欠武帥︵文部省教科調査官︶
久保田淳︵東京大学助教授︶
篠原昭二︵東京大学助教授︶

岡野道夫︵日本大学助教授︶

中山布尚︵共立女子斑期大学専任蕊師︶

森川昭︵東京大学助教授︶

平出喜信︵横浜国立大学教授︶

半出公平︵二松学舎大学専任講師︶

原道生︵横浜市立大学助教授︶

糀彦︵学習院女子短期大学助数授︶

打綿敏雄︵茨城大学教授︶
稲岡緋二︵東京大学教授︶

主任研究官︶

桜井宜降︵図書館短期大学教授︶
西村恕彦︵工業技術院電子技術総合研究所

木
＃

腿尾剛明︵宇郁満大学助教授︶

外村南郁子︵︑合︑女子大学助教授︶

栃木衆惟︵千葉大学助教授︶

徳川武︵明沽大学専任漁師︶

小池正胤︵東京学芸大学助教授︶
杉谷寿郎︵日本大学教授︶

片桐登︵法政大学教授︶

小笠原恭子︵武蔵大学教授︶

浜野卓也︵東京都立上野高等学校定時制教

瀬戸仁︵文部省教科調査官︶
曽倉岑︵青山学院大学助教授︶

山口明穂︵東京大学助教授︶

頭︶

光辰︵京都大学名誉教授︶

幸彦︵関西大学教授︶

ー

小川楽正︵国立国会図書館司書監︶

情報検索委員会委員名簿

昭和五十二年度

避三︵九州大学教授︶

敵雄︵東京大学名誉教授︶
韮否︵東京大学名誉教授︶
聰︵学習院大学教授︶

徳ｆ︵東京教育大学私誉教授︶

昭和五十二年度

国文学文献資料収集計画委員名簿

秋山度︵東京大学教授︶
今井源衛︵九州大学教授︶

尾形仙︵成城大学教授︶

︵中部︶

和田英道︵跡見学園女子大学専任講師︶

−14一
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杉本邦子︵昭和女子大学助教授︶

ｰ

益浜鈴阪′l、

堀内秀晃︵東京医科歯科大学教授︶
水谷静夫︵東京女子大学教授︶
山本毅雄︵東京大学助教授︶

守

山松宝古秀野中豊手鈴佐斉佐′l、′l、児大臼打麻
々 葉 久

金子金 治 郎 ︵ 東 海 大 学 教 授 ︶

P

岸16)lノル村間村田塚木藤藤木林川玉保Ⅱl井生

後藤重郎︵名古屋大学教授︶

0
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︵中国・四国︶

位藤邦生︵広島大学講師︶

赤羽学︵岡山大学教授︶
小泉道︵愛媛大学教授︶

上條彰次︵静岡女子大学助教授︶
北岡四良︵皇学館大学教授︶
久保木哲夫︵都留文科大学教授︶

鈴木勝 忠 ︵ 岐 阜 大 学 教 授 ︶

原水民樹︵徳島大学織師︶

億満澄雄︵高知女子大学助教授︶

田中新一︵愛知教育大学教授︶

浜森太郎︵三屯大学助手︶
西一祥︵日本大学短期大学部助教授︶
増田欣︵富山大学教授︶
森正人︵愛知県立大学購師﹀
山下宏明︵名古屋大学助教授︶
︵近 繊 ︶

池上洵一︵神戸大学助教授︶

今西實︵天理大学教授︶
片山享︵甲南女子大学教授︶
加納重文︵平安博物館講師︶
雲英末雄︵大阪女子大学助敬授︶
阪︑弘之︵大阪市立大学撫師︶
笹川祥生︵京都府立大学女子短期大学部助
教授︶

服部幸造︵大阪府立大学講師︶

松乎進︵梅花女子大学助教授︶

文部教官︵史料館助手︶安藤正人

文部教官︵研究情報部助手︶和田博通

文部教官︵文献資料部助手︶高田信敬

文部教官︵文献資料部助教授︶渡過守邦

昭和五十二年四月一日付

︵採用︶

︵昭和五十二年三月〜同五十二年七月︶

人事異動

小烏哩禮︵琉球大学助教授︶
重松裕已︵熊本女子大学助教授︶
中野三敏︵九川大学助教授︶
米倉利昭︵佐賀大学教授︶
若木太一︵長崎大学助教授︶

江口正弘︵熊本女子大学助教授︶
大内初夫︵鹿児島大学教授︶

︵九州︶

米谷巌︵広島大学助教授︶

教授︶

湯之上早苗︵広島文教女子大学短期大学部助

美山靖︵愛媛大学助教授︶

川Ⅲ和夫︵除岡英和女学院短期大学助教授︶

佐藤恒雄︵香川大学助教授︶
曾田文雄︵島根大学教授︶
竹本宏夫︵下関市立大学教授︶

蝋川偶 享 ︵ 三 爪 大 学 教 授 ︶
佐藤彰︵静岡女子短期大学教授︶
沢井耐三︵愛知大学助教授︶
島津忠夫︵愛知県立女子短期大学教授︶

ｰ

松原秀江︵姫路蜘期大学撒師︶
真鍋昌弘︵関西外国語大学助教授︶
水田紀 久 ︵ 関 西 大 学 教 授 ︶
村瀬憲夫︵和歌山大学講師︶

ｰ

外国人研究員

︵文部省より︶

︵東京医科歯科大学へ出向︶

︵東京家政学院大学就職︶

︵大阪大学より︶

昭和五十二年十一Ｈ三十日

昭和五十二年六月一日〜

︵雇用︶

文部教官︵文献資料部助教授︶信多純一

︵東京大学より︶

文部教官︵文献資料部教授︶小山弘志

昭和五十二年六月一日付

︵併任︶

昭和五十二年四月一日

史料館長鈴木寿

︵四月一Ｈ渦古屋学院大学就職︶

研究情報部助手岩下武彦

︵四月一日立教大学就職︶

文献資料部助手加藤定彦

昭和五十二年三月三卜一日付

︵辞職︶

管理部会計課長石塚忠雄

︵京都大学へ出向︶

文献資料部助教授日野龍夫

昭和五十二年四月一日付

︵転出︶

管理部会計課長柴田一男

︵転入︶

1

︵コロンビア大学教授︶

ドナルド・キーン
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の開催

文献資料部事業報告五月十二日︑当鱸大会議室におい
て開催した︒その次第を左に掲げる︒

二︑館長あいさつ

大久保正一︑開会の辞
当館もいよいよ本年六月二十岡日計画委貝の委嘱について三︑議事

業務用として作成した﹃国文学文献

これは当部が調査員の協力を得て過

資料既調査文庫目録﹄を配布したが︑

去五年間行なってきた足跡を示した

文献資料部第四室の開設

ものである︒

ら閲覧・利用の業務を開始して今日任五名︑新任五名︑計十名の方々に委嘱について

ルの面から袖強するため︑第四室の

収典を︑演劇・歌朏その他のジャン

されている当部三室の澗査研究及び

古代・中世・近世の時代別に組織

に至ったが︑当部としてもますます委嘱し︑四月一Ⅱ付をもって発令さ②昭和五十一年度までの文献資料

に開館式典を挙行︑七月二十五日か本年度の収集計画委員として︑再仙昭和五十二年度文献資料調査員

責任の敢さを痛感している︒ここにれた︒︵別紙名簿参照︶調査収集結果について

開設を要求していたが︑このたびそ

の客員定員が認められ︑本年度は東

昭和五十二年一月一日以降︑六月末昭和五十二年度国文学文献資料鯛③昭和五十二年度文献資料調査収

京大学教授小山弘志︑大阪大学助教

授信多純一の両名が併任することと

刊行した︒

１４１．０●

−16一

日までに当部で行なってきた事業の査員の委嘱について集計画について
概要を報告する︒本年度文献資料調査員として︑北側当館からの要望
文献資料収集の概況海道・東北地区八名︑関東地区十八四︑研究情報部長あいさつ

なり︑六月一日付で発令された︒

国文学文献資料調査報告書の作成

昭和五十一年十二月末日までに︑名︑中部地区十五名︑近畿地区十三五︑国文学文献資料調査要領の説

調査員の協力を得て収集したマイク名︑中国・四国地区十一名︑九州地明

当部の部内業務用として︑昭和五

﹃国文学文献資料所在調査目録・昭

十一年度調査員の調査報告に基づく︑

ロ

ロフィルム資料の概要は︑既に前号区七名︑計七十二名の方々︵別紙名六︑地区別打合せ
で報告したが︑その後昭和五十二年簿参照︶を委嘱した︒ほかに特別調七︑特別講演﹁古筆切について﹂

一■ロ■︒〃■■■■■

和五十一年度﹄を︑本年六月に作成

三月末日までに︑さらに左記資料を査貝九名を委嘱し︑特定事項につい東京国立博物館学芸部美術課

追加収集した︒本年Ⅲ月以降も︑鋭て調査・収集に御協力いただくこと長小松茂美
図脊館・文庫を数えるが︑これにつ国文学文献資料収集計画委員会の小松博士の講演は︑貴重な古筆切

意収集に努力中で︑すでに十近くのとした︒八︑閉会の辞
いては次号に改めて報告する︒開催数点を展示されて︑実物に即しなが
﹁竹とりのおきな﹂ほか二三点．催︑本年度の調在収集計画についてつつ︑その古筆学の柵想を明らかに

１中野荘次氏所蔵友山文庫五月六日︑当館会撫室において間ら具体的に古筆切の紺問題を論述し

﹁八幡愚童訓﹂ほか一○二点︒助言をいただいた．特に国内のみな一同に多大な感銘を与えた︒

２篠山鳳鳴高校青山文庫説明し︑意見を交換し︑極々有益なされ︑学術的香気に満ちた名講演で︑
３桑名市立文化美術館秋山文庫らず︑海外の文献資料収集について本会議の資料として配布した﹃国
﹁義経記﹂ほか一四九点︒も努力してほしいとの要望があった︒文学文献資料調査要領﹄は本年度再

ー

昭和五十二年国文学文献資料収集国文学文献資料鯛査貝会餓︵総会︶訂を加えたものである︒また︑別に

ー
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聿月

１１

ロンドン大学に留学︵十ヵ月︶のた
め出発した︒

③■集室︒前年度にひき続き﹃側文

イトルについても︑データの入力・

②当館所蔵の逐次刊行物一三三二タ

った︒

校正・糊典・版下作製・印刷を行な

委員会を開いて︑ハイタックＭ一六

提出を求め︑三月二十九日傭報検索

③昭和五十二年度予算に電子計算機

学研究文献Ⅱ録﹄の昭和五十年版︑

○Ⅱおよび同社の漢字システムを採

五十一年版︑五十二年版の三つのＨ

蔵し︑その後任として和田博通助手

択することに決定し︑四月以降導入

録を並行して編集中であり︑五十年

が着任した︒

んだ︒マイクロフィルムについては

次刊行物目録﹄を刊行したが︑いず

側参考室︒参考開架閲覧室に参考用

れたので︑ただちに数社に提案辞の

二十五日側からいよいよ閲覧事務を

れも電算機処理による．本年度から

および漢字システムの導入が認めら

開始した．﹁資料利用案内﹂も作ら

委員会の組織が変り︑図書資料委員

の準備を開始している︒

昭和四十七年五月の創設以来五年

れ︑種々の利用者・見学者を迎えて︑

図書を別置し︑同室の整備︑開館

用する漢字の選定について︑昭和五

側当館に導入する漢字システムで使

版は本年度中に刊行予定である．なお︑

共同利用機関としての機能が発揮さ

会の下にマイク口室運営委員会・図

いる︒また展示委員会の事務を担当

後の参考業務のシステムを検討して

三月三十一日付で岩下武彦助手が辞

れよ・７としている︒

会がつくられ︑当室がそれらの事務

川情報室︒情報室では前年度にひき

を担当して︑整理・閲覧に関する内

心としてｌ﹂を企画実施した．︵六

し﹁国文学研究資料館開館特別展示

が︑日本工葉規格︵ＪＩＳ︶案を基

長西尾光一氏︶で検討を行なってきた

十年以来漢字字種選定委員会︵委員

礎とし︑これに必要となる文字を順

１国学者自筆稿本と奈良絵本を中
月二十川Ｈ開館式当日および七Ⅱ二

※昨年度にひき続き︑科学研究費特

次追加する趣旨の答申が行なわれた︒

規の検討︑各種の書式の作成︑今年
スト作成を進めている︒また凶立教

で藤沢美智子辨務官が情報処理室か

十五日〜岡三十日・︶なお七月一Ｈ付

度の購入図持選定計画︑基本図齊リ

ら行なってきた国文学関係者の資料の

稿本を主とする︶を受入れ︑久松潜

育研究所からの移管本︵国学肴脚筆

収集・軽理するとともに︑昨年末か

一層の充実をめざして補足作業を行な

っている︒また当室では本年十一月

一旧蔵本︵中世歌論書︶等を寄託図

①整理閲覧室で整理の行なわれた八九

⑤情報処理室︒

ら当室へ配置転換となった︒

今年度から新たに発足した言語の特

学術情報の組織化﹂に参加し︑また

定研究に﹁日本語の文字システムに

月一日付で本川室長が教授に昇任し︑

三一点のマイクロ資料データを磁気

書として整理保管している︒なお四

杉山重行助教授︵昇任︶が文献資料部

のテーマで参加することになった︒

おける実用的言語処理の基礎的研究﹂

際日本文学研究集会の事務を担当し
て準備を行なっている︒︵ちなみにド

・編集の処理を行なって前掲のマイク

※マイク口室︒本年度の主な計画は︑

テープに入力し︑本年一月から校正

川五十一年度に収集したマイクロ写

から整理閲覧室に移り︑島原泰雄助手

ロ資料の目録︵Ａ４版︑基本目録八

真フィルム二○八○リール︑約六

が文献資料部に配置換えとなり︑内
藤英雄事務官が閲覧係長に昇任した．

載題名ｌ索引二三○頁︶の版下を作

○二頁︑著者索引四四頁︑書名ｌ記

ナルド・キーン氏が外国人研究員と

る︒︶

また︑五月二十日付で加藤節子事務
②整理閲覧室︒マイクロフィルム・

官が着任し︑七月十日には永田治樹
図書︒逐次刊行物の整理に一応のま

四○○点︶を処理して従来通り外注

整理係長が文部省在外研究員として

製し︑開館に備えて印刷を行なった︒

して六月から十一月まで在任中であ

十日・十一日に当館で開催される国

定研究﹁情報システムの形成過程と

ファイル化の作業を完了した︒現在

続き各新聞から国文学関係の情報を

したい・

以下︑各室毎に事業と状況を報告

杵選定小委員会・貴重書指定小委員

﹃国文学研究資料館蔵マイクロ資料

︑︑〃Ｕ

ｰ

目録﹄︑逐次刊行物については﹃同逐

彦

余の準備段階を経た当館は本年七月

古川

研究情報部事業報告

ｰ

とまりをつけて開館と利用開始に臨
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によって第二ネガフィルムを作り︑

中会議室に於て︑同文学研究資料館

昭和几士々年Ｋ月三十Ｈ㈱︑叫餓

国文学研究資料館評議員会説の開催

から一部外注︶作製して閲覧に供す
評議員会議︵総会︶が側雌された︒

閲覧用ポジフィルムを館内︵今年度

る︒②また資料の閲覧・利用の他を

議題は左記のとおりで︑山岸徳平縦

大学外︑学会・研究会一覧①

温故学会①渋件区束・↓

俳文学研究会会報

九

一②温

女ｆ大学巽英末雄研究窄内②大阪

ている逐次刊行物を資料として︑阿

情報室では現在︑当館に寄贈され
治例文学会連絡協議会に加入してい
ない︑大学外で活動している国語・

一ｌ一金沢大学教育学部原田研究

金沢古典文学研究会①金沢市丸の内

一○○○点の紙焼写真本を外注によ
挺はじめ十一名の評議貝が州席され︑

収巣している︒今回は第一回アンケ

脚文学関係の学会・研究会の資料を

企って八十年度収鵬涜料の中か喝約

り作製する．③開館にともなって︑

ただいた︒

喝館の躯龍について有益な助言をい

取三

一七ｌ三田中方②近世文芸

牛王の会①神奈川県横須賀市湘南鷹

室内②税話・物語論集

故雌誌

を含む約具○○○点︶の利用上︑主に

ート回答分と︑最近号の奥付により

げる︒学会・研究会の掲載はアイウ

連絡先が明確なものを一覧として掲

ノート

学人文科川研究室内②﹁キリスト

二国際潅督教大

市大沢三

﹁キリスト教と文学﹂研究会①三鷹

教と文学﹂研究会会報

一○
先が不明等のため︑当一覧に載せな

街略︶②機関誌である︒なお︑連絡

ェォ順︑以下①連絡先︵﹁東京都﹂は

一︑管理運営の概況について

つい一﹄

二︑昭和五卜二年度の予算に

議題

当館所蔵の原本︵蹴服押約三○○点

複写依如に応じるため︑洲面館内マ
イクロ室で約芝Ⅲ○点の原本︵︑暇に

貴爪群︶搬影を行なう︒伽その他第

二︑本年度の蛎業について
四︑その他

ってアンケートを発送させていただ

一二打川近代文学館

四②王朝

四○

九島本庁②近世初期文

二

一二ｌ五森安方②

芸能史研究会①京都市左京区岡崎円

芸術至上主義文芸

川巾狐棚川一

芸術至上主義文芸研究会①干葉県市

訓点餅と川点資料

沁哲願寺下ル中央岡野ビル三階②

訓点鰭学会①京郁巾上京区油小路通

巾記と締り物

三ｌ一駒沢大学脚文学研究室内②

軍記物談鰭会①世田谷区駒沢一

垂云

二

近世初期文芸研究会①世田谷区北沢

かった学会・研究会については︑お

くことになるが︑前回のアンケート
用紙がお手元に届いていない学会・

一報いただきたい．

研究会は連絡先を当館情報室まで御

秋田語文研究会①秋田市手形秋田大
学牧が学部国語国文研究室佐々木
研究宅内②秋田語文

二

石川近代文学館鏡花研究会①金沢市
広坂二

内②鏡花研究

一

王朝文学協会①大阪府羽史野市はび
きの五

大阪俳文学研究会①堺市大仙町大阪

●■■ｒｕｌ９ｌｌｐ︑９８６１９△も
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↓↓ネガフィルム作製および紙焼製本

要領︑カラーフィルム撮影要領など
繩々検討の上︑作成の予定である．

ちなみに︑マイクロ宝は川月一日付
で研究情報部におかれることとなり︑
彬山助教授が︑王任になった︒

昭和五十二年度公開講演会
大理女子大学文学部腿

東西の日記文学

ざ１１．．．０ｋｏ１ｃ
Ｆ・●■︒Ｐ■﹄■■巳﹂一壱年毎︐幸

岡文学研究涜料館

Ｈ本文学史について

外側人研究ｕ
ドナルド・キーン
．〃一Ⅱ︵士︶午後一時半から

国文学研究資料館会議室

聴講者があった︒
ー

で催さ
され
れ︑
︑約
約二
二︵
○○名の

ー
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史研 究

勝寺町四四京都観世会館内②芸能

一三

芸文故の会①踵野市西長野一○二六
三三山下方②芸文政
芸文の会①大川区久が原五
二ｌ 田 ア ヤ 子 方 ② 芸 文
計量国騒学会①杉雌区粋冊寺二東京

七

一

女子大学其号航爵一号奥②計峨
倒賠学
月曜会①千代川区術化兇二

七松本方②能・研究と評論
源氏物語読書会①愛媛県松山市文京
町三愛媛大学教育学部白方研究室
内② 源 氏 こ ぼ れ 草

七

四

五二浜川淌次方②日本文

高知日本文学研究会①高知市白石町
三
学研究

古典遺産の会①世田谷区北沢一
一○矢代和夫方②古典遺産

原団地二１六Ｉ五○川②古典と現

古典と現代の会①埼玉県和光市諏訪

代

三中

一六横舛孝方②

駒沢平安文学研究会①千葉県松戸市
間塚新川四九七

平安文学研究会会側
混沌会①大阪巾束区淡路町川
尾松泉堂書店内②混沌
佐多稲子研究会①埼玉県所沢市緑町
一ｌ一三公住二九の四号長谷川隆
方②くれない

三

二

二三②民俗文化

十四風信社内②四季派研究

四季派研究会①品川区大崎四

二札幌大学商橋研究
九

二請川利夫方②高

一八長篠康一郎方②太宰治

九ｌメゾン・ド・ボアＡ

九血波多野幸彦方②書状研究

世文学研究

二○六六

二稲田方②中世文学研

中四国中世文学研究会①岡山市玉柏

一

東京手紙の会①千代川区神川神保町

ヶ丘一愛知淑徳短期大学内

東海近代文学会①名古厘市干繩区桜

徳田方②伝承文学研究

一○

伝承文学研究会①杉並区高円寺南三

の人と芸術

三○

太宰文学研究会①世田谷区奥沢三

村光太郎研究

川町一七九

高村光太郎研究会①埼玉県草加市永

究室内②太平記研究

六ｌ一早稲田大学教育学部梶原研

太平妃研究会①新宿区西早稲田一

衆文学研究会紀要

一六尾崎方②大衆文学研究︑大

大衆文学研究会①保谷市中町六

室内②史料と研究

西岡二四三

﹁史料と研究﹂同人①札幌市豊平区

三

滋賀民俗学会①滋賀県大津市石山寺

ｰ

長野県国語国文学会①長野県上伊那

I
一九

比較文学

一九州大学国文学研

日本文学研究会①文京区関口一

会報

一二

九

九前橋市立図群館

広島民俗学会①広島市宇品東一

七一広島女子大学内②広島民俗

一

町豆ｌ肚七杉浦茂光方②半川万葉

半田万葉会①愛知県半田市乙川大川

内②萩原朔太郎研究会会綴

手町二

萩原朔太郎研究会①群馬県前橋市大

内②俳文芸

一お茶の水女子大学国文学研究室

俳文芸研究会①文京区大塚二１−１

原橘集

一四同立国語研究所気付②発表

日本方言研究会①北区西が丘三

１二久保稔方②日本文芸論攻

日本文芸研究会①府中市栄町二１−

五株式会社文理内②文学研究

一

院大学八号館八階小玉研究室内②

日本比較文学会①渋谷区渋谷背山学

究籠内②商日本岡語国文学会会鞭

崎六

西日本国語国文学会①福岡市東区箱

寺教学部内②南都仏教

南都仏教研究会①奈良市雑司町東大

国文学会会報

郡長野町辰野高校内②長野県国語

ー

早稲田大学文学部五六★研究室内

﹁文芸と批評﹂の会①新宿区戸山町姐

②文芸と批評

寺御陵ノ下町四ｌ三田中重太郎方

平安文学研究会①京都市右京区竜安

②平安文学研究

二

二

二○九石蝋方②

ミメーシス同人①埼玉県川口市川口

ミメーシス

叫

一○

Ｉ尭八剛学院大学Ⅱ本文学第尭研

昔鰭伝脱研究会①渋谷Ⅸ束川

究篭内②杵話伝税研究

−１三鶴見大学文学部日本文学科

紫式部学会①横浜市鶴見区鶴見二１

研究室内②むらさき

▼今回は発行が若干おくれましたが

◇編集後記◇

開館後の最初の号として︑開館の写

れました︒小松茂美東京脚立博物館

真集や︑春の調査貝会議の際講演さ

美術課腿の﹁古椛﹂を掲職し︑増頁

いたしました︒

▼開館の際の特別展示﹁脚学稀自筆

稿本と奈良絵本﹂にも多数の来館者

があり︑新らしい建物で行う初の公

され︑広い会議場一ぱいの盛況でした︒

開講演会には︑三○○人以上が来館
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国語国文学会連絡協議会に参加す

烏丸東入新北小路町同志社大学文

中古文学会①京都市上京区今出川通

昭和五十二年度秋季学会開催一覧
る各学会の秋季大会は︑次のとおり
学部国文学研究室内②一○月二九

四

である．学会提出はアイウエオ順︑

一五

一○

ところ国文学研究資料館

支援団体日本学術握興会(JapanSocietyforPromotionofScience,JSPS)
11月10日

「狂言と現代との接点」

「日本におけるモダニズム作家について」

リチャード・マキノン(ワシントン大学較授）

ドナルド･キーン(lXl文学研究資料館外国人研究員・コロンビア大学敬授）

二月一二日③東北大学文学部

東北大学文学部国文学研究室内②
俳文学会①豊島区目白一

習院大学文学部国文学科研究室内

日本口承文芸学会①渋谷区東四

二八国学院大学文学部臼田研
究室内

○

一

一○日本文学協会②二月一

日本文学協会①豊島区南大塚二

七

湫字片平愛知淑徳大学国文学科研
究室内②予定なし
仏教文学研究会①保谷市新町−１一

武蔵野女子大学国文学研究室内②
予定なし

丁目関西大学文学部国文学研究室

万葉学会①大阪府吹田市千里山東三

内②一○月一〜三日③武庫川女子

一

七昭和女子大学国文学研究室

二〜一三日③成城大学

表現学会①愛知県愛知郡長久手町長

日本近代文学会①千代田区三番町一

一日本女子大学文学部

学

古代文学会①世田谷区千歳台六

一

学部

九

②一○月一〜三日③岩手大学教育

八

一

二大妻女子大学国文学研究室内②

五ｌ一学

二月一二〜一三日③関西大学

三四立教大学日本文学研究室内②

日本近世文学会①製島区西池袋三

二八国学院大学文学部内②二月

主催国際日本文学研究巣会組織委昌会(委員長国文学研究資料館長市古貞次）

日本文芸研究会①宮城県仙台市川内

第1回国際日本文学研究集会

内②二月二六日③昭和女子大学

とき昭和52年11月10日(木)，11日（金）

一八〜一九日③沖繩国際大学

日本歌謡学会①渋谷区東四

六ｌ一早稲田大学演劇博物館内

日本演劇学会①新宿区西早稲田一

②二月一二〜一四日③山梨大学

五慶応大学文学部国文学研究室内

中世文学会①港区三田二

〜三一日③太宰府天満宮

七

二九

以下①事務局︵﹁東京都﹂は街略︶②
大会開催日③会場︑の順︒

解釈学会①豊島区北大塚三
二②予定なし

近代語学会①世田谷区太子堂一
昭和女子大学内②十二月三日③昭
和女子大学温考館
国膳学会①千代田区神田錦町三ｌ二
武蔵野書院内②一○月八〜九日③
秋田大学

古事記学会①千葉県市川市国府台二
八ｌ三東京医科歯科大学歴史学

T
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，
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一○月一五〜一六日③甲南女子大

台二

全国大学国語国文学会①文京区目白

女子聖学院短期大学内②予定なし

説話文学会①埼玉県上尾市戸崎八一

②予定なし

明治大学和泉校舎大久間研究室内

上代文学会①杉並区永福一

八

Nati(》nalInstitute（)fJapanesGLiterature

八三浦佑之方②予定なし

研究 室 内 ② 予 定 な し

特別講演

ー

ニコラス・ティール(筑波大学凄帥）

大学

「古今集への影容と古今集からの影轡

座長：池田爪(千葉大学教授）長谷川泉(学習院大学鱗師）

r文学研究の中枢機念としてのr文学｣および｢作品」

キャサリン・プロデリック(神戸女学院大学助救授）

「夏目漱石の言語の使用から生ずる翻訳上の諸問題」
アラン・ターニー(清泉女子大学較授）

坂野信彦(中京大学助較授）

「新散文詩｣について

レセプション(ホール）

デニス・キーン（日本女子大学敬授）

11月11日

裏千家家元東京出掻所：茶の塒

書陵部見学：国文学関係古写本等

満宮

二中京大学文学部国文

国文学研究資料館報鋪九号

編集・発行者

昭和五十二年一○月発行

東京都品川区豊町−１宍

国文学研究資料館

郵便番号一四二

三

②一○月二九〜三一日③太宰府天

田大学文学部藤平・上野研究室内

和歌文学会①新宿区戸山町四一早稲

学研究室内②予定なし

町一○一

美夫君志会①名古屋市昭和区八重本

「西洋から見た日本の女流日記文学の伝統1

印刷所秀英堂紙工印刷㈱

電話︵七八五︶七一三一︵代︶
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日本文学風土学会①世田谷区太子堂

ー

国文学科研究室内②一○月一五〜
一七日③奈良教育大学

11
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研究発表

国立劇場演劇観賞：和田勝一作｢海援隊｣4幕中村吉右衛門ほか

