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　２００４年３月８日、名古屋大学大学院国際開発研究科多

目的オーディトリアムにおいて、名古屋大学電子図書館

国際ワークショップが開催された。ニュージーランド、

タイ、中国そして日本からの電子図書館研究者４名が講

演を行い、講演後は、吉川正俊情報連携基盤センター教

授を司会に、技術的な問題、コンテンツとメタデータ作

成、著作権処理等について活発な議論が行われた。以下、

当日の講演内容を紹介する。なお、各講演については、

�����������及び���������	
����両講師を吉川正俊、李

常慶講師を逸村裕がそれぞれ担当し、要旨を作成した。

１．Browsing around a digital library

 Ian Witten
  (University of Waikato, New Zealand)

　������博士の講演は、����������プロジェクトの概

要を紹介するものであった。����������は、個人や比較

的小規模な組織であっても簡単にデジタルライブラリコ

レクションを構築し、それをインターネットや��－

���で配布することを可能とするソフトウェアの集ま

りである。����������は、ニュージーランド・デジタル

ライブラリ・プロジェクトのもとで、博士が所属する

�������大学によって開発された。博士は、これまで学

習理論、情報圧縮、情報検索、デジタルライブラリ、

データマイニングなどの分野で研究を行ってきており、

����������には、博士の長年に渡る研究成果が結集され

ている。����������は、多言語のオープンソースソフト

ウェアであり、現在、その開発および配布は、������

および��������	�
	�����の協力を得て進められてい

る。

　博士は、伝統的な図書館とデジタルライブラリを視覚

的に対照するために、ニューヨーク公共図書館の広大な

閲覧室とウガンダの小さな村でパソコンを利用している

人の写真を並置したスライドを用い、パソコンさえあれ

ばそれが少々旧式のものであっても��－���のデジタ

���������	
�
�
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ルライブラリを利用することができることの意義を訴え

た。世界のほとんどの人には伝統的な図書館の広大な閲

覧室を利用する機会が訪れることはないが、パソコンを

利用したデジタルライブラリを利用する可能性ははるか

に高く、従って、デジタルライブラリは、情報を民主化

する（��������	
	����������	��）ための技術であるこ

とを強調した。この点は����������開発の重要な動機

となっていると思われる。

　����������の設計思想は、多様なフォーマットのド

キュメントおよびメタデータを許すこと、多言語のド

キュメントおよびメタデータを許すこと、マルチメディ

アデータ、マルチプラットフォーム、標準および非標準

のメタデータ、メタデータに基づく個人化などであり、

可能な限り多様性を重視している。種々の自然言語のイ

ンタフェースがあるため、いくつかの言語の多様なコレ

クションが存在する。講演では、稀少植物（ニューヨー

ク植物園）、ショパンの楽譜（シカゴ大学）、マオリ語の

新聞（ニュージーランド）、漢籍（北京大学）、モスクに

関するアラビア語の文書、芭蕉の句などのコレクション

が紹介された。

　����������を用いた検索とブラウジングは、まず、文

書の階層的なモデルに沿った方法が可能であり、それを

実現するために階層のどのレベルでもメタデータを登録

できるようにしている。また、カテゴリによる分類階層

を本棚のメタファを用いてたどる方法も用意されてい

る。このような機能の詳細は、コレクション設計者が、

コレクションの定義ファイルを定義することにより設定

可能である。設定項目には、タイトルの全文検索、

����、���文書の追加、���メタデータのインポート

などがある。多様な言語インタフェースとメタデータの

フォーマットを扱うために、システム内部では、文字は

すべて�������に変換し、メタデータのフォーマットは

���に統一している。

　博士は、情報を格納することと、格納した情報を取り

出すことは完全に別のことであり、すべての情報にアク

セスできるようにし、人々がそれらを簡単に使えるよう

にするためには、非常に多くの努力が必要であることを

強調し講演を締めくくった。

� （吉川正俊／情報連携基盤センター教授）

２．Semantic Web Meets Digital Libraries

 Vilas Wuwongse
 (Asian Institute of Technology, Thailand)

　��������博士は、最近急速に研究が進展しつつある

��������	
��を紹介し、��������	
��が今後のデジタ

ルライブラリに与える影響に関して考察を行った。

　��������	
��は、���������	��
	������������
���

のディレクタである����������	
���が提唱した技術体

系である。現在の���では内容は人間によって視聴さ

れることを前提としているため、計算機が内容の意味を

理解することはできない。内容の構造を元にタグ付けを

行うためのメタ言語として���があるが、���自身に

はタグの意味を記述する手段がないという点で不十分で

ある。たとえば、���������と������の間連や、�����

������と���������の関連を計算機が理解できる形で格

納しておくことが望まれる。このような関連を保持して

おくことにより、たとえば、東京とバンコクが首都であ

ることを知っていたときに、「アジアの都市は？」という

問合せに対して東京とバンコクを答とすることができ

る。

　意味を指定するために、オントロジー（��������）を

利用する方法がある。��������の語源は、ギリシア語で

�����を表す�����と����を表す�����にある。��������

という用語は、データ辞書、シソーラス、分類体系、ス

キーマとデータモデルなど異なる意味で用いられること

が多い。計算機科学の分野では、��������	
���が１９８０

年にオントロジーという用語を初めて使用した。その

後、������らにより、オントロジーとはある共有された

概念化の形式的かつ明示的な詳述であると定義された。

端的には、��������は、共通語彙体系、用語の意味の宣

言的な定義、人間および計算機の共有理解を提供しよう

とするものである。

　続いて博士は、オントロジー記述言語として、今年２

月に��������		�
����
となった�����������	
�

�����������	の紹介を行った。���は、クラス、性質、

サブクラス関連、性質の値の制限などを定義できる。た

とえば、以下の例では�����という用語（クラス）が

��������という用語（クラス）のサブクラスであること

を定義している。

�����������	
���������	����

�����������	
����������
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������������

　���には、その他にも公理として、クラスの包含関

係、性質の推移性、値の唯一性、逆性質などを表現する

ための語彙が用意されている。また、���の表現能力

を拡張するために提案されている言語として��������	

����������	
��	��������がある。����によって、

���で記述された知識ベース上の規則を記述すること

ができる。しかし、����には、����による���デー

タの直接的な扱いができないことや、効率的な計算機構

を開発することが容易ではないことなどいくつかの問題

点も残されている。

　博士は、最後に、次世代のデジタルライブラリでは、

意味の生成、格納、活用が必要となり、��������	
��

は、あらゆる局面でデジタルライブラリをサポートする

技術となり得ることを述べた。また、特にオントロジー

の重要性を指摘し、デジタルライブラリへ適用可能な例

として、概念モデリング、内容マークアップ、注釈付け、

メタデータモデリング、個人化および知的サービスを挙

げた。� （吉川正俊）

３．The Progress of Digital Libraries in China  

 Li Changqing
 (Peking University)

　北京大学の李常慶先生の講演は、中国における電子図

書館の発展について紹介するものであった。まず中国に

おける電子図書館の研究は、１．情報のデジタル化と圧

縮に関する技術、２．情報の保存と検索に関する技術、

３．情報の組織化に関して、４．電子図書館システム構造

について、５．著作権と情報セキュリティについて、６．人

工知能や機械翻訳など、が主たる対象であり、その関連

論文は年を追って増大しているとの指摘があった。

　歴史的に中国におけるデジタル図書館の進展は１９９７年

から２０００年にかけて行われた「中国実験型デジタル図書

館プロジェクト（国家重点科学技術プロジェクト）に始

まり、１９９８年「中国デジタル図書館モデル・プロジェク

ト」、同年「中国デジタル図書館プロジェクト（����）」

設立準備委員会が設置された。ここでは中国デジタル図

書館株式会社の経営とアメリカの����の資本参入によ

り、外国から必要な特定のデータベースの導入、オンラ

インによる目録の作成と相互貸借、ネット図書館が開館

した。

　同じく１９９８年には「中国高等教育文献保障システム

（�����）」が実施され、�����管理センターが北京大学

におかれ、第一レベルとして文理、工学、農学、医学の

四つの文献情報センターから成る学術文献センターが設

置、第二レベルとして東北、華東北、華東南、華南、華

中、西北、西南の７つの地方センターが設置、そして第

三レベルとして各省、自治区、直轄市の文献センター設

置が進められている。ここでは内外データベースの提供、

オンラインによる目録作成、����検索、図書館間の相

互貸借および文献提供が行われている。

　１９９９年には「電子図書館実験デモンストレーションシ

ステム」の開発、２０００年「中国電子図書館プロジェクト

１期計画（２０００－２００５年）」の制定、２００１年には「中国科

学デジタル図書館プロジェクト（����）」が実施され、

ここでは電子情報資源およびそのサービス、オンライン

目録の作成と全文情報、レファレンス・サービスが提供

された。

　２００２年中国の２２重点大学の参加による「中国高等学校

デジタル図書館連盟」が成立し、２００４年には１２億元を投

じた「国家図書館２期プロジェクト及び国家デジタル図

書館プロジェクト」が国家“第十期五ヶ年計画”重点建

設プロジェクトとして開始された。

　地方図書館主導の電子図書館プロジェクトでは、１９９９

年上海図書館の電子図書館プロジェクトにより上海図

典、上海文典、地方劇、古籍善本、科学技術会議レポー

ト、中国新聞雑誌、民国時代図書、外国語雑誌目次など

のデータベースの提供が行われ、また広東省立図書館デ

ジタル図書館プロジェクトでは有料化により年間１００元

の料金で全文データベースなどの提供が行われ、毎日４６０

万ページのダウンロードが行われている。

　またＩＴ会社およびデータベース企業主導の電子図書

館プロジェクトもあり、超星電子図書館プロジェクトで

は���、���������	
�����などの電子図書館技術の開発

と有料デジタルサービスの提供が行われ、中国科学研究

の外郭会社である万方データ株式会社では商業や科学技

術データベース、全文データベースの提供が行われてい

る、との報告があった。

　最後に中国における電子図書館の課題として、技術標

準化、著作権、電子図書館経営、伝統的な図書館予算が

削減される中で有料化にどう対処するか、そしてエリー
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ト層と格差の大きい層へのデジタルデバイドの問題に言

及があった。

� （逸村　裕／附属図書館研究開発室専任助教授）

４．Nagoya University Knowledge Factory 

System.

 Hiroshi Itsumura 
 (Nagoya University Library Studies) 

　名古屋大学附属図書館・附属図書館研究開発室が中心

となり、情報連携基盤センター等との協力で開発が進め

られている���������	
��	�������������������������

���（名古屋大学学術ナレッジファクトリ）の概要につ

いて紹介を行った。

　今日、大学を取り巻く情報環境は急激に変化している。

教育研究活動を通じて、地域社会や人類社会に対して

いっそうの貢献を果たすためには、その活動基盤の強化

が必要である。大学図書館は増加するデジタル情報源、

利用者の情報利用行動の変化への対応が求められてお

り、現代の大学図書館は印刷体資料と電子情報源が渾然

一体となった、いわゆるハイブリッド図書館となってい

る。２００２年３月の科学技術・学術審議会研究計画・評価

分科会情報科学技術委員会デジタル研究情報基盤ワーキ

ング・グループ「学術情報の流通基盤の充実について

（審議のまとめ）」では、新しい電子図書館機能として、

学術情報の流通基盤の充実が急務であるとし、そこでは

情報の登録と発信のためのシステム整備、メタデータの

付与と体系的な情報発信、電子的資料の散逸を未然に防

ぐこと等が強調されている。「学術ナレッジファクト

リー」はその構築目的として１．大学は知の生産蓄積組織

であり、この高度な活用を図る。２．大学ポータルを活用

し図書館サービスの高度化を図る。３．学内外の情報資

源の発見、収集、組織化、活用を図る。４．コンテンツの

高度化の四点を掲げ、額内外の教育研究情報資源を対象

とした電子図書館システムである。

　当日は、対象コンテンツの一つとして、附属図書館が

所蔵する「高木家文書」を取り上げ、その事例を紹介し

た。高木家文書は総点数１０万点を越す古文書群である。

その内容は「宝暦治水」をはじめ、木曽川長良川揖斐川

のいわゆる木曽三川流域治水史料の宝庫として知られて

おり、その他にも濃密な領地支配、多彩な家政関係文書、

旗本の明治維新期関連資料など、多様な内容を持ってい

る。

　報告では、この豊かな学術コンテンツをデジタル化し、

メタデータを付与するのみならず、現在進めている高精

細画像の公開とそのフィードバックシステム導入によ

り、大きな可能性が期待できることを述べた（下図参照）。

さらに今後の展開として、名古屋大学内で生産される

様々な情報資源を対象に、その高度化とシステム拡張を

図る構想についても紹介を行った。� （逸村　裕）



��������	������
 5

Webサイト上の学術情報をアーカイブする

松原　茂樹・鈴木　祐介

　今や���は世界中で最も広く利用されている知識情

報資源である。その規模は日々増大しており、知りたい

情報の多くは���から探し出すことができる。名古屋

大学においても、学内で生産された大量のデジタル文書

が���上に蓄積されつつある。����や���の形式で

保存されたデジタル文書の多くは、大学が発信する貴重

な学術情報資源であり、それらが効果的に消費される仕

組み作りが望まれる。これらの文書群をうまく整理し、

そのアクセス環境を整えることにより、例えば、大学の

インターネット空間を新たなデジタル図書館として運用

していくことも可能となるだろう。

　デジタル図書館機能を形成する情報基盤を実現するた

めに、学術情報の収集、加工、発行を統合化したドキュ

メント流通技術の高度化が不可欠であり、そのための研

究開発が重要となる。このような背景のもと、平成１６年

４月に情報連携基盤センター学術情報開発専門委員会の

もとに情報流通ワーキンググループが新設された。メン

バーは、現在のところ、附属図書館及び情報連携基盤セ

ンターの教職員を中心に構成されている。本ワーキング

グループでは、情報技術を駆使した学術情報の流通環境

の実現、及び、それを利用した学術情報サービスの開発

について検討することを目的としている。具体的には、

学術機関リポジトリ（大学で生産されたデジタルコンテ

ンツの保存書庫）、サブジェクトゲートウェイ（学術コン

テンツのメタデータ群を利用した情報アクセス支援機

能）、知的文書検索（言語処理技術を活用した情報検索イ

ンタフェース）、学術情報アーカイブ（デジタル文書の記

録・保存）等の基礎技術とその統合技術の開発を視野に

入れており、これらに順次取り組んでいく予定である。

　上述の活動を推進するための準備作業として、学内に

現存する���サイト上のファイル（以下、単に���ファ

イル）の収集実験を実施している。このような収集活動

には、「学内に現存する���文書の種類及び規模の調

査」、「学内から発信されているデジタル文書の記録」、ま

た、「情報流通のための文書加工技術に関する実験材料」

としての意義を有しており、まずはその効果的な利用を

目指した基礎調査を進めている。ここでは、情報流通ワー

キンググループの活動状況の報告を兼ねて、調査内容及

び今後の展望について述べる。

　���文書収集実験は以下の要領で実施した。収集対象

は名古屋大学の���サイト上のファイルである。ただ

し、単に名古屋大学内の���ファイルといってもそれが

示す対象は曖昧である。そこで今回は、「����������	�
�」

ドメインの���サイト上に存在し、かつ、名古屋大学

のトップページ������������	
��
���
������	���������

から直接的、もしくは、間接的にたどることにより到達

可能な���ページとした。収集は、アクセス制限のない

もの、もしくは、学内限定のアクセス制限があるページ

のみとした（すなわち、部局や研究室等に制限されたペー

ジは含まない）。

　対象とするファイルのタイプについては、特別な制限

は設けず広く収集したが、���������	や���等の動的な

生成の側面が強いファイルは調査の趣旨に合わないと考

え対象外とした。収集日は、名古屋大学が独立法人化を

迎える時点でのデジタル文書を記録することの意義を考

慮し、２００４年３月末に数日に渡り実施した。収集には、

���ファイルを自動収集するソフトウェアを使用した。

　実験により、４２３サイト内の６４２，１９６ファイルが収集さ

れた。サイズにして４６．９ＧＢに相当する。上述の条件で

収集を実施したため、必ずしも全てのファイルを収集で

きているわけではないが、現時点で学内に存在する���

ファイルの大体の規模を示していると考えられる。収集

した���ファイル数のタイプ別の内訳（上位２０タイプ）

を表１に示す。ファイルタイプは拡張子により分類して

いる。上位４タイプ（��������	��	
������）だけで全体の

８５％以上に上っており、����ファイル及び画像ファイ

ル（��������）が多数占めていることがわかる。収集した

���ファイル規模のタイプ別の内訳を表２に示す。画像

ファイル（��������）に加え、ドキュメントファイル（�����

��）が上位を占めている。これらはいずれもアーカイブ

の対象として相応しいファイルである。

　比較として、国立情報学研究所が進める大学情報メタ



6

データ・ポータルの一環として構築されている大学���

サイト資源検索（����������	

�������）に名古屋大学の

���サイト上の学術情報が収録されている。これは、論

文や成果リスト、さらには、研究者や研究室のページな

ど、広い意味での学術情報メタデータデータベースであ

る。名古屋大学分として１１８８件登録されており、その意

味で本学の約６４万の���ページのうち、広義の意味で学

術情報の範疇に入るものがどの程度存在するのかは調査

に値する。このようなメタデータデータベースの構築を

自動化することも本ワーキンググループの活動対象であ

る。

　先に���サイト上の学術情報をアーカイブすること

の意義について言及したが、具体的には今後、以下のよ

うな利用を想定している。

　１．　インターネットアーカイブデータ：���ページは

更新や削除が頻繁に行われる。学内の���ペー

ジを定期的に収集することにより、デジタル文書

アーカイブを実現する。

　２．検索エンジンのデータベース：収集した���ペー

ジ群を高度に解析することにより、精度の高い検

索を高速に実行することができる。

　３．���ページの加工技術の開発：言い換えや要約、

多言語化等、���ページを要求に基づいて自動加

工するための方式を開発するための基礎データと

して利用する。

　本学の���サイトには、学術情報資源としてのデジタ

ル文書が大量に存在しており、学内外の利用者が容易に

かつ効果的に消費できることが望まれている。将来的に

は、情報の組織化技術や文書加工技術、また、情報アク

セス技術等の情報基盤を整備し、デジタル図書館機能を

備えた���空間に発展させる必要がある。情報流通ワー

キンググループでは、利用者ニーズの詳細な分析や新し

い情報技術の開発を通して、これらの環境の実現に向け

て活動を進めていく予定である。

�（情報連携基盤センター学術情報開発研究部門助教授・

� 情報科学研究科社会システム情報学専攻大学院生）

累積割合（%）サイズ（GB）ファイル順位

２９．１１３．７���１

５１．５１０．５���２

６６．１６．９���３

７０．０１．８��４

７３．１１．５��５

７６．０１．４���６

７８．８１．３���７

８１．５１．３���８

８３．９１．１���９

８６．０１．０����１０

８７．４０．６���１１

８８．６０．６���１２

８９．６０．５���１３

９０．４０．４����１４

９１．１０．３��１５

９１．８０．３���１６

９２．４０．３���１７

９３．００．３���１８

９３．５０．３���１９

９４．００．２��２０

累積割合 (%)個数ファイル順位

３４．８２２３６６５����１

６２．７１７８８８３���２

８０．２１１２７４４���３

８５．９３６１８６���４

８９．６２４０７１���５

９２．５１８３６７���６

９４．６１３６６６���７

９６．３１０９３８���８

９６．９３６７１��９

９７．１１６３８����１０

９７．４１５４４���１１

９７．６１２９３���１２

９７．８１１７３��１３

９７．９１０３３���１４

９８．１９５１��１５

９８．２８８６���１６

９８．３７８８���１７

９８．４４８５�����１８

９８．５４７７���１９

９８．６４６５���２０

表１　���サイト上のファイル数のタイプ別内訳 表２　���サイト上のファイル規模のタイプ別内訳
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　大学内には、附属図書館はじめ各所に、貴重な学術資料、
標本類、記録史料（アーカイブズ）が多数所蔵されている
が、高温多湿の環境下で虫菌害等による劣化・損耗が進み、
早急な保存対策が必要であるケースも少なくない。しか
し、従来の大量薬剤を用いる手法の踏襲では、人間や環境
への負荷が大きく問題があろう。
　そこで、附属図書館研究開発室では、オゾンホール問題
から、資料・標本の殺菌に広く用いられてきた臭化メチル

の生産・消費が２００４年限りで全廃されることを機に、薬剤
に強く依存する体質からの脱却を図るため、学内の博物館
や大学文書資料室、虫菌害研究者等とも連携し、温湿度変
化や大気汚染等にも配慮した環境管理に加え、虫菌害モニ
タリング等、多様な防除手段を複合した IPM (Integrated 
Pest Management) 手法の本格導入にむけた研究プロ
ジェクトに着手することとなった。幸いにも、今年度の総
長裁量経費が措置されたことから、名大版 IPM手法の確立
にむけ、検証実験や公開ワークショップ、研修会等の取り
組みを進める計画であり、是非とも関心のある方々の参
加・協力をお願いしたい。 （秋山晶則）

IPM（総合的有害生物管理）：
 史資料保存の取り組み

��������������������������������������������

　附属図書館研究開発室では、ハイブリッドライブラリー構築の一環として、附属図書館所蔵資料の調査・研究活動

を行っており、その成果を地域貢献活動にもつなげるため、「木曽三川流域の歴史情報資源の調査・研究」プロジェ

クトを推進しつつある。本プロジェクトでは、文部科学省地域貢献特別支援事業費をうけ、附属図書館が所蔵する高

木家文書（推定約１０万点）を伝来した旗本高木家の屋敷遺構がある岐阜県上石津町教育委員会及び愛知県教育委員会

との連携のもと、木曽川水系を中心とする東海地域の特色ある歴史情報資源の調査・研究を進めている。その成果の

一端は、高木家分家に関わる新発見史料＝北高木家文書を紹介した「川とともに生きてきたⅡ」（２００３年春季特別展）

や伊藤圭介文庫の公開とデジタル展示を行った「錦�図譜の世界」（２００３年秋季特別展）として広く公開したところ

である。

　今回の特別展では、上記「川とともに生きてきた」シリーズの継承・発展をめざし、本プロジェクトで新たに着手

した東高木家文書（森川勝之助氏所蔵）の悉皆調査（『��������	�
�����』��４．参照）をもとに、その中間報告を行う

予定である。巨大な古絵図や古文書におどる文字、さらにはデジタル展示を通して、川という自然と人間がどのよう

な関係を築いてきたのか、災害と地域社会の関係などを振り返り、今後の自然との共生にむけた思想、方法、技術な

どについて考える機会になればと、目下、準備を進めて

いるところである。

　なお、本年は、わが国土木史上特筆される大工事で、

膨大な投資と多大な犠牲が払われたことで有名な「宝暦

治水」着工２５０年にあたることから、従来の「宝暦治水」

像を問い直す意味で、「『宝暦治水』の虚像と実像」をテー

マとする講演会を行うほか、新企画として展示史料を用

いた古文書講座も予定している。是非とも、多数の方々

のご来場をお願いしたい。

� （附属図書館研究開発室専任助手）

２００４年秋季特別展にむけて

秋山　晶則

勢州油島新田地先洗堰〆切御普請願絵図（部分）／宝暦９年（１７５９）



8

２００４年秋季特別展・講演会のご案内

○特別展　　　

　　「川とともに生きてきた　Ⅲ
　　　　　　　－東高木家文書にみる木曽三川流域の歴史・環境・技術―」

　　　　１０月２９日（金）～１１月１２日（金）　１０：００～１７：００（土・日・祝日含む）
　　　　場所：名古屋大学中央図書館４Ｆ展示室

○特別展講演会

　　―「宝暦治水」の虚像と実像―

　　　　１０月３０日（土）　１３：００～１６：００
　　　　場所：名古屋大学中央図書館　５�多目的室
　　　　講師：秋山晶則（名古屋大学附属図書館研究開発室助手）
　　　　　　　内倉昭文（鹿児島県歴史資料センター黎明館学芸員）
　　　　　　　羽賀祥二（名古屋大学大学院文学研究科教授）

○特別展古文書講座

　　　　１１月６日（土）　１３：００～１５：００
　　　　場所：名古屋大学中央図書館５Ｆ多目的室
　　　　内容：担当教員による展示史料解説

主催：名古屋大学附属図書館・附属図書館研究開発室
後援：岐阜県上石津町教育委員会、愛知県教育委員会、岐阜県教育委員会

　　　　　　　　　　三重県教育委員会、名古屋市教育委員会

問い合わせ先：TEL０５２－７８９－３６６７　　附属図書館情報管理課庶務掛
E-mail：shomu@nul.nagoya-u.ac.jp　　

彙　報

��������	
����������

編集・発行

　名古屋大学附属図書館　研究開発室

　〒４６４－８６０１　名古屋市千種区不老町

　　　　　　　TEL　０５２（７８９）５６９９

2004年

 3 月 22日 第 10回教官会 

 3 月 23日～4月21日

　　　　　　　　春季特別展「和歌（うた）の書物

―新古今和歌集とその周辺」

 4月 17日 ギャラリートーク「新古今和歌集

とその時代」

 4月 19日 第 1回 FM(Faculty Meeting）

 5月 17日 第 2回 FM

 5月 24日 第 8回懇談会

 6月 21日 第 3回 FM

 7月 26日 第 4回 FM，第9回懇談会


