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ECDL 2007国際会議報告
石川　佳治

筆者は、2007年９月にハンガリーのブダペストにおい

て開催された、電子図書館に関する国際会議 European 

Conference on Digital Libraries（ECDL 2007）に参加

した。本稿ではその報告を行う。なお、ECDL 2007国

際会議のホームページの URL は http://www.ecdl2007.

org/ である。

１．ECDL国際会議とは

ECDL は、米国で開催される JCDL（Joint Conference 

on Digital Libraries） と ア ジ ア に お け る ICADL

（International Conference on Asian Digital Libraries）

と並ぶ、電子図書館の研究に関する主要な国際会議の

一つである。その名のとおり、欧州における電子図書

館コミュニティが中心となり開催されている。筆者は、

2001年にドイツのダルムシュ

タットで開催された同会議に

続き、今回が２度目の参加で

あった。

今回の ECDL2007国際会

議は、ブダペストのブダ側

の郊外に位置する European 

Congress Center（図１）で

開催された。山の中腹に位置する閑静な環境の中、ホテ

ルに隣接する形の会議場であり、参加者のほとんどはこ

の会議場の周辺のホテルに滞在していた。日本からの参

加者は、筆者の他に３名であった。

電子図書館の研究分野は、情報科学と図書館学にまた

がる学際的な領域である。ECDL 2007に関しては、筆

者の大ざっぱな感触では、双方の分野の研究者がそれぞ

れ半々程度に参加しているような印象を受けた。研究発

表に関しては、テクニカルなものについては情報科学の

領域から、実務的なものについては図書館学の領域から

の発表が多いと感じられたが、チュートリアルやパネル

討論については、両分野の研究者が連携している状況が

把握できた。

２．研究論文の分析

研究論文については、個別の論文を紹介するのではな

く、全体の傾向を分析することにする。研究論文（フル
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ペーパーに限る）のカテゴリ別の件数を表１に示す。分

類の基準は筆者の判断によるもので、必ずしもうまく分

類できない論文もあった。これらを見ても、電子図書館

の研究分野が多岐に渡っていることが見てとれる。

比較のため、筆者が前回参加した ECDL 2001におけ

る論文のカテゴリ別の件数を表２に示す。1990年代後半

に、米国を中心に電子図書館に関する大規模プロジェク

トが実施されたが、2001年頃はそれら第１フェーズの成

果が結実し、電子図書館の実サービスも始まったころに

あたる。そのため、構築したプロトタイプに関する報告

や、電子図書館の実装技術に関する研究など、電子図書

館の基盤サービスの実現が大きな課題であったことが見

てとれる。

表１の ECDL 2007のカテゴリを表２と比較すると、

いくつかの新しいトピックが現れていることがわかる。

一つはセマンティック Web である。従来から、メタデー

タやオントロジーに関する話題は電子図書館の研究分

野における重要なトピックであったが、2001年の時点

では、セマンティック Web はまだ具体的な像が見えて

いなかった（なお、Tim Berners-Lee がセマンティック

Web の概念を提唱しはじめたのは1998年頃である）。こ

れに対し、今日ではセマンティック Web は重要な研究

課題として定着している。

分散電子図書館の具体的な実現手法として P2P（Peer-

to-Peer）およびグリッド技術を用いた研究発表が見られ

る点も、今日の動向を反映しているといえる。2001年の

時点においても、インターネットを介した電子図書館の

相互連携は重要なトピックであったが、2007年に至るま

でに P2P やグリッド技術などの新たなネットワーク技

術が進展し、その電子図書館への応用が研究課題となっ

ていることがわかる。

Web サーチエンジンとの連携が新たなトピックとし

て出現している点も興味深い。日々の生活においてサー

チエンジンは不可欠なツールとなっており、サーチエン

ジンと電子図書館をシームレスに連携することが新たな

研究テーマとなっていることが理由の一つである。

個人情報管理も関連する話題である。個人のコン

ピュータ内に納められた大量の情報は重要な情報資源で

ある。そのため、各ユーザが自身のコンピュータ内の情

報を電子図書館やウェブと連携可能とするサービスの実

現が重要となっている。このような考え方は、近年普及

しているデスクトップサーチにも通じるものである。

このような研究領域の拡大は、電子図書館の概念が

個々の図書館に閉じるものではなく、Web や個人のコ

ンピュータまで拡がりつつあるという状況を反映してい

るといえる。

表３には、ECDL 2007の論文の国別の分類を示す。

第一著者が所属する組織の国に基づいて集計した結果で

表１　論文のカテゴリ（ECDL 2007）

カテゴリ 件数
セマンティック Web、メタデータ、オントロジー ４
電子図書館・コンテンツ管理のモデル ４
マルチメディア情報 ３
P2P、グリッド技術の応用、分散電子図書館 ３
情報の保存、情報の信頼性 ３
プロジェクト・プロタイプシステムの報告 ３
情報検索 ３
XML ２
Web サーチエンジン技術と電子図書館 ２
文書の分類・要約 ２
個人情報管理 ２
ユーザスタディ ２
ユーザインタフェース １
多言語情報 １
情報の推薦 １

表２　論文のカテゴリ（ECDL 2001）

カテゴリ 件数
文書の分類・要約 ５
プロジェクト・プロタイプシステムの報告 ５
電子図書館の実装技術 ５
情報検索 ３
情報の保存、情報の信頼性 ２
ユーザインタフェース ２
メタデータ、オントロジー ２
XML ２
e-ラーニング ２
マルチメディア情報 ２
ユーザスタディ ２
知的財産権の管理 ２
分散電子図書館 １
電子図書館・コンテンツ管理のモデル １
電子図書館の評価 １
情報の推薦 １
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ある。ヨーロッパを中心として多くの国からの発表がな

されていることが見てとれる。

３．基調講演

ECDL 2007では、基調講演として以下の２つが行わ

れた。

１） Digital Preservation, Archival Science and Method-

ological Foundations for Digital Libraries （Seamus 

Ross, University of Glasgow, UK）

２） Wi-Fi Trondheim: An Experiment in Providing 

Broadband Everywhere for All （Arne Solvberg, 

Norway）

前者は、電子的な情報の保存に関する講演であった。

この講演のみならず、ECDL 2007の会場では、しばし

ば digital preservation というキーワードを耳にした。

欧州では電子出版・電子資料の保存の取り組みが盛んに

なされており、この講演もその動向にもとづいたものと

いえる。また、タイトルに archival science というキー

ワードが含まれているが、これは過去の歴史的な文化資

産も電子化してアーカイブ化を進めようとする学術的な

活動を指す。欧州ではその歴史を背景として、過去の文

化的資産の保存と活用が重要となっているという状況が

背後にあると考えられる。この基調講演については、資

料が ECDL 2007のホームページから入手できる。

後者の基調講演は、ノルウェーのトロンハイムに

おける、無線によるモバイル情報サービス（Wi-Fi 

Trondheim）に関するものであった。

４．パネル討論

パネル討論は以下の２つである。

１） 欧州の電子図書館に関するプロジェクトについて

２） Digital Libraries in Central and Eastern Europe: 

Infrastructure Challenges for the New Europe

前者のパネル討論は非常に興味深いものであった。ま

ず、欧州委員会（European Commission）の担当者か

ら、“Introduction of the medium term and long term 

objectives of the EU Commission with regard to the 

Digital Libraries”という講演がなされた。欧州におけ

るこれまでの電子図書館プロジェクトを踏まえ、今後も、

欧州全体を連携する大規模な電子図書館、電子的な情報

の保存などに関する基盤技術開発が重要であると述べら

れた。2007年12月に次のプロジェクトの公募に関する情

報をオープンにするということで、欧州の関連する研究

者達は熱心に聴講していた。この資料も ECDL 2007の

ホームページから入手できる。

続いて、欧州における電子図書館に関する大規模

研究プロジェクトに関する報告がなされた。ドイツ

の L3S の Tomas Risse 教授からは BRICKS （Building 

Resources for Integrated Cultual Knowledge Services）

プロジェクトに関する報告があった。BRICS は、次世

代の電子図書館に関する研究開発プロジェクトとして

位置づけられ、サービス指向のアーキテクチャ（SOA）

の採用、P2P 技術に基づく自律分散型のシステム、オー

プンソース技術の積極的利用などの先進的な特徴を有し

ている。

各地に分散した電子図書館は、Web サービスの形で

サービスを提供することで、自律性を失うことなく電子

図書館のネットワークに参加でき、サービスや情報の相

互活用が可能となる。欧州規模で緩やかに連携した大規

模な電子図書館を実現可能なアーキテクチャを目指して

いる。

BRICS のサブプロジェクトとして、いくつかの実世

界のアプリケーションの開発も進められており、その成

果についても紹介があった。たとえば、考古学における

発掘された遺跡等の情報を電子化して即座に電子図書館

ネットワーク内で共有する試みなどが紹介された。

BRICS のプロジェクト自体は2004年から2007年まで、

総額1,220万ユーロの資金をかけたプロジェクトであり、

ちょうど終了したところということであったが、ホーム

ページにおいて、BRICS プロジェクトのその後の展開

などが報告されている（http://www.brickscommunity.

org/）。

続いて、ギリシャのアテネ大学の Yannis Ioannidis 教

表３　論文の国別の分類（ECDL 2007）

国名 件数 国名 件数
ドイツ ９ スペイン １
米国 ７ ギリシャ １
イタリア ４ オーストラリア １
英国 ３ オランダ １
日本 ２ ハンガリー １
デンマーク ２ 中国 １
シンガポール ２ 南アフリカ １
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授から、DELOS プロジェクトに関する報告があった。

10年間に渡るプロジェクトであり、50以上の組織が参加

する、BRICS よりもさらに大規模なプロジェクトであ

る。こちらもちょうど2007年にプロジェクトが終了とい

うことであった。次世代の電子図書館に関する多岐に渡

る研究活動を行っているが、７つのサブプロジェクト（電

子図書館のアーキテクチャ、情報アクセス技術と個人化、

マルチメディア情報処理、ユーザインタフェースと可視

化、知識抽出および意味的な相互可用性、情報の保存、

評価活動）からなる。

たとえば、電子図書館のアーキテクチャに関するプロ

ジェクトでは、次世代の電子図書館のアーキテクチャ

に関する参照モデルの開発が提案されており、多言語

でマルチモーダルな電子図書館管理システム（Digital 

Library Management System; DLMS）の開発が行われ

ている。DELOS プロジェクトは終了したが、その後も

DELOS Association としての活動は継続する模様であ

る。URL は http://www.delos.info/ である。

これら以外にも２つのプロジェクトからの報告があ

り、最後に今後の課題等に関する議論が行われた。

５．チュートリアル

チュートリアルとしては、以下の４件が行われた。筆

者は３）と４）に出席した。

１） Thesauri and Ontologies in Digital Libraries

２） Introduction to （Teaching/Learning about）Digital 

Libraries

３） Approaches for Large Scale Digital Library Infra-

structures by Example

４） Building Digital Libraries On-demand by Sharing 

Content, Services and Computing Resources

チュートリアル３）は、上述の BRICS プロジェクト

の Thomas Risse らにより、最新の電子図書館システ

ムの実現方式に関する紹介を行うものであった。サー

ビス指向アーキテクチャ（SOA）、P2P コンピューティ

ングなどの技術の紹介の後、DELOS の電子図書館管理

システム（DLMS）のアーキテクチャに関する説明や、

BRICS システムの実現方式の紹介などが行われた。

チュートリアル４）は、主としてグリッドコンピュー

ティング技術の電子図書館サービスへの適用に関する話

題を、実例を踏まえて説明するものであった。グリッド

コンピューティングは、一般には大規模計算のために分

散したコンピュータを統一的に利用する枠組みである

が、大規模なデータを扱う分野では、いわゆるデータグ

リッドという考え方も出現している。ネットワーク上に

分散した電子図書館をグリッド技術で結びつけ、サービ

スの共有を容易にする点などがグリッド技術を用いるメ

リットであるということである。

６．ワークショップ

併設ワークショップとして、以下の６件が開催された。

詳細については省略する。

１） CLEF 2007: Cross Language Evaluation Forum

２） Workshop on “Foundations of Digital Libraries”

３） Cross-Media and Personalized Learning Applica-

tions on top of Digital Libraries （LADL 2007）

４） Towards an European Repository Ecology: Con-

ceptualising Interactions between Networks of Re-

positories and Services

５） Networked Knowledge Organization Systems and 

Services

６） Libraries in the Digital Age: What If...?

７．おわりに

今回、ECDL 2007に参加して、欧州の電子図書館に

関する研究が、次世代の電子図書館システムを念頭に置

いた研究にシフトしていることがよく理解できた。欧州

の場合、EU による国家間の連合が存在するため、情報

の共有化が現実に切実な問題となっている。地理的に分

散しているだけでなく、国により言語も文化も異なるこ

とから、電子図書館への期待と要求が非常に大きいとい

うことが感じられた。

DELOS、BRICS などの大規模プロジェクトを通じて、

欧州全体の研究者が連携して活動を行っており、研究者

コミュニティとしても強力であるという印象を受けた。

これらのプロジェクトの報告では、豊富な資金と多くの

研究者の強力のもとに、次世代の電子図書館の実現に向

けてチャレンジしている様子が感じられた。

電子的な情報の保存に関する意識の高さも、今回印象

深かったものの一つである。今日の社会に存在し日々生

み出されている情報のみならず、過去の情報も対象とし

て電子化を進め活用することは、非常に重要な課題であ
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ると考えられる。欧州においては過去の歴史的な文化資

産も膨大であり、この面に関する実際の要求も大きいも

のと思われる。

今年の ECDL 2008国際会議は、９月にデンマークの

オーフス（Aarhus）において開催される予定である。

（研究開発室兼任室員・情報連携基盤センター教授／

 データ工学）

『隠州視聴合記』という史料がある。隠岐国に関する

地誌であり、出雲松江藩士斎藤豊仙の著作とされてき

た。寛文７年（1667）に著者が隠岐国内をくまなく歩い

て調査して仕上げたという。活字で読めるものとしては、

『続々群書類従』第九と『日本庶民生活史料集成』第20

巻に収録された二点が知られている。前者は49頁（１頁

あたり800字程度）、後者は23頁（１頁あたり約1800字）

だから、おおよそ４万字程度の分量といえる。

この史料が、竹島／独島の領有問題とかかわって取り

あげられるようになったのは、1950年代半ばのことであ

る。ただし議論の対象となったのは、『隠州視聴合記』

冒頭にある「国代記」の前半部分だけ（『続々群書類従』

でいえば160字）であり、とりわけそのなかの「然則日

本之乾之地、以此州為限矣」なる一文についてだけであっ

た。議論の焦点は、右に傍線を付した「此州」が、欝陵

島のことを指すか、隠岐国を指すか、であった。「此州」

が欝陵島のことを指すとなれば、問題の一文は「日本の

西北境界は欝陵島である」となり、欝陵島と隠岐諸島に

挟まれた位置にある竹島／独島は、17世紀半ばには日本

領と認識されていたことになる。「此州」が隠岐国を指

すとなれば、問題の一文は「日本の西北境界は隠岐国で

ある」となり、竹島／独島は17世紀半ばには日本領と認

識されていなかったことになる。（なお、日本領と認識

されていなかったのだから朝鮮領と認識されていたと考

えて良い、とするのが韓国での史料の読み方である。）

＊

『隠州視聴合記』全体をきちんと読み通した仕事がな

いままに、著作の一部だけを切り取って、ああだこうだ

議論しているのにはたいへん違和感を感じた。また、斎

藤豊仙の著作といわれてきたが、二つある活字本『隠州

視聴合記』のどこにも著者名は出てこないのが不思議

だった。そこで、『国書総目

録』やいくつかの図書館・博

物館の蔵書目録をくっていく

と、写本が各地に伝来しそう

なことが分かってきたから、

まずは写本を収集するところ

から始めてみようと思いたっ

た。１年余で集めた写本は22

点。東は筑波大学附属図書館から西はソウル大学校附属

図書館まで、また隠岐の島町立図書館にも足を運んだ。

A 大学図書館と B 大学図書館では、自ら持ち込んだ

デジタルカメラでの撮影が許された。いずれの場合も、

空調の効いた無人の特別閲覧室に招かれ、また撮影済

みデータを録画した CD を後日提出することを求められ

た。C 博物館でも同様にデジタルカメラでの撮影を許さ

れる一方、録画データの CD 提出は求められなかった。

D 図書館・E 図書館では複製本が配架されており、原本

を拝見することはできなかった。また職員の方に御願い

して複製本をコピー機で複写していただいた。F 大学図

書館・G 博物館では、原本の閲覧をさせていただいたが、

複写は専門業者への委託となった。このほかにも複写は

専門業者へ委託するという例は多かった。H 図書館で

は、いかなるかたちでも複写は認めていただけなかった

から、原本を眺めすがめつして史料の形態を記憶に留め

ようと努力し、また懸命に筆写した。

写本のうち筆写年が明記されるものは８点しかなかっ

たから、筆写年が推測できる情報が何か書き込まれてな

いものかと苦心した。蔵書印が捺されているものは多く、

図書館に所蔵されているものの場合は購入年が明らかに

なったりもしたが、これらは総じて明治以後のことが多

く、書写年の幅を限定するには足りなかった。あるいは、

『隠州視聴合記』の諸写本
池内　　敏
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名古屋市鶴舞図書館のものに「河村秀根蔵書印」があり、

筑波大学附属図書館のものには「蒹葭堂印」があったか

ら、それぞれ書写年はともかくも集書時期の絞り込みく

らいまではできたりもした。

＊

こうして収集した写本を読み比べていくと、『隠州視

聴合記』なる同一題をもちながらも、記述方法・内容か

らみて大きく二つの系統（仮に甲本と乙本とする）に区

別されることが分かってきた。甲本は序文に著者名が現

れないが、乙本には序文に「藤弗緩」なる著者名が明記

される。甲本のなかには筆写年が17世紀後半のものが

含まれるが、乙本には18世紀半ば以後のものしかない、

等々。

ところで、文政６年（1823）に成立した隠岐国の地誌

に『隠岐古記集』（著者は大西教保）があり、そのなか

で大西が「彼雲陽斎藤君の隠州視聴合記にならべ見んと」

と記していることからも、大西が『隠州視聴合記』を意

識していたことは明瞭である。ここで「雲陽斎藤君の」

なる記述に注意すると、「斎藤君」が、松江藩領出雲国

に関わる地誌『雲陽誌』の編纂にあたった斎藤豊仙であ

ることに思い至る。すなわち、『隠州視聴合記』の著者

は斎藤豊仙であることが、ここから確定できるのである。

さて、『雲陽誌』序文には、その編纂にあたったのは出

雲松江藩儒黒澤長顕（二代目黒澤三右衛門）と斎藤豊仙

の二人であったことが明記される。島根県立図書館に架

蔵された松江藩士の系譜（『烈士録』）を検索し、「二代

目黒澤三右衛門」の経歴を調べると、斎藤彦右衛門と二

人で『雲陽誌』の編纂にあたったと書かれている。とす

れば、斎藤豊仙と斎藤彦右衛門とは同一人物である。そ

こで改めて『烈士録』で「斎藤彦右衛門」の系譜を検索

すると、この人は延宝６年（1678）に斎藤家の養子とな

り、元禄３年（1690）に家督を継いでいることが分かる。

そうなってみると、この斎藤彦右衛門＝斎藤豊仙が、寛

文７年（1667）に『隠州視聴合記』をまとめあげるなど

ということは全くもってありえない。『烈士録』によると、

斎藤彦右衛門＝斎藤豊仙の先代＝二代目斎藤彦右衛門は

斎藤勘助なる人で、寛文７年には隠岐国郡代を勤めてい

たことが分かる。斎藤家御子孫からの聞き伝えによると、

斎藤勘助は斎藤豊宣または「弗緩子」とも名乗ったという。

こうして、17世紀に成立した『隠州視聴合記』甲本と

18世紀以後に成立したであろう乙本、1667年に隠岐国郡

代であった斎藤豊宣と18世紀初めに『雲陽誌』編纂にあ

たった斎藤豊仙、これらのあいだに一筋の説明がつけら

れる。『隠州視聴合記』は、寛文７年に斎藤豊宣によっ

てまとめあげられ、のち養子斎藤豊仙が18世紀に補訂し

たものである、と。ただし補訂された『隠州視聴合記』

の序文でも完成年は寛文７年と記され、また著者名とし

て父の名「藤弗緩」が記された。あくまで斎藤豊宣の著

作であることが貫かれたのである。

＊

『隠州視聴合記』は甲乙二つの系統に分けられると先

に書いた。そしてこれまでに得られた写本はすべて、概

ね二つの系統のいずれかに属することが明らかではある

が、やや例外的なものが二点ある。一つは鳥取県立博物

館岡嶋文庫のもの、今一つは、島根県立図書館所蔵分の

うち松浦康麿氏寄贈本である。いずれも甲本と共通する

性格をもちながら、甲乙いずれにも見えない増補部分が

かなり多いからである。

最近、韓国国立中央図書館にも『隠州視聴合記』が収

められていることを知った。原本の閲覧は許されず、複

写製本されたものが提供された。複写は自由だというの

で、複写コーナーで自ら複写した。書写年の分かる情報

は何もなく、表紙見返部分に楕円形の「朝鮮総督府図書

館、図書登録番号」印があり、楕円のなかに「昭和19、７、

５」「古27810」と記される。また第一丁オモテには5.5セ

ンチ角の「朝鮮総督府図書館蔵書之印」が捺されている

だけであった。内容からすると甲本にあたるが、一部に

甲乙いずれにも見えない増補部分があり、三つめの例外

である。増補の多い例外本がいずれも甲本の系統に属す

ることに何か意味が見いだせるか否かは不明である。ま

た、韓国に伝来するもう一冊の『隠州視聴合記』は乙本

の系統に属し、「京城帝国大学図書之章」をもつ。朝鮮

総督府と京城帝国大学に異なる写本が伝来するのは恐ら

くは偶然であろうが、果たして何か意味はあったろうか。

（研究開発室兼任室員・文学研究科／

 日本近世史・近世日朝関係史）
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パスファインダー協同作成支援システムの構築と活用に向けて

ユニバーサル・アクセス時代を迎える大学にとって、

教育の質の維持・向上は最も大きな課題である。平成18 

年３月に出された科学技術・学術審議会『学術情報基盤

の今後の在り方について（報告）』は、大学図書館が大

学の戦略的ビジョンに立って学生の学習及び学生生活の

場としての基盤設備を整備するとともに、教育支援サー

ビス機能の強化や情報リテラシー教育を推進することを

強く求めている。現在、本学附属図書館が進める学習教

育支援環境としてのラーニング・コモンズは、このよう

な大学及び大学図書館に対する喫緊の要請を具体化する

ものである。

現在、本学附属図書館および研究開発室では、ラーニ

ング・コモンズの柱の一つである、「パスファインダー

協同作成支援システム『標
しるべ

』」の開発を進めている。パ

スファインダーとは、特定のテーマごとに情報源に関す

る情報を蓄積した、情報探索のためのツールであり、図

書館情報リテラシー教育のために作成され、活用されて

きた。しかしながら、その作成過程は、特定の図書館員

が担っており、コンテンツの増加や対応するテーマには

限界がある。また、PDF及び紙媒体での配布であるため、

利用者からのフィードバックも得られにくい。本システ

ムは、従来のパスファインダーの作成・流通におけるこ

れらの弱点を克服するため、Web システムとして実装

し、図書館員・教員・TA（Teaching Assistant）が協

同でコンテンツを作成し、活用することが可能となる。

また、本システムは、オープンソースのシステムとして

開発を進めている。これにより、地域連携の一環として、

近隣の大学図書館および公共図書館等への配布と、その

共同利用（地域社会が有する情報資源への道しるべの構

築）を視野に入れている。 （研究開発室助教）

寺井　　仁
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彙　報
2007年

12月17日 第８回 FM

2008年

１月21日 第９回 FM
２月18日 第10回 FM
３月３日  第29回オープンレクチャー：
  逸村　裕「大学図書館を巡る話題：

MSとOS」
 第11回 FM

名古屋大学附属図書館　2008年春季特別展

○春季特別展
「濃尾の医術―尾張藩奥医師　野間家文書を中心に―」

　江戸時代の人々は、医学的なものにどのような関心の持ち方をしていたのでしょうか。また、
その情報をどのように記録し、伝達しようとしていたのでしょうか。今回が初公開となる尾張
藩奥医師野間家文書など、本学所蔵の江戸時代資料から読み取ることのできる多様な医療情報
を中心に、展示紹介します。

2008年 4 月14日（月）～ 5月 2日（金）　午前 9時30分～午後 5時（土、日とも）
場所：名古屋大学中央図書館４階展示室

主催：名古屋大学附属図書館、附属図書館研究開発室
後援：愛知県、岐阜県、三重県、名古屋市の各教育委員会
協力：名古屋市東山植物園

○講演会
講　　師　酒井シヅ（順天堂大学医学部客員教授）
演　　題　「濃尾の名医たち」
展示解説　斎藤夏来（名古屋大学附属図書館研究開発室特任准教授）
2008年 4 月19日（土）午後 1時～ 3時30分
場所：中央図書館５階多目的室


