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近代西洋思想史コレクション DB 試験公開について
長尾　伸一

今回試験公開する DB は、「ホッブズ・コレクション」

を中心に、附属図書館が所蔵する近代西洋思想史にかか

わるコレクションを研究開発室が独自に DB 化したもの

である。さまざまなデータの電子化が進む現在、このよ

うな作業が持つ意義は次の二点にある。

第一に、西洋近代思想史に関しては、現在急速に全

文テキストのデータ・ベース化が進んでいる。フラン

スやドイツでは、公的機関の手でそれが行われている。

GOOGLE もそのような作業を進めている。また英語圏

については、18世紀までの主要な出版物のほとんどがす

でに DB 化され（ECCO, EEBO）、その全文検索が可能

になっている。これらの動きには、英語圏の DB が高額

の使用料を必要として導入が困難であること、公的機関

が行う場合には使用は無料となるが、作業に時間がかか

ることなど、多くの問題点があるが、やがて文献資料検

索の場としての図書館の意義が問い直されることは必至

である。

そう考えるとき、図書館が書物という、物理的なデー

タを所蔵していることの意味を改めて重視する必要があ

るだろう。実体としての「書物」には、テキストデータ

では捉えられない、さまざまな情報が付随している。研

究上、教育上で、場としての図書館はそのような電子デ

ータ化されえない情報を保蔵し、一般に提供していく役

割を持っている。それを発展させるためには、文献資料

管理を目的に組み立てられた現在の OPAC による検索

システムでは不十分である。物理的データとしての書物

を初心者が容易に検索、利用、研究できるような、所蔵

資料の性格に合わせ、安価な費用で構築できる独自 DB
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が不可欠である。

また第二に、内部や外部への参照を加えることで、独

自 DB はそれ自体が以下のような教育的機能を持つこと

ができる。HP からアクセスし、所蔵資料の内容を知り、

そこから同じ DB 内の他の資料、他の DB、あるいは研

究論文へ飛んで学習を進める。必要な場合は図書館にお

もむき、資料の本体を確認し、物理情報を得ると同時

に、それが造られた時代の雰囲気を味わって歴史感覚を

磨き、さらに先へ進んで DB を調査する、等々。

このような意図の下に、本 DB は OPAC にないいくつ

かの項目を加えて、独自に編集されている。リンクにつ

いてはまだ手が付けられていないが、その意図の一端を

知ることはできよう。なお本 DB の公開はあくまで試験

的なものであり、誤りや参考意見の指摘などをいただく

なかで、今後の本格公開に向けて進むための一歩である

と位置づけている。

（経済学研究科教授・附属図書館研究開発室兼任室員）

昨年2008年は「源氏物語千年紀」ということで、各地

でさまざまな関連企画が行われた。ここ名古屋大学附属

図書館においても、「千年紀記念事業」ということで、11

月10日から24日にかけて「源氏物語の書物と絵画」とい

う展示が開催された。偶然その企画に携わる機会をいた

だいた関係で、展示では扱いきれなかった、あるいは説

明不十分であった事柄について、ここに駄文をしたため

させていただく。

１． 源氏物語千年紀

実は『源氏物語』のはっきりした成立年はわかってい

ない。それをあえて2008年を「千年紀」としたのは、ち

ょうど1000年前、1008年に『源氏物語』がすでにある程

度知られたものであったことを示す証拠が残っているか

らである。『源氏物語』の作者紫式部は、後世『紫式部日

記』と呼ばれる日記を残している。中心となっているの

は寛弘５年（1008）の皇子（後の後一条天皇）誕生であ

るが、その中に次のような記述が見られる。

読み継がれる源氏物語 ─「源氏物語の書物と絵画」展余録─
眞野　道子

「源氏物語の書物と絵画」展ポスター
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左衛門の督
かみ

、「あなかしこ、このわたりに、わかむら

さきやさぶらふ」と、うかがひたまふ。源氏に似る

べき人も見えたまはぬに、かの上は、まいていかで

ものしたまはむと、聞きゐたり。

「左衛門の督」は当時の歌壇の第一人者藤原公
きん

任
とう

のことで

ある。その公任が、「失礼ですが、このあたりに若紫はお

いででしょうか」と、女房たちがいる几帳の内をのぞい

た。「若紫」とは当然、『源氏物語』の若紫、後の紫の上

であり、ひいてはその作者紫式部を指す。しかし、紫式

部は、ここには源氏に似ていそうな人もいないのに、ま

してあの紫の上がどうしているはずがあろうか、と聞き

流してしまう。『紫式部日記』にはその他にも、『源氏物

語』の浄書作業の話や、『源氏物語』を読んだ一条天皇

が「この人は日本紀をこそ読みたるべけれ（この人（紫

式部）は日本紀を読んでいるにちがいない）」と言った話

などが見られる。それらをもって、1000年後の2008年が

「源氏物語千年紀」とされることとなった。

２．『源氏物語』の絵画化

この1000年の間、『源氏物語』は多くの人々にさまざま

な形で読み継がれてきた。今日においても、現代語訳本

は言うに及ばず、映画、漫画、アニメに至るまで多種多

様な媒体を通して享受されている。以下では、そのよう

な、学者や歌人ではない「一般の人々による享受」につ

いて触れておきたい。

『源氏物語』を視覚媒体によって享受するようになっ

たのは、何も現代に始まったことではない。五十四帖と

いう非常に大部な『源氏物語』は比較的早い時期から絵

画化され、読み継がれてきた。現存する最も古いもので

は、平安時代後期（院政期）に作られた徳川五島本『源

氏物語絵巻』（国宝）がある。平安時代の姫君たちは、絵

巻物や絵冊子の絵をながめながら、女房に文を読ませて

物語を楽しんだと言われている。そうすれば、長々とし

た文章を読まずに主要な場面のみを知ることができる。

『源氏物語』もまたその例外ではなかったであろう。しか

し、そのような手書きの絵と書を組み合わせて作った絵

巻物では享受できる範囲に限りがある。そもそも、『源氏

物語』の本文自体が一字ずつ手で写した写本でしか伝わ

っていなかった。平安時代から中世にかけての『源氏物

語』は、貴族を中心としたごく一部の限られた人々のみ

が手にできるものであった。

そのような『源氏物語』をめぐる状況を一変させたの

が、近世（江戸時代）における出版文化の誕生である。

一つ一つ手書きしなければならない写本と違い、版本は

一度版木を作ってしまえば何部でも同じ本を作ることが

できる。大量生産が可能になった『源氏物語』は一般層

にまで広く流布することとなった。しかし、ここにまた

一つ問題がある。中世までの『源氏物語』は和歌を詠む

ための必読書としての性格も持ち、その享受層は和歌の

素養がある人々とほぼ重なり合っていた。そうではない

近世の人々は、どのように和歌と歌語満載の『源氏物語』

を理解し、楽しんだのか。その際に利用されたのもまた

絵であった。『源氏物語』の版本の中で最も流布したのは

通称「慶安版本」と呼ばれる本であるが、そこには226図

もの挿絵が付されている。単純計算して一巻あたり４つ

以上の場面が絵画化されていることになる。

例えば、「若紫」巻の、源氏と義母藤壺の密通の場面

は、結果として藤壺を身ごもらせ、後の冷泉帝の誕生に

つながるという、物語の展開上非常に重要な場面である

が、『源氏物語』の本文ではこのようになっている。

いかがたばかりけむ、いとわりなくて見たてまつる

ほどさへ、現
うつつ

とはおぼえぬぞわびしきや。（略）何ご

とをかは聞こえつくしたまはむ、くらぶの山に宿
やどり

も

とらまほしげなれど、あやにくなる短
みじかよ

夜にて、あさ

ましうなかなかなり。

　　 見てもまたあふよまれなる夢の中
うち

にやがてまぎ

るるわが身ともがな

とむせかへりたまふさまも、さすがにいみじけれ

ば、

　　 世がたりに人や伝へんたぐひなくうき身を醒め

ぬ夢になしても

思し乱れたるさまも、いとことわりにかたじけな

し。命
みょうぶ

婦の君ぞ、御直
の う し

衣などはかき集めもて来たる。

一体これのどこが逢瀬なのだろうか。確かに「見たてま

つるほど」とあり、当時の「見る」には「逢う」の意味

が含まれることから、逢瀬の場面であることは示唆され

ている。しかし、その中身は「現とはおぼえぬ」（現実と

は思われない）、「あやにくなる短夜」（あいにくの短夜）

といった表現や、歌のやり取りの中の「夢」といった語

で述べられ、きわめて暗示的である。唯一２人の仲を知

っている藤壺の女房、命婦の君が、源氏が脱ぎ捨てた直

衣を片付けているという描写が例外的に生々しさを醸し
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出している。そして、この場面に付された挿絵が図１に

なる。左後方の男女２人から、これが逢瀬の場面である

ことは一目瞭然であり、その右に布らしきものを持った

命婦の君も描かれている。絵にすると一瞬にして状況が

把握できるのである。絵が、難解かつ大部な『源氏物語』

を読むのに果たした役割は大きい。このようにして、『源

氏物語』は特権的な歌人たちのものから、一般庶民も楽

しめるものへと解放されたのであった。

３． ダイジェスト版『源氏物語』

『源氏物語』をわかりやすく楽しむためのもう一つの流

れに「ダイジェスト版を作る」というものがある。今日

でも長くて難解な本を手軽に理解するために、あらすじ

だけを示した本や、各種ハンドブックが出されたりする

であろう。『源氏物語』の場合、すでに中世から歌作の

便を図るためにされてきたことではあるが、近世になる

と『源氏物語』をより簡便に楽しみたい一般の人々の手

によっても作られるようになった。その最初の書が『十

帖源氏』である。著者は俳諧師の野々口立
りゅうほ

圃で、五十四

帖の『源氏物語』を十巻に要約し、自らの手による挿絵

131図を付している。

以下は、『源氏物語』と『十帖源氏』の、「若紫」巻、

源氏が後に紫の上となる少女を垣間見する場面である。

引用が長くなるが、比較のために該当箇所をすべて挙げ

ておく。

・『源氏物語』

　① 日もいと長きにつれづれなれば、夕暮のいたう霞み

たるにまぎれて、かの小柴垣のもとに立ち出でたま

ふ。人々は帰したまひて、惟
これ

光
みつ

朝臣とのぞきたまへ

ば、

　② ただこの西
にしおもて

面にしも、持
じ ぶ つ

仏すゑたてまつりて行ふ

尼なりけり。簾
すだれ

すこし上げて、花奉るめり。中の柱

に寄りゐて、脇
きょうそく

息の上に経を置きて、いとなやまし

げに読みゐたる尼君、ただ人と見えず。四十余
よ

ばか

りにて、いと白うあてに痩せたれど、つらつきふく

らかに、まみのほど、髪のうつくしげにそがれたる

末も、なかなか長きよりもこよなういまめかしきも

のかな、とあはれに見たまふ。

　③ きよげなる大人二人ばかり、さては童
わらわ

べぞ出で入り

遊ぶ。

　④ 中に、十ばかりやあらむと見えて、白き衣
きぬ

、山吹な

どの萎
な

えたる着て走り来たる女
おんなご

子、あまた見えつる

子どもに似るべうもあらず、いみじく生
お

ひ先見えて

うつくしげなる容
か た ち

貌なり。髪は扇をひろげたるやう

にゆらゆらとして、顔はいと赤くすりなして立て

り。「何ごとぞや。童べと腹立ちたまへるか」とて、

尼君の見上げたるに、すこしおぼえたるところあれ

ば、子なめりと見たまふ。

　⑤ 「雀
すずめ

の子を犬
い ぬ き

君が逃がしつる、伏
ふ せ ご

籠の中
うち

に籠
こ

めたり

つるものを」とて、いと口惜しと思へり。

　⑥ このゐたる大人、「例の、心なしのかかるわざをして

さいなまるるこそいと心づきなけれ。いづ方
かた

へかま

かりぬる、いとをかしうやうやうなりつるものを。

烏
からす

などもこそ見つくれ」とて立ちて行く。髪ゆるる

かにいと長く、めやすき人なめり。少納言の乳
め の と

母と

ぞ人言ふめるは、この子の後
うしろみ

見なるべし。

　⑦ 尼君、「いで、あな幼
おさな

や。言ふかひなうものしたまふ

かな。おのがかく今日明日におぼゆる命をば何とも

思したらで、雀慕ひたまふほどよ。罪得ることぞと

常に聞こゆるを、心憂く」とて、「こちや」と言へば

ついゐたり。

　⑧ つらつきいとらうたげにて、眉のわたりうちけぶ

り、いはけなくかいやりたる額
ひたい

つき、髪ざしいみじ

ううつくし。ねびゆかむさまゆかしき人かな、と目

とまりたまふ。さるは、限りなう心を尽くしきこゆ

る人にいとよう似たてまつれるがまもらるるなりけ

図１　『源氏物語』慶安版本
（神宮皇学館文庫　913.36-Mu）
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り、と思ふにも涙ぞ落つる。

・『十帖源氏』

　① 夕暮のかすみたるに、惟光ばかり御供にて、彼
かの

小柴

垣のもとに立
たちいで

出、のぞき給へば、

　② 西おもてに持仏すへておこなふあま君、四十あまり

にてたゞ人とみえず。

　③ きよげなるおとな二人、わらはべ出入あそぶ。

　④ 中に、十ばかりにやあらん、しろきゝぬ、山ぶきゝ

てはしりきたる女ご、あまたみえつる子どもににる

べうもあらず、うつくしげ也。

　⑤ 「すゞめの子をいぬきがにがしつる。ふせごにこめ

つる物を」とて、かほあかくすりなしてたてり。

　⑧ 此子のねびゆかんさまゆかしき人かな、と、めをと

め給ふに藤つぼによく似たりとおぼす。

『源氏物語』と『十帖源氏』の対応箇所を丸数字で示し

た。『十帖源氏』では、かなり短くまとめられていること

がおわかりであろう。それでいて、要点はきちんと押さ

えられている。具体的に見ていこう。①夕暮れに、惟光

だけを連れて垣間見に行ったという状況説明がより簡潔

になっている。②尼君（少女の祖母）の描写の部分であ

るが、「普通の身分の人ではない」ということ以外は大幅

にカットされている。③ほぼそのまま。④少女の描写の

部分で、省略はされているが、10歳ほどという年齢、白

い下着に山吹 襲
かさね

という服装、他の子どもたちとは比べ

ものにならないくらい可愛らしいという点は押さえられ

ている。⑤「雀の子を犬君が逃がしてしまった」という

セリフはほぼそのまま、『源氏物語』の「いと口惜しと思

へり」（たいそう残念そうにしている）という心情を推測

した描写が、『源氏物語』では④の部分にある「かほあか

くすりなしてたてり」（顔は手でこすって赤くして立って

いる）という視覚的な描写に置き換えられている。⑥の

少女の乳母の描写、⑦の孫の子供っぽさを心配する尼君

の描写は『十帖源氏』では省略されている。⑧再び少女

の描写の部分であるが、将来予想される美しさ、藤壺に

よく似ていることに絞って書かれている。『源氏物語』で

は「藤壺」と明示せず、ただ「限りなう心を尽くしきこ

ゆる人」（限りなく深い思いをお寄せ申し上げている人）

とだけ記されていた。そして、図２が『十帖源氏』でこ

の箇所に付された挿絵である。画面後方に家の中を覗き

込む源氏たち、右側に飛んでいく雀、左側に尼君と、そ

のとなりに座っている少女が後の紫の上、残りの人々が

女房と女の童であろう。このように、『十帖源氏』では、

主要でない部分は大幅カットし、わかりにくい箇所には

言葉を補ってまとめている。さらに、131図もの挿絵が読

者の物語に対する理解を深める手助けとなっている。五

十四帖を十巻に要約した上での131図であるから、慶安

版本をはるかに上回る挿絵の割合である。これらがすべ

て『源氏物語』をよりわかりやすく楽しむための工夫で

あったことは言うまでもない。このような試みは後続書

に引き継がれ、近世を通じてさまざまな「ダイジェスト

版源氏物語」が刊行されることとなった。

『源氏物語』慶安版本と『十帖源氏』は、近世の源氏享

受に殊に大きな影響を及ぼしたと言われる二書である。

このような数々の工夫の下、『源氏物語』はさらに享受層

を広げ、流布していった。近世の啓蒙書・女訓書の類には

必ずと言ってよいほど『源氏物語』が取り上げられ、井

原西鶴『好色一代男』、柳亭種彦『偐紫田舎源氏』など、

『源氏物語』の影響を受けて成立した作品も多い。それは

現代においても変わらない。『源氏物語』は多様な形で読

み継がれ、さらなる再生産の原動力となっている。次の

「千年紀」までにどのような享受がなされ、そこからど

のような作品が生まれていくのであろうか。『源氏物語』

が人々の心を引きつけている限り、その流れが途絶える

ことはないのである。

（名古屋工業大学非常勤講師）

図２　『十帖源氏』（神宮皇学館文庫　913.364-N）
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貼紙を下げた状態、〔図１－２〕は貼紙を上げた状態であ

る。

まず、貼紙を下げた状態の〔図１ー１〕は、間取り、

輪郭、南側（図の下側）の表御殿方面へ続く縁側の形状

など、一見して①幕末屋敷図の奥棟部分と一致してい

る。一方、貼紙を上げてみると、〔図１－２〕のように、

かつて奥棟と表棟の東側（図の右側）に存在した台所棟

の簡略な輪郭が姿を現す。この両図を比較してみると、

台所棟を撤去した跡地に、長屋、集義館が配置されてお

り、奥棟東面の南側に、玄関スペースとみられる記入が

ある。〔図１〕は、台所棟撤去にともなう奥棟東側のしつ

らえを検討している図面であろう。

岐阜県指定史跡である旗本西高木家陣屋跡に現存する

屋敷建築は、明治29年（1896）の棟札が存在するため、

そのころの建築と考えられてきた。しかしながら、近年、

現存建築と、高木家文書＊１の詳細な検討に基づき、現存

建築は江戸時代以来の屋敷の一部であることが、ほぼ確

実となった＊２。その概要をまとめておくと、高木家屋敷

は、天保３年（1832）に火災焼失し、ただちに再建され

たものが基本となり、12代当主貞広が夫人を迎えた安政

４年（1857）までに、さらに拡張されている。そののち、

明治２年（1869）の知行地返上を経て、同５年以降、屋

敷払い下げなどで大幅に規模を縮小し、同29年の改築を

経て、遅くとも昭和初期までには、ほぼ現存する屋敷の

形態になったと考えられている。

上記のような高木家屋敷の変遷については、

　　① 上石津町郷土資料館所蔵屋敷図（以下、幕末屋敷

図と仮称）

　　②附属図書館所蔵〔屋敷図〕（F7-4-44）

　　③附属図書館所蔵〔屋敷図〕（F7-4-17け）

以上３点の屋敷図がとりあえず基準となる＊３。このう

ち①幕末屋敷図は、北側の奥棟（高木家当主家族の生活

スペース）、南側の表棟（高木家の公式スペース）、東側

の台所棟（台所、女中部屋、玄関など）の三棟構成で、

おそらく安政期以後の高木家屋敷の全容を示すものであ

る。同図は、基本的に部屋の畳数のみを記載するが、高

木家文書との綿密な比較検討により、部屋の名称や用途

も多くを知ることができる。一方、③〔屋敷図〕は、年

紀不明ながら、現存建築とほぼ一致し、現在は崩壊して

いる北面部分の旧状も知ることができる図面とされる。

問題は、江戸時代の①と、現存の③をつなぐ絵図であ

る。従来、上記②〔屋敷図〕が、明治５年以降の屋敷図で

はないかと指摘されていたが、年紀も間取りも記載され

ていないやや不鮮明な図面である。ところがこのたび、

①江戸時代と③現代を媒介し得る屋敷図として、附属図

書館所蔵高木家文書の未整理分の中から、新たに屋敷図

３点が見出されたので、以下に紹介しておきたい。

１点目の屋敷図は、貼紙がついており、〔図１－１〕は

新出の旧旗本高木家屋敷図
斎藤　夏来

〔図１－１〕

〔図１－２〕
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２点目の絵図面は、つぎのようなものである。

この図は、明治６年と年紀が明記されている点で貴重

である。〔図１〕と比較してみると、玄関がより明確に

記載されている（建物の右下部分）。また、東側の部屋

に、北側から「茶ノ間」「同庭」「台所庭」と記載されて

おり、かつての奥棟東面の空間の新たな用途が検討され

ている。

３点目の絵図面は、つぎのようなものである。

同図は明治７年２月28の年紀記載があり、屋敷の規模

は前年の〔図２〕と比較して巨大化したかのようである。

しかしよくみると、左右（南北）の間取りは同一で、左側

は江戸時代の奥棟のほぼ全体像を示し、右側はその奥棟

の下側（東側）に、土間、玄関、台所などのスペースを

設置したものである。こうしたスペースは、かつて〔図

１〕でみた台所棟に集中配置されていたが、表棟と台所

棟を撤去するにあたり、奥棟にどのように組み込むか、

前年の〔図２〕ののちも、さらに検討されていたことを

示す＊４。

現存建築は、かつての中奥部分、すなわち奥棟西面を

反時計回りに90°回転して南面させた（曳屋した）部分

を中心としており、上記３点の絵図は、明治初期の高木

家が、こうした結論にいたるまでに、どのような検討を

行っていたのかを具体的に伝える絵図とみることができ

る。つまり、今後も新たな発見が期待される高木家屋敷

図は、公と私（表と奧）を独自に組み合わせて政治権力

を構成していた武家が、明治という新たな時代を迎え、

屋敷のどのような部屋（機能）を必要とし、あるいは不

要と判断したのか、家政空間の変容という側面から、具

体的、視覚的に知ることができる大変に興味深い史料と

いえよう。さらにいえば、絵図に記された屋敷が、改築

を経ながら現地に遺構をとどめ、古文書と組み合わせた

学際的な検討が可能である事例は、全国的に見ても希有

というべきであろう。こうした貴重な文化財をどのよう

に保存整備し、後世に伝えてゆくべきか、附属図書館研

究開発室は、今後とも未整理分の高木家文書の調査・研

究を継続するとともに、文化庁、岐阜県、大垣市などの

関係機関と、長期的な視野に立って協議、連携してゆく

必要がある。引き続き関係各位のご理解とご支援をお願

いする次第である。

（附属図書館研究開発室特任准教授）

＊１　高木家文書は各所に分蔵されており、附属図書館

研究開発室は、その全容解明を並行して進めている

が、本稿で触れる高木家文書は、すべて附属図書館所

蔵西高木家文書を指す。

＊２　大橋正浩『旗本西高木家陣屋の建築的変遷につい

て』（名古屋市立大学大学院芸術工学研究科、平成19年

度修士学位論文）、溝口正人「岐阜県指定史跡旗本西

高木家陣屋跡の謎を解く―高木家文書からみる西高木

家の住まいとその特質―」（地域貢献特別支援事業講

演会、名古屋大学附属図書館研究開発室研究成果発表

会、2008年５月31日講演）など。なお、『岐阜県史蹟名

勝天然記念物調査報告書』第３（岐阜県学務部、1928

年）では、西高木家について「其の本宅は明治後の新築

なれども、奥座敷は旧陣屋の奥殿なり。又表門は旧下

屋敷の門を其の侭移転せるものなり」とある（11頁）。

〔図２〕

〔図３〕
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彙　報
2009年

１月19日… 第33回オープンレクチャー：
… 深川　英俊「聖なる数学：算額」
… 第９回 FM
２月16日… 第10回 FM
３月２日… 第34回オープンレクチャー：
… …雨宮　弘行「想いをかたちに―書誌

ユーティリティと共に歩んで―」

３月16日… 第35回オープンレクチャー：
… …米澤　誠「ラーニング・コモンズ

（LC）の本質」
… 第11回 FM

＊３　附属図書館エココレクション内の「高木家文書デ

ジタルライブラリー」で、屋敷図①は高精細画像で、

屋敷図②③は通常画像で公開している。

＊４　以上、〔図３〕の理解については溝口正人氏のご教

示による。

名古屋大学附属図書館　2009年春季特別展

○春季特別展
「旗本高木家主従の近世と近代―高木家文書と小寺家文書―」

　今回が初公開となる小寺家文書は、旗本高木家の家臣方に伝来した約8500点にのぼる古文書
です。附属図書館所蔵の高木家伝来の古文書は、全国有数の武家文書として知られていますが、
小寺家文書は、家臣の側から高木家文書の新たな内容を引き出す手がかりとして、また、在地
に生きた旗本家臣の具体像を知り得る手がかりとして、きわめて貴重です。小寺家などの高木
家臣は、どのように独自の生活を営みながら、主君に仕え、明治維新という激動の時代を迎え
たのか、主従それぞれが蓄積してきた古文書を読み解きます。

2009年 5 月11日（月）～ 6 月 5 日（金）　9 ： 00～17 ： 00　（日曜日は閉室）
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研究開発室
協力：大垣市教育委員会
後援：愛知県、岐阜県、三重県、名古屋市の各教育委員会

○講演会
講　　師　宮地正人氏（前国立歴史民俗博物館長）
演　　題　「旗本社会から江戸時代を考える」
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）
2009年 5 月16日（土）　13時～
場所：中央図書館５階多目的室


