
 

第１５回日本古典籍講習会（平成２９年度） 時間割表 
 

日 時 平成３０年１月１６日（火）～１９日（金） 
場 所 国文学研究資料館 大会議室（２階） 

国立国会図書館 東京本館 大会議室（新館３階） 
   受付開始  9:30～ 
 

時 間 題 目 講 師 
【第 １日 】１月１６日（火） 
進 行  午前：恋田知子（国文学研究資料館助教） 

午後：クリストファー･リーブズ (国文学研究資料館助教 )  
 

10:00～10:30 
（30 分） 

 

開 講式・オリエ ンテーショ ン 
 

恋田知子（国文学研究資料館助教） 

10:30～11:20 
（50分） 

【講義 】日本古典 籍の基礎知 識 
「はじ めての古典 籍」  

 

神作研一（国文学研究資料館教授） 

11:20～12:40 
（80分） 

【昼食 ・休憩】  
通常展 示「和書の さまざま」  
見学（ 受講生各自 ） 

 

12:40～13:30 
（50分） 

【講義 】くずし字につ いて  
 

恋田知子（国文学研究資料館助教） 

13:40～14:30 
（50分） 

【講義 】表紙の文様について 
 

齋 藤 真 麻 理 （国文学研究資料館教授） 

14:40～15:30 
（50分） 

【講義 】写本について 
「奥書・識語を中心に」 

小山順子（国文学研究資料館准教授） 

15:40～16:30 
（50分） 

【講義 】版本について 
    「刊記の読み方を中心に」 

木越俊介（国文学研究資料館准教授） 

16:40～17:30 
（50分） 

 

国文学研究資料 館閲覧室と 書庫の見学  和田洋一（ 国文学研究 資料館学術 情 
報課専門員 ） 

 

※懇親会   



時 間 題 目 講 師 
【第 ２日 】１月１７日（水） 
進 行  午前：ダヴァン・ディディエ（国文学研究資料館准教授） 

午後：小山順子(国文学研究資料館准教授 )  

10:00～10:50 
（50 分） 

【講義 】装訂について 落合博志（国文学研究資料館教授） 

11:00～11:50 
（50分） 

【講義 】江戸の出版文化について 入口敦志（国文学研究資料館准教授） 

11:50～13:30 
（100分） 

【昼食 と展示見学】  
通常展 示「和書の さまざま」  
Ａ班 11:50～12:00 休憩 

12:00～12:40  見学 
   12:40～13:30 昼食・休憩 
Ｂ班 11:50～12:40 昼食・休憩 
   12:40～13: 20 見学 

    13:20～13:30  休憩 

展示解 説 
落合博志（国文学研究資料館教授） 
入口敦志（国文学研究資料館准教授） 

13:30～14:20 
（50分） 

【講義 】近代文献 について 
「奥付 の読み方」  

谷川惠一（国文学研究資料館教授） 

14:30～16:00 
（90分） 

【講義】蔵書印について① 
「蔵書印の見方・読み方（概説）」 

 堀川貴司（慶應義塾大学附属研究所 
 斯道文庫教授） 

16:10～17:00 
（50分） 

【講義 】蔵書印に ついて ② 
「蔵書 印の見方・ 読み方 （実習）」 

青田寿美（国文学研究資料館准教授） 



 

 

 

時 間 題 目 講 師 
【第 ３日 】 １月１８日（木） 
進 行 /和田洋 一（ 国文学 研究 資料館 学術 情報課 専門員）  

10:00～11:50 
（110 分） 

 

【 講 義 】 国文学研究資料館 
和古書目録データベースの作成 

増井ゆう子（国文学研究資料館古典籍
共同研究事業センター事務室副室長） 
 
飯沼邦恵（国文学研究資料館学術情報
課古典資料目録係長） 

11:50～13:00 
（70 分） 

【昼食 ・休憩】  
通常展 示「和書の さまざま」  
見学（ 受講生各自 ） 

 

13:10～15:00 
（110分） 

【実習 】国文学研究資料館和古書目録の作成 

増井ゆう子（国文学研究資料館古典籍
共同研究事業センター事務室副室長） 

和田洋一（国文学研究資料館学術情報 
課専門員） 

飯沼邦恵（国文学研究資料館学術情報
課古典資料目録係長） 

15:10～16:00 
（50分） 

【 講 義 】 日本語の歴史的典籍の 
データベースについて 

松原恵（国文学研究資料館古典籍共同
研究事業センター事務室古典 籍データ
ベース係 長 ） 

16:10～17:00 
（50分） 

 

質疑応 答・意見交 換 
 

 

  



 

時 間 題 目 講 師 
【第 ４日 】 １月１９日（ 金）  

10:00～10:05 
（5 分） 

挨拶 
飛田由美（国立国会図書館利用者サ
ービス部人文課長） 

10:05～10:10 
（5分） 

事務連絡 
国立国会図書館関西館図書館協力課 
研修交流係 

10:10～11:00 
（50 分） 

【講義】国立国会図書館における 
和古書書誌データ作成 

豊田さおり（国立国会図書館利用者
サービス部人文課古典籍係長） 

11:10～12:00 
（50 分） 

【講義】国立国会図書館における 
古典籍資料の電子化（＊） 

服部智（国立国会図書館利用者サー
ビス部人文課古典籍係） 

12:00～13:00 
（60 分） 

【昼食・休憩】  

13:00～13:50 
（50 分） 

【講義】図書館における 
資料保存の考え方 

青木留美子（国立国会図書館収集書
誌部 資料保存課主査） 

14:00～15:20 
（80分） 

【実習】四つ目綴じ・簡易帙の作製 

宇野理恵子（国立国会図書館収集書
誌部 資料保存課和装本保存係長） 
青木留美子（国立国会図書館収集書
誌部 資料保存課主査） 
佐々木紫乃（国立国会図書館収集書
誌部 資料保存課副主査） 

15:30～16:20 
（50 分） 

国立国会図書館古典籍資料書庫の 
見学・資料紹介 

国立国会図書館利用者サービス部人
文課古典籍係 

16:25～16:50 
（25 分） 

質疑応答・意見交換  

16:50～17:00 
（10 分） 

閉講式 
石渡裕子（国立国会図書館利用者サ
ービス部長） 

（＊）デジタル化の企画、仕様、権利処理など、資料デジタル化一般については、国立国会図書館遠隔研修教材「資 
料デジタル化の基礎」＜http://training.ndl.go.jp/course/under.html?id=47＞をご参照ください。 

 

http://training.ndl.go.jp/course/under.html?id=47%EF%BC%9E%E3%82%92%E3%81%94

