
レファレンス事例

；特集

　当「参考書誌研究」編集部では，創

刊以来，当館参考書誌部各課でとりあ

つかった文書レファレンスのなかから

適当なものを選んで「レファレンス事

例」として掲載してまいりましたが，

最近館内・外の方からレファレンス事

’例をもっと掲載せよとのご要望があり

ましたので，ここに最近の文書レファ

レンスかちg件をえらんで紹介いたし

ます。なお質問グ）三章は編集部で原意

「をそこなわない程度に変更させていた

だきました。

　　　　　　　　　　一編集部一

質問　1

　　　おいそがしいところ恐縮ですが，下

　　記ゐ件についてお教しえ下さい。

　　　英国女王陛下の衛兵交替をテレビで

．｛，みますと，ひざをまげずつま先から着

弛す砧例を踏襲していますが旧本

　　では，おおむね踵から着地するのが自

　、衛隊等の基本のようですが，あやまり

　　でしょうか。こめような「静じょう歩」

　、1め歩き方について，特に陸・海上自衛

　　隊の鼓笛隊や閲兵時における隊員の歩

　　き方について・掴の例な掘含めて

　　図解している参考資料をお教えくださ

　　い◎　　　　　　　　　〈個人から〉

　回　答『

　『お申しこ．しの「静じょう歩の醜き方」に

ついて，下記のとおり回答いたします6

　自衛隊で用いられている歩き方は，自衛

1隊g訓練用教科書r華本丁練』に記載され

ています。当館では亡の教科書を所蔵して

いませんので，庫擦防衛庁に三三いたしま

した。

　それによると，閲兵などの儀式で用いら

れる歩き方はrはや足」と呼ばれるもの

．で，、「歩幅75cm，（婦人自衛官の場合は，

70cm），速度毎分120歩，「ひざを伸ばして

自然に歩く。脚の角度は前方4S。，後方15。」

と，要約され，着地の仕方については特に

定められていないという．こどです。また

「静じょう歩」と．V・ヲ名の歩き方は定めら

れて．いないようです。

　各国の例について書かれた三献も当館に

は見当りません。

　一般に，歩き方についての研究は体育学

や整形外科医学の分野に属しますが，．お問

い合わせの問題についてぽ，さしあたり次

の図書を利用されるのが適当かと思われま

す。

　（）内は当館の図書請求記号です。

　歩行の美と力　奈良岡良；　　第一法規．

　　出版昭44，（グS2．3－N637　h．）

　正常および病的歩行の薪究　デェクPtク

　　著　鈴木良平訳　医歯薬出版　昭4S

　，　（SC557－12）

　　　　　　　　　　　　〈参レ第901号〉
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質問　2

　　外国人のたあの日本語教育にかんす

　る本・雑誌またはその目録（外国人む

　きの日本語教育・教科書）についてご

　教示下さい。’

　　　　　　　　〈大学図書館から〉

　回　答
　　ご照会の件の趣旨を，「外国人に監本語を

教える日本人教師のための参考書」と蓮解

　して，回答申．しあげます。・

　　（1｝参考書の類について

　　文化庁では，「外臥臆する9本論旨

　育に携わっている人々を対象」として，「日

　本語教育指導参考書」と題するシリーズを

　刊行しています。同シリーズの既刊分は下

　掲のとおりです。

　　　第1冊　　「音声と音声融育」

　　第2冊’「待遇表現」、

　　　第3冊　　「目本語教授法の諸問題」tt

、各回の巻末にほ参考卒献目録が付載さPtて

．いますカ㍉第感嘆「躰謝三法鍔

嬬」と騨為腸が劾ます・
　　また，文化庁では）．「外国人に日本語を

　教えるという立場から，日本語を考えてみ

　ようという趣旨」一で編集した「国語シリー

　ズ別冊」と題するシリーズを刊行していま，

　す。同シリーズの既刊分は下掲のとおりで’

　す。

　　　第1冊　「日本語と目本三教三一語彙

　　　　　　編」　　1
　　　第2柵　　「目糞語と目本語教育一文法

　　　　　　　編」

　との両シリーズとも，なお引き続い1，刊行

　・される予定とのことですが，・既刊分につい

　ては貴地所在の、．r政府刊行物三一ビス・ス

　妄一ション」でも入手できること戸・と思わ

　．れます。

　なお，下掲の図書もご参考になりましょ「

う。

　　「覆刻　文化庁国語シリーズ　第5巻

　　外国語と湯本語」教育出版　昭和49

本巻は，昭和25年以降，文部省（のちに文

化庁）が刊行して来た「国語シリーズ」（既

刊67冊）申から，日本語と外国語とめ関運

を取り扱った5冊を選んで’1巻にまとめ距

も・のであり，そのなかには「外国人に対す

る日本語教育」と題する編が含牢れていま

．す。

　（2）i雑誌の類について

　「外国人に対する、日本語教育」関係の雑‘

誌の類で現在刊行中のものには，下掲の2

点が見当たりました。

　T日本語教育」外国人めための日本語

　　　教育学会（東京外国語大学付属日本

　　　語学校内）発行

　　「日本語教育研究」’言語文化研究所

　　　（東京日本語学校気付）発行

なお，雑著こ準ずるものとしては，・下掲の

講座があわます。

　　「講座　目本教育」　早稲田大学語学教

　　　育研究所発行　　　　　、　　’　㌦

本講座は昭和40年以降噸されており・既

刊分は現在第10分冊までです。

　最近ゐ雑誌では，「言語生活」（第279号tt

昭和49年12月号）に，「特集・外国人ρ＃め

の目本語教育」があることを申しそえます。

　（3）目録の類について

　「外国人に対する日本語教育」関係文献の

目録で，公刊されたものは見当たりません

が，前記「日本教育指導参考書　第3冊．

止木教授法の諸問題」巻末付蘇の参考文献

目録などは，．ある程度お役k立とうかと思

われます。’．

一26一



　（4）教科書の類について

　外国人が日本語を学習するための読本，

文法書，会話三等の類は，三内でも海外で

も相当数出版されており，その一々は列挙

いたしかねますので，さしあたり文化庁編

集（大蔵省印刷局発行）6p’ 奄撃ﾌを紹介申し’

あげます。

　　「外国人のための日本語読本　初級

　　　第1冊～第7冊」　昭和48

　　「外国人のための日本語読本．中級

　　　第1冊～　，　」　昭和49～

　　「外国人のたあの日本語読本　上級

　　　第1冊～第8冊」　昭和44

上掲の読本は，．「日本語学習教材」と題する

ジリーズ給熱ており，謡も寵所在

の「政府刊行物サービズ・ステーション」

で入手できることかと思われます。・

　　　　　　　　　　　〈参レ第639号〉

質問　3

　　空手道の歴史・目本での現況などに

　ついて，御教示を乞う。

　　　　　　　　　　〈国会議員から〉

　回’答．

　1」空手の歴史－，，

　中国の拳法は，達摩大師が約1，500年前，

．河南省め崇山小林寺にとどまり，心・身の

鍛練を行なったこξに始まると伝えられ

．6。この小林寺拳法は後に宋・男の時代に

至り，武術として普及発展した。ところ

’が，三代に至り，明の復興を志す秘密結社

の組織に拳法が利用されたため，弾圧を受

け，そのため拳法者は四散してわずかtlt秘

法とし（これを伝えた。

　〈琉球への伝来〉

　琉球と明との朝貢関係が結ばれた14世紀

半ばに伝わった拳法を「 嚴閨iとうで）」と

よび，・琉球にもとからあ？たものを「手

（て）」とよんだ。　「唐手」が，いつ中国か

ら伝わり，どんな経路で「手」と合流発達

したかは，歴史的によるべき文献がない。

ただ，1429年告解が琉球全域を統一してか

ら200年Ol）間廃刀令を出し武器の携行を禁

じ，続いて1609年その統治に当たっtg島津

氏も同じように禁球政策をとったので，当

時の琉球士族の間で，護身術としてひそか

に練磨研究され，いわゆる空手ができあが

ったものであろう。

　〈日本での普及〉

　空手が日本全土に知られるようになった

のは，大正11年，文部省主催の第一回体育

博覧会が，お茶の本体育館で開かれたと

き，沖縄出身の船越義珍が公開演武してか

らである。そρ後摩文仁賢和（まぶにけん

わ）・室叩網基（もとぶちょうき）が内地に．

来り，普及につとめた。

　〈戦後の状況〉

　他の武道と同様戦後衰微の時期があった・

が，昭和3Q年頃から，戦前にもまして隆盛一

におもむいた。．さらに近年は海外における

流行が著しい。

　空手道にほ数多くの流派があり，それぞ

れ独自の門田を持ち，その秘術的武道の性

格から群雄割拠の状況にあったが，近代的

体育として発展していくため，大同団結が

要望されて，昭和41年全日本空手道連盟が

結成された。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゐ　2．空手の流派数と車な流派

　流派は大小合わせて200以上が数えられ

るがsその主な1も頃は，松濤館流J・剛柔

流，糸満流，’和道流，錬武会があり，その

他小流派の連合組織である連合会がある。』．
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　　　3．空手人口　　’　　　　　”　　』　’「高校生を対象虞体験記三等を中心に

　　　全国空手道連盟の下部団匪ある都道府一tま9めた解題つき目録・

　　聴託児掌る会員数給計・・σ万人で’　　　，　（210・75－Y587s）
　　ある．一応この欝わが国の空手人・と見．（・）太平轍鯨献鞭荊寛新人

　　てよいと思われる。・．　　・　1　　・　・　　物往来社　1971年　330p．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　夕暉・軍属・非戦闘員の体験にもとづ．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈記録類の1941’・S1970年の単行本119

質瓢幽，・「慰～1卿雑誌記畿
　　　1当図書廓次あような出版珈鄭　・（・）昭構代t・5轍勃資料集一鰺文

’　　　たく，ど焼冷願います。　　　　　　　　　　雄i耳擦書房　1973年404p・、

　　　　　・第欲熾の戦争轍の講の．　　太平洋戦争学拙陣終戦ヒ醇
　　　　　出版リス5と入手方法．　　　　　　　　　マ等の寒鴉こまとめられた資料集だ炉

　　　　　2謙耀災の燃講の出版さ　．緯の末尾の参考舗こかなりの体験

　　　　　、畿聡矧脚r「・・tt記辮騨ているO（GBS・｝一：一23＞

　　　　ごめんどうなお願いですヵ1，よろしく』　　　㈲　文献案内

　　　　謂い軋あげます．，t一　　牌。・沿・昭和史「4太平洋戦争
　　　　　　　　　く高等外野脚・ら》・’三韓正編軌社：・97S’326P・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　pp’．322‘一一326　’　（GB511－L－36）

　　　　回答　．　　　ごt，t　・　〈俘虜・引揚〉
　　　下記のと湘答いた珊瑚　㌧，・（6）髄の実態蜘るためり9・冊の本L

　　　1．’第2次大戦ゐ戦争体験の三三の出版リ　　　　一太平洋戦争無名兵士の証言・屈辱の記

　　　』ス云と入手方法　ご　　’　　1、，　　　力鉦一　’福島鋳郎

　　　　お尋ねのよう、な記録類の刊行物は，・非常　．　’　r新旧〕ユ972年8三号　PP・238－255

　　　に点数が多くなり窪すので関係の主要な書　　　　’，外地での戦犯・捕虜・引揚・兵士旧び

　　　誌．文献目録等のご案内をvlたします。戦　　「　　一般邦人の手記類の解題つき目録。19

　　・争体験全艇・及ぶもの・樺の主駆もつ　’s5年までに刊行されたもの・

　　　ものの順で記しました・　　　　　＜疎開＞tt「　．一
　　　’〈全般〉：一　　’　　　　　　　　・　　（7）疎開関係資料

　　．（1臓綿即戦献瞬稿国立融　青春ρ講・あしたの墓辮－一安
　　　　図書館即言　1949年・　195P…　　　　　　　　、田武編　三一書房1973年334P・

　　　　　・945年8月一・949年・2肛刊行さ厩　『PP・・9・一192・　tt（US53752）

　　　　・単行本，・雑誌・新聞を対象とする。　．　　〈原　爆〉

　　　　　　　　　　　　　（915・9一Kg548s）　・　（8）’文献案内

　　　（2．）・リス・一諸たナすあたい5・三一1ヒ叫マの記録鞍●資料篇∫四三

　　　　戦争とはなんだ　　安田武　三一書房　　　．「聞社編　未来袖　1966年　246p・

　　　　・966年2・5？t　pp；　i92－210　’　，　t　t・、　tPP・238r244　．．（21767騨h2｝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一28一



（9｝長崎原爆に関する文献目録一甲和2g．8

　～昭和46．7一

　　ナガサキー忘れられた原爆一　　フラ

　　ンク・W・’チンノック著小山内面心

　　新人物往来社　1971年335p・

　　pp・327T－333　，，　，｛GB554．一，85）

圃　原爆被災資料総目録　第3集　原爆手　’

　記広島の部　原爆被災資料広島研究

　会派刊　ユ972年　386p．

　　1971年までに発表されたものを掲載書

　　・雑誌め年月順に解題する。人名索引

　、崩す・「　幽　（GB1－10）

ω　原爆文学史1長岡弘芳　風媒社

　1973年　276p．‘

　　原爆文学通史および年表・資料の章に

　　体験記録類のリストが掲げ．られてい

　　る。　　　　　　、　　　（KG322二一127）

〈空襲・戦災〉

㈱　空襲・戦災に関する戦後出版物リスト

東款空襲轍誌・髄著作体
　験集　東京空襲を記録する会　講談社、

　1975年1034P・PP・491T493
　，東京空襲に関する資料を中心に，、罹災

　　体験記録・関係文献等の発行年順のリ

　　スト。卑972年まで収録。

　　なお，著作記録の部にほ，空襲・戦災

　　の日記，記録，文学作品等の紹介もさ

　　れてv｝る・’　．（GB541「53）

　また，体験記録類を中心に，全集等にま

とあられたものが各種あり’ますが，その一L

部をつぎに掲げまずのでご利用ぐださい。．

圖，実録太平洋戦争　全7巻　　’伊藤正癖

　富岡定俊・稲田正純監修　中央公論社

　1960年’　　　　　．（210，75一　Z　32）

向　現代教養全集　第3巻（戦争ゐ記録）

　第1ε巻（敗戦ゐ記録）　臼井吉見編’筑摩

　書房　1958～1960年。

　　　　　　　　　　　（081．　6－U772　g　）

圃　昭和戦争文学全集　全16巻　　阿川弘’

　之esか編　集英社1964～1970年

　　　　　　　　　　　（918．　6－Sy9163）　，

⑯　近代目本の名著　第9巻（戦争体験）、

　山田宗睦編　徳間書店　1966年

　　　　　　　　　　　（081．　6－K234）

㈲　現代日本記録全集

　第2i巻（太平洋戦争）　会田雄次編

　第22巻・（戦火の中で）　高木俊朗編

　第23巻（敗鞍の記録）　作藤忠男編

　筑摩i書房　1969年

　　　　　　　　　　　　（210．　6－G292）

　な却・現在刊行中のものtlc・以下のシリ

ーズがありますので，個々のタイトルは出

、版品等にお問い合わせください。

圏　シリーズ・戦争の証言

　木平出版社　1971年～」

圃　戦争を知らない世代へ

　第三文明社1g74～・

②鞭東嬢災の体験講
　体験記録でナリ；ジナルなものという意味・

がはっきりしませんが，官公庁の公的記録

、で体験記を含めているもり，歴史記録で体

験認を利用しているものその他のうち・Lヒ

較的最近発行された入手可能と思われ為も

のを次に紹介します。

　東京府大正震災誌　　中外書房（神戸市

　　東灘区御影本町二丁目）　昭和46年5・

　　！月　（東京都よ．p大正14年5月発行の

　　縮刷復刻版）．・　　　　（EG77－35）

　関東大震災　　中島陽＝旧著雄i山回

　　昭和48年　本書は体験記ではないが，

　　当時の写真を多数挿入し実相を紹介し

　　’ている・．・・’　　（GB48i－2）

　“関東大震災　　吉村旧著、文芸春秋　昭『

　　和48年　体験者の話をまとめたもの

　　で，参考文献を付してV）る。
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　　　　　　　　　　　　（GB481－3）

現代史資料’ I6）関東大震準と朝鮮人

　三徳相・琴東三編「みすず書房．

　　　　　　　　　　　（210．　’7TG29）

、日本め百年’・㈲　震災に塵らぐ．（著者

　代表‘’／’鶴見俊輔）』筑摩書房

　　　　　　　　．　（210，　6－N6872－T）”

　　　　　　　　　　・＜参レ第797号）

　　　　　1質問．5‘

　　　　　　　’To’whbm　it　may　con’cern；　．

　　　　　　　　．1　Understand　that　the，“？ill”has　i

　　　　　　　been　．gutlaWed　in’　Japan．・

　　　　　　　　1’d・be　grateful　if　you　woula

　　　　　　　secufe　for∴me　1疲haセeヤe士、　reportS、

　　　　　　　or　’documen’ts　that’you’can　．with

　　　　　　　respect　to’the　medibal　reasQps　fo；．

　　　　　　　the　passage　of・that’　law．

　・i．．　．・．　・　．．’　．・　Yours　yery，truly・　．．

　　　　　　　　　　　　　Dr　i・　・’

　　　　　　　　　　　　　’Prof．　of　Phill“　．

11・r　　．’P・S・1・a皿gt・f・ad・J鋤ea・e・’・・

1，1　．　・’　・　’・　lwogld　p’refer　tg．　have・English

　　　　　　　　’　trarislatibns．

　　　　　　関係各位；

　　　　　　　いわゆる「ピル」、は，目本では禁止

　　　　　　されているようですが，そみ禁止法を

　　　　　　髄ぎ母医学的見地からす回忌

　　　　　　あるいはードギュメントを御教示下され

　　　　　　・ば幸甚に存じます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　・具

’1　　　　　　　　　　　　　文学部教授

　　　　　　・』t）二伸：私は白本語が読あませんの

　　　　　　禽脚幽幽お願∵’たセξ’

　　　　　　　　　　　　．「ぐアメリカ・個人から〉

　回　答

　下記のとおり回答いだします。

　日本における経口避妊薬（ピル）の行政

的経緯は次のとおりです。・

　　1960～1971月経異常，機能性不妊症、

　　　　　　　　等の治療永ルモン薬と・レ

　　　　　　　　て発売が許可

　　’1971．・12　　同製剤が避妊の効能をも

　　　　　　　　つことを教示あるいは暗

　　　　　　　　示するζとを肇止

　　！972・4　　医師の指示か処方箋がな

　　　　　　　　ければ購入できない要指、

　　　　　　　　示医薬品に指定

　これらの経緯に対する・医学上のまとまづ

・た研究報告書は種々調査しましたが，’ 槙ﾙ
にはありません。しかし，これに関する最．

近の研究丈敵がありましtcので，英文抄録1

のあるものを複写し，添付（Supplelnent「

‡）しますげまた，．最近国会でも問題に怨

り，、国会会議録のうち関係ある蔀秀を添付．

、〈＄・PP1・血r・t　2）・しますので昧語ので

’きる方にど相談下さい。’

SuPplement　1．“Clihical　studies　on　the

、1・w・dd・q・…r・・…el一’・・hiiii・1　r・・f・di一・

　c61　dombination　as　a、1gng　ter血ora1

　　　　　　ロ　　　　　　contraceptlon

　（京都府立医科犬学産婦人科学教室　『産

　　婦人科の進歩』26巻1号　1974・1

　　pp153～54　英文レジュメ付）のゴピ

　　一3枚1』

S如Plement』2．「女性ホルモンを含む三一

　薬品の販売規制に関する質問主意書⊥

　（『官報』昭和48年12月14目・．参議院会議．

　面懸4号）、析収tt　　、弓

．ぞり感官蜘からのマ、断8枚

　く回答文の英訳〉略．

　　　　　　　一　　　≦参レ第206号〉／・

．　30　一’

　・x



質問　6

　　下記の件につきま一して下記の要領に

　てど揖導下さい。

　　　　　　　　　記’

ゴ篶鷲欝か噛．
　　　　　　　　　　　　　　，．以上

追伸・本学にて「三四蜘銘古

　屋大学研究紀要」・は検索しました。、．

　　　　　　　　　〈大学直書館から〉

　回　答
　お問合わぜの件に関しましてほ，当館に

は次の様なものがあります。（）内は，当

館請求記号です。

　〈図　　書〉、

「平井信義，石井哲雄

自閉症児の瀕糖鯨．三図医
　学出版社　昭和45　381p．

　　　　　　　　　　　　一　gS9422－s）．

尾杉禎子

あなたの知聡し・三三症児童教

　育の記録．東京、『中央公論事i業i1972

・総濠　　・rFG6一45）

自閉症の実蹴育藤鞘出版『

小峰210P　．・（FG8r9）

自閉騰ネ幅児の家購鯨福s

・村出版1971164p．　　　（FG6－37）

十亀史郎
自閉症児撚三一三巴障寵F』

．3巻

D耀纏rll轟）
ρ’G・・pa・n・G・・ald奢蠕宏一郎監訳・

子どもの自閉症鯨北望社’・97・

　215p．　．（SC422－10），
　　（本書の巻末に三教献がσ二三

　　　　　　　　　　k

　　す），

Leland，　HenrY桜井芳郎編訳

　精神薄弱児の行動療法一心身障害双書

　5一『東京　　岩崎学術出版　1971’
335P．．付・参教献　（FG6－32）『

ウオルピ，J．内山喜久雄監訳

行動脚幾名離職曙房・
1971’@263p．，’

@（SC381－11？
祐宗省主，他　行動療法入門東京・

川島書r聯講論）
異常行動研究会編　　行動病理学ハンドブ

　ック　東京　誠信書房　1969「422p．

　　　　　　　　　　　　　（SB231一．4）

牛島義友

・精神薄弱児の治療教育（上）（下）．東京

慶応酷社昭和482冊（FG6＝6、）「

全国情緒障害教育研究会編

自閉児晴辮害児の鞘2田騨
日本文弓恂ﾚ石和4∵3翫6－83）

．P一ナ，ウイγグ　四国学院大学自閉症研

戦野犠簿∴
内山喜久雄他
行動療法の蹴と技術一輕心懸法

　第2巻　東京　日本文化科学社　昭和48

　246p．．　（SB237－27）
　之雑誌論文〉　　　　　　　’

鱒灘他eem児の鋤療法（Ic－V）

　（精神医学研究所i業績集　16巻～17巻

　1969　211E＞　’（Z19－327）
十亀史郎子どもの自閉症

1義義聯蜷謳ﾇ抽）
　〈欧文図書〉

’Rimland，　Bernard．　1929一

r31一



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セ
　　　　　　　．IIゆti1・．⑳・lrpat・h・・y雌g甲・q・d．　・．．　W・v・n’．S・d・h．により『ア．・シリ

　　　　　　i七・．impli・ξゆ1．f¢・．・・噸1・he・’y　＝ア語轄典』槻三三中．

　　　　　　．・f・b．eh・vi…．・耳・w　Yg・k；一、・A・pl・‘Op．”o、．．t．S・d・・’r嫡’rア．・力囁蝉』．『7．

　　　　・1職翻祭1論興1叫．・で鷺禦願灘譲」・

　　　　　Win9一・．J・IK・　　　　　　　　　　　　　　　を刊行中、’．’コ

　　　　　　　「島町・hild与・Qd．ゆS血・・’晦ρ・1・1　とあ．りますが・．ζ唖の書伽入手方、

　　　　耀1矯：翫留湯お教え隅．．畑め
　　　　　．・　p・yCh・1・9iC・｝二・i11・ess：漁・噸9・y．q・d

　　　　　l脚・icel・f．・sg・P…i…9・r・1．　N・w　・回．答’

　　　　　　　　　　　　　．、　　　〈参．セ第685号〉、　　　3・．Mμs昌一Arnblt・．Willi晦1．　A．・cphcise

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　di⑩・・y．bf’七he・A・呂頭・P・．1・・g・・g・S・・’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　B・・1i・・R・glh・：t・ndi．R・i噸τdt，．・894一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　D¢1’亡zs中1＆：W．．Mμss三A圃・．キ・1ゆ1　　　　・111牢公新書）頓よ．bますζ・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　E・J・B・i11・1898；　’106・1，・32・’　，p・『．．、．．一、　・9・：．・1．．沸ゴ大学叫・pd・b・；ge・．［．主任

、．．

d匿『∵沸欝柳昌轟勢乱離識灘騰l
」　．．∴．嘩獅隼にか蘭．『潜．リル：、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　gf．㌻h・ρ⑳fg・典・C・i炉晦・f　Ass￥・i・・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・謡諭｝？1’a岬。新1響．鯵f，灘騨∵岬ll螺子：1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．十β2「．

」



廼

No　more　published．．　　’
　　　　ヂコ
　　　6．Soden，　Wolfram，　Freiherr　von：’

Akkadisdhes　Handw6rterbuch，　unter

Behutzung　des　lexikalischen　Nachlasses

von　Bruno　MeiSsner．　Wiesbaden，　Ha士一

ras呂owitz，1959一　　（in　progress）

　　　7．一一一：Das　akkadischg　Syllabar．、

Roma，1948．110　p．　1

　　　8、．Oraham，　Alexander　Jos6ph：Ora－

ham’s　Dictionary　of・the　stabiliz6d　and

enriched　Assyrian　languages　and　English．

　Chicago，　Consolidat6d　Press，1943．576P．

　　　B）　シュメール語辞書　　　　・

　　　9．Deimel，　Anton：＄umerisches　Lex－

i．cOi｝・’@Romae・Pontifiqum　institutum　．

bibli・um・1928－62・4v・．　in　8・’　．

（Scripta　Pontificii　instituti、　biblici）　　　　，

　　　C）文法書　　　　　．　　　　ヒ

　　　IQ．　Lipin，　Lee’AleksandrQvich　：The

’Ak　kadian．1anguage．　Moscow，　Nauk

Pub．1　H：ouse，　Centra】Dept．　of　1 OrientaI

Literature，1973．187p．　　・　　　　　　・

（当館請求記号KM1－9）　　’

　　　11．Soden，　Wolfram，　Freiherr　．’　von：

」Grundriss’ р?秩@akkadischen　Gramm4tik．

Roma，1952．274，51p。　（Analecta　ori一　＼

entalia，　No．33）　　　　　tt　　・　　’

　　12．Castellino，　Giorgio　Raffaele：The

Akk3dian　一personal　pronouns　and　verba1　　、

system　ih　the　light　pf　Semitic　and　Ham一

玉tic．　　Leide11，　E．　J．　Brill，1962．165p．

　　13。Deime1，　Anton；＄unlerische　gram一

皿at1k’der　．archaistischen　Texte　mit

曲ungsst廿cken（zum　selbstu耳tetricht）．

Romae，　Pontificum　institutum　biblicum，’

ユ924i　324p．　　　　　　　．「　　　　　　・

，14．Rosengarten，　Yvonne：Le　concept　・

sum6rien　de　consommation｝dans　la　vie

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－33一

6・…miqde　et・eligi…e；6t・d・li・9．・is－

tique　et　sociale　d’aprもs　les　tさxtes　I）r6－

sargoniques　de　Lagas，．　：Paris，，　E．　de

Boccard；1960．455P．　（Thさse二Paris）

（当館請求記号499，9－R815c）

　　D）資料集　・

　　15．Gelb，　Ignace　J。：』Materials　for

the　Assyrian　dictionary．　　　Chicago，

University　・of，　Chicago　Press，　1952一

（in　progress）　　　　　　’　　・　　　　　，

　　16．Landsberger，　Benno：Mat6rialien

ztim　sumerischen　Lexikon．　Vokabulare

und　For皿lularb廿cher．　　R6ma，1937r

（in　progress）　　　（Scripta　Pontificii　in－

StitUti　bibliCi）　　　　　　　　　　、

　　ユ7．Sumerian　and　Akkadian　ctinei．

fbrrri　texts　in　the　collecti6n　of　the　Wo士ld　’

耳eritage　Museum　pf　the　University　6f－

Illinois，　ed二by　Shin　T．　Kang．　Urbana，，

Universiy　of　Illinois　Press，’ P972－

　　9a．　DelitzBch，　Friedrich：SumerischeS

glossar’ D　　Leipzig，「J．C．Hinrichs，1914．

295P．，　　　　　　　tt　　　　　　、

（当館請求記号KE45－2）

　　E）古代エジプト旧辞，典

　　18．’Budge，　Si7”Earnest　A．　Wallis：

An　Egyptian　hieroglyphic　dictionary．

L・nd・P・」・h・Murray・1920・・’1356P・

（当館請求記号493・103－E32）　・

（アジア・，アリ瞭料室保管）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

方が囁鰭につきましては現ゆア
ッシリア学者を結集して編纂刊行中のA（1）

が最も権威あるも’㊧と認められています。

完成すれば20巻の予定ですが，’現在のとこ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ
ろ12巻しか刊行されていません。ζれはア

ジア・アフリカ資料室で保管しています。

A（6｝巻1～2のみ刊行

’



　　　お尋ねの「シュメール語辞典資料」
謝および「シ・一囎鱒大成」

　　　と存じます。

A（1）シカゴ大学の「アッシリア語辞典」

　　　とはこれでしょう。　1「『

E圏　古代エジプト語辞書のうち，，有名で

　　　かつ当館所蔵のものをあげました。

　なおA（1）の「アッシリア語辞典」の序論

（1・．J・Gelb執筆）⇒ミ非常に参考になると

思いますb是非御一読下さいσ

tt入手方法につきましては，洋書専門店（た

とえば丸善古書部など）に御注文になれば，

さがしてくれると存じます。

　　　　　　　　　　　’〈参レ第892号〉’

質問　8’

　前略ごめん下さい。’

　　小生オランダ文部省給費生として留

　聴しておりますσ只今オラゾダのみに

　限らずヨー旨ッパ経済史という視点か

　ら，万国博覧会Exposition　Univer－

　selleSの歴史を研究しています。そこ

　で，1851年・1862年’（　Ptシドン），1867，

　年（パリ〉で開ふれた万博を見学しだ

　目本人の旅行記・視察記を御教示願い

　ます。ヴィー：ンに派遣されたワグネル

　についてもお知らせ下さいσまた日本

　では万博の歴史とい6た書物が出版さ

　れたことがあるでしょうか6御多用中

　恐れいり・ますが，よろしくお願いいた

　します6

　　　　　　　　　　　　　　　敬具

〈海外留学中の邦人から〉

　回　答

　下記のとおり回答V）たしまず6

田　ご存知のことと思いますが，「万国博覧

，会への日本政府としてめ初参加は1873年の

ウイーン万国博覧会からです。1851旧く嘉

永4年）の＃ンドン万国博覧会のことにつ

いては当時，わが国では∴ほとん’ど知られ

ていなか1つたといわれ，したがって見聞の

記録はありませんが，明治4年に至って，

文部省による輿地誌略め刊行に際して，僅・

かに，これに触れた記事を掲載いたしてお

ります。

　　・内田正雄（等）著　輿地誌略　全12巻

　　　文部省第4巻52丁s53丁

　1862年差Ptンドン万国博：覧会は文久2年

の幕府による第一回遣欧使節が偶然に旨ン

ドンで∫それを見聞したことになつでおり’

ます。この使節の随員淵辺徳蔵の欧行日
　　ましず
記，益頭駿次郎の欧行記の，二記録が，し，

ばしば1その後の研究文献の中に引用され

ておりますが，いずれも未刊のようですσ

博覧会の趣旨を一般に知らせおのは，1866

年（慶応2年）に初版の出た福沢諭吉の

『西洋事情』の博覧会の項ということにな

っております。また，同じくr福田自伝』

の中にも回想的な一文が含まれておりま』

す。

　　福沢諭吉全集　第1巻　西洋事情

　　　　　　　　　　p．312

　　　　　い　　第7巻福翁自伝

　　　　　　　　　　p．100～108

　　　　　　　　　岩波書店　昭和33年，

　1867年差）パリ事案博覧会には・はじめて

幕府が正式に代表を特派しましたので，そ

の記録は次のとおり刊行されて事ρます。

　　，目本史籍協会編　徳川昭武滞欧記録ゴ．

．．L　34　一一一



　　　1～3　・．東京大学出版会．昭和48

　　年　（昭和7年刊行のもめの複刻）

　日本史籍協会編　渋沢栄晶四仏日記

　　　東京大学出版会　昭和42’（昭和3

　　　年刊行のものの四刻）

　前者は，この同じ叢書に入っている川勝

家文書（1冊）とともに公式文書や公式記

録を中心としたものですから，視察記とは、

ちがいますがご参考までにあげました。渋

沢旧記は，日本入が具体的に博覧会を見て

の感想や博覧会の観察を，ことこまかに伝

えております。解題をみますと，　「恐ら

く，他の随員も日記を記していたと考えら

れるが，空しく埋没してしまって今は目に

触れることの出来るものはない」と記され

て居ります。

（2）ワグネル（Wagner，　Gottfried　1831一

斗892）についてめ文献は下記のとおりで

す。

　　田中芳男・平山威信共編　　襖国博：覧

　　心妻同紀要森山春雍i明治30（1897）

　　　1冊　ゴッドプリイド・ワグ子ル君

　　伝付録P．53～72
　植田豊橘綿　ワグ3ル伝博覧会出版’

　　協会大正14（192ら）　1冊年表伝

　　記　P．1～31

　故ワグネル博士記念事業会編　’ワグ

　　ネル先生追懐集詩会昭和13（1938）

　　467p．伝記．p．132～190

　　文献p．191～412

　土屋喬雄i・日本資本主義史上の指導者

　　たち　岩波書店　昭和14（1939）

　　226P・　ゴトフリートゼワグネル

　　一　p．　205　tv226

　揖西光速　　政商　’筑摩書房．，

　　名和38（1963）204，・7P．．ヨトフ『リ

　　一郭・ワグネル　p．205～226’

お雇い外国人　　2　産業　鹿島研究

　所出版会　昭和43（1968）博覧会．

　p．　74一一96

（3）万国博覧会cb歴史について書かれたも

ののうち，比較的最近刊行された図書だけ

をあげておきます。

　　浜口隆一，山口広共著　　万国博物語

　　　鹿島研究所出版会　昭和41

　　　282，　8p．’

　　高橋邦太郎、　チョンマゲ大使海を行

　　　くく百年前の万国博：〉　　人物往来

　　　社昭和42・265P・

　　春山行夫』万国博：・　筑摩書房

　　　昭和42270P．　（グウーンベルト・

　　　・シリーで90）

　　サンケイ新聞大阪本社社会部編　　こ

　　　れが万国博だ　その摩史と会場案内

　　　サンケイ新聞社出版局　昭和44

　　　249p．

　　吉田光邦　　万国博覧会　技術文明史

　　「的に　　豊本放送出版協会　昭和45

　　　245p．

　なお，過去の万国博覧会関係の記録，報

・告三等を大阪府立図書館が収集し，次のよ’

うな目録を刊行しておりますので，ご参考

奪でに申し添えます。・

　　大阪府立図書館蔵』万国博覧会関係es　一’

　　　料目録　（A・at・lbg…　f　th・

　　　world’s　exposition　collection　’in

　　　the　Osaka’　preSectural　library）

　　　大阪府立図書館’昭和4692p．

　　　　　　　　　　　〈参レ第227号〉

　　　質問9
　　　　前　略

　　　　当研究所では」

一35一

日本の丈化・政治など



に？いて研究を三三ています。・そして

現在ば「北方領‡」・につy・て研究Pて

お．り；ます。「

　つきましては，この問題をr層深，く

、研究するにあたりジ「北方領土」に関す’

る最近の図書がありましたらお教えい

ただきたく，お願い申しあげます。な

にとぞよろしくお願い至じます。，（原

邦文）

　　　　　　〈外国の研究機関から〉

　回　答

　下記のとおり回答いたします6．

　お尋ねの幽ζ関し・当館所蔵の図書に限

定してご紹介申し上げます。ガッコ内は当

館諦求講・・
（1）　「北方領土問題資料集　増補改訂」’「

　北方領土商題対策協会昭和47．337P．

　　　　　　　　　　　（A99’一一rZR．5一；一7）

1（2＞

∟h犠嚢轡鐙目；千

　昭和43274p．　　（319．138－E57h）

（3）一浜西健次郎　　F．掠奪者の海一千島は還

　，らざる島か」　　東南アジア社昭和34

　147p．　’　’　’（319L　199－H154　r）

（4）洞富雄i　「北方領土の三巴と将来」

　網野昭和48261，35P．（GG3－11）

㈲　近藤字之　「ノサップ岬は知らている・

　一残された戦後・南千島」　’飯塚書房

　昭和49194p．　　　（A99－ZR5－12）

（61南方同胞揖護i会　　「北方領土問題関連』

　資料一三としてrナ官ムイコ覚え書』

　を中心として」　’・昭和35、151P．

　　　　　　　　　　（319．　13’8－N628　h　）

（7｝　「千島問題と白本共産掌」　　日本共

産党中来委員会出版局　昭秘9

　191p．　・　（A99－ZR5－10）
（8）tt大熊良一一　「北方領土問題の歴史的背

　景一樺太千島交換条約に関する一史稿」

　南方同胞援護会　昭和39349．22p．．

　　　　　　　　　’　（319．　138一．0611h）

（9）落合忠士，．，「北方領土一その歴史的事

　実と政治的背景」’　・鷹書房昭和46

　237p．　’　（A99－ZR5－5）
㈲　志賀義雄編　　「アジア集団安全保障と

　クリール（千島）問題」　　四谷書林

・昭和48378p．　　　（Agg－ZR5一一r9）’

㈲　高倉新一郎　　「故なく奪われた北方領

　土」　　国民協会　昭和4487P．

　　　　　　　　　　　（A99－ZR5－4）

働　戸川猪佐武　　「日の：丸と赤い星一日ソ’

　交渉斗OO年の裏面」　　双葉社　昭和48

　252p．　（A99－ZRsLr－8）
　　　　　　　　　　　〈参レ第422号；〉
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