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国立国会図書館展示会目録集丁

付　上野図書館展覧会目録年表（稿）

稲　村　徹　仁

恩．例．

1．この集覧は，昭和23（1948）年創設

　以来，昭和59（1984）年末までの間，

　国立国会図書館（中央館）で開催され

　た各種展示会につき，印刷刊行の目録

　を編年体に排列し；〈国立国会図書館展

　示会目録書誌〉を企図したものである。

　なお，上野図書館（旧帝国図書館）’d）

　分については，記録と目録に未調査の

　部分が少な’くないため，年表体の見目

　録どして付載するにとどめた。

2．、収録の対象とした“一 ?w館で開催さ

　れた展示会“の範囲については，

　①館が主催，共催したもの・

　②館（中央館）内で開催したもの

　③展示会目録が当館により編さん，刊

　行されたものとした。したがって，支

．部東洋文庫，大倉山図書館については，

　②，③に該当する旧く目録番号3，13，

　52＞を除いては割愛した（旧支部静嘉：

　堂文庫については該当する展示会が見

　当らないようである）。，

3．　目録の排列は，展示会の開催年月日

　順とし，順次，一連番号を仮に付し，

　展示目録の書名（目録が未刊または不

　詳の際は展示会名），編・刊，主催者名

　　（大部分を占める館名のみの場合はす

　べて省略），発行年月（記載のない場合

　は［昭和28．5序］と記載），母数，図．

　版の有無，大きさ（cm表示）等の順に記

　糾した。図版については，展示会目録

　理解への一助として，原色版〔おお哲「

　ね巻頭口絵〕の有無等につき識別する

　ようにした。

4．書誌事項についで，〈〉内に説明を

　付した。その内容は，展示内容，開催’

　の趣旨，目録仕様の変遷，添付物（絵

　はがぎなど）の有無等につき簡単に注

　記した。書名で明らかな場合や，正誤

　表・リーフレットの有無等は省略した。

　なお各項末尾（）内はそり目録の当

　館請求記号であるくY111は官庁小冊子

　で，国連官庁資料室排架を示す〉。また，

　書名の前に＊印を付した資料は，館内

　の限定的な小展示に事務用として作成

　されたもの，および会場提供に類する．

　展示で，目録は館外の機関（主催者）

」．が作成した場合を示している。

［1］　　日召禾023．11．1L8

　　文化日本記念　地理展覧．会陳列品目

　　録　　　地図と模型’

一，　23　一



　　　　　日召禾［123．10，・’45p　　18cm

　　　　　　　　　　　（291．038－Ko548t）

　　　　〈序に「新に祝日『文化の日』の制定

　　　　．を見ますと共に，同日を中心に全国

　　　　読書週間が開催される運びになりま『

　　　　した。当国立国会図書館に於きまし

　　　　ては，この催しのし・一一・環として地理（地

　　　　図と模聖）に関する資料の公開を試

　　　　みましたが…・∵」とある〉

　　　［2］　24．6．4

　　　　開館一周年記念日展示会

　　　　・〈目録は未刊か，不詳。『国立国会図

　　　　書館年報』昭和24年度版第10章4と

　　　　して，「開館1ケ年記念行事の開催一1’、

　　　　とあり，「各部局出陳品目」を掲載す

　　　　る。．

　　　　6月4日　（開館記念日は6月5日），

　　　　記念式典を挙行。各閲覧室，支部上

　　　　野図書館，支部図書館所蔵資料の展

　　　　示，宮内庁楽部による舞楽演奏があ

　　　　つた〉

　　［3］　24．6．6～i5（東洋文庫）

・　　　日欧文化交渉文献目録’　サビエル

　　　　渡来四百年記念’　　国立国会図書・

　　　　館，カトリック文化協会共編・刊tt

　　　　　昭和24．5序　86p［著者名，』出品

　　　　　者名四引時］’「21・m

　　　　　　　　　　　　（198．21－Ko548n）

　　　　〈支部東洋文庫で開催した「日欧支イb

　　　　交渉文献展監会」［サビエル展と称し

　　　　た］の出品資料をも含め，国内30余

　　　　機関と個人所蔵をも含む文献589タ

　　　　イトルを採録した総合目録。当時の

　　　　当館関係では，上野図書館，国際文・

　　　　化振興会（KBS文庫）；東洋文庫の所

　　　　蔵資料を収載している〉

　　［4，］　・　24．11．1－v　7

　　　　人形文化資料展覧会目録解説つき

　）　日召禾024．10　　129p

　　　共）　21cm

［5］　25．1．　18　ty．21

　　新着洋書展覧会・’

　　［目録は未刊か’不詳］

［6］　25．11．1－7

図版（原色版

（a759－2）　’

　　音楽文化資料展覧会目録’解説つき

　　　昭和25．10　202p　附録（23p　表

　　　1枚）　図版（原色版共），21cm

　　　　　　　　　　（760．6－Ko5480）

［7］’　25．12．4～10

　　わが国における人権関係の年表　日

　　本国憲法下における人権保陸に関す

　　る法令の図譜　調査及立法考査局

　　編・刊罵

　　　昭和25．12序　　89p　　25×30c血

　　　（謄）

　　　　　　　　　　（316　．　6－Ko548w）

　　　へ　　　附’録二人権資料展示会概観

　　　［p55－89］　第1編　開催次第，

　　　解説録音放送　附放送筆記（金森

　　　徳次郎，牧野英一，藤田嗣雄），第

　　　2編人権展示会資料資料
　　　p71－89・

　　〈「はしがき」に，「附録として人権資

　　料展示会概観を載せ，こめ中に出品

　　した資料文献の目録を収め…」とあ

　　る〉

［7－a］　人権資料展示会　世界人権宣

　　言二週年記念・

　　　［昭和25．12］・’1枚（折りたたみ）

　　　21×16cm
　　〈世界人権宣言［全文］，この展示会’

　　の見方，図版（3点）から成る〉
［8］　　　26．．4．10　4；16

　　第3回婦人週間　婦人資料展示会目

　　録一「明治維新から現代まで「

　　労働省婦人少年局［共編・刊］，
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　　　［日野禾026．4］　　．：L6p　　2らcm　　（謄）

［・9　］　26．4．18　一一　29

　　ユネスコ人権アルバム展示会　．

　　〈目録は未刊：一般考査部編『国立国

　　会図書館　利用のてびき』（春秋会

　　昭和29）所収「展示会」の項に「8　ユ

　　ネスコ入権アルバム展示会（刊行資

　　料なし）」とある〉

［10］　26．9．3一一10　・

　　幕末日米条約関係史料展観目録

　　　［日召禾02，6．9］　　　14P　　25×18cm

　　　（謄）

　　＜サンフランシスコ講和条約締結記

　　念にと企画されたもの〉

［11］　26．9．14－19

　　子規資料展示会目録

　　　日電禾026．9　　16p　　18Cln

　　　　　　　　　（910・28rM214k2s）

　　〈正岡子規の遺墨遺品資料の収蔵を

　　紹介したもの〉
　　　　　　　　　　亀　　　　　　　　li
［12］　26．11．1一一7

　　憲法資料犀示会目録附録年表
　　（巻末）　各種図表（三七）

　　　昭和26．11128，95p図版附
　　　録：・年表［慶応3年～昭和26年9．

　　　月］，別心解説共95p　21cm

　　　　　　　　　（323．031－Ko548k）

　　〈酒量（参考資料）：断米立憲思爆発

　　犀系統図・日本立楽思想成ま系統
　　図・天日本帝国憲法解釈論系統図・

　　議会雌党党勢並びに系統図・明治時

　　『代政党機関紙系統図・日本国憲法及

　　び各国憲法比較門覧表　6枚（各折

　　りたたみ．’　27×20cm　袋入り）〉

［13］　26．11．18ん23（大・倉山）

　　二宮尊徳資料展示会　展示原本解題

　　目録　支部大倉山三三科学図書館編

　　　国皐国会図書館

　　日召禾026．11　26P　　21cm

　　＜26年11月18～23日　横浜市所在の

　　当時支部大倉山文化科学図書館にて

　　開催〉

［14］　26．12．5711

　　われわれの人権と国際連合　世界人

　　権宣言第三繭紬記念展示会解説

　　　［昭和26．12］　1枚（折りたたみ）．

　　　21×　9　cm

　層〈展示資料の目録は記載されていな

　　い〉

［15］　27．1．16－v2．13　，

　　新しい図書館サ’・一’ヴィズ展示会

　　〈目録は未刊か，不詳。『年報』によ

　　れば，主として支部図書館を対象と

　　し，各館刊行物，蔵書の紹介，マイ

　　クロフィルム，テープレコーダーの

　　利用等新しい図書館奉仕の紹介啓蒙

　　に資する巡回展示会とあり，本館でtt

　　の開催は不詳〉・

［16］　27．4．18　一一一24

　　歌舞伎　国際演劇月にちなむ歌舞伎

　　発達史　松竹株式会社［共編］　松

　　竹株式会社［刊］

　　　昭和27．489pt＋図版　26cm

　　　　　　　　　　　（774－Ko548k）

　　〈目録本文によれば，展示会の名称は

　　「国際演劇月にちなむ　歌舞伎発達

　　史展覧会」。出際演劇協会（ITT）の

　　行事で，国際演劇月は3月〉

［17］　，27．11．1－v7

　　上野図書館開館八十年記念　出版文

　　化展示会目録、

　　・昭和27．11131p、図版’21cm

　　　　　　　　　（749．21－Ko548u）　’

［18］・　28．　［3．25一一4．30］

　　幕末和蘭留学生関係資料目録　一般

　　考査部編・三
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）

　　　昭和28．334p　18cm　（考査目

　　　録第11・号）　　　　　（FD43－51）

　　〈展示は憲政資料中の西商，津田真道

　　文書を中心とした関係資料。目録の

　　解説中に，「開国百年を記念してこの

　　目録を編纂」云々、とある。展示会の

　　名称は「我国最初のヨーロッノ瘤学

　　生展示会」，会期は28年3月25日～4

　　月30日であった。（『三十年史　資料

　　編』年表による）〉

［19］　28．6．5－11

　　目で見る世界の図書館　　　三三と

　　解題

　　　昭和28．6序．25p　26cm

　　　　　　　　　　　　（UL517一一10）

　　〈序文に「五周年記念展示会を」云々

　　とある。表紙には本館庁舎に使用の

　　旧赤坂離宮・（現迎賓館）三三写真を

　　用いている。展ボ資料は以後，地方

　　公芸図書飾等に：貸出しをし：た〉・

［20］・　28．lo．30－n．s‘”

　　マイク貝写真の手引　国立国会図書

　館編　春秋会

　　　昭和28．1088p（図版共．本文：

　　　54P）　21cm　”

　　〈マイクロ写真展示会の旧説目録〉

［21］　29．11；1－v7

　　「外国人の日本研究」資料展示会　目

　　録と解説

　　　三好禾029．10　　58p　　21cm　』

　　　　　　　　　　　（060－Ko548g）

［22］　30．11．1　一一　7

　　日本の辞書展示会　目録と解説

　　　日鋼矛p30．10　38p　　21cm

　　　　　　　　　　　　　（UP43－4）
［23］　 30．12．6L15

　　最近の米国文芸関係図書・展示目録

　　国立国会図書館（主催）　東京アメ

　　リカ文化センター（協賛）

　　　日召禾030．12　　　［12p］　　20×35cm

　　（謄）

　　〈内容は英文（類別，書名リスト）〉’

［24］　．　31．11．1　一一　7

　　資料展示会　明治の民衆と文化　一

　　一目録と解説一
　　　日豊禾031．1Q　44P　　21cm

　　　　　　　　　（210．6－Ko548m2）
［25］　一　［32］　．5．15　一一　29

　　＊学生の鑑賞のための　浮世絵名作

　展周立国会図書館，浮世絵保護協
　　会，東京都教育委員会，報知新聞社

　　（主催）・東京都（後援：）　報知新聞

　　社

　　　［昭和32．5］，4p－54cm（新聞大）

　　　（報知新聞［別刷］）

　　〈『年報』等の展示会記事や，刊行物

　　目録類に未収のもの。層目録の記載に

　　は標記主催，後援者名のほか，「会

　　期：5、月15日（水）～5月29日（水），

　　第1会場（肉筆画の部）：国立国会図

　　書館羽衣の間。第2会場：東京都美

　　術館佐藤記念室」とある。『読書春秋』

　　昭和32年5月号編集後記，同年5月

　　15日の『日本経済新聞』〈美術短信〉

　　欄により開催国が判る〉

［26］　32．11．1一一7

　　世界の書誌展示会　一目録と解説

　日召禾032．IO　　72P　．21cm

　　　　　　r　．（025．1－Ko548s），

〈昭和32年11月4－11日に当館が催

’したインド・太平洋地域の出版物国

際交換及び書誌に関するセミナrの

ため開催。目録の表記はほとんど西

暦（1957）『を用いてv’・る。別に英文

解説（“Guide　to　the　Exhibitioぬ．bn
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　　Bibli・9・qPhy”．4P2／プ謄

　　写）がある〉

［27］　33．11．　1一一一一　7

　　行政・司法支部図書館創設十周年記

　　念『官庁刊行物展示会　一目録と

　．解説一
　　　日召禾U33．10　　75p　　21cm

　　　　　　　　　（027　．　2－Ko548k2）　，

［28］　35．7．15－21

　　英国の議会政治　英国議会政治写真

　　展示会，［口耳文化振興会作成，国

　　立国会図書館訳］

　　　［昭和35・7］「14P　21・m

　　　　　　　　　　　　（AG241－12）

　　．〈国立国会図書餌・姻辛化振興9

　　（共催）〉

［29］　35．12．24（参議院予算委員会室）

　　議会政治展示会目録議会開設七十，

　　年記倉
　　　［日曝禾035．12］　　　18回忌　21cm

　　　　　　　　　・　（314　．　2－Ko548gs）

　　〈次掲ぐ36年1月～2月開催）目録の

　・序に，「日召和35年11月29日は議会開設

　　70年目にあたる。衆参両院はこれを

　　記念するため，記念式典の挙行をし，

　　12月24日には両陛下御臨席のもとに

　　記念式典が行われた。…国立国会図

書館は，との式典の二三として…展，

　　示会を議事堂内で開催し…」と記さ

　　れている〉

［30］　36．1．27～2．2（尾崎記念会館）．

　　議会政治農示会目録　議会開設七十

　　年記念

　　　昭和36．1序　67p　図版・21c卑

　　　　　　　　　（314．　2　一Ko548g）

　　〈議会開設七十年記念行事の企画ど

　　して，展示会事務局により別に，’『議

　　三三治文駄目録』（昭和36．3刊　444

　　p）が刊行されている　（314・．031－

　　Ko548g）　〉

新館』（窺庁舎）開館以降（昭和36年11月以降）

［31］’　36．11．1

　　新庁舎開館記念　展示資料目録

　　　昭一和36．11　1枚（折りたたみ）

　　　21　×　10cm

　　〈昭和36年11月1日新館庁舎披露の

　　際展示したもの。貴重資料29点，憲

　，政資料10点，議会図書館創設関係資

　　料1点計40点を紹介〉

［32］・　［37，6．25，一一’30］

　　’ドイツ新刊美本展目録　　［総務部］

　　　昭和37．6　　［7p　B4　（謄）］

　　　〈未見〉

　　く国立国会図書館，東京ドイツ文化研

　　究所（主催）。ドイツ出版協会グ11960

　　年度美本コンテスト入選図書約90点

　　を展示（『年報』による）。なお“Die

　　Sch6nsten　deutschen　BUcher　des

　．J・h・e・1960”76Pが配布され々〉，

［33］　・　37．　9　．17　一　22

　　子規資料展目録　　「へち，ま忌」にち

　　なんで

　　　日露禾037．9、　4　p．　21cn！

［34］　37．11．26　一一　12．15　，

　　「本屋にない本」第1回展示会目録

　　地方の出版物　その1、

　　　日召禾［137．11　22p　　21cm

　　〈国立国会図書館法の規定により納

　　入された国内出版物のうち，市販さ

　’れないものを主に，その紹介を館広

　　報誌「国立国会図書心月報土に掲載’
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　　して出るが，その三三書の中から，

　　地方の民間出版物を選んで府県別に

　　．展示した。1回にて中絶〉

［35］　　　38．5「．28～6．3

　　ドイツ政府寄贈書展　　　解説と目

　　録

　　　昭和38．5序22p　21cm’

　　　　　　　　　　　　　　　（Y111）

　　・〈当館の新庁舎落成を記念して，ドイ

　　ツ連邦共和国政府から寄贈されたド

　　イツ関係図書〉　　馳　∴、

［36］　　　＄8t■6・．8～15

　、現代アメリカ版画犀

　　〈目録は未刊か。不詳〉・

［37コ　　　『［39．2．17］

　　＊S61ected　list　of　Chinese　and
　　　　　　　　　ラ
　　Japanese　Materials　on　lslam；An

　　exhibition　for　Mr．　J．　D．　Pearson．

　　［参考書誌部㍗ア・アフリカ謝

　　　［日二三039．2］　　5p　25×18cm

　　　〈謄）

　　〈昭和39年2月17．日来館したtrンド

　　ン大学東洋アフリカ研究学院図書館

　　長J．D．ピアソン氏接遇のため，館

　　蔵書から選んだイスラム関係図書の

　　展示（同氏来館については『年報』
　　＆こ言己載）〉　“

［38］　 39．6．：1．～6

　　地図展展示目録　明治以降の官製版

　　を中心として

　　　［昭和39．6］　ユ枚（折り’たたみ）

　　　21×iOcm　　　　　　　一　（Y111）

［39］’［39．6．i7］」，

　　＊ブラジル議員団来館記念　展示資

　　料目録、

　　　［日召禾［］39．6一］　　　6　p　　25×18cm

　　　（謄）

［40］・　　3g110．5～17　’

　　　日本め印刷文化史展目録

　　　　［日召不039．10］　　12p　　21cm

　　　〈当時開催の東京オリンピック大会

　　　に際し，来日外国人を対象として企

・　．画されたもの。茱支解説（Exhibition

　　　of　Printed　books；　A　Display　on　the

　　　Development　of　the　Art　of’　Print一

　　’ing　in　Japan．　Oct．　5－17，　．1964．　llp

　　　謄）がある〉

　［41］　40．1L［18．一一23］

　　　Bibliography；　America’s　・　Asian

　　　StudieS／book　exhibit．　［ア矛リ

　　’カにおけるアジナ研究資料展］国立

　　　国会図書館・米国大使館［共催］，

　　　　［日召禾［i40．・1］　　33p　　21cm・

　　　〈展示会名はライシ．ヤワー駐日米国

　　　大使の邦文序文による〉、

　［42］　　．41．5二30～6．11

　　　明治以降’出版文化資料展　目録と

　　解説
　　　　［雨雪禾041．5］幽　22p　　21cm

　　　〈ユネスコ主催のアジア地域出版専

　　　門家会議開催に協賛した展示。英文

　　　目録‘‘Exhibition　of　the　one－

　　handred－year　Development　of　・

　　B・・km・ki・g　ip　J・panノ・a．t・1・9”

　　19p　（謄）がある〉

［43］　［44．9．16　r22］

　　　＊独逸新刊書展示会　Neue　Deuts－

　　che　Bticher　フランクフルト下イ

　　ツ書籍販売組合（主催）　支部省，

　　外務省，（後援）1　出版文化国際交流’

　　会，洋書輸入協会（協賛）

　　　［1969］　335P．　19cm　一

　　〈ドイツ書の目録。1文部大臣，駐日ド

　　イツ大使等の序文（日独下文）付ぎ。

　　昭和44年9月・6－22　H当鮮で離

　　（『年報』による）〉
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［44］　・　45．　3　．12一一25

　　＊OEcD刊行物展示目録　経済団

’　体連合会　BIAC日本委員会

　　　［日山越045・．1］’　37P　’260m

　　〈同年1月19～23日経済団体連合会

　　図書館で開催の展示と同じ［目録も

　　同一のもの］〉

［45］　45．12．　1’　一一　7’・

　　議会政治展示会目録　議会開設八十

　’年記念

　　　昭和45．12序　29p　図版　21dm

　　　　　　L　　　　　　　　　（Y111）噛

［46］　46．　5　．26　一v　31

　　明治開化の本　展示会目録　　『明治

　　期刊行図書目録』発刊記念．

　　　昭和46．5　44p’図版　26cm

　　　　　　　　　　　　　　’　（Ylll）

［47］　47．　10．　2　一　7

　　新聞のあゆみ　展示会目録　閲覧部

　　編　国立国会図書館

　　　昭和47．9　55p　図版　26cm

　　　　　　　　　　　　　　　（Ylll）

［48］　48．11．　5　一一　10

　　江戸以前　版本挿絵文化史展自録

　　参考書誌蔀編　国立国会図書餌tt

　　　昭和48．1132p　図版　26cm

　　　　　　　　　　　　　　　（Ylll）

［49］　49．10．28　一一　11．　2

　　名家自筆本展示会目録．－

　　　昭和49．10序　22p、図版　21（興

　　く絵はがき「名家自筆本」（色刷共8

　　枚袋入ゆ）を頒布〉、

［50］・　50．10．24一一30

　　国際連合創設30周年記倉　国際連合

　　資料展示会目録

　　　昭和50．10序　22p、26cm

　　　　　　　　　　　　　　　（Ylll）

［51］．　51．11．8一一13

　　山の文献展示会目録　一江三期を

　　中心とレて一
　　　昭和51．1120p，図版（原色版共）、

　　　26cm’　一　（Ylll）
　　〈絵はがき「山L江戸期の文献から

　　一」（色刷共6枚袋入り）を頒布〉
［52］　・　52．12．　6　一一10

　　モリソン文庫渡来60周年　東洋文庫

　　展示会　東洋文庫（発行），．国立国

　　会図書館（刊行）

　　　日長和52．1237P　図版、26cm

　　　　　　　　　　　　（UP171－19）

　　〈昭和52年12月6～10日　本館伊里に、

　　於て開催〉

．［53］　’53．2．16－25

　　本の装禎、展示会目録早婚出品汐

　　、芹沢二二門門本

　　　昭和53．2』『1冊主に図版（原色

　　　版共）　26cm　　　（UE71一　7）

［54］　53．11．28　一v　．12．　7

　　国立国会図書館開館30周年記念展示

　　』会　戦後の本で見る日本　展示早目

　　録　　　昭稗53．1132p・図版（原

　　　色版共）26cm　．．　　（UEI7r27）

［55］　54．　4　．12　一一　21

　　サンゴール大統領著作展　展示目録

　　ゼネガル共和国大使館e・国立国会図

　　書館（共催）　外務省（後援）

　　　［一階禾054．4］’　8　p　　26cm

　　，〈著書，関係図書，手稿などを展示〉

［55－r－a］　＊　L60pold　S6dar　Senghor／

　　Republiqg．edu’．Sen6gal　［1979］

．　8．p　26cm
　　圏〈前掲の著作展に際し，「セネガル共

　　和国の現況と大統領の足跡を紹介し

　　　た小冊子」（はしがき）とあり幽，在日

　　　セネガル共和国大使館の作成か〉
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［56］　54　．・6．1　一一　7

　　国際児童年記念展示会　江戸・明治

　　期の翻訳された子どもの本

　　　．［昭和54．6］　1枚（折りたたみ）

　　　10×21em
［57］　54．10　，25　’sr　ll．　3

　　図書館資料で見る　ふるさと展　昭

　　和54年度全国図書館大会開催記念展

　　示会一全国公共図書館協議会，国立

　　国会図書館（共催）　国立国会図書『

　　三編’・刊

　　　昭和54．1045P（図版共）26bm
，’
m58］　55．　8　i25　’v　9　．　5

　　日本の地図展　官撰地図の発達　第・、

　　24回国際地理会議組織委員会，第10

）　回国際地図会議組織委員会　国立国

　　会図書館（主催）　．国立国会図書館

．、’ ﾒ・刊　　（製作：国際地学協会）』

　　　昭和55．8　1冊（頁付なし）図版

　　　（原色版共）　21琴30cm　製作！

　　　発売：国際地学協会、（G62－17），

［59］　．　［55．11．　5　一一　11］　一

　　＊「中近東地域に関する図書展」（出

　　品図書リスト）　出版文化国際交流

　　会（主催）　『外務省，国立国会図書

　　館（後援）

　　　［昭和55］’25枚　21×31c血

　　くExhibition　of　books　on　the　middle

　　and　near　East．「昭和55年11月．5

　　～11日（日曜日を除く）2階中央目

　　録室で開催。・11月5日開会式には三

　　笠宮臨席」（『月報』による）5

［60］』55。11．29（参議院第一予算委員室）．

　　議会政治展示会目録　議会開設九十

　　年記念　国立国会図書館（主催）

　　　日召禾055．11　29p　　21（lm

［60－a］　55．12．1．～7　（憲政記念館）

　　向』上

　　　昭和55．12序’　29p　図版（原色版

　　　共）　21cm

　　〈上掲と同一内容り目録に，図版，協

　　力者名簿を付す。「パネル展示品目

　　録」1枚付〉
［61］　56．　5　．20　一一　26

　　＊　Catalogue．　of一　Books　Donated

　　by　the　Belgian　government　to　the

　　National　Diet　Library．　M，ay　20，．

　　1981／On　the　Occasion　of　the　Visit

　　of　H．　R．H．　Prince　Albert．［ベルギ

　　ニ政府寄贈図書展示会］，

　　　［日召禾056．』5］　　21p　　26cm’

　　〈「在日ベルぎ一大使館作成の展示会

　　目録を無料配布した」（『年報』1こよ

　　る）〉

〈56．6～60．3　「常設展示」の開催〉

丁当館所蔵の特色ある資料を順次展示’

して臨く紹介し，当館蔵書について理

解を深める趣旨で……二階中央目録室

の’角に常設展示を昭和56年6月から

開始した」（『年報』による）。　第1回

「出歯本」（56・6…，1－29）以降第’

26回「江戸・昭和期のからくり・手品．

本」（59．1．9～2．21）までは各回と

‘も1ヵ月の会期で催し，第27回「明治・

大正・日B．和前期の政治漫画」（59．2．

23～’4．24）以降は会期を2ヵ月とし

た。だだし，各面ユ0月～11月について

ば醤油以降の個人文庫展1～3回のた
め休止し，第31回「藩校あ旧蔵本と蔵

’書印　その3」（60．1．24～3．26）に

およんでいる．。

　常設展示の内容，欄催会期等につい

てはそのつど『月報』，『年報』各年版

幽に掲載されている。なお，その展示目

録は1第7回「本草家　岩崎灌園〒自筆
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本を主として」（57．1．28～2．23）以

降’．各回おおむね4～8p　謄写印刷

の簡易な目録が作成された　　第25回

「「酸性紙と書物の劣化」（58ユ1．

14～12．24）は作成していない

［62］・　56．10．28　一一　11．　6

　　江戸後期　歌舞伎資料展目録

　　　高這56・10　71P（図版「・原色版共）

　　　26cm’　（KDI－44）
［63］　，57．10．22一一31

　　国立国会図書館所蔵　個人文庫展一

　　一［その1］　西欧学術の追求

　　展示会目録

　　　昭和57．1σ　67p（図版・原色版共）

　　　26cm　（UP72’42）
　　く旧帝国図書館収蔵の畠山う鮫島，塩

　　田，西村，白井，伊藤各文庫および

　　渡辺垂山旧蔵書の一部を紹介。巻末

　　に「主要個人文庫収集の歩み」とし

　　て，明治8年の鮫島文庫（鮫島尚信

　　旧蔵）から昭和20年岡田文庫（岡田

　　希雄旧蹟）にいたる個人文庫15種の

　　襲蔵書年表を付す〉

［64］　58．10．19一一28　’

　　国立国会図書館所蔵個人文庫展

　　その2　一古典籍探求の軌跡

　　展示会目録

　　　昭和58．1G　59p（図版・原色版共＞

　　　26cm　’噛　　　噛　　（UP72－42）

　　〈前回に臨空てe・京都円光寺本；岡田，「

　　榊原文庫本のほか，’小杉二二，小宮

　．山叢書（楓軒，南梁の稿本）を紹介〉

［65］　59．10．23一一11．　2　’

　　国立国会図書館所蔵　個人文庫展

　　その3　．日本の暦1展示会目録　　’　ttt

　　　昭和59．1059P（図版・原色版共）

　　　26cm　（UP72－42）
　　〈貞享暦（1685）の使用三百年を記念

　　し，旧帝国図書館収蔵の文庫から，

　　新城，尾島二家の暦書を紹介〉

．付　上野図書館屡覧会目録年表（稿）

　　〈はじめに〉
　こり未定稿は，戦前の帝国図書館以来，

上野図書館1こ於て開催した　‘戦後⑳国

立図書館，支部上野図書館の時期には，

他機関と共催で館外のデパートに進出し

た例もある　『，各種展覧会につき，’上

掲の本館分と同様に，残存する目録冊子

を基礎とし，三年体に記録をまとiPたも

のである。編成に当り，さらに旧館受入

図書の速報書誌であった『帝国図書館報』

旧号の検索などにもっとめたが，まだ未

確認のものがあり，数点につき書誌事項

が明示できなかった。なお，本稿は素材

のほとんどを，元支部上野図書館勤務佐

野　ガ氏の調査「帝国図書館の展覧会」

＜三十年史の周辺9＞（国立国会図書館月

報　22i号　昭和54年8月）に撮っている

ことを銘記し，感謝の意を表する。

一［明治39．3］．帝薗図書館開館二品列書目

　　　　25p　23cm

　’〈刊記無し。類別，約600点収〉

大正11．4　帝国図書館創立五十年　記念

　　　　陳列回書目録　16P　22cm．

　　〈善本50点収。他に住吉広行画平治物

　　語の複製頒布〉
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．大正12．12．7～9　江戸時代　震火災二関

　　　スル二重記録類展覧会目録　8丁

　　　　（禾口）．　24cm

　　〈刊記無し。見返しにF帝国図書館」

　　銅印を捺すものが多い。『年報』には，

　　　「十二月七，H’ヨリ九日ノ三日間別館

　　二二テ江戸時代ノ震筆章料展覧会ヲ

　’・開催シ公衆！観覧子供セシニ来観者

　　六千有余人ヲ算シ頗ル盛会ヲ極メタ

　　リ」ど記す〉

大正13．5．2～4上野公園御下賜記念

　　　二二展覧会陳列品月録’17P’

　　　19cm

大正13．11．1ん3　秋季展覧会陳列圖画目

　　　1録　　32p’19cm　』

　　〈「春日権現験記」，「江戸時代の日本

v　橋」に分け，解説・前書きつき。，別

　　に陳列品目録だけの簡略版がある

　　　（12p　15cm）。他に「帝国図書館

　　’秋季展覧会　記念絵はがき」（日本橋

　　’版画、色刷4枚・袋入り）を付す。

　　会期は11月2～3’日と記したものに

　　1日を追記〉

大正14．5．16～18　向島史蹟名勝圖画展

　　　覧会目録　29p’図版（折り由み）tt

　　　19cm
　　〈『帝国図書館報』’にも掲載g

　　　1冊3．，4号（大王14・9）r雑録

　　　　1　巻末P1一’6

　　　18冊1号（大正14．11）’雑録2

　　　　巻末p7～10＞
大正14．11．6・一7’邦楽に関する品書展覧

　　　　会

　　〈目録は未刊か，不詳。『帝国図書館

　・報』18冊2号．（大正15．2）　雑録3

　　巻末p1－4に「邦楽に関する講演

　　会・展覧会陳列目録，浮瑠璃小唄に

　　関する図書」を掲載〉‘

大正15．5．i～3　江戸時代東海旅行　圖

　　　書絵画展覧会目録（品川駅より島

　　　四駅まで）

　　　54p　図版（折り込み）『2枚　19cm

大正15．11［6－7］　江戸時代東海旅行

　　　圖書絵画秋季展覧会　　［図書週間

　　　糸己念展二会＊］、

　　〈目録未見＊。前項と共に『帝国図書

　　乱訴』の下記各号巻末，雑録欄に運

　　載

　　　18冊3号（大正15．6）　pi’・一　6

　　　　其一　品川駅←う～一七程ヶ谷

　　　　（m

　　　18冊4号（大正15．8）・p1～6

　　一　其ご一八　戸塚（→～二五　吉

　　　　原㈲

　　　19冊1．号（大正15，11）　p1～6

　　　　其三’二七吉涼←う～島田

　　　　（四・完）　　1

　　　19冊・2号（昭和2．3）　p1～5

　　　　其四　［東海道絵図ほか43点］

　’三論轍のはじあに，「糊のはじ

　　めに先ず金谷の駅を思ひたつ…
　　云々」，とあり，其一～ξのように宿

　　三論には記していない〉

　＊書物雑誌『愛書趣味』第8号（昭和2年1

　月）のく三友雑談室〉欄に，「11月6，7日に

　は帝国図書館で図書週間紀念展覧会が開か

　れた／春には白本橋から金谷迄三々に関し

　た錦絵M．び文献が展覧され，今回は金谷から

　大津までのものが展覧された6／目録は．出さ

　なかった／一応写しとって來た」と前置きし

　て，’「帝国図書館図書週間紀念展覧会出品目

　録（自金谷至大津）」を．掲載する。p26　L27＞・

一二32層＿



昭和3．10．20　一・　22　明治時代風俗資料展

　　　覧会

　　〈目録未見。．『帝国図書館報』・21冊1

　　号（昭和3・12）雑録4　P1～4に

　　掲載〉

昭和5．3．15　帝国図書館増築記念展覧会

　　　目録63p　19cm
　　gF帝国回書鯨三三工事概要」（リ“フ．

　　レッ．ト），「増築記念」（絵はがき　3

　　枚袋入）を添付。目録は『帝国図書

　　回報』下記各号に連載。

　　　23冊1号（昭5・6）雑録20．．

　　　　p1”一6

　　　23冊2号（昭和5．7）’雑録21

　　　　p1一一6

　　　23冊3号（昭和5．9）・湖22

　　　　p　1’　一一　4

　　、23冊4号（昭和5．11）　雑録23

　　　　p1一一7，・

　　他に，住吉具慶画「上野八景之内見

　’山朝雪之図」複製を頒布〉

昭和6．5．23～25，江戸近郊名所めぐり

　　　血書絵画展覧会目録　23p　19cm

　　〈『帝国図書館報』24冊2号（昭和6．

　　一6）巻末p2～3に三園の旨乖事
　　　掲載〉，

昭和13．11．11～13　国民精神作興資料展

　　　覧会目録’1枚（折りたたみ）

　　　13　×　11cm

昭和15．2　歴代街聖徳に関する圖書展覧

　　　会
　　〈目録未見。層「歴代御製集等107部123

　　珊⊥（前掲佐野力説「帝国図書館の展「

　　覧会」による）〉

昭和15．2　紀元二千六百年奉祝認念春季

　　，展覧会

　　く目録未見。「神武天皇御即位，皇大

　　神宮，憲法十七条の制定蕾め文献337

　　’巻，12軸，128冊「。伊京集複製頒布」

　　　（同上佐野稿による）〉

昭和15．11。8～10　紀元土千六百年奉祝

　　　記念秋季展覧会目録　36p　19cm
昭和17．i1．6～8・創享七十年記念展覧会

　　　目録　16丁（和）　22cm

　　〈「第二室　国学関係図書特別展観」

　　め目録1枚を添付＞　！

，昭和19．8　明代史料展観、

　　〈目録圭刊t／（同上佐野稿による）〉

昭和23．6貴重圖書展覧会‘．［国立図書

　　　館］

　　〈目録未刊（同上佐野稿による）6．帝

　　国図書館は昭和22年12月，国立図書

　　館と改称。翌年6月に開館した国立

　　国会図書館職員が参観。｛貴重書，，名

　　組手稿本等を展観〉

昭和23．11L［8　一」　13］　江戸の文化と民衆

　　　展覧会解説目録　国立図書館；朝

　　　日新聞社（共催）　80p〈図版共）1

　　　186m

　　＜戦後はじめて，かつ文化国家への貢

　　獣の意気にもえて，館外での公開を

　　企画し，銀座三越を会場として目録

　　も販売。掲載書585点に蔵書の請求記

　　号を付記し，来館利用を呼びかけて

　　いる（例言による）〉

昭和24．4．2～4国立国会図書：館支部上、

　　　野図書館　開庁記念展覧図書目録

　　　4丁　　25cm　　（謄）

　　〈昭和24年4月国立国会図書館への

　　統合にともなう支部上野図書館開庁・

　　を記念し，「写経類，刊本，』絵巻物及

　　近代諸家稿本，面隠初期新聞等92点」

　　を展観した〉

昭和24．11．［6～12］　明治回顧展覧会目

　　　録　上瞬図書館（主催）　朝日新

　　　，聞社（後媛）
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　　48p’18cm
　　＜表紙には開化錦絵（色刷）を配し，

　題簸ふう’に「上野図書館主催」と入

　　れ，巻首め凡例に「国立国会図書館

　　支部　上野図書館」と記す。前回（「江

　　戸の文化と民衆」展）と同じく，・展覧ヒ

　　資料の来館閲覧をうながしている。

　　会場は上野松坂屋，．目録は有料頒布〉

〈参項目　昭和27．11．1～7・上野図書館開

　　　館八十年記念　出版文化展示会

　　　　目録

　　〈上掲［17］参照。本館にて展示。編

　　刊者：国立国会図書館（27．10．31上

　　野図書館で記念式典を挙行）〉

昭和29．12．13～18洋学ことはじめ展

　　　　　蘭学の諸系列と江戸幕府旧蔵’
　　　し
　　　二一　蘭学資料研究会（主催）』『

　　　文部省，オランダ大使館，上野図

　　　書館（律援二）　72p　図版目21gm

　，＜29年5月25日，前年来，上野図書館

　　の別置資料（外庫）から発見された

　　旧幕三蔵蘭書を，研究者に展示内覧

　　したのを期に（目録として『上野図

　　書館紀要』1号を頒布），29年7凡．

　　二二に蘭学資料研究会が結成され

　　た。この「洋学こ一とはじめ展」（日本

　　橋丸善にて開催）は上記図書のほか，

　　公私機関，研究者提供の類繰資料を

　　交えた解説目録。、②ち『江戸幕府旧

　　蔵洋書目録』（蘭学資料研究会　昭和

　・32年3月tt　96P）．となり，さらに『江

　　戸幕府旧型蘭書総合目録』’（日蘭学会

　　昭和55）たまとめられた〉

　　あとがき
　図書館は，』良い資料を広く収集してそ

の目録をなるべく迅速に刊行するように

つとめたい。又，別に随時，所蔵資料を

選択，展示するこどにより，単に目録で

知る以上の効果を利用者に与える。それ

が又，図書館との結びつきを強あるとも．

いわれる。’さらに，よい企画による展示

会の目録は，すぐれた主題書誌の役割を

果す。一方，資料の解題と，目録の編さ

ん作業は，図書館スタラフの力量の向上，

類縁資料ことに自警蔵書の質を知るのに

又とない機会を与える。

　当館の莞足は，たまたま，戦後の文化

国家としての再建の気運と，長く閉さ・れ

た知識，文献への渇望に応える恰好の場

となった。館としても新設機関のPRに、

なり，広大な施設活用にも恵まれ，年々，

熱心な企画と公衆の理解に支えられなが・

ら三十七年，六十数点におよぶ展示会目

・録の集積を成すにいたった。これらの集

積を眺めると，そこに，乏しい蔵書を駆

使しつつ　一百万冊と号する旧帝国図書

館以来の蔵書が一体化する迄は一，時

には短時日の間に，展示の構成・効果的・

な目録の作成刊行に刻苦した先人たちの

姿が想起される。

　“国立国会図書館の展示会。ζいう際に

’は1年年まで当館の支部を構成し（いた、

静嘉堂，大倉山の図書館，さらには現在

の支部東洋支庫における展示活動が顧み

られねば充分でない。特に，凍洋文庫に

おける定例的な史料展示について嶋『東

洋文庫年報』からでもかなり採取できる

にかかわらず，当方の調査が不充分なた

め）・凡例に記した範囲での中央館での開

催；目録の編刊に限定せざるを得なかっ

た。又，’ｺ和29年以降というながい実績

　を重ねる専門図書館協議会に．よる毎年

の，政府刊行物展示会についても，同様

に対象としなかった。ざらには，，現在の’

館庁舎たなってから，随時東口入口に面
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した小ウィンドゥでの，諸外国からの受

．贈図書の展示，あるい信，館内でり半公

開的な三三文化祭などの一環としての小

展示（例えば山室三三の講演と翻訳目録

を兼ねた「明治のアンデルセン」〈児童書

の会昭和4622p＞）なども，直接当館
の催しなり刊行物でない点から割愛して

いる。ともあれ，既往の展示史をまとめ

る意味で，残され左目録自体をして語ら・

しめる，“書誌の書誌。の態をとってみた。

，終わ・Dに，既刊諸目録の確認から図書館

展示史ともいうべき概略につき，総務部

総務課，参考書三部一般参考課，三部人

文課貴重書室，支部上野図書館各担当者

各位ならびに鈴木重三，佐野　力の両氏

に，又，館外では太田三一郎，．樋口秀雄，

丸山　信各氏および三井文庫から種々の

ご教示を得たことを感謝申し上げる。

補記：凡例や本文解説に洩れ牟が，解説

文中『年報』とあるのは，中央三分につ

いては，『国文国会図書館年報』の各年度

・版を，・後半の上野図書館の項では『帝国

図書館年報』＜翻刻版。昭和49年刊）を示

しているgまた『月報』は『国立国会図

書館月報』の略記である。

　　（いなむら・．てつげん　一般参考課）

x
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