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松井文庫冊子体文書目録調査および作成報告書

第一回東光原文学賞原稿募集開始

図書館活動報告－平成19年度各種統計－
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東光原 Tokogen

平成20年４月１日に、附属図書館公認キャラクター

「くまぽん」が誕生しました。「くまぽん」の名前は、「熊

本」の読みをもとに名づけました。

（「くま」＋「ほん」＝「くまぽん」です。）

附属図書館の広報や、図書館ガイダンス等のイベン

トで活躍します。

くまぽんのプロフィール

誕 生 日 ４月１日

特 技 頭の上に本をのせて運ぶこと

情報をかきあつめること

好きなもの 夢と希望と辛子レンコン

嫌いなもの 水たまり

「くまぽん」誕生を記念して『くまぽんしおり』を作りま

した。絵柄は８種類、後ろには図書館の基礎知識やお知らせ

も載っています。おかげさまで、第Ⅰ期分は大好評のうちに

配布が完了しました。ぜんぶ集められた幸運なヒトには、き

っといいことがあるでしょう。なお『くまぽんしおり』第Ⅱ

期はただいま計画中です。どうぞご期待ください。

熊本大学附属図書館公認キャラクター

「くまぽん」誕生！

大好評『くまぽんしおり』－第Ⅰ期－を配布完了!!
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Q ILL Inter Library Loanって何だろう？

A 熊本大学にない文献を外部から取り寄せる有料のサービスです。

文献複写と文献貸借の二種類があります。

欲しい本がないとき、

くまぽんと学ぼう！

ILL の巻

OPAC で探しても...

本棚に行っても...

カウンターに尋ねても...

申し込みはどちらでも：

① 図書館のカウンターで申し込む

② 図書館のホームページでオンライン申し込みをする

注１) 取り寄せには実費（複写料・郵送料など）がかかります。

注２) 資料が届くまでに７～10日くらいの日数を要しますので、

お急ぎの際は担当者にご相談ください。

オンライン申し込みの入口は、

お問い合わせは、

黒髪地区：相互協力担当

Tel.096-342-2227

本荘地区：医学系分館担当

Tel.096-373-5035

大江地区：薬学部分館担当

Tel.096-371-4660
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松井文庫冊子体文書目録調査および作成報告書－平成20年３月21日－

熊本大学附属図書館古文書勉強会

１． 松井文庫冊子体文書 目録調査および作成とは？

熊本大学附属図書館所蔵の貴重資料である松井文庫 の「冊子体文書」について、これまでガリ版刷

＊

りによる暫定的な目録（以下、「暫定版」という）は存在していたが、正式な目録は作られておらず、

本格的な確認調査が待たれていた。

そこで、平成17年度に正式な目録作成が決定された。着手後、17年度から19年度までの３年間に亘

って、現物調査、編集作業、図書館ウェブサイトへの目録公開と、一連の作業を計画し実施した。こ

れは、その報告書である。

２． 現物調査－平成１７～１８年度に実施－

2.1 調査対象

冊子体文書 約2,500冊

2.2 調査員

熊本大学附属図書館古文書勉強会 メンバー８名で開始。途中、人事異動によるメンバー交代もあり、

＊

現物調査では計12名が、続く編集作業ではプラス１名の合計13名が携わった。目録調査作成を担当し

たメンバーの詳細は次頁に記載。

2.3 現物調査

現物調査に先立って暫定版をExcel表に入力し、作業時のデータシートを作成した。現物調査（調査の

実際は＜資料１＞を参照）は、図書館業務の傍らでの作業であったため、通常業務の負担とならぬように

設定した。作業は２名一組でのローテーションとし、作業日は週２回、月あたり８回程度実施した。

メンバー一人あたり月２回程の調査担当となった。作業時間は１回につき約１時間。解読や判断に迷

った場合は作業後、川口客員教授の指導をあおいだ。

第１期調査 平成17年９月８日(木)～18年３月７日(火) 全42回

第２期調査 平成18年９月５日(火)～18年11月２日(木) 全14回

以上の結果、No.１～2521の調査が完了した。暫定版では、No.2429までであったので、目録へは92

東光原 Tokogen

＊松井文庫：出典－図書館ウェブサイト

八代市の松井明之氏旧蔵の近世藩政史料及び典籍類。

細川家の城代家老であった豊後統治時代から明治初年までの松井家史料は、

細川家の「北岡文庫」と相俟って肥後藩政史研究上貴重なものであり、

次の４つにわけられる。

第一 冊子体文書（日記類・記録類・文書類）

第二 一紙文書 （書状類・証文類 -現在調査中-）

第三 伝習堂本 （八代の文学稽古所「伝習堂」旧蔵の典籍）

第四 貴重書 （特殊古写本類）

＊古文書勉強会：図書館職員有志による勉強会。

川口客員教授の指導のもと、月に２回、古文書を学んでいる。

平成20年３月現在、会員は11名。
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件が新規追加となった。

なお、第１期および第２期の現物調査完了後は、それぞれ各自が作業データシートを元に、Excel表

の訂正や注記事項の追加等、入力作業を行った。

３． 編集作業－平成１９年度に実施－

現物調査の結果出来たExcel表を目録データとするべく編集作業を行った。Excel表全データの再点

検で、もれていたデータは追加し、校正・編集、さらにマイクロフィルム所蔵データおよび翻刻資料

データの付与 を行った。

＊

４． 図書館ウェブサイトへの目録公開

編集作業が完了した目録データは、平成20年２月５日から図書館ウェブサイトに掲載され、公開と

なった。

http://www.lib.kumamoto-u.ac.jp/matsui/ 参照＜資料２＞

５． 作業を終えて

現物調査では、傷みが目立つ文書類も存在することがわかった。状態としては虫損が一番多く、な

かには開くことさえ出来ない文書もあった。その他、水ぬれによるシミや表紙の破損等もあり、特記

すべき状態は目録の「注記」に記載している。将来的には、虫損文書への裏打ち等、補修対策も必要

であろう。

謝 辞

古文書勉強会で古文書を多少なりとも学んではいるものの、専門家ではない私たち図書館職員をお

導き下さり何度も相談に応じていただいた、川口客員教授に、また、図書館ウェブサイトへの目録公

開にあたって掲載にご尽力いただいた、浦田図書課副課長に、深く感謝を申し上げます。

＊マイクロフィルム所蔵データおよび翻刻資料データの付与

松井文庫冊子体については、八代市によるマイクロフィルム撮影が多年にわたり行

われてきた。撮影されたマイクロフィルムは本学の図書館にも寄贈で残されているの

で、これらの文書は、マイクロフィルムにて利用に供することが出来る。また、なか

には翻刻資料も刊行されている場合があるので、目録データには、これら２つの状況

も記載した。

＊――――――――――――――――――――――――――――――――――＊

現物調査および編集に携わった古文書勉強会メンバー

－現物調査は、中央館勤務のメンバーが担当、人事異動で交代あり－

現物調査 平成17年度：イ組「北野・田川」 ロ組「岡崎・坂崎」

ハ組「樋口・大倉」 ニ組「川内野・後藤」

平成18年度：イ組「北野・岩岡」 ロ組「岡崎・杉本」

ハ組「濵﨑・笠」 ニ組「川内野・後藤」

（下線部は人事異動による交代メンバー）

編集作業 平成19年度：永村

＊――――――――――――――――――――――――――――――――――＊
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＜資料１＞

現物調査－作業の実際

処理の流れ－文書番号 No.1を例に

現物(A) 冊子体文書 No.1

暫定版からデータシート(B)を作成

No.1： 豊後国速見郡之内木村付域付知行分目録

① 現物(A)とデータシート(B)を照合し、訂正箇所があれば記入する。

No.1の場合、訂正が２箇所あった。

現 物(A) ： 豊後国速見郡之内木付城付知行分目録

データシート(B)：豊後国速見郡之内木村付域付知行分目録

城

② データシート(B)を見てExcel表へ入力する。

正しいデータ ： 豊後国速見郡之内木付城付知行分目録

③ Excel表を校正・編集し、目録データ完成へ。

--＞ 公開された目録は＜資料2＞

冊子体文書

東光原 Tokogen

ガリ版刷りの暫定版目録表紙
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＜資料２＞

図書館ウェブサイトから

第51号 July 2008

桜山中学校のナイストライ

今年も６月３～５日の三日間、熊本

市立桜山中学校から熊本市教育委員会

ナイストライ事業「職場体験学習」に

やって来ました。桜山中学校からは二

年生が市内の25事業所に出かけて職場

体験を積んでいるそうです。

春季ガイダンスを開催

５月29日(木)～６月11日(水)に文

献検索コースと新聞記事検索コース

の春季図書館ガイダンスを開催しま

した。今回から、中央館に新設した

ガイダンスルームによる少数精鋭ス

タイルを採用し、好評を得ることが

できました。次回は秋季ガイダンス

を予定しています。
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古文書と図書館員
－「松井文庫」冊子体文書目録作成に携わって

今回の作業に携わったことで図書館員が得た知

識や体験について少し書いてみます。

� 時代劇のお役所で見たような？

さて調査対象の冊子体文書ですが、「どんな文

書？」と疑問に思われるかもしれません。

写真（１）をご覧下さい。どこかで見たことは

ありませんか？時代劇でお役人が机上に帳面を開

き、筆を取っている姿を思い出してください。背

後には、帳面を数冊づつ平積みした棚が並ぶ場面

が出てきますが、その帳面が冊子体文書です。

「松井文庫」冊子体文書には、様々な日記や記

録類があります。三つほど例として文書名をあげ

てみますと、冊子体文書には、その当時の出来事

やニュースが記録として残されていることがわか

ります。

1505 参府日記（天保12年４月～５月）

1552 唐船漂着之節覚書（宝永３年８月）

1560 異人御取扱之儀に付薩州様より被差廻候

諸書付等写（安政２年10月14日）

� 虫喰い文書 利用と保存

古い文書に虫喰い（虫損）のあとがあり、写真

（２）のような状態です。これも見たことがある

と思われるでしょうか？冊子体文書の中にも長い

年月を経て虫損や水濡れ、破れなどで状態の悪い

文書がありました。

「松井文庫」を本学へ受入れる際、一部の文書

には裏打ちなどの補修を施したようですが、全て

の文書を修復することはできず、虫損状態のまま

になっているものがあります。特に虫損の激しい

ものは開くこともかないませんでした。

目録作成にあたっては文書の保存と利用の両面

を考慮しました。マイクロフィルムや翻刻資料で

も読むことができる文書は、マイクロフィルムの

リール番号や翻刻資料の存在情報を記載していま

すし、なお、それ以外でも文書の状態で特記すべ

き事項（虫損など）は備考欄に記入しています。

文書の修復には費用がかかるためすぐに着手す

ることは困難ですが、後世へ伝えていく大切な史

東光原 Tokogen

写真（１）冊子体文書
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料として修復対策をはかることも図書館のこれか

らの課題といえましょう。

� 古文書の道は続く、どこまでも

「松井文庫」には、冊子体文書以外に一紙文書

いっしもんじょ

もあります。一紙文書には、「細川豊前書状」や

「阿蘇山衆徒誓文之写」などこれまた種々の文書

があり、一紙文書の目録は今のところ暫定版です。

そのために、古文書勉強

会では現在、一紙文書の目

録作成に取り組んでいま

す。

ただし、作成するスピー

ドは冊子体文書と比べて遅

くなりました。一紙文書が

冊子体文書とは異なり、差

出人や宛名など記入する項

目が増えたからです。その

上、「松井文庫」一紙文書

は総点数が非常に多いた

め、全ての作業を図書館員

で行うことは困難であるこ

とが明らかになりつつあり

ます。今後は、冊子体文書

や一紙文書の目録作業で得

たものを活かし、長期的な

目録整備の方針をたてて取

り組んでいくことになるで

しょう。

� おわりに

図書館内に古文書を所蔵

していても、通常、古文書

担当者以外の図書館員が業

務として古文書を手にとる

機会はほとんどありませ

ん。今回、冊子体文書目録

作成に携わったことは、古

文書の活用に向けて古文書

の専門家ではない図書館員として何ができるの

か、古文書の利用と保存について学ぶ良い機会に

なったと思います。

写真（２）虫喰い文書
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図書館諸統計 平成19年度

Ⅰ．利用統計

（１）開館日数・入館者数・貸出冊数

中 央 館 医学系分館 薬学部分館 計

開館日数 単位：日 334 342 325 1,001

時間外開館日数 (内数) (288) (314) (271) (873)

入館者数 単位：人 375,916 122,221 52,696 550,833

時間外入館者数 (内数) (119,166) (41,293) (12,844) (173,303)

24時間入館者数 (内数) (2,772) (7,846) (10,618)

貸出冊数 単位：冊 52,194 5,638 1,300 59,132

（２）相互利用（他大学等との現物貸借・文献複写）

中 央 館 医学系分館 薬学部分館 計

現物貸借 依頼冊数 801 31 4 836

受付冊数 481 3 0 484

文献複写 依頼件数 3,032 1,820 371 5,223

受付件数 1,482 2,770 333 4,585

（３）貴重書等の利用［中央館］

松井文庫 北岡文庫 その他

利用者数 11 580 8

利用件数 430 6,862 47

（４）視聴覚資料の利用［中央館］

DVD・VHSビデオの利用件数 942

（５）データベースの利用

熊大OPAC CiNii Scopus SciFinder 朝日新聞 熊本日日新聞

利用件数 327,972 63,866 26,516 17,143 1,557 2,118

東光原 Tokogen



11

第51号 July 2008

（６）分野別貸出冊数［中央館］ （７）学部別貸出冊数［中央館］

Ⅱ．年次推移（平成15～19年度）

（１）他大学との相互利用（文献複写件数）の変化

A. 学外からの受付件数
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B. 学外への依頼件数

（２）入館者数の変化

東光原 Tokogen
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（３）貸出冊数の変化

（４）熊本大学OPACの利用件数

表紙の言葉

初めまして、くまぽんです。これから、いろんなところでお目にかかる

と思います。どうぞよろしくお願いいたします。
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東光原 Tokogen

Ⅲ．受入統計

（１）年間受入冊数

中 央 館 医学系分館 薬学部分館 計

購入 寄贈等 小計 購入 寄贈等 小計 購入 寄贈等 小計

和漢書 6,664 49 6,713 98 10 108 50 0 50 6,871

図書 洋 書 2,593 15 2,608 995 0 995 376 0 376 3,979

計 9,257 64 9,321 1,093 10 1,103 426 0 426 10,850

日本語 918 0 918 180 670 850 35 81 116 1,884

雑誌 外国語 943 0 943 268 125 393 33 13 46 1,382

計 1,861 0 1,861 448 795 1,243 68 94 162 3,266

日本語 8 0 8 4 3 7 5 0 5 20

新聞 外国語 2 0 2 1 0 1 0 0 0 3

計 10 0 10 5 3 8 5 0 5 23

*「寄贈等」は、寄贈と無償譲渡を合わせたもの

（２）除籍数

和漢書 4,171

図 書 洋 書 490

計 4,661

（３）蔵書数

中 央 館 医学系分館 薬学部分館 計

和漢書 727,172 72,212 16,034 815,418

図 書 洋 書 356,429 108,412 22,246 487,087

計 1,083,601 180,624 38,280 1,302,505

日本語 10,195 2,318 571 13,084

雑 誌 外国語 4,014 2,584 443 7,041

計 14,209 4,902 1,014 20,125

黒髪界隈拾遺

夏目漱石のいわゆる「神格化」がいつ始まってどのように展開していったのか知らないが、たぶんそ

の一例と言えそうなものが『習学寮史』の中にある。漱石が五高に赴任した当時の学生、漕艇(ボート)

部の一員としても活躍した吉田久太郎の人となりを書いた文章。但し、いくら漱石を持ち上げるためと

はいえ、根拠なく故人を誹謗することはあまり褒められた話ではない。活字の怖さは後に思いがけない

影響を与えることで、『五高五十年史』を著した高森良人までが『五高七十年史』ではとんだ間違いを

書く羽目に陥っている。もうそろそろ吉田久太郎の名誉回復が図られても良さそうなものだ。
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君も「夏目漱石」先生を目指せ！！

文豪「夏目漱石」は，本学の前身である旧制第五高等中学校に教師として勤めました。

附属図書館では，学生諸君の読書への関心の喚起及び文章作成能力の涵養を図るため「文学賞」

を創設します。

我こそは未来の「夏目漱石！」と思う方のチャレンジをお待ちしています！！

募集締切 平成20年10月31日 17:00必着

発 表 平成21年１月

受賞作 １編 ＝ 表彰状，副賞（図書カード20万円又はパソコン20万円相当）

佳 作 ３編 ＝ 表彰状，副賞（１編につき図書カード５万円）

選考委員

本学教員 ３名

応募要領

● ジャンルは小説とする。

● 応募資格

本学の学生。（大学院生，留学生を含む）

● 応募方法

・一人１編とする。

・応募原稿は未発表作品（同人誌などにすでに発表したものは選考の対象外）に限る。

・原稿枚数は，１ページ30字×40行，17枚（400字詰め原稿用紙50枚相当）程度。Ａ４版横長用紙に

タテ書き，11ポイントＭＳ明朝体のワープロ文字で印字する。

・必ず通し番号（ページ番号）を入れて右肩を綴じる。

・必ず１枚目にタイトル，氏名（ペンネームも可）を明記する。

・原稿の末尾に，住所，電話番号，氏名（本名），学部・学科（大学院の場合は研究科（教育部）・

専攻（課程）），学年を付記する。（個人情報は応募に関する連絡以外には使用しない。）

・応募原稿は返却しない。

● 原稿送付先

・電子メールで応募の場合は原稿ファイルを添付の上アドレス：bungaku＠lib.kumamoto-u.ac.jpへ。

・郵送の場合は〒860-8555 熊本市黒髪２丁目40番１号 熊本大学附属図書館「東光原文学賞」係へ。

（封筒に”「東光原文学賞」応募”と朱書願います。）

・持参の場合は熊本大学附属図書館サービスカウンターへ。

● お問い合わせ先

熊本大学学術情報部図書課（担当：宮田）℡096-342-2212

● 受賞作品は，図書館報「東光原」及び附属図書館ホームページに掲載予定。

● 事業の主管部局

熊本大学附属図書館 ホームページ： http://www.lib.kumamoto-u.ac.jp

本学が理念として掲げる「知の創造，継承，発展に努め，知的，道徳的及び応用的能力を備えた人材を育成する」の

一環として，言語力（読む力，書く力）を向上させ，想像力，表現力，創造力豊かな学生を育成すると共に，文学への

啓蒙活動を高め，地域社会における文学・文化活動の中核となる人材を輩出する。

熊本大学熊本大学熊本大学熊本大学 東光原文学賞東光原文学賞東光原文学賞東光原文学賞 募集募集募集募集！！！！
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日誌（平成20年３月～６月）

3/12 熊本大学個別学力検査

3/13 第４回附属図書館運営委員会

3/25 熊本大学卒業式

4/1 学術情報部図書課となる

中央館８:40開館の正式運用開始

4/4 熊本大学入学式

4/7-15 新入生ガイダンス

4/9 大学院医学実験講座：学術情報の探

し方

4/17 第38回九州地区国立大学図書館協会

総会（長崎市）

4/17-18 基礎セミナー「図書館活用法」（前

期）[1]

4/18 第59回九州地区大学図書館協議会総

会（長崎市）

4/22 SciFinder Scholar利用説明会

4/24 保健学科（大学院生）文献検索ガイ

ダンス

4/24-25 基礎セミナー「図書館活用法」（前

期）[2]

4/25 SciFinder Scholar利用説明会

5/1 シンポジウム「学術情報流通の改

革を目指して」（東京大学）

5/8-9 基礎セミナー「図書館活用法」（前

期）[3]

5/23 第１回東光原文学賞原稿募集開始

（～10/31）

5/29-6/11 春季図書館ガイダンス

6/6 熊本県大学図書館協議会総会（東海

大学）

6/7 インターライブラリー親善スポーツ

大会（尚絅大学）

6/9 MEDLINE利用説明会

6/12-13 CSI委託事業報告交流会（コンテン

ツ系）（国立情報学研究所）

6/17 保健学科（学部生）文献検索ガイダ

ンス

6/19 第１回附属図書館運営委員会

6/25 国立大学図書館協会マネジメントセ

ミナー（仙台市）

6/26 第55回国立大学図書館協会総会（仙

台市）

6/27 第１回医学系分館運営委員会

6/30 熊本県図書館連絡協議会理事会（熊

本県立図書館）

人事異動（平成20年３月～６月）

■ 退職（平成20年３月31日付）

松藤 典生（学術情報総主幹）

北野 典子（相互協力係長）

■ 転任

医学部附属病院事務部経営・管理課長

島田 正俊（図書課長）

■ 昇任

学術情報部長

梅原 眞一（人文社会科学系事務部事務長）

図書課長

永田 正次（医学部附属病院事務部経営・管理課

副課長）

東光原：熊本大学附属図書館報

第51号 平成20年７月刊

発行 熊本大学附属図書館

〒860-8555 熊本市黒髪2丁目40番1号

Tel.096(342)2273 Fax.096(342)2210

編集 浦田博臣 岩岡仁美 笠 彩子

URL http://www.lib.kumamoto-u.ac.jp/tokogen/

東光原 Tokogen

学術リポジトリを

ご活用ください!!

●
● 新たな研究成果の発信ルート

●
● 論文被引用率のアップ

●
● 研究成果のショーウインドー

お問い合わせは：

電子情報担当(2224)まで

denjo@lib.kumamoto-u.ac.jp
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