公益財団法人大倉精神文化研究所

平成 2７年度事業計画書
当財団は、平成 24 年４月１日、公益財団法人に移行しました。移行してから４年目を迎
える平成 27 年度では、①精神文化の研究、②精神文化研究成果の普及活動、③附属図書館
の運営及び図書資料の充実・整備の３つの柱からなる事業計画を着実に推進し、文化の振
興に寄与していきます。

１ 精神文化の研究（定款第４条第１項第１号）
東西両洋における精神文化の科学的研究を行う「精神文化の研究」の主眼は、学問的研
究にとどまらず、その研究成果を国民に提供することにより、文化の振興の原動力となる
国民の知性及び道義の高揚を図っていくことにあります。それは、まさに当財団の使命に
ほかなりません。
27 年度も研究所創設の精神を尊重し、心豊かな国民生活の実現と文化の振興に資する次
のような精神文化の研究に取り組んでいきます。
(1) 実用の学の研究
当財団は、精神文化についての学究的な一面とともに、その学問が現実社会の宗教・
教育・政治・経済の実地にふれ、よりよき社会への進展に貢献するという一面も備えて
いることが重要であると考えています。
実用の学の研究では、このような考えのもと、実業家の実学観や文化事業・教育事業
等の調査・研究や資料収集を行っています。
実業家大倉邦彦は、実用の学の理念を自身が経営する富士見幼稚園や農村工芸学院、
東洋大学などの教育施設で実践しました。27 年度では、幼児教育、青少年教育、生涯学
習、放送教育など多様な視点から教育に関する研究を行います。
また、創設者大倉邦彦の母校で、愛知大学の前身である東亜同文書院は、日本が海外
に設置した最も古い高等教育機関です。日中友好提携を掲げて中国上海に開校した同校
は、アジアから世界に通じる国際的視野を持つ人材を数多く輩出しました。グローバリ
ゼーションの拡大により、世界に通じる人材の育成が強く求められている今、近代日本
で先進的な国際教育を推進した東亜同文書院の教育や理念を改めて見つめ直す、新たな
研究を進めていきます。
(2) 東西文化融合の研究
創設者大倉邦彦は、教育や人格形成において、東洋文明の枠組みに囚われることなく、
西洋文明の学問成果も積極的に取り入れることを提唱しました。
日本の近代化と西洋文明の受容は、日本人の価値観に大きな変化を及ぼし、近代以前
と宗教の有り様を大きく変化させました。そこで 27 年度は、近代化と宗教、特にキリス
ト教に着目して研究を進めていきます。さらに、国際文化人として東洋と西洋で活躍し
た岡倉天心の研究を進めます。
(3) 研究所関連資料の研究・調査
精神文化についての科学的研究及びその普及活動を行う上で、研究の基礎となる資料
を収集・整理・保存することが欠かせません。それを実践することにより、研究及びそ
の普及活動を効率的・効果的に進めていくことができます。
このような考え方に立って、創設者である大倉邦彦の思想や事績、研究所の創設から
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現代に至る沿革等の調査・研究、資料収集等を継続的に実施しています。27 年度は、ア
ナログ音源のデジタル化事業や「日本精神文化曼荼羅」の環境整備事業などに取り組み
ます。
ア アナログ音源のデジタル化事業
当財団では、大倉邦彦を始めとする研究所関係者の肉声を記録したオープンリール
テープや各種カセットテープ、ＳＰレコードなどを所蔵しています。しかし、テープ
類は劣化が著しく、また再生機器も無くなっているのが実情です。
このデジタル化事業は 25 年度から 27 年度までの 3 箇年計画を考えていました。し
かし、音源資料の状態が予想以上に悪く、専門業者への委託点数が増加し、作業日時
も想定以上に必要となったことから、1 年間延長して 28 年度まで事業を進めていきま
す。
イ 「日本精神文化曼荼羅」の環境整備事業（新規）
附属図書館に掲げてある「日本精神文化曼荼羅」は、大倉邦彦の発案により、研究
所創設の精神と活動理念を具象化したものです。当財団の至宝といえますが、経年劣
化により亀裂を生じたため、前年度は破損箇所の修復作業と劣化調査を行いました。
その結果、まず今後の劣化対策･物理的損傷の回避･環境管理などのための方策を講じ
たうえで、その次に本格的修復作業を行う必要があることが判明しました。そこで、
本年度からそれに必要な資金を積み立てる計画です。
ウ 名刺の整理とデータベース化事業
当財団では、創設者の大倉邦彦や研究所員が受領した各界著名人の名刺を約５千点
所蔵しています。これらの名刺は、研究所と各界の関係を知ることが出来る貴重な資
料ですが、これまで未整理でしたので、昨年度より整理を始めました。本年度で、整
理作業とデータベースへの登録が完了します。
エ 海図の復元事業（新規）
戦時中に大倉山へ疎開していた海軍気象部が残した資料として、昨年、書庫内より
旧海軍の海図が多数発見されました。歴史資料として非常に貴重なものですが、戦後
の紙不足により、裏面を図書カードとして使用するために、細かく裁断されており、
原形が判別不能な状態にあります。そこで、海図の復元を行い、展示公開し、その後
閲覧・研究に供せるようにします。

２ 精神文化研究成果の普及活動（定款第４条第１項第１号及び第２号）
当財団では、東西両洋における精神文化及び地域における歴史・文化の研究はもとより、
その研究成果を国民に提供する公益目的事業を推進しています。27 年度においても、研究
成果等を心豊かな国民生活の実現と文化の振興に役立つよう国民に提供していきます。
(1) 講演会等の開催
講演会等は、研究成果等を平易な言葉で分かり易く伝えるものとすることにより、心
豊かな国民生活の実現に資することをねらいとして開催します。
ア 大倉山講演会
27 年度では、大倉山講演会を４回（４月、５月、６月及び 11 月）開催します。４
月、５月及び６月の講演会は、大倉山記念館と、11 月の講演会は、大倉山秋の芸術祭
実行委員会との共催事業として大倉山記念館ホールで行う計画です。
４月、５月及び６月の講演会は、「多様な視点から教育を考える」(仮題)をテーマ
に開催します。また、11 月の講演会は、「港北の昔話と歴史」をテーマに開催します。
28 年 3 月の講演会では、「大倉山の貴重図書」(仮題)を計画しています。
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開 催 日

演

題

4 月 18 日(土)

幼児教育を考える(仮題)

5 月 16 日(土)

教育番組を考える（仮題）

6 月 20 日(土)

近世・近代の学校教育を考える(仮題)

11 月

港北の昔話と歴史(仮題)

28 年３月

大倉山の貴重図書(仮題)

講

師

早稲田大学大学院

大岡紀理子、大岡ヨト
NHK 放送文化研究所

宇治橋

祐之

立正大学文学部准教授

石山 秀和
研究部長

平井 誠二
未定

イ 公開講演会
研究所設立の精神は、創設者大倉邦彦の母校東亜同文書院の建学の精神に負う部分
があります。このため、東亜同文書院の後身である愛知大学との共催事業として、公
開講演会を毎年 1 回開催しています。27 年度は、大倉山記念館ホールで 7 月４日（土）
に「国際教育」
（仮題）をテーマとして開催します。
(2) 資料の展示
研究成果公開の一環として、所蔵資料等の一部を主に当財団の附属図書館を会場とし
て順次展示しています。27 年度では、次の展示会を開催します。
ア 第 29 回研究所資料展「海軍気象部展(仮題)」（新規）
大倉山には、戦争末期に海軍気象部分室が疎開していました。かつては気象部に関
する資料は何も現存していないといわれていましたが、調査・研究により近年様々な
資料が発見されて、疎開の実態や当財団との関係が分かってきました。そこで、終戦
70 周年に合わせて、７月から９月末日までの間、附属図書館をメイン会場に、パネル
や実物資料による記念展示を行います。
イ 第 30 回研究所資料展「港北の昔話展(仮題)」（新規）
港北区域には様々な昔話が残されており、それらを分析することにより昔の人々の
生活や文化を知る手がかりが得られます。また、昔話はそれ自体が将来へ伝えていく
べき大切な文化遺産であり、子供たちが地域への愛着を深めるきっかけとなります。
そこで、11 月から 12 月にかけて、附属図書館をメイン会場に、港北区役所と協力し
て、昔話の図書資料や昔話を題材とした紙芝居の展示を行います。
(3) 印刷物の編集及び発行
ア 研究紀要『大倉山論集』第 62 輯の編集・発行
当財団の公益目的事業である東西両洋における精神文化及び地域の歴史・文化に関
する科学的研究の成果を、『大倉山論集』として広く公表します。研究員や外部研究
者が執筆者となり、歴史、思想、宗教、文芸、民俗、風俗等人文科学を中心とした論
考を掲載し、28 年３月に発行（650 冊）します。
イ 各種リーフレット等の編集・発行
当財団の活動目的や活動内容等の周知を図り、研究成果の公開や普及活動の効果を
高めるために、研究所のしおり、展示解説、精神文化普及のための各種リーフレット
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等の広報用資料を編集・発行します。
27 年度は、「大倉邦彦のプロフィール」を改訂して、カラー版を作ります。
(4) 電子情報の発信
近年はインターネットを通じた電子情報がその重要性を増しています。そこで、財団
ホームページにおける情報の充実や、外部ウェブサイトにおける関連情報の改訂、ＳＮ
Ｓの活用などに積極的に取り組みます。
当財団で所蔵する古い映像資料と音源資料のデジタル化を進めています。その成果を
組み合わせて、当財団の活動理念や歴史、研究所本館等を紹介する映像作品を作成し、
インターネットを通じて世界に発信します。
(5) 地域社会との連携
港北区、横浜市、神奈川県といった行政や、公共図書館、博物館、学校、市民サーク
ル等と幅広く連携し、講演、授業、情報誌等への原稿執筆、館内見学会、地域散策等を
行うことにより、地域理解や地域文化の発展に寄与します。
例えば、当財団が立地する横浜市港北区を中心とした地域における文化や歴史を研究
し、その成果を『楽遊学（らくゆうがく）』(港北区の生涯学習と区民活動を支援する情
報紙)等で広く公開するとともに、研究所の活動や附属図書館の認知度を一層高めます。
27 年度は特に、岡倉天心市民研究会との共催による講演会や、港北区役所との連携に
よる地域の昔話を題材とした紙芝居の上演、港北図書館での展示会等を実施し、精神文
化の普及と地域文化の発展をめざします。

３ 附属図書館の運営及び図書資料の充実・整備（定款第４条第１項第３号）
附属図書館は、哲学・宗教・歴史などの入門書から専門図書まで約10万冊を備えた精神
文化の専門図書館です。毎週火曜日から土曜日までの週５日間公開しています（開館時間
は午前９時半から午後４時半まで）。
27年度では、附属図書館の一般公開のほか、全蔵書のインターネット検索に応えるべく
充実した書誌データ作成に努めます。さらに劣化が進みつつある貴重な資料の保存方法・
保存技術とその有効な公開方法について調査を開始するほか、地域と連携して読書活動推
進とその普及活動の役割を担います。
(1) 専門図書館としての機能充実
精神文化に関する専門的図書資料、特に神道・仏教・儒教関連に重点をおいて収集・
整備を行うとともに、積極的にこれをＯＰＡＣ（Online Public Access Catalog ＝ オ
ンラインで検索可能な図書館蔵書目録）により公開します。
ア 貴重コレクション和装本及び洋装本のデータ化
27年度は、附属図書館所蔵貴重コレクション和装本の中から名古屋大周寺文庫（約
4,000冊）をデータ登録し、これをＯＰＡＣにより公開します。また、貴重コレクシ
ョン洋装本のうち創設者大倉邦彦旧蔵文庫並びに利用頻度の高い旧制高等学校文庫
の冊子目録のデータ化を継続して行います。
イ 公開済データの再処理（新規）
ＯＰＡＣにより公開している書誌データのうち、著作名や著作者名だけで不完全な
形のものが約28,000件あります。８年計画の初年度となる27年度では、3,500件につい
て出版社や内容に係るキーワード等を盛り込んで検索し易いようにします。
ウ バーコード貼付
閉架書庫内資料の貸出を円滑に行うため、バーコードの貼付を継続して進めていき
ます。10年計画の初年度となる27年度では、約3,000冊についてバーコードを貼付しま
す。
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エ 逐次刊行物のデータ化
逐次刊行物のデータ化と保管スペースの確保に向け、27年度は全ての逐次刊行物の
見直しと仕分けを行います。
オ AV資料のデータ化（新規）
カセットテープ、ビデオテープ、CD-ROM、MD、DVDなどのデジタル化を行います。
(2) 全国に開かれた図書館としてのサービスの充実
ア 研修参加
精神文化に関する入門書・教養書・専門書の購入・閲覧・貸出の拡大をめざし、関連
団体・図書館と協力体制を組み情報提供機能の充実に取り組みます。また、各団体主催
による研修への職員参加、各種情報の収集や交流を積極的に行うことによりスキルアッ
プを図り、レファレンスサービスをはじめとする情報提供機能の充実に取り組みます。
イ 他館視察及び調査
図書館の大きな役割は資料の保存と公開です。所蔵資料の一部に劣化が進んでおり、
将来閲覧に供することが出来なくならないように、当館所蔵資料に相応しい保存技術と
適切な公開方法を調査します。
ウ 閲覧環境の改善
学習・研究の場を提供すると同時により充実した書庫作りを心掛けます。27年度は公
開書庫のレイアウトに工夫を凝らし、必要な資料に辿りつき易くします。
（3）十進分類法による再整理
旧分類による和書を十進分類法で再整理しデジタル化した上で、これをＯＰＡＣで公開
します。
(4) 図書館のＰＲ
ア ホームページの活用
貴重コレクションや新着図書の紹介、展示案内などホームページを活用して図書館の
ＰＲ活動を行い、利用者拡大をめざします。
イ 所蔵資料の紹介展示
① 日ごろ目に触れる機会の少ない閉架書庫の資料を中心とした図書館資料展（タイト
ル未定、２回程度）開催します。
② 閲覧室の小スペースを利用して、時代に即応したテーマのミニ展示を随時行います。
ウ 図書館ワークショップ
大倉山秋の芸術祭などに図書館や書籍・読書に因んだグッズを作成するワークショッ
プを開催します。このように本・図書館と触れ合う場を設けることにより潜在的な利用
者を掘り起こします。
(5) 修理ボランティアによる作業継続
26年度10月から開始した修理ボランティアにより、引き続き貴重コレクション
の保存箱を作成します。27年度後半からは資料の修理・補修に着手します。
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