公益財団法人大倉精神文化研究所

平成３１年度事業計画
当財団は、公益財団法人として８年目を迎えます。平成 31 年度事業計画は、「世の為に
田を耕す」という創立者大倉邦彦の透徹した理念に回帰した事業計画として、また 2022
年の研究所創立 90 周年を展望した未来志向型の事業計画として仕上げました。
計画の柱は、定款で謳っているとおり、①精神文化の研究及びその成果の普及、②地域
における歴史・文化の研究及びその成果の普及、③附属図書館の運営及び図書資料の充実
・整備であり、この柱に沿って事業を着実に推進し、文化の振興に寄与します。
なかでも、殊に、日本精神文化曼荼羅環境整備事業と、それに連動した創立者大倉邦彦
の肉声の公開や、研究所と大倉山記念館を紹介する各種リーフレットの作成をはじめとし
て、長年の懸案であった経年劣化本・虫損本修復事業、沿革史資料のオンラインで検索可
能な蔵書目録作成事業などに積極的に取り組むことにより、公益法人としての地歩を一層
確かなものとしていきます。

１ 精神文化の研究及びその成果の普及（定款第４条第１項第１号）
(1) 実用の学の研究及びその成果の普及
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。
研究所を創立した大倉邦彦は、紙問屋を経営する実業家でした。大倉は、自分は何のた
めに生きているのか、何のために利益を上げるのか、上げた利益をどのように使うべきか
を真剣に考え、そのたどり着いた答えが教育事業や精神文化事業への取組でした。大倉は、
これを天から与えられた自らの使命と考え、精神文化事業を通して、有為な人材を育成す
ることにより社会を良くしたいと考え当財団を設立しました。
大倉邦彦は、自らの使命を実践して社会に貢献するためには、清らかで強い心を持たな
くてはならないと説き、当研究所で修養会等を開催しました。
そこで、平成 31 年度は、「こころを磨き からだを鍛える」をテーマに、神道、儒教、
仏教、キリスト教、武道、芸道、医学等様々な分野から心身の磨き方について研究を進め
ます。
その研究成果は、次に掲げる大倉山講演会で公開するとともに、『大倉山論集』第 66
輯（４頁の「(4) 印刷物の編集及び発行・電子情報の発信」参照）で特集を組みます。
【大倉山講演会】
平成 31 年度は、大倉山講演会を４回（４月、５月、６月及び 2020 年３月）開催します。
いずれも大倉山記念館の指定管理者との共催事業として、大倉山記念館ホールで行う予定
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です。
開催日

演

題

講

師

４月20日(土)

漢学と武道―二松学舎の三島復を例
として―

二松学舎大学講師

５月18日(土)

自他を善化し、万物を浄化する―ミソ
ギ、ハラエの意義を読み解く―

國學院大學教授

６月15日(土)

しつけ、修身、道徳、生きる力を身に
付ける（仮題）

東洋大学教授

2020年

３月21日(土)

川邉 雄太
西岡 和彦
須田 将司

東洋医学の知恵―養生訓に学ぶ―（仮
題）

未定

(2) 東西文化融合の研究及びその成果の普及
日本の近代化と西洋文明の受容は、
日本人の価値観や思想に大きな変化を及ぼしました。
大倉邦彦は、国民の教育や人格形成において、日本の伝統文化を学ぶことが基本である
ことを説き当財団を設立しましたが、その一方で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の良いところも積極的に取り入れることを提唱していました。
そこで平成 31 年度は、近代化が日本人の信仰や心身の修養などに与えた影響に着目して
研究を進めていきます。さらに、大倉邦彦の思想に影響を与えたインドの詩聖タゴールの
思想や東亜同文書院の研究、国際的文化人として東洋と西洋で活躍した岡倉天心の研究も
進めます。次に掲げる公開講演会や今昔建物サロンは、東西文化融合の研究成果の一環と
して開催するものです。
【公開講演会】（新規）
東亜同文書院の後身である愛知大学との共催による公開講演会、岡倉天心市民研究会と
の共催による公開講演会、港北図書館の協力による公開講演会、大倉山記念館指定管理者
との共催による今昔建物サロン等を開催しています。平成 31 年度は、特に日本精神文化曼
荼羅の環境整備と大倉山記念館オープンデイの開催を記念して、大倉山記念館指定管理者
との共催により 7 月 31 日に日本精神文化曼荼羅の紹介動画上映と講演会を開催します。
開 催 日

演 題

７月６日(土)

古典文学のこころ(仮題)

７月 31 日(水)

大倉邦彦と日本精神文化曼荼羅(仮題)

11 月 30 日(土)

岡倉天心と近代美術(仮題)

１月 26 日(日)

1940 年、幻の東京オリンピックと横浜
(仮題)

２月頃(平日)

大倉山公園の歴史と梅林(仮題)

2020年
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講 師
愛知大学教授

未定
研究所長

平井 誠二
未定
研究所長

平井 誠二
未定

(3) 創立者及び研究所関連資料の研究・調査とその成果の普及
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、創立者である大倉邦彦の思想や事績、研究所の創立から現
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。平成 31 年度は、特
に日本精神文化曼荼羅の紹介映像やリーフレット作成等を積極的に進めます。
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、ＳＰレコードは歪みや破損の恐れがあり、また再生機器も無くなりつつあるの
が実情です。
そこで、前年度に引き続き、アナログ音源のデジタル化とインターネットでの公開を進
めます。
イ 写真のデジタル化事業
沿革史資料の中には、当研究所設立準備中から今日に及ぶ様々な写真類も含まれていま
す。これらの写真は、
当財団の活動内容や地域の様子を知る上で貴重な情報源となります。
外部機関よりの借用依頼等も多いことから、この写真類のデジタル化を進めます。
ウ 沿革史資料目録のＯＰＡＣ公開
現在整理作業中の沿革史資料は、整理済み資料の目録が約 10 万件となり、外部研究者か
らの問合せや閲覧利用も増えつつあります。しかし、これまでは目録データの検索は所内
でしか行えませんでした。そこで、創立 90 周年に向けて、平成 30 年度より目録データを
順次図書館情報管理システム「情報館」のデータに変換し、ＯＰＡＣ（Online Public Access
Catalog＝オンラインで検索可能な蔵書目録）による公開を進めています。今年度は新たに
約 1 万 5 千件の目録データを公開します。
エ 第 40 回研究所資料展「井村方外と日本精神文化曼荼羅展(仮題)」（新規）
研究や調査の成果公開の一環として、所蔵資料等の一部を順次展示しています。日本精
神文化曼荼羅は当研究所の設立の精神を図示したものであり、創立者大倉邦彦の意を受け
て仏教画家井村方外が描きました。日本精神文化曼荼羅の環境整備を記念して、7 月 31 日
から 10 月にかけて井村方外の作品や関連資料等を紹介する展示会を開催します。
オ 第 41 回研究所資料展「横浜と相撲展(仮題)」（新規）
研究や調査の成果公開の一環として、所蔵資料等の一部を順次展示しています。2019 年
は、港北区出身の第 33 代横綱武蔵山の没後 50 年に当ります。武蔵山は、スピード出世と
母親孝行で知られていますが、現在でも港北区の少年相撲に影響を与え続けています。地
域研究の成果として、11 月から 2020 年 2 月にかけてそれら資料の一部を展示公開します。
カ 日本精神文化曼荼羅の紹介動画作成（新規）
日本精神文化曼荼羅は、大倉邦彦が当研究所設立の精神を図示させたものです。この曼
荼羅を紹介する大倉邦彦の肉声が残されていますので、日本精神文化曼荼羅環境整備事業

3 / 9

（９頁（６）参照）に連動させて、紹介動画を制作しリニューアルオープンイベントで上
映します。

(4) 印刷物の編集及び発行・電子情報の発信
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。平成 31 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。
ア 研究紀要『大倉山論集』第 66 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。当財団の研究員や外部研究
者が執筆者となり、歴史、思想、宗教、文学、民俗、風俗等人文科学を中心とした論考を
掲載し、2020 年３月に発行（550 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等の広報
用資料を編集・発行します。平成 31 年度は、特にカラー版の日本精神文化曼荼羅解説と、
大倉山記念館ロケ地ガイドのリーフレットを新たに作成します。
①カラー版「日本精神文化曼荼羅解説」（新規）
従来の「日本精神文化曼荼羅解説」は、描かれている人物の紹介を中心とした文字
だけのリーフレットでした。曼荼羅の環境整備に合わせて、制作の経緯や、作者井村
方外の紹介、作画方法なども加えて、カラー版のリーフレットを作成します。
②「大倉山記念館ロケ地ガイド」（新規）
大倉山記念館（元大倉精神文化研究所本館）は、テレビや映画のロケにもよく使わ
れていて、全国的に名が知られています。来館者に、文化財としての建物の価値や、
当財団の活動に関心を持って頂くための導入として、建物がどのような作品のロケに
使われたのかロケ地ガイドのリーフレットを作成します。
ウ 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、特に『大倉山論集』のＰＤＦ（Portable Document Format）
による公開を進めます。
また、当財団で所蔵する古い映像資料や音源資料のデジタル化とインターネットでの公
開を進めています。
①大倉邦彦の「研究所案内」公開（新規）
大倉邦彦が昭和 38 年頃に自身で研究所本館（現横浜市大倉山記念館）を案内した音
源資料が現存しています。デジタル化とノイズ除去が完了したので、財団ホームペー
ジで公開します。

２ 地域における歴史・文化の研究及びその成果の普及（定款第４条第１項第２号）
港北区、横浜市、神奈川県等の行政や、公共図書館、博物館、学校、市民サークル等と
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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。
平成 31 年度は、港北区制 80 周年という記念の年でもあるので、区役所や港北図書館、
市民サークル等との連携をより一層深めて、精神文化の普及と地域文化の発展に努めます。

(1) 他機関との連携事業
ア 大倉山記念館指定管理者
大倉山記念館指定管理者と協力して、7 月 31 日～8 月 18 日のオープンギャラリーの展示
会、９月と２月の記念館オープンデイ、10 月インド音楽コンサート（横浜音祭り 2019 参
加企画）、２月の今昔建物サロン（梅林見学）等を開催します。
イ 港北図書館及び港北図書館友の会
港北図書館及び港北図書館友の会の協力により、港北図書館を会場とする地域文化に関
する講演会（2 頁の「公開講演会」参照）、第 16 回特別資料展等を開催します。

(2) 講師派遣
日吉本町地域ケアプラザの「男の！セカンドライフカレッジ」、横浜市立新羽小学校の
土曜塾、港北ボランティアガイドの「もっと知りたいわがまち港北」に講師を派遣するほ
か、依頼により各所へ講師を派遣します。

(3) 依頼原稿の執筆
ＡＳＡ大倉山発行『大倉山 STYLE』(発行部数 8,500)の「大好き！大倉山」に毎月原稿を
執筆します。その他依頼により、港北区役所発行の情報紙『楽・遊・学』(発行部数 3,000)
等に原稿を執筆します。

(4) 調査協力
資料所蔵者等からの依頼により、地域資料の調査や整理、聞き取りなどを行います。

(5) 見学案内
行政機関、各種団体・サークル等の依頼や、各種イベントに合わせて横浜市大倉山記念
館や周辺地域の見学案内を行います。

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、創立者大倉邦彦が目指した東洋と西洋の精神文化の融合を追及する専門
図書館として、哲学・宗教・歴史などの入門書から専門図書まで約 11 万冊の蔵書を有して
います。その中でも、神道・仏教・儒教等の資料群や貴重コレクションは、全国的にも学
術価値の高い資料であり、それらを誰でも自由に利用出来る図書館として高く評価されて
います。
平成 31 年度は、図書資料の充実・整備はもとより収集・整備した図書資料について、情
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報提供機能を強化して、より利便性の高い図書館を目指します。また、創立 90 周年に向け
た事業の一つとして、懸案となっていた日本精神文化曼荼羅の環境整備と閲覧室のリニュ
ーアルを行い、公益性を高めます。

(1) 図書館の公開
附属図書館は、原則として毎週火曜日から土曜日まで週 5 日一般公開します（開館時間
は、午前９時 30 分から午後４時 30 分まで）。全ての国民が等しく利用出来るように、利
用資格は問いません。
週 5 日間の一般公開に加えて、臨時開館も実施します。９月と２月の大倉山記念館オー
プンデイ、11 月の大倉山秋の芸術祭、２月の大倉山観梅会等地域に根差した催事が行われ
るときは、大倉山記念館に多くの市民が訪れます。この機会を利用して当館のＰＲを行い、
利用者を増やし、地域住民との触れ合いの場となるよう、イベント期間中の日曜日・祝祭
日には臨時に開館したり、図書館見学会等を実施します。

(2) 資料の収集
ア

集書方針
当財団の活動方針に即した精神文化に関する資料、特に神道・儒教・仏教や歴史の専門

的資料に重点を置いて集書します。さらに、入門書・教養書等も幅広く収集・整備します。
収集した資料は、パソコンで検索できるようＯＰＡＣ（Online Public Access Catalog＝
オンラインで検索可能な蔵書目録）によりこれを公開します。
創立者大倉邦彦は幼児教育にも力を注ぎ、
自身が経営する幼稚園に図書コーナーを創り、
富士見文庫と名付けていました。その精神を継承して、創立 90 周年の子ども向け精神文化
図書コーナー開設に向けて、精神文化に関する児童書の収集に努めます。
イ

蔵書点検（新規）
図書館情報管理システムの導入から 6 年が経過し、データ移行作業も峠を越えつつあり

ます。そこで、日本精神文化曼荼羅の展示ケース設置工事（８頁の「日本精神文化曼荼羅
環境整備事業」参照）により一時閉館する期間を利用して、公開書庫に配架している資料
の蔵書点検を実施します。

(3) 専門図書館としての機能充実
当館所蔵資料の特徴である貴重コレクションは、24 種類、約 45,000 冊に及びます。こ
れらの資料は、①開館に先立ち大倉邦彦が収集したもの、②大倉邦彦の人脈をもとに受贈
又は購入したもの、③研究過程で収集したものに大別できますが、その大半は他館に書誌
データがない貴重な資料です。そこで、平成 25 年度から独自に書誌データの作成を進めて
おり 14 コレクションについてはＯＰＡＣ検索を可能にしました。残り 10 コレクションに
ついても、継続して書誌データの作成を進め、専門図書館としての機能充実を図ります。
ア 貴重コレクション書誌データのＯＰＡＣ公開
貴重コレクションのうち、平成 31 年度は和装本コレクション（約 9,000 点）について、
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約 2,000 件の書誌データの詳細化と、ＯＰＡＣによる公開を行います。
また、平成 29 年度より開始した大倉邦彦旧蔵文庫(約 4,000 冊)の書誌データ作成は、平
成 31 年度は約 500 点整備します。
平成 30 年度より開始した研究所沿革史資料の書誌データ公開は、約 15,000 件をＯＰＡ
Ｃ公開します（３頁「ウ

沿革史資料目録のＯＰＡＣ公開」参照）。

イ 閉架書庫内資料の簡易データの詳細化とバーコード貼付
当館では、図書館情報システムの導入に際して、運用開始時からより多くの資料のＯＰ
ＡＣ検索を可能にすることを基本方針としました。そのために、多くの資料について、書
名・著者名の最小限の項目だけ入力した「簡易書誌データ」を使用してスタートしました。
システム導入後は、簡易書誌データに出版者・出版地・出版年・件名・キーワード・バー
コード貼付等を追加する詳細データ化を継続的に進めています。
平成 31 年度は、閉架書庫内に残る約 20,000 件の簡易データ資料の内、約 1,500 件を詳
細化することにより、利用者の利便性を高めます。
ウ

貴重コレクションの撮影

貴重コレクションは、資料保存の観点からコピー（電子式複写）を禁止しています。そ
の代替措置として、複写依頼のあった資料について司書によるデジタル撮影を行っていま
す。書誌情報のＯＰＡＣ公開を進めたことにより、大学・研究機関・個人からの複写依頼
が増えており、研究の便に応えています。今後も依頼された資料のデジタル撮影を進める
とともに、創立 90 周年へ向けて、撮影した写真データをデジタルアーカイブとして提供で
きるよう準備を進めます。
エ

和装本コレクションコーナーの整備

貴重コレクションの一つとして、和装本コレクション約 9,000 点（古文書を含む）を所
蔵していますが、これらはまだ一般書籍に混在する形で配架されており、資料保存の観点
から対策が求められています。そこで、平成 31 年度（５カ年計画の３年次目）も、閉架書
庫内の和装本コレクションを一箇所に集めて専用コーナーを作る作業を継続します。
オ 第１期経年劣化本等修復事業（新規）
当館の貴重コレクションの中には、400 年余り前の『プラトン全集』『アリストテレス
全集』や、手書きの『遠山金四郎役宅日記』等他館には所蔵されていないような貴重な資
料が数多く含まれています。そのため、資料を健全な状態で保存し後世に伝えていくこと
が当館の重要な役割の一つです。
そこで、平成 31 年度より２年計画で、経年劣化により革表紙が傷んだ洋書類や、虫損等
で傷んだ和装本資料の修復作業を専門業者に委託します。これにより、従来閲覧停止にし
ていた資料の出納が可能となり、利用者からの要請に応えられるようになります。
なお、これまで続けてきた、資料のチリ等を払い中性紙の保存箱・封筒に入れ替える作
業については、平成 31 年度もボランティアの協力を得て継続して実施します。

(4) 情報提供機能等の充実
ア レファレンスサービスの充実
当館は、全国でも珍しい精神文化の専門図書館として、専門図書の公開に加えて、レフ
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ァレンスの情報提供能力の向上が強く求められています。平成 31 年度も神奈川県図書館協
会、近隣図書館、株式会社ブレインテックなどの団体・図書館等主催による研修に積極的
に参加し、司書の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
能の充実を図ります。
イ ホームページの活用とＯＰＡＣサービスの高性能化
当館の利用者は、全国の研究者と、近隣住民に大別されます。研究者は当館ホームペー
ジからインターネット検索により専門資料の利用に至ります。一方、近隣住民は直接来館
し一般書を利用されますが、精神文化に関する図書館であるために来館者の年齢構成は、
シニア世代の利用が比較的多数を占めています。しかし当図書館は丘の上に立地しており、
気軽な来館利用が困難であるという不利な条件を抱えています。
いずれの利用者からも、ホームページの活用を一層進めて、図書館からの情報発信を増
やすことが求められています。書誌データの詳細化や貴重コレクションのＯＰＡＣ検索対
応を進めると共に、新着図書やおすすめ本の紹介を毎月２回発信すること、資料展示・催
し物の案内情報を随時更新することなど、情報発信に力を注いでいきます。
また、当館は図書館情報管理システム「情報館」を導入していますが、利用者の利便性
を高めるために、ＯＰＡＣサービスをバージョンアップ（高性能化）します。これにより、
視覚障害者や研究利用者等への対応性が高まり、スマートフォンからの検索なども便利に
なります。
ウ 所蔵資料の紹介展示
①

当館の貴重コレクションは学術的価値が非常に高いものですが、利用者の資格を問
わず誰でも閲覧利用が出来ることを特徴としています。しかし、一部に経年劣化等で
閲覧停止にしている資料があり、平成 31 年度よりそれら資料の修復を行うので（７頁
の「オ

第 1 期経年劣化本等修復事業」参照）、修復が完了した資料を順次展示紹介

していきます。
②

当財団では、大倉山講演会、公開講演会その他様々なイベント（１～４頁の「１ 精
神文化の研究及びその成果の普及」参照）を開催しています。イベントの広報を補完
するためと、
参加者が内容理解を深め知識を広げられるようにすることを目的として、
イベント開催日の前後２週間程度の期間、閲覧室の小スペースを利用して、テーマに
関連した図書を展示し、貸し出しも行います。

③

インドの詩聖タゴールの誕生月と大倉邦彦邸宿泊が５月であったことを記念して、
当財団では毎年５月をタゴール月間としており、タゴール文庫の資料を順次紹介して
います。

(5) 姉妹図書館提携事業の推進（新規）
当館は、創立 90 周年記念事業の一環として、平成 30 年 7 月に創立者大倉邦彦の生誕地、
佐賀県神埼市立図書館と姉妹図書館提携を取り交わしました。今後は提携事業として、図
書資料の交換や展示会、講演会等を継続的に実施する計画を立てていますが、平成 31 年度
は神埼市立図書館が建物移転を実施するため、移転後のイベント開催に向けて準備作業を
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行います。

(6) 日本精神文化曼荼羅環境整備事業（一部再掲）
第１閲覧室に掲示している日本精神文化曼荼羅は、研究所設立時に大倉邦彦が設立の精
神を図示させた貴重な絵画です。経年劣化により平成 27 年に一部修復しましたが、展示
環境を整備して永年保存を可能にするために、2019 年 7 月に展示ケースを新設します。
この工事に伴い、閲覧室を 7 月 9 日から閉室して模様替えの上、7 月 31 日にリニュー
アルオープンします。リニューアルオープンイベントや関連事業については、下記の通り。
事業名（仮称）

掲載箇所

公開講演会「大倉邦彦と日本精神文化曼荼羅」（仮題）

２頁の(2)「公開講演会」

第 40 回研究所資料展「井村方外と日本精神文化曼荼羅」
（仮
題）

３頁の(3)「エ」

日本精神文化曼荼羅の紹介動画作成と上映

３頁の(3)「カ」

日本精神文化曼荼羅の解説リーフレット作成

４頁の「イ」①

大倉邦彦の「研究所案内」公開

４頁の「ウ」①

オープンギャラリー

５頁の(1)「ア」

ＯＰＡＣサービスの高性能化

８頁の(4)「イ」
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