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高校生，続々と見学
“知の宝庫に感動”

各県の高等学校が金沢大学キャンパスの見学に

訪れますが，図書館でも入試課と協力して中央館

を自由に見

学 し て も

らっていま

す。今年も

４月から砺

波高校，桜

ケ丘高校等

２００名単位

で多数来館されました。高校生の皆さんは，図書

館の大きさと共に，資料の多さにまず驚き，金沢

大学の知の

宝庫に感動

を深め，ま

た，OPAC

や検索機器

にも怯むこ

となく存分

に体験を楽しんで行きました。

（写真は，桜ケ丘高校の皆さん）

学生用インターネット利用端末
を増設 混雑緩和される！

これまで，インターネットコーナーは終日満席

となり，順番待ちの行列が発生していました

が，１０月１５日から１０台増設され合計２０台となり，

混雑緩和が図られることになりました。利用する

にはあらかじめ自分で ID登録することが必要と

なりましたが，個人のメールアドレスを取得する

ことが出来，卒業まではドンドン利用して情報探

索の達人を目指しましょう。

防災（避難）訓練を実施
－ 利用者のご協力に感謝 －

１２月１２日午後２時，中央館地階より出火との想

定で，訓練が開始されました。事前に案内してあ

りましたが，当日は利用者の皆さまには学習中に

も関わらず，ご協力いただき，職員の誘導により

館外へ避難することができました。これを教訓に，

今後の危機管理に役立てたいと痛切に感じた次第

です。皆さまのご協力感謝いたします。

金沢大学附属図書館報
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１３年度１０月入学外国人留学生
オリエンテーションを開催

１０月１１日（木），１０月に入学した留学生を対象

に図書館オリエンテーションを開催しました。AV

室で，利用に関する全般的な説明の後，約６０名の

留学生は２班に分かれて図書館内を見学しました。

書庫では，書架いっぱいにぎっしり並んだ図書や

雑誌に，それぞれのお国言葉で感嘆（と思われる）

の声を発していました。最後に利用申請書を提出

してもらい，オリエンテーションを終了しました。

図書館利用説明会（１３年度後期）を開催

１０月２２日～１１月２日の昼休み１２時２０～４０分，演

習室において図書館利用ミニ説明会を開催し，１０

日間で３３人の方が参加しました。参加者は，図書

館員の説明に沿って実際にコンピュータを操作し

ながら，「OPACの使い方」「雑誌論文の探し方」

を学びました。２０分という短い時間でしたが，少

人数の良さを生かしたきめ細かな説明会となりま

した。なお，ゼミ単位での図書館説明会（９０分程

度）も随時受け付けています。参考調査係までご

相談ください。（Tel：２６４－５２１４）

こ だ ま 第１４４号 ２００２年２月１０日

第四高等学校１１５年祭記念展示

１０月２０日から１１月１６日まで，特別閲覧室で標記

展示を行いました。 これは，１０月２１日に開催さ

れた「四高１１５年祭」を歓迎し，当時の運動部・

文化部機関誌，時習寮関係資料，四高教授関係資

料など約３０

点を展示し

たもので，

卒 業 生 の

方々始め学

内の教職員，

学生の皆様

も来場され

ました。

（写真は，

真剣に見入

る四高卒業

生 の 皆 さ

ん）
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平成１３年度金沢大学附属図書館シンポジウム

学術情報の流通とコンピュータ

～学術出版の未来像～

平成１３年１２月７日（金）午後２時３０分から４時３０分まで金沢大学大学会館大ホールで平成１３年度金沢大

学附属図書館シンポジウム『学術情報の流通とコンピュータ～学術出版の未来像～』が開催された。約１００

名の参加者があり，パネリストの中西印刷株式会社専務取締役中西秀彦氏，横浜国立大学教育人間科学部

助教授室井尚氏，金沢大学文学部教授木越治氏により，それぞれ３０分ずつの講演があった後，和田附属図

書館長を司会としてパネルディスカッションが行われた。

中西秀彦 氏〈講演要旨〉

近年，学術出版，特に学術雑誌をとりまく環境

は急激に変化している。英語論文重視の傾向や，

Impact Factorなどのランク指標の偏重などがよく

言及されるが，最大の変化は電子化だろう。１０年

ほど前から CD−ROMというかたちで，文書の電

子化はすすめられていたが，ここにきてインター

ネットを用いたオンラインジャーナルが，急速に

普及してきている。オンラインジャーナルは論文

発表や検索のあり方を根本的に変革し，研究活動

そのもののスタイルをかえつつある。

オンラインジャーナルのメリットは数多い。ま

ず，インターネットに接続してさえいれば，どこ

からでも文献が閲覧できてしまう。図書館に通っ

たり，文献を取り寄せたりする必要がない。そし

て，コンピュータを使う最大のメリットとして，

検索機能が充実していることがあげられる。全世

界の全論文の中から，必要な論文を探し出すこと

は，紙媒体では至難であるが，コンピュータを使っ

た検索を使えば一瞬なのだ。それ以外にも，印刷

製本がいらないため，紙媒体より発行が速い，書

架が節約できるなど，メリットをあげれば限りが

ない。最終的には，オンライン故に，郵送料がか

からず，印刷代もいらないというコストダウン効

果も当然大きい。

もちろん，デメリットも数多い。たとえば，オ

ンラインとはいっても，現状の表示デバイスの性

能では，画面上で論文を読みとおすことは困難で

ある。読むという行為に限れば，紙媒体版の方が

やはり実用的だ。しかし，この読みにくさは，表

示デバイスの進歩によって早晩解消されるだろう。

それよりも，最大の問題は，同じ論文でもその実

際の表現は読む側の機械の品質次第というところ

金沢大学附属図書館報
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にある。紙媒体なら，赤は赤として，すべて同じ

色に表現されるが，画面の場合，一台，一台，調

整しないと同じ赤という保障はないのだ。また電

子データは改変がしやすく，もし改竄されたとし

ても発見するのは困難である。

結局，紙媒体の最大の長所とは，プレーヤーで

あり同時にレコードであるということなのだ。紙

媒体なら，何年たとうとも雑誌なら雑誌だけで他

のいかなる装置の助けなく，読むことができる。

電子データはその点，規格の変更や，表示装置の

動向次第で読めなくなるという危うさが常につき

まとい，長期の保存に向くとは言えない。結局，

現在の技術では紙媒体とオンライン版は両方を作

らざるをえないことになり，オンラインジャーナ

ルのコスト高の原因，ひいては，普及の妨げとなっ

ている。

問題はあるにしても，今後の学術出版は「まず

オンラインありき」になってくることは間違いな

い。現在，紙媒体が主であり，オンラインが従で

あるというのが，近い将来，逆転すると思われる。

おそらく，個人で学術雑誌を購読しているメン

バーは，紙媒体版を必要としないだろう。オンラ

インでいつでも読めるとなると，個人でスペース

をとって雑誌を保存する必然性がない。紙媒体と

して必要なのは図書館などで保存するごく少部数

である。結果として，現在の大量高速を前提とし

た印刷システムは変わらざるをえない。

ここに登場してくるのがオンデマンド印刷であ

る。オンデマンド印刷は組版データを製版工程を

経ず，そのまま印刷（出力）機に送って印刷して

しまう物で，別名，電子印刷とか，無版印刷と呼

ばれている。無版であるので，製版コストを削減

でき，部数の少ない物でも低コストで印刷でき，

多品種少量生産に威力を発揮すると期待されてい

る。

おそらく，近未来の学術出版は，オンラインジ

ャーナルとオンデマンド印刷の統合した物となり，

大量配布，迅速伝達はインターネットへ，図書館

などでの保存はオンデマンドへという方向に二極

分化し，両者を同じデータから作成するワンソー

スマルチメディアへ向かうと考えられる。

室井 尚 氏〈講演要旨〉

私たちは産業革命以来の大きな文明の転換期を

迎えている。この状況をどのくらいのタイムスパ

ンで見るかによって捉え方は大きく変わってくる

だろう。マクルーハンの『グーテンベルクの銀河

系』やフルッサーの『テクノコードの誕生』，ボ

ルツの『グーテンベルク銀河系の終焉』などから

考えるなら，私たちは書物の文明の終焉に立ち

会っているのかもしれないし，図書館や書物はい

ずれ消滅していく運命なのかもしれない。いずれ

にしても私たちが生きているのは情報文明のごく

ごく初歩的な段階にすぎない。

こ だ ま 第１４４号 ２００２年２月１０日
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学術出版はますます厳しい状況に置かれている。

「出版・放送」という産業社会的で大量生産・消

費型の商品化に向かない情報や知識の流通はどん

どん電子化していき，コンピュータ・ネットワー

クの中に別な回路を模索していくことになるだろ

う。脱―書物化のプロセスはますます進行し，書

物は大量生産に向いているものと，高価本とに分

かれていくことだろう。但し，そのことは新しい

コミュニケーションの誕生につながっていくかも

しれない。インターネットもウェブもまだまだ原

始的な段階にある情報文明のきわめて不完全な技

術にすぎない。現在のさまざまな試みの中から何

が生き残っていくかはまだまだ予測できない。紙

の本，電子ブック，データベース，ウェブ，PDF

等々の試みはすべて過渡的なものにすぎないだろ

う。コンピュータの形態やインターフェイスもこ

れからどんどん変わっていくだろうし，デスクト

ップ・メタファーやキーボードも将来は違うもの

に変わっていくかもしれない（結局のところこれ

らを生み出したのは十九世紀の社会にほかならな

い）。文字コードやデータ形式もめまぐるしく変

化していくことだろう。

こうした激しい変化の中で，情報をどのように

「保存」「蓄積」していくかということが大学や

図書館の大きな役割となっていくのではないだろ

うか。既に，昔のフロッピーやビデオ資料が再生

できなくなるという問題が生じているが，大学や

図書館はこうした事態にどのように対処していく

のだろうか。

今後，私たちは新しい可能性に次々とチャレン

ジしていかなくてはならないだろう。その場合，

レコード（記録）を残すことよりも，そのレコー

ドを再生する技術を保管していくことの方が重要

になっていくのかもしれない。

要するに書物を中心とした情報保存・流通の文

明から，書物をも含むデジタル情報がそれを統合

する新しい文明へと移行しつつあるのである。こ

うした時に重要なのは，短い時間の座標軸ではな

く，五十年，百年と言った長い時間軸で物を考え

ていく姿勢ではないだろうか。あなたが今使って

いるパソコンのシステムやデータ形式はおそらく

二三年で古臭いものになっているだろう。また，

仕事や研究の便利な道具だと考えている人は，そ

の道具が新しい道具に取って代わられてしまった

り，あるいはもっと悪い場合にはあなたの仕事そ

のものが無くなってしまうことを覚悟しなくては

ならない。

本が消えて，電子データがそれに変わるのでは

ない。電子データという形で「情報」が一元的に

保存，管理，出力可能になっていること，産業社

会が生み出した「力と速度のテクノロジー」とは

根本的に異なる「情報テクノロジー」の時代へと

移行しつつあるということが重要なのである。そ

して，それはけっして悪い時代とは限らないので

はないだろうか。

木越 治 氏〈講演要旨〉

古典文学作品の本文データとしては，国文学研

究資料館のホームページ（http : //www.nijl.ac.jp）

で公開されている旧版古典文学大系全１００巻の本

文データがあり，現在は，プレーンテキスト版・

ルビ・単語区切りあり版・タグ・傍記等すべてあ

り版の三種類が公開されている。近代文学関係で

は，インターネットのサイト青空文庫（http : //

www.aozora.gr.jp）が有名である。ここでは，作

者本人や著作権管理者の了解を得たもの，あるい

は，著者の死後５０年を経過したものなど著作権法

上問題ないものだけが公開されており，大多数の

金沢大学附属図書館報

－ ６ －



作品についてルビありとルビなしの両方の版が用

意されているようである。

これらを検索するには，grep（Windows上では，

シェアウェアの秀丸エディターや QXエディター

付属のものを利用するのが簡単で便利である）を

使うのが一番である。

これらのデータ（といっても私の場合は古典大

系データになるが）を用いた検索の具体例につい

ては『文学』２００１年１・２月号の「メディア時評」

や『二十一世紀の文学研究とコンピュータ－古典

文学大系本文データベースの評価を通して－』（国

文学研究資料館編，第６回シンポジウムコンピ

ュータ国文学講演集）等にくわしく述べてあるの

で興味のある方は参照していただきたいが，古典

大系の頭注・補注とリンクさせれば，豊富な用例

をもつきわめて有用な古語辞典として利用可能な

データであり，その他にも工夫すればさまざまの

使い方が可能になろう。ただ，学生にこれらのデー

タの利用法を教えていて感じるのは，検索自体よ

りも，検索して得られた結果をどう評価するかの

方が大きな問題だということである。ファイル名

から正確な作品名とジャンルやおおよその成立年

代，さらにそれが収録されている巻がすぐにわか

るようでないと用例の多いときや頭注・補注を参

照する必要のあるときは困るからである。その意

味では，学部生よりも院生レベルになってはじめ

て有用になるデータであろう。

私は，このデータを紀要に連載している浮世草

子注釈の作業時にもっともよく使うが，並行して

「広辞苑」（古語辞典としても使える電子版国語

辞典はこれのみ）や平凡社百科・小学館 Nipponica

の CD−ROM版などもかなり重宝して使っている。

また，この夏の外国旅行の際に広辞苑・マイペ

ディア（１冊本百科事典）・和英・英和の入った

携帯用電子ブックを持参しその便利さにびっくり

したが，携帯性にも優れかつ引きやすいことから

すればこの種の辞書はやがて電子版に駆逐される

かもしれないとも思われる。

以上のように，古典本文のデータや電子辞書の

有用性を充分に認識したうえで私はあえて言うが，

私個人としては，「読む」行為に関しては書物と

いう形態にまだまだ執着を持っているし，いまだ

それにまさるものを電子媒体はまだ生みだしてい

ないと思う。私の研究活動の基本が「読む」こと

にある以上，この点は誰に対してもゆずるわけに

はいかないのである。シンポジウムでは電子雑誌

やフロッピーディスク・CD・DVD等の電子媒体

の耐用年数のことが話題になったが，その点で

も，１０００年以上の耐用年数を持ちうる紙媒体の優

越性に勝るものを電子媒体はまだ提示できていな

いというべきではないだろうか？

５０年に満たない歴史しかない電子媒体が，数千

年の歴史を持つ書物（あるいは紙）媒体にすべて

とってかわる時代が来るというのは，私には夢物

語でしかないように思える。子供のころからさん

ざんバラ色の「夢物語」を聞かされてきた私たち

は，いまこそ，あえて「夢物語」に背を向けて，

自分たちの育った文化伝統に執着すべきなのでは

ないか，と思えてならない。

こ だ ま 第１４４号 ２００２年２月１０日
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〈パネルディスカッションの発言より〉

● オンラインジャーナルがいちはやく学術論文

の世界に普及してきたのは無償でもよいから自分

の成果を早く読んでもらいたいという欲求がある

からである。同様に，オンラインで早く読みたい

という需要があるのは新刊書である。しかし，印

税収入で生活する小説家などにとっては，作品を

インターネットに載せることは著作権料を徴収し

にくいため非常に大きな問題となる。

● 学術出版物の読者がどれくらい存在するかと

想定する場合，抜き刷りの需要や論文の引用度数

をもとに推定すると大体１０人程度と考えられる。

しかし出版され，図書館に置かれることで５０年の

スパンを考慮すれば５０人の読者は想定できるであ

ろう。われわれは結局のところ読まない本を買っ

て本に埋もれている状態である。読まない本を買

う人が存在するから出版が成り立つとさえ言える

のではないか。

● 印刷物はプッシュ型のメディアである。かな

りの部分が読まれないことを前提に大量に作られ

頒布される。それに対してインターネットはプル

型であって，本当に欲しい人しか見にこない。実

際インターネットではマニアックなホームページ

ほど，細部にこだわるものほど面白く，ごく少人

数の読者を想定しており，ここには著作権問題と

は別の世界がある。このような特性を持つイン

ターネットは細かな専門分野にかかわる学

術の世界と相性がよいメディアである。

● 出版の形態についていえば，オンデマ

ンド印刷によれば１００冊単位でも上製本の

製作が可能である。したがってプライベー

トな本づくりは楽にできる。しかし，パブ

リックに向けて出すためには一定量売れる

という前提が必要で，低級品，中級品，高

級品の三種類揃えていたところで高級品だ

け残すのは不可能である。低級品，つまり文庫本

・新書，もしくは超小部数の高級ハードカバーが

成り立っても，それ以外の中級品，すなわち普通

の単行本が売れず壊滅しているのが現在の出版界

の状態である。

● 今の形の印刷された本の文明が成立したのは

１８世紀以降のことで，それが今終焉しつつあるの

ではないか。学生が本を読まないといわれるよう

になって久しいが本棚にはかなりの CDやビデオ

を持っている。教養のスタンダードといったもの

を想定しにくくなっている。一般教養を積極的に

教えなくなったことも原因であろう。

● 勉強するということが本を読むことだと我々

の世代は思っているが，学生でインターネットだ

けを使いこなしてレポートを上手に書く学生もい

る。しかしそれにも問題があってインターネット

の中身は玉石混交であり，きちんと科学とオカル

トや占いとを識別できる能力を子供たちに教えて

おかないと恐ろしいことになる。

● いつでも読める本に欲望はわかない。知識と

の出会いは本当は一回限り，いつ出会うかが非常

に重要である。この点，データベースとかインター

ネットはいつでもアクセスできるから今見なくて

もよいと皆思ってしまうところが怖い。

金沢大学附属図書館報
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第四高等学校教授

浦井鍠一郎の世界史講義用ノート

昨年１０月２１日，金沢で挙行された第四高等学校

開学１１５年祭にあわせて，附属図書館では記念展

示を行った。準備段階で展示品の選択に悩んだ末，

展示品の一つとして浦井鍠一郎（うらい こうい

ちろう，１８６８－１９３２）教授の著書と講義ノートを

展示することにした。浦井先生は，明治，大正，

昭和と，４０年の長きに亘って四高の教壇にたたれ

たのであるから，開学１１５年祭参加の卒業生のな

かにも習った人が少なからずいるはずだと考えた

からである。

今回は，浦井文庫架蔵のこのノートについて簡

単に紹介する。ノートは B６版（１８２×１２８cm）

の大きさで１３冊，背革装で，表紙に“Note on

Universal History”とペンで書かれている。各冊

約千頁で，見開きの右側ページが本文として使わ

れ，黒ペンで書かれており，頁数が記されている。

左側は注記の記入に使われ，主として赤ペンで書

かれている。使用言語は英語，ドイツ語，日本語。

大部分が英語で，日本語とドイツ語が同じ程度使

用されている。

記述は先史時代から日露戦争まで，年代を追っ

てなされている。１冊目冒頭の，“Introduction :

Meaning & Scope of History”から，一部分を次に

引用する。

抑モ Historyナル語ハ多クノ術語ト仝ジク

希臘語ヨリ出テ“Historia”トイフ字ヨリ来

タレリ。其意 to know by inquiryニシテ決シ

テ人ガ目撃シタ事実ヲ記録シタルモノトイフ

ニアラズ。多少研究ノ後，始メテ知リ得タル

事実ノ義ナリ。故ニ彼ノ Herodotus（４８４－

４０２）ノ歴史ハ真ノ historiaニシテ，此人ハ其

生涯ノ大半ヲ旅行ニ費シ，欧・亜・阿弗利加

ノ三大陸ニ遊ヒ，至トコロ古老ヲ訪ヒ古跡ヲ

探リ種々研究ノ後始メテ其歴史ヲ編メリ，因

テ Father of Historyト称ス。希臘ヨリ羅馬ニ

伝ハリ今日ノ history，histoire等ノ語トナレ

リ。羅馬人ハ適当ナル自国語ヲ有セザリシニ

因リ此語ヲ採用シタリト雖モ謹ミテ其濫用ヲ

避ケ，容易ニ其著述ニ historiaノ語ヲアタヘ

ザリキ。Julius Caesarノ如キ，其経歴ヲ編述

スルニ当タリテ之ヲ Commentarii（notebook）

ト云ヒ，敢テ historiaトイフコトナカリキ。

而テ見聞，事実ヲ記シテ別ニ研究セザル者ハ

之ヲ“res”又ハ“res gestae”ト名ケタリ。

即チ厳ニ what happenedト account of what

happenedトヲ区別セリ。

様々な色のペンや鉛筆による夥しい書き

込みや張り紙などから，これらのノートは

長年に亘って書き足され，修正されたもの

と 見 え る。第５冊 目 に“May２９，１９０１，

Kanazawa K．Urai”，第８冊目に“起筆，

明治３７年正月元旦，小雪”とある。これら

から推定すれば，第１冊目が書き始められ

たのは明治３０（１８９７）年前後かと思える。

先生は明治元年生まれであるから，３０歳前

後であったろう。そして，逝去されるまで

加筆訂正がおこなわれたのだろう。（昭和

こ だ ま 第１４４号 ２００２年２月１０日

（ノート第８冊目冒頭 フランス近代史の部分）
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７年５月１３日に急逝された。その日，第６限目の

講義を平素の如く終わられ，帰宅後逝去された。

享年６５歳）

東京生まれである先生は，明治２５年東京帝国大

学文科大学史学科を卒業と同時に金沢の四高へ赴

任された。当時の文科大学史学科は，ドイツから

招聘されたリース（Ludwig Riess，１８６１－１９２８）が

中心となって西洋近代史学の教育を行っていた。

リースは近代歴史学の祖といわれるランケ

（Leopold von Ranke，１７９５－１８８６）のベルリン大

学における門下生である。いわば先生はランケの

孫弟子にあたるわけである。ノートの中に，しば

しばランケの引用が見られる。例えば「Rankeハ，

ローマノ歴史ヲ湖水ニ喩ヘテ，太古各国史ノ皆其

内ニ流レ，近世各国史ハ皆其内ヨリ流レ出ズト言

フタ」。（ノート第３冊目）

『四高八十年』（１９６７）に寄せられた卒業生の

回想を見ると，浦井先生の講義は実に多くの四高

生徒に感銘をいつまでも遺したようである。その

中から，大正１３年卒業の中野重治の回想を引用し

て，この稿を終えることにする。

浦井さんの西洋史は実に不思議なものだっ

た。高柳真三（東北大学教授）は，そのノー

トを立派に製本していたと思う。何しろ，革

命で窓から投げ出された男がある。その男を

“窓氏”と人が呼んだ。そこで試験に「ヘル

・フェンスター」がでるのだから，講義を聞

いて知っていなければてんで判らない。

語尾に（in）とあるのは，アラビア系だと

いうようなことを教える。アネクドートの鎖

みたいなもので，不思議な面白さがあった。

付記：戦後になって浦井先生の講義録の出版が教え子達

によって計画されたが，残念なことに実現しなかった。

（情報サービス課図書館専門員 梶井重明）

としょかん日誌（２００１年９月～１１月）
９月７日 平成１３年度新 CAT/ILLシステム説明会 学術

雑誌総合目録欧文編データ更新説明会（名古屋
大学）巌本康治（相互利用係長）出席

９月１３日 北陸地区国立大学附属図書館会計担当者会議
（本学図書館会議室にて開催）

１０月１５日 平成１３年度（第３８回）東海・北陸地区国立学校
～１９日 等会計事務職員研修会（かんぽの宿福井）守本

瞬（図書情報係）受講
１０月２３日 平成１３年度東海・北陸地区国立学校等係長研修
～２６日 （福井県立鯖江青年の家）村田勝俊（電子情報

係長）受講
１０月２５日 Dublin Coreとメタデータに関する研修（学術

総合センター一ツ橋記念講堂）棚橋章（情報サー
ビス課長）受講

１１月１日 第２２回北信越地区医学図書館協議会（パレブラ
～２日 ン高志会館）松原美重子（医学部分館図書係長）

出席
１１月２日 平成１３年度石川県大学図書館協議会特別研修会

（北陸先端科学技術大学院大学）棚橋章（情報
サービス課長）出席

１１月５日 平成１３年度北信越地区国立大学図書館研修会
～６日 （福井医科大学）杉本美子（図書情報係長），

橋美穂（保健学科図書室）出席
１１月１３日 平成１３年度石川県図書館大会（石川県立図書

館）棚橋章（情報サービス課長），谷口貞治（資
料サービス係長），北村久美子（総務主任）出
席

１１月２８日 第１４回国立大学図書館協議会シンポジウム（京
～２９日 都大学附属図書館）屶網外志子（雑誌情報係長）

出席
１１月２８日 平成１３年度石川県地区国立学校等事務職員研修
～３０日 （会計）（辰口共同研修センター）中村律子（医

学部分館図書係）受講
１１月２９日 平成１３年度北信越地区国立大学附属図書館事務
～３０日 （部・課）長会議（信州大学）郡司良夫（事務

部長），棚橋章（情報サービス課長）出席
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読者の皆様からのおたよりをお待ちしております。

表題地模様 ○Ｃ Toku Yusui（加賀友禅染絵『さやぐ，おどる』。由水十久（初代。１９１３－１９８８）は金沢出身の加賀友禅作家です。）
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