
 
 

- 1 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ここ数年、私は、記憶術という一種の魔術的テ

クニックの歴史を研究してきました。その研究の

中で見つけた、江戸時代に書かれた、愉快で奇妙

な一冊の書物を紹介します。 

 記憶術と聞くと、怪しげな受験や資格試験のた

めのテクニックを思い浮かべるかもしれません。

しかし、数えきれない多くの多様な事柄をいつま

でも忘れずにいる方法は、すでに古代ギリシアで

開発されていました。もっとも広く普及した方法

は「場所法」と呼ばれました。まず心の中に家や

広場などのイメージ、あるいは人間の身体のイ

メージを描きます。次に、覚えようとする内容の

項目や細部を、それぞれ明確で誇張されたイメー

ジに変換します。たとえば、強盗殺人事件を記憶

する弁護士は、真っ赤な血の付いたナイフ、現場

の乱れたベッド、返り血を浴びた犯人の顔、金袋

などを想像して、最初に心に描いた家の様々な場

所に暗記します。 

 この方法が、どういうルートを経てなのかはま

だよく分かっていませんが、江戸時代の京都で書 

 

物になりました。明和八年（1771 年）、京都で出

版された冊子本『物覚秘伝』（ものおほえのひでん）

がそれです。青水先生という人物が口授した書物

だそうです。 

 この本では、たとえば、人間の身体のイメージ

を利用して 10 個から最大 30 個までの事柄や事物

を覚える方法が図解で紹介されています（図 1）。

この方法で創造される人間のイメージは実に珍妙

で奇怪な「道具人間」となります。頭に手拭を巻

き、額に火鉢を載せ、毛氈（毛織物）で目隠しを

して、鼻が硯（すずり）になり、口が琴になり、

喉に末廣（扇子）をつけ、両乳は文箱でその間に

鏡が置かれ、膨らんだ腹は大きな鍋となり、臍で

茶を湧かしているという、愉快で奇怪な人間が生

まれます。 

 青水先生は他にも、『源氏物語』六十四貼（今知

られている数え方では五十四貼）の題名さえ覚え

ることができると言っています。本当にそんなこ

とができるのか練習してみましたが、無理でした。

私の記憶力はたいしたことないようです。 
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 私のところにある『物覚秘伝』の版本は京都の

古書店で見つけたものです。今は弘大図書館に所

蔵され、私の研究室が借り出しています。この書

物を読みながら 1 人で記憶の練習をしていてもつ

まらない、というか不気味でもあるので、誰か一

緒に記憶術を学んでくれる人はいませんか。 

  

 （あだち かおる） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ （『物覚秘伝』より） 
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 弘前大学附属図書館では、本学の様々な教育・研究成果を世界に向けて発信するために「弘前大学学

術情報リポジトリ」を附属図書館内のサーバーにデータを構築し、平成 19 年 3 月 14 日から情報を発信

してきました。このたび、リポジトリ担当者のシステム・サーバー管理の業務負担を軽減するために国

立情報学研究所が提供しているクラウドシステム（JAIRO Cloud）に移行しました。また、弘前市内に

設置されている６高等教育機関が参加している「大学コンソーシアム学都ひろさき」が運営する機関リ

ポジトリ「ひろさき地域共同リポジトリ」も同様にクラウドシステムに移行しました。 

 

機関リポジトリのＵＲＬは、以下に変更となります。 

■弘前大学学術情報リポジトリ 

  （移行後）https://hirosaki.repo.nii.ac.jp/ 

（移行前）http://repository.ul.hirosaki-u.ac.jp/ 

 

■ひろさき地域共同リポジトリ 

  （移行後）https://hrr-hirosaki.repo.nii.ac.jp/ 

（移行前）http://hrr.ul.hirosaki-u.ac.jp/ 

 

 なお、個々の論文に割り当ている以下のＵＲＬは、永続的なアクセスを保証するハンドルシステムを

利用していますので移行後も変更ありません。 

 http://hdl.handle.net/10129/XXXXX （例） 

 

 

 

 

弘前大学学術情報リポジトリ画面（移行後） ひろさき地域共同リポジトリ画面（移行後） 
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学術情報リポジトリについて 

 

１．弘前大学学術情報リポジトリとは 

 弘前大学学術情報リポジトリとは、弘前大学の教育・研究活動において作成された電子的形態の教

育・研究成果を収集し、永続的に蓄積・保存し、無償で公開する電子的な保存書庫です。国内では 808

機関（平成 30 年 3 月現在）、 国外では、3,520 機関（平成 30 年 5 月現在）の機関リポジトリが公開

されています。 

 

 

２．学術情報リポジトリの登録内訳 

 学術情報リポジトリの保存対象となるコンテンツは、学術

雑誌論文、学位論文、紀要論文、研究報告書など大学が生産

するすべての教育・研究成果で左の表は平成 30 年 3 月末の登

録内訳です。 

 大学で発行される以下の雑誌・紀要論文については発行後、

登録しています。 

 ・人文社会科学論叢 

 ・國史研究 

・弘前大学教育学部紀要 

 ・弘前医学 

 ・弘前大学農学生命科学部学術報告 

 ・弘前大学大学院地域社会研究科年報 

 ・弘前大学教養教育開発実践ジャーナル 

 

 

 

３．登録するメリット 

  教育・研究成果を発信することによって、次のようなメリットがあります。 

  

★研究者にとって 

  ・教育・研究成果の可視性の向上と引用率増加の期待 

     （国立情報学研究所が提供する CiNii や Google 等で検索が可能） 

  ・教育・研究成果の新たな情報発信のルート獲得 

  ・機関による一元管理と長期的な保存 

 

 ★大学にとって 

  ・大学で産出された知的生産物の長期保存 

  ・大学の研究成果を社会に還元 

  

★学生・一般の人にとって 

 ・教員の著作及び専門的論文が簡単に読める 

 

 

内   訳 件数 （％） 

学術雑誌論文 1,328 25.4 

学位論文 525 10.1 

紀要論文 2,504 47.9 

会議発表論文 22 0.4 

会議発表資料 1 0.0 

図書 117 2.2 

研究報告書 148 2.8 

一般雑誌論文 125 2.4 

教材 23 0.4 

その他（目次等） 436 8.4 

合計 5,229 100.0 



 

- 5 - 
 

４．コンテンツ数及びダウンロード数について 

学術情報リポジトリのコンテンツ数は 5,229 件で、毎年 300 前後の論文が登録されています。

また、ダウンロード数は、年ごとにばらつきがあるものの約 400,000～500,000 回ダウンロード

されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．今後の課題 

 現在、登録件数は、5,229 件で半数近くが大学から発行される紀要論文となっています。以前

より学術雑誌論文を積極的に収集する予定でしたが、既にジャーナル等で公表されている論文の

再登録となるためあまり進んでおりません。今後、学術雑誌論文の登録が進む方策を検討したい

と考えております。 

  

 

６．問い合わせ先 

 附属図書館 資料管理グループ 

 内線 3156  e-mail: jm3156@hirosaki-u.ac.jp 

 

 

 

 

 

 

24 25 26 27 28 29

ダウンロード 383,784 429,591 506,139 833,047 568,818 469,024

コンテンツ 3,943 4,247 4,538 4,804 4,996 5,229
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長くつ下のピッピ、ナルニア国物語、赤毛のア

ン、エルマー、怪盗ルパン、シャローックホーム

ズ、明智小五郎。小学生の頃、夢中になってシリー

ズものを読み漁りました。そのスピードたるや、

市立図書館の司書さんを驚かせるほどでした。 

 本当の意味で本を読むことができるようになっ

たのは、弘前大学の教員になってからです。それ

までの私は、速読、斜め読み。ページを進めるこ

とに専念しすぎて、味わうことを怠けていたよう

です。 

 味わい方を教えてくれたのは、作家・いしいし

んじです。出会いは『ぶらんこ乗り』。とても面白

くて早くページを進めたかったのですが、そうさ

せてもらえませんでした。日本語そのものが魅力

的であること、静かな緊張感が漂っていること、

いくつもの小品が埋め込まれていることもあって、

ゆっくり読んでみようという気持ちになったので

す。『麦ふみクーツェ』『プラネタリウムのふたご』

『ポーのはなし』などの長編作品も良いのですが、

短編の物語も格別です。例えば『雪屋のロッスさ

ん』。「あなたはなにをするひとですか？」と本の

帯にはあります。果物屋、調律師、プロバスケッ

ト選手、大泥棒、棺桶セールスマン、雨乞い、さ

まざまな仕事を営む人たちが登場し、切なくさせ

たりじんわりさせてくれます。いしいしんじの美

しく静かなリズムをもった日本語は、急ぎ足の私

に文章と一緒にゆっくりゆっくり歩くことを教え

てくれました。 

 別の読み方を教えてくれた作家もいます。伊坂

幸太郎です。ミステリー作家と決めつけ、それま

で敬遠していた私が何気なく手にしたのが『砂漠』

でした。春・夏・秋・冬・春という５章構成。「四

月、大学生活がはじまる」という書き出しで春の

章が始まり、「講堂で行われた卒業式はあっという

間に終わった」と春の章で終わります。登場人物

は大学生５名。語り手でもある冷静な北村君、大

学時代を徹底して楽しもうというブルジョアの鳥

井君、無表情美女の東堂さん、春の日だまりのよ

うでいて超能力者でもある南さん、自信家・努力

家で圧倒的存在感を示す西嶋君。合コン、海水浴、

バイト、休講、麻雀、大学祭といった楽しげなエ

ピソードだけではありません。二年生の夏に犯罪

集団に巻き込まれ、鳥井君は片腕を失います。読

み返すたび、西嶋君に惹きつけられます。「格好悪

いけど、堂々としているんだ（鳥井君）」「どんな

ことにも真剣勝負なんだよ、たぶん。言い訳しな

いで、逃げずに、克服しようとする（東堂さん）」、

これが理由です。速いストーリー展開、軽妙な語

り口。小気味いいリズムに乗りながら、文章と一

緒にジョギングするように読んでいきます。 

文章のリズムにあわせながらゆっくり歩いたり

ジョギングしたり。本は私に読み方も教えてくれ

ました。生協の書籍コーナーで本を手にしている

学生さんを見かけると、嬉しくなります。よい出

会いがありますように。 

（たなば みゆき）

 

 

 

 

 

 

 

 

リズムにあわせて本を読む 
   

保健管理センター准教授 田名場 美雪

弘前大学附属図書館で所蔵している関連図書 

☆いしいしんじ  『それでも三月は、また』という図書に、短編「ルル」が収載されてい 

ます。本館と分館で各1冊所蔵。請求記号 918.6||So55 

☆伊坂幸太郎   本館で『重力ピエロ』を所蔵。図書ID 08367682 請求記号913.6||I68j 

☆江戸川乱歩   本館で『江戸川乱歩全集』全25巻を所蔵しており、『少年探偵団』は23巻。

         その他、岩波文庫でも『江戸川乱歩短編集』など5冊を所蔵。 
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このたび、本学デジタルアーカイブスに登載された「弘前藩家中差紙」は、本館所蔵の小野文庫に収

録されている資料です。同文庫には、他に「弘前藩女中差紙」もあり、一連の資料として、今後、同アー

カイブスへの登載を予定しています。ここでは両資料について、その概要から紹介しましょう。 

 本館には、「弘前藩家中差紙 正徳５年（1715）正月～12 月」が１冊、「同 享保 16 年（1731）正月

～12 月」が１冊、「弘前藩女中差紙」は宝暦６年（1756）５月～12 月が１冊の計３冊があり、正徳５年

の冊は虫損が著しいことから公開が困難なため、当冊から同アーカイブスに登載しました。 

 当資料は、18 世紀の弘前藩家臣団ならびに奥方の召し抱え、

相続、知行・俸禄下付に関する記録であり、藩士の名簿であ

る分限帳や先祖の履歴を記録した由緒書を統合したような性

格を持ちます。現在までのところ、弘前市立弘前図書館や人

間文化研究機構 国文学研究資料館の弘前藩の各資料群にも

確認されておらず、本館所蔵資料として広く学界に紹介する

意義を有すると考えられます。 

 資料的な価値については、次の２点を指摘しておきましょ

う。 

 第一に、本来、差紙とは、家督や跡目を相続して召直されたり、新たに召抱えられた際に、藩から藩

士たちへ発給された一通の公的文書で、受領した各家臣の家でも大事に保管されてきました。一方、藩

では差紙の写しを保管しておくか、もしくはこのように帳面に仕立てて記録・保存したようです。なか

でも注目すべきは、差紙の控え、もしくは写しの性格を持つ本冊に、差紙を発給した役人に捺印させて、

差紙原本と同様の実効性を持たせようとした点にあります。 

 第二に、本資料に登載されている記事は、前述のように、

おおむね藩士の家督・跡目相続、任免関係事項ですが、宝暦

期弘前城奥方の年寄から女中・乳持ちなどに至る、女中衆の

加増・切米支給や任免関係記事が注目されます。弘前藩の最

初の藩政改革である宝暦改革と奥方との関わりを見る上で、

藩政史だけでなく女性史の資料としても貴重でしょう。さら

に足軽等の下級士や在方の下級役人への切米支給や任免関係

記事が詳細であり、これらは藩の公的記録である「弘前藩庁

日記 御国日記」（弘前市立図書館弘前図書館蔵）を補うもの

として注目されます。 

 以上のような特徴から、本資料は 18 世紀初期から中期にかけて、弘前藩家臣たちの俸禄支給や任免な

どを総体的に把握できる点や、女性史や藩の地方行政の動向などを研究する上でも貴重な情報を提供し

ており、学界だけでなく多くの方々に広く活用されることを期待します。   

                                 (はせがわ せいいち)

各差紙の表紙 

「弘前藩家中差紙」について 

弘前大学名誉教授・元附属図書館長 長谷川 成一

おくかた 

ほうろく 

享保 16 年差紙の内容 

さしがみ 
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 本館の各コレクション・コーナーについてご紹介いたします。 

 

 

 

 

 入口ゲートから入って真正面に、新着図書を展示

しているコーナーがあります。この展示架は、今年

４月に新たに設置したものです。図書館に入ったら、

まずここで足を止めてご覧ください。表紙のカバー

をつけたままなので、興味を惹かれる本がたくさん

並んでいるのではないでしょうか？新着図書も貸出

していますので、自動貸出返却装置で貸出手続きさ

れる方は、カバーを外して手続きしてくださるよう

お願いします。（バーコードラベルはカバーではなく

図書本体に貼られています。） 

 

 

 

 

 新着図書コーナーの後ろ側に、地域志向コーナー

があります。自分が住んでいる青森県という地域に

ついて学ぼうというコンセプトで設けられたコー

ナーです。青森県関係の資料を集めたコーナーです

ので、白神山地、りんご、ねぶた・ねぷた、こぎん

刺し、青森県出身の著名な方（奈良美智さん、棟方

志功さんなど）の本が並んでいます。また、当館で

は購入対象としていない漫画本も、地域にちなんだ

漫画本ということで、『ふらいんぐうぃっち』や『ま

しろのおと』も並んでいます。 

なお、青森県関係の資料は、このコーナー以外に、郷土図書・郷土雑誌（1F 集密書庫Ａ）にも配架し

ています。 

コレクション・コーナー紹介                 

情報サービスグループ係長 長谷川 友紀

1 階 新着図書コーナー

1 階 地域志向コーナー 
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 2 階の展示架では、図書館で行われるイベントに

関連した展示を行っています。図書館で毎年開催さ

れている「POP コンテスト」（学生さんが自分のオス

スメの本の POP を描いて、利用者の投票によって受

賞者を決定する）や、昨年から開催されている「ブ

ックハンティング」（学生が直接書店に行って読みた

い本を選ぶ）というイベントの本を展示しています。

ブックハンティングの本は、学生の皆さんが選んだ

本だけあって、話題の小説なども入っていて大変人

気があります。 

また、このコーナーには「弘前大学出版会」で出版された本も展示しています。ここに展示している

のはほんの一部で、窓側に弘前大学出版会コーナーがありますので、そちらもご覧ください。 

 

 

 

 

 加藤謙一さんは、本学の前身校の一つである青森

県師範学校の卒業生で、戦前から戦後にかけて『少

年倶楽部』『漫画少年』など少年雑誌の編集に一生を

捧げ、手塚治虫さん、藤子不二雄さんなど戦後を代

表する漫画家を育てた名編集長です。 

現在、弘前市立郷土文学館で企画展「名編集長・

加藤謙一」が開催されていますが（開催期間：2018

年 1 月 12 日～12 月 28 日）、当館の加藤謙一関係資

料 27 点（貴重資料を含む）もその企画展に貸出して

おり、普段は公開していない貴重な資料を弘前市立

郷土文学館にて展示中です。 

なお、このコーナーの本は禁帯出資料となっていますので、館内でご覧ください。 

 

 

 

 

 この英語多読コーナーには、Penguin Readers など

レベル別になっているシリーズがあり、薄くて読みや

すい本がたくさんあります。どんどん読んで、たくさ

ん英文に触れましょう。本の内容も、映画や童話など

既に知っている話が多いので、分からない単語があっ

ても読み進めることができると思います。付録 CD が付

いている本もありますので、CD はカウンターで借りて

ください。 

2 階 企画展示コーナー

2 階 加藤謙一文庫 

2 階 英語多読コーナー
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 サンライズ産業（株）様より、図書資料充実のた

めに 10 年間継続して寄附をいただいております。こ

のコーナーはその寄附金により購入した資料です。

主に下記のものを購入しています。 

１． 青森県関係のもの 

２． キャリア形成に関連したもの 

３． グローバル人材育成に関するもの 

４． 新聞の書評で紹介されたもの 

上記 4 番の「新聞の書評で紹介されたもの」によ

り、話題の本が続々入ってきています。写真は 2 階

のサンライズ産業（株）寄贈図書コーナーですが、新しく入ってきたものは 1 階新着図書コーナーに展

示しています。 

 

 

 上記でご紹介した各コーナーの他にも、太宰治研究文庫、文庫・新書、教員著作物、留学生、基礎ゼ

ミ、地域学ゼミ、教職関連、トルクメニスタンなど、多彩なコーナーがあります。以前は「図書館には

新しい本がない」と言われたこともあったのですが（毎年たくさんの本が入ってきているのに、それら

が目につかなかったようです・・）、展示架での展示に力を入れることにより、新しい本がどんどん入っ

てきているということが目に見えて分かるようになったのではないでしょうか。勉強目的で図書館を訪

れた学生さんにも、是非館内をぶらっと歩いて、本を手に取っていただきたいです。 

（はせがわ ゆき） 

 

 

 

 

 
 

平成 29 年 11 月 29 日（水）13 時より、ジュン

ク堂弘前中三店にて、第 2 回 Book Hunting が開催

されました。参加した学生さん達には、途中に休

憩を挟んで約 2 時間、一人 3 万円程度の予算で、

それぞれ附属図書館に置きたい図書を選んでもら

いました。 

今回の参加者は 6 名で、第 1 回開催時には参加

者ゼロだった教育学部・農学生命科学部の学生さ

んも参加してくれたため、前回とは異なる分野の

図書も多く選ばれました。一方、第 1 回は 2 名の

参加があった医学部は、残念ながら第 2 回は参加

者がいませんでした。 

 

第 2 回 Book Hunting 開催 

2 階 サンライズ産業（株）寄贈図書 
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 今回参加された皆さんには、次回以降の参考とするため、アンケートに答えてもらいました。参加の

きっかけとしては、学内一斉メール、ポスター、Twitter など、全ての選択肢に回答があり、複数の手

段で広報した効果があったと言えます。イベントの満足度としては、全員が 5 段階の一番上「大変満足」

で回答しており、非常に高評価でした。選書にかけた時間についても、全員から「適当」との評価があ

り丁度いい長さだと言えます。一方、開催時期や曜日・時間については多くの意見があり、学部や学年

により参加しやすい時期や時間が違うこと、開催時期等により参加者が増減する可能性が高いことが分

かりました。 

第 2 回 Book Hunting で選ばれた図書は、第

1 回同様、図書館 HP へのリスト掲載と新着図

書コーナーでの展示を行い、今まで多数の図書

が貸出されています。冊数としては第 1 回が 

108 冊、第 2 回が 72 冊で合計 180 冊になりま

す。 

 好評を受けて、附属図書館では平成 30 年度

もこのイベントを行うことを検討しています。 

より多くの学生さんに参加していただけるよ

う、なるべく参加しやすい日時を選び、積極的

に広報を行う予定です。誰がどの図書を選んだ

かということは非公開となっていますので、 

お気軽に参加していただければと思います。 

  

 

 

 
  

 平成 30 年 3 月末、医学部分館 1 階のレイアウトを一部変更しました。今まで館内でノート PC 用の電

源が利用可能な席は 4 席のみでしたが更に 4 席増設し、それに伴い視聴覚コーナーを縮小しました。 

1 階と 2 階では大学の無線 LAN が利用可能となっておりますので、どうぞご活用ください。 

その他にも、新着図書のコーナーを１階にも設けたり、分館長おすすめ本コーナーを作ったりと、少

しでも使いやすい図書館になるよう、随時細かい変更を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医学部分館 1 階のレイアウト変更について 

右側２席が増設された席 分館長おすすめコーナー 

附属図書館 HP に掲載された選定図書リスト 
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 平成30年1月より、Springer社電子ジャーナルが全学的に利用可能になりました。 

 今まで、Springer社の電子ジャーナルは、本町キャンパスのみ利用可能という契約をしており、文京キ

ャンパスでは利用できませんでした。これは、単独キャンパスでの契約の方が全学での契約より安価であ

り、かつ医学研究科単独の予算で契約を行っていたことによるものです。 

以前より、文京キャンパスでも Springer 社電子ジャーナルを使えるようにしてもらいたいとの声も多

かったため、Springer 社と協議を行い、今回、全学的に利用可能な契約を行うこととなりました。  

 

学部名 寄贈者名 書名 発行所 数 所蔵先

人文社会 

科学部 

白石 

壮一郎 

地域社会学卒論集  

: leavetheherdbehind(2015-2016) 

弘前大学人文学

部社会行動コー

ス白石ゼミ 

1 本館 1 

武井紀子 古代の文字文化(古代文学と隣接諸学;4) 竹林舎 1 本館 1 

医学研究科 

佐藤温 胃がん薬物治療 Q&A 
ヴァンメディカ

ル 
1 分館 1 

福田幾夫 
病院からの全患者避難 : 災害医療フォー

ラム全講演 

医薬ジャーナル

社 
1 分館 1 

石橋恭之 
パーフェクト疲労骨折 金芳堂 1 分館 1 

パーフェクト人工膝関節置換術 金芳堂 1 分館 1 

弘前大学医学部 

鵬桜会 

よだかの星 : 宮沢賢治を読む 新潮社 1 分館 1 

難聴の遺伝子診断とその社会的貢献 

(きこえと遺伝子;[1]) 
金原出版 1 分館 1 

小児科医になって五十年子どもたちのた

めに何ができたか : こどもたちをみつめ

て 

(医)いちご会 

ちねん小児科 
1 分館 1 

名誉教授 松木明知 And She Felt No Pain Emily Bunker 1 分館 1 

弘前大学出版会 
機械科学科基礎物理学実験の手引き(平成

29 年度版) 
弘前大学出版会 1 本館 1 

 

本学関係者の著作で、図書館に寄贈された図書と資料の一覧 

平成２９年１０月～平成３０年３月分受贈分

標題の「豊泉」は、明治９年の「仏国学制」付録上巻中の「人智ヲ広ムルノ豊泉アリ」の文に基づき、 
松原邦明名誉教授命名   題字：藤原楚水編「書道六軆大字典」（三省堂）より 
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