平成29年度漢籍担当職員講習会（ 初級）
内
第１ 日

容

10: 00 開講挨拶

岡村 秀典（ 人文研教授・

9月25日 10: 10 オリ エ ン テ ーシ ョ ン
（ 月）

10: 10 1. 漢籍について

東ア ジ ア 人文情報学研究セン タ ー長）
漢籍の概要に関する 講義

永田 知之（ セン タ ー准教授）

教授

12: 00 （ 四部分類概説を 含む）

第２ 日

Wi t t er n, C.

13: 00 2. カ ード の取り 方
──漢籍整理の実践
17: 00

「 漢籍目録カ ード 作成要領」 に関する 講義

古松 崇志 ( 人文研准教授）

10: 00 3. 工具書について

目録作成に必要な参考書に関する 講義

髙井 たかね（ 人文研助教）

安岡 孝一

准教授

9月26日 12: 00
（ 火）

13: 00 4. 漢籍関連サイ ト の利用

永田 知之
漢籍に関する ウェ ブ サイ ト の利用についての講義

Wi t t er n, Chr i st i an（ セン タ ー教授）

漢籍の取り 扱いと データ 作成に関する 事前指導

梶浦

実際にカ ード を 作成する

＊

古勝 隆一

15: 00
15: 00 5. 実習を 始める にあたっ て

晋（ セン タ ー助手）

16: 00
16: 00 6. 漢籍目録カ ード 作成実習

助教
髙井 たかね

17: 00
第３ 日

10: 00 7. 目録検索と データ ベース検索

9月27日 12: 00
（ 水）

13: 00 8-1. 漢籍データ 入力実習（ １ ）
17: 00

第４ 日

10: 00 9. 和刻本について

藤井 律之
冊子目録と データ ベースの共通点と 相違点について
の講義

安岡 孝一（ セン タ ー教授・ 主任）

実際にデータ を 入力する
（ カ ード 作成と 同じ 作業を 入力画面で行う ）

＊

和刻本に関する 講義

宇佐美 文理 ( 大学院文学研究科教授）

助手
梶浦

9月28日 12: 00
（ 木）

13: 00 8-2. 漢籍データ 入力実習（ ２ ）
17: 00

第５ 日

10: 00 10. 朝鮮本について

セン タ ー事務掛
実際にデータ を 入力する
（ カ ード 作成と 同じ 作業を 入力画面で行う ）

＊

朝鮮本に関する 講義

矢木

西崎 靖子
水上 知美
毅（ 人文研教授）

9月29日 12: 00
（ 金）

13: 00 11. 実習解説
15: 00
15: 00 12. 情報交換

実習用テ キスト の解答例を 示し て記入（ 入力） 上の 永田 知之（ セン タ ー准教授）
ポイ ン ト の解説
安岡 孝一

15: 50
15: 50 終了挨拶
16: 00

晋

岡村 秀典

