愛知県政記者クラブプレスリリース

名古屋教育・医療記者会
瀬戸市記者クラブ 同時発表
2018 年 3 月 28 日（水）
愛知県公立大学法人 愛知県立大学
学術情報部研究支援・地域連携課
担当 松原
電話 0561-76-8843

公開講演会「森鷗外と木下杢太郎をつなぐもの
―鷗外原稿の筆写から浮かび上がる敬愛の念」
愛知県立大学では、地域社会への貢献や生涯学習に向けた取組のひとつとして、これまでに蓄
積された研究成果を広く社会に還元するため、以下のとおり公開講演会を開催します。
ぜひ多くの方々にお越しいただきたく、貴社でお取り上げくださいますようお願い申し上げま
す。

日時 2018 年 7 月 7 日（土）14:00～15:30（受付開始 13:30）
講師 中島 国彦 氏（早稲田大学名誉教授・日本近代文学館専務理事）
会場 愛知県立大学長久手キャンパス H 棟 2 階（H201）
概要
東日本大震災の津波被害の文化財レスキューがきっかけとなり、これまで森鷗外自筆の一級原稿
とされてきたものが、実は、彼を敬愛する詩人で医師の木下杢太郎が忠実に模写したものであっ
たことが判明しました。その調査を行った中島国彦氏を講師にお招きし、お話しいただきます。
入場無料・申込必要
募集期間 2018 年 6 月 29 日（金）15:00 まで
定員 先着 120 名（定員になり次第、締め切ります）
申込方法 ①E メール、②往復はがき、③本学地域連携センターWeb 申込み
システムよりお申込みください。詳細はチラシをご覧ください。
■公開講演会に関するお問合せ・申込み先
愛知県立大学 学術情報部 研究支援・地域連携課
〒480-1198 愛知県長久手市茨ケ廻間 1522-3
電 話 0561-76-8843 メール renkei@bur.aichi-pu.ac.jp

関連企画 愛知県立大学長久手キャンパス図書館 企画展示 入場無料

「津波被災からあらわれた直筆資料―杢太郎の〈敬愛〉、鷗外の〈微笑〉―」
期間 2018 年 6 月 7 日（木）～7 月 11 日（水）（土日祝休館）9:00～21:20
※7 月 7 日（土）部分開館 13:00～16:30
■図書館展示に関するお問合せ先
愛知県立大学長久手キャンパス図書館
電

話 0561-76-8841 メール etsuran@lib.aichi-pu.ac.jp

瀬戸市記者クラブプレスリリース

愛知県政記者クラブ 同時発表

2018 年 3 月 28 日（水）
愛知県公立大学法人 愛知県立大学
学術情報部研究支援・地域連携課
担当 松原
電話 0561-76-8843

公開講演会「森鷗外と木下杢太郎をつなぐもの
―鷗外原稿の筆写から浮かび上がる敬愛の念」
愛知県立大学では、地域社会への貢献や生涯学習に向けた取組のひとつとして、これまでに蓄
積された研究成果を広く社会に還元するため、以下のとおり公開講演会を開催します。
ぜひ多くの方々にお越しいただきたく、貴社でお取り上げくださいますようお願い申し上げま
す。

日時 2018 年 7 月 7 日（土）14:00～15:30（受付開始 13:30）
講師 中島 国彦 氏（早稲田大学名誉教授・日本近代文学館専務理事）
会場 愛知県立大学長久手キャンパス H 棟 2 階（H201）
概要
東日本大震災の津波被害の文化財レスキューがきっかけとなり、これまで森鷗外自筆の一級原稿
とされてきたものが、実は、彼を敬愛する詩人で医師の木下杢太郎が忠実に模写したものであっ
たことが判明しました。その調査を行った中島国彦氏を講師にお招きし、お話しいただきます。
入場無料・申込必要
募集期間 2018 年 6 月 29 日（金）15:00 まで
定員 先着 120 名（定員になり次第、締め切ります）
申込方法 ①E メール、②往復はがき、③本学地域連携センターWeb 申込み
システムよりお申込みください。詳細はチラシをご覧ください。
■公開講演会に関するお問合せ・申込み先
愛知県立大学 学術情報部 研究支援・地域連携課
〒480-1198 愛知県長久手市茨ケ廻間 1522-3
電 話 0561-76-8843 メール renkei@bur.aichi-pu.ac.jp

関連企画 愛知県立大学長久手キャンパス図書館 企画展示 入場無料

「津波被災からあらわれた直筆資料―杢太郎の〈敬愛〉、鷗外の〈微笑〉―」
期間 2018 年 6 月 7 日（木）～7 月 11 日（水）（土日祝休館）9:00～21:20
※7 月 7 日（土）部分開館 13:00～16:30
■図書館展示に関するお問合せ先
愛知県立大学長久手キャンパス図書館
電

話 0561-76-8841 メール etsuran@lib.aichi-pu.ac.jp

愛知県立大学長久手キャンパスH棟2階（H201）
主催：愛知県立大学日本文化学部/
/地域連携センター
共催：愛知県立大学長久手キャンパス図書館
募集期間｜平成30年6月29日（金）15時まで 先着120名/入場無料・申込必要
申込方法｜裏面をご覧いただき、①E-mail、②往復はがき、③本学Web申込みシステム
のいずれかの方法でお申込みください。

講師：中島 国彦氏
早稲田大学名誉教授
日本近代文学館専務理事

愛知県立大学長久手キャンパス図書館 企画展示 〈入場無料〉
「津波被災からあらわれた直筆資料
―杢太郎の〈敬愛〉、鷗外の〈微笑〉―」
平成30年6月7日(木)～7月11日(水)土日祝休館 7月7日(土)部分開館(13:00～16:30)
(写真)伊東市立木下杢太郎記念館提供

愛知県立大学公開講演会

森鷗外と木下杢太郎をつなぐもの

鷗外原稿の筆写から浮かび上がる敬愛の念
―
平成30年7月7日（土）14:00～15:30（受付開始13:30）
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■申込方法
2018 年 6 月 29 日（金）まで（必着）に、
以下の①〜③のいずれかの方法により、お申込みください。
①E-mail
企画名（公開講演会）、氏名（ふりがな）
、電話番号を明記のうえ、
以下の申込先までお申込みください。
②往復はがき（必着）
企画名（公開講演会）、氏名（ふりがな）
、郵便番号、住所、電話
番号を明記のうえ、以下の申込先までお申込みください。
③本学 Web 申込みシステム（http://www.bur.aichi-pu.ac.jp/renkei/）
本学地域連携センター Web サイトにアクセスし、公開講演会特設
ページより申込みメールフォームに必要な情報を入力してください。

■公開講演会に関するお問合せ・申込先
〒480-1198
愛知県立大学
電話

愛知県長久手市茨ケ廻間 1522-3
研究支援・地域連携課

0561-76-8843（電話での申込みはできません）

メール

renkei@bur.aichi-pu.ac.jp

■図書館展示に関するお問合せ先
〒480-1198
愛知県立大学
電話

愛知県長久手市茨ケ廻間 1522-3
長久手キャンパス図書館

メール

0561-76-8841
etsuran@lib.aichi-pu.ac.jp

駐車場には限りがあります。公共交通機関をご利用ください。

（写真） 森鷗外筆『北条霞亭』原稿（亘理町立郷土資料館所蔵）
木下杢太郎筆写『北条霞亭』原稿（県立神奈川近代文学館所蔵）
木下杢太郎肖像（伊東市立木下杢太郎記念館所蔵）

２０１８年

６月７日（木）～７月１１日（水）

開館時間 ＝ ９：００～２１：２０
休 館 日 ＝ 土・日・祝日 ＊７/７(土）は部分開館（１３：００～１６：３０）
会
場 ＝ 愛知県立大学長久手キャンパス図書館 １階ロビー
＊入場無料。どなたでもご覧いただけます。
主催 愛知県立大学日本文化学部、
、長久手キャンパス図書館
協力 県立神奈川近代文学館、伊東市立木下杢太郎記念館、亘理町立郷土資料館
《問合せ先》 愛知県立大学長久手キャンパス図書館 TEL:0561-76-8841 E-mail:etsuran@lib.aichi-pu.ac.jp

