
日本古典籍研究国際コンソーシアム　
参加への呼びかけ

An Invitation to Join the Global Consortium 

for Japanese Textual Scholarship

　国文学研究資料館では、1972 年の創設以来、日
本文学と関連分野の資料を集積し、国内外の研究者・
専門職員と連携し、日本の古典籍を豊かな知的資源
として活用する研究の創出に取り組んできました。
　この度、当館が幹事機関となり、日本古典籍研究
に特化した国際コンソーシアムを立ち上げることと
なりました。2020 年 11 月の設立に向けて、日本・
世界各地から参加機関を募集しています。皆さまの
ご参加を心よりお待ちしています。

１．目的
　名称は「日本古典籍研究国際コンソーシアム」とし、
日本古典籍（19 世紀までの日本で作られたあらゆる
書物の総称）を対象とした研究の深化・発展のために、
国内外の機関が力を合わせ、情報や研究資源を共有
できる場を構築することを目的とします。
　特に、1．人材（学生、研究者、司書・学芸員・アー
キビストなどの専門職員）の育成、2．先端的研究
に基づく研究成果発信等に関する情報・資源の共有
と活用、3．データベースの活用等に関する情報・
意見交換の三点について、複数機関が協働できる場
を一緒に作り上げていくことを目指します。
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２．組織
　当コンソーシアムは任意団体として設立・運営し、
教育機関（部局単位）、研究機関・資料保有機関（部
局単位）、及び学協会が参加機関となることができま
す。
　事務局は、国文学研究資料館が幹事機関として担
当し、専用ウェブサイトの開設・維持や、コンソー
シアムの運営・活動に関する連絡調整を行います。
　コンソーシアムの運営・活動に関する事項につい
ては、設立当初は、全参加機関の窓口担当者から構
成される代表委員会で、主にメールにて協議・決定
することとします。コンソーシアムが軌道に乗った
後、選出委員から構成される運営委員会を設置し、
そこで協議・決定することを計画しています。

     Since its founding in 1972, the National Institute of Japanese 

Literature (NIJL) has been collecting materials on Japanese literature and 

related fields, and together with researchers and resource specialists 

in Japan and around the world, has worked to facilitate and encourage 

research that taps into the vast intellectual resources of the premodern 

Japanese textual corpus. Now underway is a plan to establish a global 

consortium of universities, libraries, museums, and other academic 

associations dedicated to the study of premodern/pre-1900 Japanese 

manuscripts, scrolls, and printed books, with NIJL serving as its 

secretariat. We invite institutions across the globe to join us.

1. Objectives

     The consortium will be called the Global Consortium for Japanese 

Textual Scholarship (GCJTS). Its aim will be to create a worldwide 

network of institutions to facilitate the sharing of information, 

knowledge, and resources in a collaborative effort to advance the study 

of manuscripts, scrolls, and printed books on all subjects produced 

in premodern/pre-1900 Japan (kotenseki), with an emphasis on 

researching the historical processes through which texts come into 

being and survive over time. Three main areas of focus will be: 1) the 

education and training of students, researchers, librarians, curators, and 

archivists; 2) the sharing and utilization of information and resources 

to enable pioneering research and its dissemination; 3) the sharing of 

information and ideas about digital databases and their utilization.

2. Organization

     The Consortium will be established, and will operate, as a voluntary 

organization. Educational and research institutions, libraries, museums, 

and archives (or within them, departments or equivalent divisions) 

as well as other academic and professional associations, may apply 

to become member institutions. NIJL will serve as the Consortium's 

secretariat and will be responsible for coordinating its operations and 

activities in addition to maintaining its website. After the Consortium 

has been established, initially, a representative committee consisting 

of contact persons from all member institutions will discuss and 

decide upon various matters related to the operations and activities 

of the Consortium, as a rule by e-mail and occasionally through online 

meetings. Later, after the steering committee has been established, 

discussions and decisions about such matters will fall to said committee. 
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４．参加機関となるメリット
◆ 国内外の他機関との情報共有や意見交換が行いや
すくなります。
◆ コンソーシアムのウェブサイトやメーリングリス
トで共同研究の呼びかけを行ったり、自身の機関で
の教育・研究上の取り組み、学術誌、データベース
等について、広く情報発信することができます。
◆ コンソーシアム事務局が管理するウェブ会議シス
テムを使用してオンライン研究会を主催し、日本・
世界各地から参加者を集めることができます。
◆ コンソーシアムのウェブサイト上で構築する研究
の手引きや教材の共同執筆・編集に、自身の機関に
所属する学生・研究員・教職員（非常勤を含む）が
参加できるようになります。
◆ 自身の機関の研究成果・研究資源を学界や社会に
還元することできます。

３．活動計画
　当コンソーシアムでは、日本・世界各地から参加
しやすくするため、コンソーシアムのウェブサイト
を活用した、オンラインでの活動を中心に行います。
コンソーシアム設立後、活動計画について参加各機
関が意見を出し合い協議する場を設けますが、現時
点で計画しているのは以下の通りです。
① オンラインでの研究リソースの構築（共同編集）
　◆ 研究者・専門職員ディレクトリ
　◆ 学会・イベントカレンダー
　◆ 研究の手引きや教材
② オンライン研究会・情報共有会の開催
　◆ オンライン研究会
　◆ オンライン情報共有会
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５．参加機関となる方法
　参加機関となる上で、参加費は必要ありません。

「参加機関申込書」に記入し、機関長または部局長の
署名を頂いた上で、スキャンを国文学研究資料館の
国際コンソーシアム設立準備室（office@kotenseki.
org）宛てにメールでお送りください。なお、参加申
し込みに際してお読み頂く「規約（案）」は、コンソー
シアム設立後、代表委員会で協議し、全参加機関の
承認を得た上で決定します。

3. Activities

     To enable students, researchers, librarians, curators, and archivists 

from around the world to participate as easily as possible, most of the 

Consortium's activities will take place online, using the Consortium's 

website. There will be opportunities for all member institutions 

to propose and exchange ideas regarding the Consortium's future 

activities, but below are some initial suggestions:

1. Collaborative editing/building of online resources.

 - Worldwide directory of researchers (including graduate students) and 

   resource specialists

 - Calendar of academic conferences and events

 - Research guides and teaching materials

2. Online reading groups and meetings.

 - Collaborative initiatives via video conference.

4. Benefits of Becoming a Member Institution

      When an institution or department (or an equivalent division) joins 

the consortium, affiliated students and staff will be able to:

 - Connect with counterparts at other institutions in Japan and around 

the world to exchange information and ideas.

 - Through the Consortium's website, disseminate information on 

ongoing collaborative projects, educational and research activities, 

academic journals, databases, and other resources at one's home 

institution.

 - Organize online reading groups and meetings to work with students, 

researchers, librarians, curators, and archivists from around the world, 

with logistical support from the secretariat.

 - Take part in the collaborative compilation of research guides and 

teaching materials to be hosted on the Consortium's website.

 - Contribute to academia and society at-large by making research 

findings, tools, and resources more accessible.

5. How to Become a Member Institution

     There is no membership fee. To become a member institution, 

please fill out the "Institutional Membership Application Form," obtain 

the signature of the departmental head or institutional director, 

and e-mail a scanned copy of the form to the Global Consortium 

Preparations Committee at NIJL, at office@kotenseki.org. Prospective 

member institutions will be asked to review a draft of the Consortium's 

constitution, which will be discussed and finalized by a representative 

committee of all member institutions after the Consortium has been 

established.  



６．ウェブサイト（試用版）
　当コンソーシアムで構築するコンソーシアム専用
のウェブサイトは、事務局で維持・管理しますが、
共同編集が容易な DokuWiki 仕様を用いて、コンソー
シアム参加機関の所属者にも、「共同編集者」として
ページごとに編集権限を付与し、ウェブサイトの構
築に関わって頂ける仕組みにしています。
　国際コンソーシアム準備室で制作中のウェブサイ
ト（試用版）は、下記の URL から閲覧することがで
きます。閲覧頂く際は、下記のユーザーネームとパ
スワードでログインしてください。
 URL: www.kotenseki.org
 ユーザーネーム : shimi
 パスワード : bookworm
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８．連絡先
　コンソーシアム設立までの期間は、国文学研究資
料館に 2020 年 4 月 1 日付で設置された準備室が、
コンソーシアム設立準備に必要な連絡調整、規約（案）
の作成、ウェブサイトの構築、オンライン研究会・
情報共有会を実施するための環境整備などの業務を
担当します。参加機関申し込み、ご不明な点などに
ついては、下記までメールでご連絡ください。

　　国文学研究資料館内
　　国際コンソーシアム設立準備室
　　連絡先　office@kotenseki.org

７．今後のスケジュール
　これから半年あまりの予定は以下の通りです。
2020 年 7 月　
　参加機関申し込みの受け付けを開始
2020 年 10 月　
　・設立準備委員会オンライン会議を開催
　・設立当初の参加機関名をウェブサイト上に公表
2020 年 11 月
　・コンソーシアム設立
　・第 1 回代表委員会オンライン会議を開催
　・「日本語の歴史的典籍国際研究集会」でコンソー
　　シアム設立を発表
2020 年 12 月
　コンソーシアム活動開始

6. Website (Beta Version)

     Although the Consortium's website will be maintained and managed 

by the secretariat, students and staff of all member institutions will be 

able to take part in adding to its contents by becoming co-editors. As 

the website will run on a DokuWiki platform, the secretariat will be able 

to grant editing access to individual users on a page-by-page basis.

     A beta version of the Consortium's website, in the process of being 

created by the Global Consortium Preparations Committee at NIJL, can 

be accessed at the URL below. To log in and view the website, please 

use the username and password listed below.

 URL: www. kotenseki.org

 Username: shimi

 Password: bookworm     

7. Timeline

July 2020

   Applications accepted from prospective member institutions on a 

   rolling basis.

October 2020

 - Online meeting of the preliminary representative committee.

 - Publication of the initial list of member institutions on the 

   Consortium's website.

November 2020

 - Establishment of the Consortium.

 - First online meeting of the representative committee.

 - Launching of the Consortium at the "International Conference on Pre-

   modern Japanese Texts." 

December 2020

    Inauguration of the Consortium's activities.

8. Contact

     Until the establishment of the Consortium, the Global Consortium 

Preparations Committee, created in Apri l  2020 at NIJL,  wil l 

communicate and coordinate with all prospective member institutions, 

draft the Consortium's constitution, create and maintain the 

Consortium's website, and set up a system for online reading groups 

and meetings. Please contact the Committee to become a member 

institution, or for any inquiries. We look forward to hearing from many 

of you.

 Global Consortium Preparations Committee,

 National Institute of Japanese Literature (NIJL)

 Email: office@kotenseki.org


