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　　　　　　　　　　最近文巌目録

　　　　　　　　　（1955年1月～6月及び54年補遺）

　　　　　　　　　　　　1　國　　　内

　　　　　　　　　　　　　語　　　　畢

　1　線　　　　論
申國における言語間題の本質とその護展

　　　　　　　　　　　　　露武四墾’・月膿革雛黎蹴」

中國の語學界　　　　　倉石武四郎1月申國語毘34
中國の字書　　　　　倉石武四郎5月圖書68
書評：彰楚南課N．1．コンラッド「論漢語」

　　　　　　　　　　　　　清水雄二郎　4月　中國文毘報2

語恩週間のことなど一南山大厚中國語教室

　　　　　　　　　　　　　柴垣芳太郎4月申國語塵37

　2　音聲・音韻
宋代音韻研究序読一その資料範園と問題性に就いて一

　　　　　　　　　　　　　坂　井　健　一　3月　申國文化研究會會報W－2

　3　語彙・語法
傅子東の「語法理論」について　伊地智善纏　3月　申國語畢36

評介「語法講義」（初稿・増訂本）鳥　居　久　靖　5月　中國語塵38

文錬・胡附《申漂語法教墨》－1954年申國出版語法書の紹介と批諏1）一

　　　　　　　　　　　　璽欝児吉・月申酷割
最近の中國文墨に現われた北方語語彙（1×2×3）（4）

　　　　　　　　　　　　北方語研究會2，4，5，6月中國語塵35，37，38，39

漢語品詞論箏　　　　　　さねとう・けいしゅう　3月　東洋文墨研究3

歎法（十三三回）　　　　　　　　牛　島　徳　≡欠　3月　 敵盤17
書許：章錫探著「馬氏文通校注」上・下

　　　　　　　　　　　　牛　島　徳　≡欠　 3月　 灘ご握17

中國人のはかり方　　　藤堂明保5月中國語墨38
申國人のはかり方一陪件詞の語源について一

　　　　　　　　　　　　藤堂明保6月東京支那墨報1

根見と歌見　　　 那須　清2月中國語毘35
「了」について　　　　新島淳良6月中國語里39

　4　文字表記
中國における古代文字學一楊樹達氏の近著敷種を中心として一

　（申國古代毘界の展望6）　　白　川　　静　3月　古代毘］V－1

簡字麗　　　村尾　力3月國語塵20

　　　　　　　　　　　　　　＿　1　＿
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漢字の字形　　　　　白石光邦3月國語墜20
漢字簡化方案草案の登場　村尾　力6月東京支那患報1
中國語とヨコ書き　　　さねとう・けいしゅう　2月　中國語墜35

　5　方賛・方言
廣東語の登音と菅韻の研究・廣東語襲普字典・廣東語全著表（磨語等韻圓）

　　　　　　　　　　　　　藤　塚　將　一　　4月　Azia　Gengo　Kenkyu　8

　6　語　　堅　　史

戴震と銭大折一清朝小墨史話績倉石武四郎6月東京支那毘報1
國賓南海寄島内法簿の訓黙 大坪併治2月島根大墨論集5
秋水園主人「小説字彙」をめぐりて補遺

「亜細亜言語i集」におもう

鳥居久靖3月天理大學學報17
六　角　恒　廣　3月　東洋文學研究3

明治期における中國小説宇典について⇔

　7　教　　　　育

中國語教育について

鳥居久靖1月申國罐34

竹　　　内　　　　　好　　3月　　中國語學36

語學週間のことなど一南山大躍申國語教室から一

　8　教　　　　本

六月の教室

　9　賠　　　　典

「中國語賠典」（改訂増補版）

　1　網　　　　説

中國古典の文毘性について

柴垣芳太郎4月中國語犀37

倉石武四郎6月中國語1

纂㌶難・月轡8サ輔店1，。8，

文 畢

根　　本　　　誠　3月　東洋文毘研究3

書評：斯波六郎「中國文學に於ける孤濁感」

　　　　　　　　　　　　　入矢義
詠物詩の成立について

人間詩話その二十七～三十二

「漁父の詞　附散曲」

女流の詩歌書
漢詩講座（其一）（其二）

　　　　　高　4月　申國文墨報2
　　　　　　　　　お茶の水女子大慶人文科學網　　祓　吹　3月　　　　　　　　　紀要6
吉川幸次郎1月～6月圓書64～69
小林健志選課駆年12．月志延含攻犀其十一祉印

小林健志6月東方文藝會報14
渡貫香雲54年9月，55年6月雅友19，23

中國古文に於ける語句表現の特異性についての一考察

2　先秦文學

南　　一　郎　4月　香川中國學會i報1

古代中國文學の比喩性についてθ　大矢根文治郎　3月　東洋文墨研究3

奮課詩経ジェームス・ジョイスのチェムバー・ミュージック

　　　　　　　　　　　　　辻村　鑑4月學苑175
詩経に見える生活苦一詩編の暦序についての一章一

　　　　　　　　　　　　　松本雅明　　熊本史墨7
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國風における年代推定の責料　　松本雅　明54年9月東方古代研究4

詩経懸愛詩における興の研究÷周南蘭騰篇について一

　　　　　　　　　　松　本　雅　明54年12月東方古代研究5
周代庶民思想の一研究一詩に見える諺的表現について一

　　　　　　　　　　松　本　雅　明　1月　東洋史學12

關腔小考　　　 大西正男4月香川申國學會報1
「羅詩経之子」を讃みて　　　　三　迫　初　男　3月　支那學研究12

毛詩話訓博における所謂三緯の扱いに圏する考察

　　　　　　　　　　櫻木幹雄1月漢文教室16
古代申國の征成の詩について

左傳引詩考
屈原の生涯とその文望

屈露を貫き支えるもの

屈原文毘と地形・氣候

楚欝叢説（上）（下）

巫　腕　考

　3漢代文墜
漢の高租の大風歌について

長澤文男
藤原高男
牧尾良海
田　中　　巖

龍　川

白　川

加藤常賢

3月　東洋文墨研究3

4月　香川中國墨會報1

］月　大正大學研究紀要40

　　　横濱大恩論叢VI－3・4

清54年12月會津短期大墨毘報4

静5月，6戊ヨ　立命負官文學120，121

　6月　東京支那里報1

吉川幸亥郎
文恩としての孔子世家　　　バートン・ワトソン

日本文毘にあらわれた史記の研究

萢曄の後漢書列傳構成

鄙諺について

短薫鏡歌について

賦の成立について

4月　中國文學報2

4月中國文惨報2

新　美　保　秀54年3月文部省研究報告

高　田　　淳54年12月大倉山學院紀要1

牛　島　徳　…欠54年11月漢文教室15

吉川幸次郎4月東方學10
申島千秋6月東京支那墜報1
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清商曲の源流と呉歌西曲の博唱増田清秀3月大阪墨藝大學紀要3

　4　三國六朝文毘

曹　とその詩

蘭亭詩放
捜肺記私記
陶淵明俸o～国

文心離龍札記⇔

顔之推別簿（附顔氏家訓解題）

　5唐代文墨
「唐詩入門」　　　　　　　太　田　青　丘　5月　河出書房・河出文庫214

唐詩落英㈲　　　 太田青丘3月潮音XLI－3
唐代の瞳制詩　　　　　　　　大野實之助　3月　東洋文學疏3

唐詩のリズムー私のすきな詩歌一

　　　　　　　　　　倉石武四郎　5月　婦人の友

中川薫・月壁契委鑓警部蹴轄
小　尾　郊　一　3月　廣島大學文恩部紀要7

清永榮吉1月天理大墨磨報16
吉川幸次郎；；習繍・・LIZ烏馬・
斯　波　プこ　良8　3月　 支那望研究12

高　橋　君　卒　1月　近代10
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西域の音樂と唐の邊塞詩

王維の一生及び藝術について

盛唐の二詩人

「李白一鑑賞世界名詩選一」

「杜甫一詩と生涯一」（漏至）

書　　　許

鈴木修吹1月漢文教室16
菅谷軍烈防4年11鴫墾聾好耀研究論

璽　谷　　桓　3月　毘苑174

田申克巳3月筑摩書房四六257
橋川時雄謹2月筑摩書房B5，292
小　川　環　樹　　　　日本讃書新聞

杜甫の家系と出生及び最後について

　　　　　　　　　　菅谷軍…×郎6月宮城塵院女子大菌研究論文集V皿

好古庵詩話㈹⑯一杜少陵の秋興八首一

　　　　　　　　　　小倉正恒54年12月，55年4月雅友2L22
好古庵詩話㈹一杜少陵の絶句一小倉正恒6月雅友23
杜甫私抄一何將軍の山林に遊ぶ一

　　　　　　　　　　土岐善麿3月短歌研究）皿一2
トホ：かやぶきのやねをあきかぜにやぶられたなげき

　　　　　　　　　　タケベ・トシオ謬　4月　詩と眞美11

トホ：セキゴウのやくにん　　タケベ・トシオ謡　4月　Viking　61

トホ：いくさのうた　　　　タケペ・トシオ課　6月Viking　63

白樂天の精瀞　　　　　　金　谷　　治　1月文化XIX－1
好古庵間話因㊤一白樂天の間居生活一

　　　　　　　　　　小倉正恒54年9月，11月雅友19，20
調諭詩に就きて　　　 國分三亥54年9月雅友19
白樂天の調諭詩について　　　堤　　留　吉　3月　東洋文墨研究3

歌の中なる白樂天θ　　　　　金子彦二郎　3月　心の花1’IX－3

金針詩格についての疑い　　　船　津富彦　3月　東洋文墨研究3

書評：近藤春雄「長恨歌傳について」

　　　　　　　　　　花房英樹4月中國文墨報2
白樂天と元徴之との交友について

　　　　　　　　　　鎌田　正5月漢文教室18
紹介：宋版劉夢得文集　　　木村三四吾6月ビブリア4
柳宗元の生活饅験とその山水記清水　茂4月中國文毘報2
孟東野の生涯（その二）　　　　上　尾　龍　介　2月　中國文藝座談會ノート3，

李長吉の色彩感畳一「紅」と「緑」とに表象されるもの一

　　　　　　　　　　石川一成3月申國文化研究會會報］V－2
蒙求研究一標題と註文一

冥報記の性格について

冥報記の僅本について

唐代憂文の研究

唐五代憂文の意義

早川光三郎54年12月滋賀大毘毘藝墨部紀要4

内田道夫1月文化XIX－1
志村良治1月文化XIX－1
金岡照光4月現代中國32
金岡照光54年12月大倉山恩院紀要1

中晩唐五代の佛教寺院の俗講の座に於ける褒文の演出方法に就きて

　　　　　　　　　　那　波　利　貞　2月　甲南大塵文學會論集2
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書許：A・ホフマン「李燈の詞」「春花秋月」

　　　　　　　　　　　　　村上哲　見

　6　宋代文墨
宋代の閨秀詩人　　　　　　　　中田勇吹郎

詩における比喩の工拙と雅俗一蘇東披の場合一

　　　　　　　　　　　　　小　川　環　樹

東披管見　　　　　大西徳治郎
陸詩に於ける人間像　　　田中偏刀

朱淑眞「断腸詞」　　　花崎采瑛
　7　金元文學
文阜としての董西願（下）　　　田　中　謙　二

　8　明代文學
「謹註水瀞傳」　　　　幸田露件
水濫に見ゆる朴刀　　　 白木直也
　書評：J．」．L．ドィフェンダク「中國の肺曲」

　　　　　　　　　　　　　前野直彬
「西遊記」（上）（申）（下）

京都大學藏「金瓶栂詞話」残本について

　　　　　　　　　　　　　鳥居久靖

4月　中國文恩報2

6月　東方文藝會報14

4月

4月

3月

6月

中國文墨報2

香川中國恩會報1

斯文12

東方文藝會報］4

4月　中國文學報2

　　　　　　　3月　岩波書店「露件全集33」

　　　　　　　3月　 支那學研究12

　　　　　　　4月　中國文厚報2

伊髄臓韻胡獣熱，｝鞍庫

　　　　　　　4月　　中國語摩～37

「辮傳」傭考（柳存仁）叉宥管遣共課・月東洋蝿研究・

　9　清代文學
「完課柳齋志異」（1）②　　　　　柴田天馬謹　3月　角川書店・角川文庫

慶鷹義塾大恩所藏・柳齋關係資料目録

　　　　　　　　　　　　　罐遷i織墨・蟻蜘究・

紅縷夢の波紋ヰ噸蝿朧肇造薯動丁詳娼・本瀧綱8・
紅縷夢の小説性一周汝昌の「紅棲夢新謹」をめぐりて一

　　　　　　　　　　　　　村松　瑛2月藝文研究4
愈ZF伯・紅模夢研究の批判について

　　　　　　　　　　　　　目加田　誠　2月　中國文藝座談會ノート3

中國における古典の普及一「紅棲夢」をあぐ⇔て一

　　　　　　　　　　　　　ノJ、　野　　 忍　 3月　 文庫42

紅縷夢研究をめぐる批剣討論の経過と論黙

　　　　　　　　　　　　　村上哲見4月中國文毘報2
「紅縷夢論宇」とその展開一中國文毘界における思想闘争の現段階一

　　　　　　　　君島久子・立間詳介・檜山久雄　4月　北斗1－4

「紅棲夢」の再許債にっいて　　竹　内　　實　4月　日本文塵］V－4

二十四女品花　　　　　　日夏歌之介謹　5月　中央公論800

花もちる　　　 日夏歌之介謹6月東方文藝會報14

黄遵憲と日本國志　　　　　　尾關富太郎　4月　漢文教室17

　　　　　　　　　　　　　　　＿5＿
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　10現代文學
「申國新文學史講話」（察儀）　金子二郎課　2月　法律文化冠B5，290

民國初年の詩界　　　　　　　　今　關　天　彰　6月　雅友23

中國における新文墨および近代藝術の傳統と創造　　　　「憂革期申國の研究」
　　　　　　　　　小野忍・齋藤秋男・米澤嘉圃4月　東京　岩波書店

鋼の生活・蝿麟會）騨信鷲1月群像・－1
中國文星のゆくて（老舎ほか）　倉石武四郎鐸　2月新日本文墨X－2
申國文學的展望（上）（老舎）「中國語」編輯部謹注6月申國語1
「新中國のリアリズム論」　（漏雪峯）

　　　　　　　　　　　　　　宮崎ひろし諜　3月　未來証

五・四いこの新文學　　　　著者未詳4月　日中酬澤資料通信32
若き世代と中國文學　　　　　　大　芝　　孝　5月　老朋友1

中國新文學蓮動論　　　　　　　大　山　正　春　6月　明治毘院論叢37

紅模夢の波紋一全申國文學界思想改造蓮動ヘー　　1月
　　　　　　　　　　　　　著者未詳　17日
喩干伯・紅棲夢研究の批判について

　　　　　　　　　　　　　　目加田　誠　2月
申國現代詩の問題　　　　さねとうけいしゅう

中國における古典の普及一「紅陛夢」をめぐ⇔て一

　　　　　　　　　　　　　　小　野　　忍　3月
紅棲夢研究をめぐる批判討論の経過と論黙

　　　　　　　　　　　　　村　上哲　見　4月

日本言費書叢斤聞780，

申國文藝座談會ノート3

人文科學研究16

文庫42

中國文毘報2

「紅棲夢論㊤」とその展開一中國文墨界における思想闘孚の現段階一

　　　　　　　　君島久子・立間群介・檜山久雄　4月　北斗1－4

「紅縷夢」の再許債について　　竹　内　　實　4月　日本文恩W－4

文恩創造のための遺琵縫承一中國における文學研究一

　　　　　　　　　　　　　波多野太郎
人民共和國に於ける世界文學選讃書目

　　　　　　　　　　　　　都　留　春雄

中華人民共和國に於ける世界文毘還費書目
　　　　　　　　　　　　　都　留　春　雄

中國見童文墨（正）　　　著者未詳
「ツバメの大旗行一中國見童文墨選一」

　　　　　　　　　　　　　齊藤秋　男
「人民文恩」内容一覧表　　　　相　浦　　呆

最近の中國演劇　　　 著者未詳
日本に最近上演された中國演劇について

　　　　　　　　　　　　　升屋治三郎
申國劇評家としての辻聴花O　　中　村　忠　行

映書評：梁山伯と覗英台　　　　伊　藤　敬　一

映書「梁山伯と観英台」のはなし

　　　　　　　　　　　　　伊藤敬一

五・四時代の胡適　　 竹田　晃

4月

6月
7日

4月

横濱プこ葺～論叢VI－2，3

中國文墨報2

朝日新聞（大阪）

日中醗謹資料通信32

　　　　　B6，160

4月　現代中國32

4月　日中醗課資料通信32

5月

5月

4月

老朋友1

老朋友1

北斗1－4

6月　中國語1

4月　現代中國32
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胡適思想の批到すすむ　　著者未詳4月日中翻謬資料通信32
陶行知一政治的捌青詩人一　齊藤秋男54年11月東洋文化17
故事新編論（→　　　　　　かわかみ・ひさとし　1月　小樽商大人文研究9

「翻の嫁」（周鞠　辮轟譲・月鰹書房四六脇

　書　　評　　　 松井博久4月北斗工一4
「魯迅の言葉」　　　　増田　渉5月創元杜

魯迅業績年表（上）（下）　　　志　賀　正年54年7月，12月天理大學墨報15，16

魯迅精肺と實存主義　　　　　　中　里　龍　彦54年10月理想257

郭沫若の作品より　　　　　　田　仲　益　見　　　　　横濱大學論叢W－3・4

茅盾一人と作品一　　　　　　小　野　　忍54年1］月東洋文化17

茅盾の小読　　　 高田昭二　 岡山大塵法文里部學術紀要

「茅盾作品集」　　　　　　　　尾板徳司課　3月　青木書店・青木文庫271

老舎の年譜　　　　　柴垣芳四郎54年12月アカデミア8
中國文學的展望（老舎）　「中國語」編輯部課注　6月　中國語1

象徴詩人戴望爵論　　　倉田貞美3月香川大墨研究報告1－5
李廣田「引力」について　　　　諸　井　耕　二　2月　中國文藝座談會ノート3

曹禺随想　　　 服部隆造5月老朋友1
遁去的好日子一歓陽先生のことども
　　　　　　　　　　　　　胡　　　　　見　5月　老朋友1

春姑娘（3ε青）　　　　　　「中國語」編輯部謹　6月　中國語1

「李家荘の鍾　　 警冨政禦・門木書店・献文庫・65

「趙樹理作品集」　　　　　　　小峯王親謹　6．月　青木書店・青木文庫198

田地・星の光；張朗権・明方の燈光

　　　　　　　　　　　　　大　芝　　孝謹　5月　老朋友1

　11比較文學
紅槙夢論宇と源氏物語研究　　　㊨　田　勝　實　4月　日本文恩W－4

日本文學に影響した論語　　薪美保秀1月東京慶藝大學研究報告W

日本文恩にあらわれた史記の研究

　　　　　　　　　　　　　新　美　保　秀54年3月文部省研究報告

日本文墨にあらわれた漢籍の統計的研究

　　　　　　　　　　　　　新美保秀54年6月國語と國文墨36
古事記の佛教的文題　　　　　　西　田　長　男54年工2月大倉山學院紀要1

《古事記の佛i教的文題》績編　　西　田　長　男　2月　藝林W－1

萬葉集作者不明の巷の分類と詠物

　　　　　　　　　　　　　小澤正夫3月國語と國文星371
懐風藻と六朝思想　　　　　　　松　本　雅　明54年9月東方古代研究4

桐壼巷と長恨歌と伊勢の御　、　玉　上　琢彌　4月　國語國文XXIy－4

蕉風俳論の展開並びにその展開過程における中國的思惟の様相

　　　　　　　　　　　　　友枝龍太郎54年12月東方古代解究5
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「笈の小文」の風雅観と「荘子」　廣　田　二　郎　1月　小樽商大人文研究9

馬琴の讃本と水潜傳　　　　　　山　川　…　安　2月　立命館文墨117

　12漢文學史
書許・岡旺之「躰漢蝿史拮川幸次郎謂日績調聞
日本の女流詩人　　　　　　　近　藤　　杢　6月　東方文藝會報］4

國語教育における漢文　　村重嘉勝3月國文（お茶の水女子大躍）3

漢文教育史概観（第五回）　　尾闘富太郎3月漢文教室30
國賓南海寄蹄内法傳の訓融　　　大　坪　併　治　2月　島根大毘論集（人文科恩）5

文鏡秘府蹴罐記　　中澤希男・月壁雌纏人文繊鯉
有智子内親王　　　　　　森　岡　　康　6月東方文藝會報14

古今集酩序灌文鵬　築島裕1月§縫学養騨敗鱒
「五山文塵」一大陸文化紹介者としての五山輝檜の活動一
　　　　　　　　　　　　玉村竹二・月驚藁。（日本歴史新書）

萬域に於ける絶海

江戸初期の儒恩研究序説

古義堂文庫について〔巷頭〕

古義堂略史
古義堂文庫と私

孟子古義の成立

仁齋と狙練
山井昆嵜と七経孟子考文の稿本について

山陽詩紗一頼山陽一

廣瀬淡窓の縞頑鷹報論

星巖詩集の註解に就いて

美濃の二名花

明治年間日支文人の交流

三宅眞軒先生o⇔⇔⑧

荒浪姻崖翁追悼録

　13學界展望
我が東洋塵界の近況

海外東方毘界消息

英國の東洋學と東洋恩者O⇔

アメリカ極東毘一瞥

肺田喜一郎6月雅友23
阿部吉雄6月東京支那塵報1
富永牧太6月ビブリア4
中村幸彦6月ビブリア4
反町茂雄6月ビブリア4
中村幸彦6月ビブリア4
吉川幸吹郎6月ビブリア4

野田文之助6月東京支那望報1

吉田澄夫1月毘苑171
：［二　藤　　豊　　彦　　3月　　支那墨研F多芒12

伊藤竹東6月雅友23
松下英麿6月東方文藝曾報14

今闘天彰4月雅友22
力曝虎之亮鵠9轟覇雅友1拠・L22

　　　　　　　　清水不白・松田江畔外諸家　4月　雅友22

　　　　　　　　　　　　和　田　博　徳　4月　東方學10

　　　　　　　　　　　　石田幹之助4月東方學］0
　　　　　　　　　　　　榎　　一　雄　3，4月史學雑誌1・XIV－3，4

　　　　　　　　　　　　吉川致畔績吾省大躍鯛學備報

駈文鮪録（國丙，申國，1歌文）縫酔馴」・月噸蝿報・

「蓬左文庫漢籍目録」　名握市難雄・月曇嘉弾育委賄油印

　　　　　　　　　　　　　　＿8＿




