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最近文獄目録
　（1955年7月～12月）

1　國 内

　　　　　　　　　　　　語　　　學

　1総　　　　論
中國語の牛世紀　　　　　　　　六　角　恒　廣　7月　申國語恩40

申國語時評　　　 陣内宜男8月中國語學41
　2看聲・苦韻
申國古典文語における四聲による意味匿別について

　　　　　　　　　　　望　　月　　眞　　澄　　10月　　　中國言吾學43

慧琳衆脛音義の反切の特色　河野六郎11月中國文化研究會會報V－1

慧琳の言語系譜一北天系轄鴬漢字の封看一

　　　　　　　　　　　水谷眞成　　佛教文化研究5
希麟績一切経普義反切放一陽韻尾類について一

　　　　　　　　　　　坂　井健　一　11月　中國文化研究會會報V－1

「日本に残存せる中國近世昔の研究」

　　　　　　　　　　　飯田利行11曜麟聾闇灘魏、。
現代申國に存在するreplacive　morphemeの一例

　　　　　　　　　　　松本　昭10月申國語塵43
　　　　　　　　　　　編　　 集　　 部　 10月　 申國言吾5注貢字母のはなし

　3語彙・語法
「漢語詞類問題」について

漢文法（第十七回）

「薯よ垂中國馴魔」

「中國文法基礎」　（張志公）

「申國語表現文型」

申國語の文法論纏ざらえ

中國語法のアウトライン

山岸　　共12月
牛島徳…×11月
大塚恒雄　7月
香坂順一課10月
翻智鷲・月
藤堂明保　9月
伊地智善纏11月

申國語塵45

漢文教室21

邦光書房　B6，300

江南書院　B6，506

江南書院　A5，218

中國語學42

中國語皐44

中國語法のはなし一はじめて中國語法を學ぶ人たちに一

　　　　　　　　　　　伊地智善縫8月申國語3
中國語法のはなし一語の分類一伊地智善纏9，10月中國語4，5

中國語法のはなし一言語機能と文の分類，現象文（1）一

　　　　　　　　　　　伊地智善i纏i11・12月申國語6

＿　1　一



高名凱氏における詞と句との分類について

　　　　　　　　　　　　　　鈴木直治朗欝鳩激騨論徽墨
「限定」のいろいろ　　　　　　新　島　淳　良　10月　中國語5

「見」を件う被動形　　　　　　高　橋　君　干　7月　中國語墨40

わたしはへたばりそうです！（摘字考）

　　　　　　　　　　　　　香坂順一7月申國語2
”個“の使い方　　　　　　　安藤彦太郎　9月　中國語4

氣持を表わすことば　　 藤堂明保11・12月中國語6
「同義語」索引　　　　　奈良和男編8月中國語毘41

　4　文字表記
世尊寺本字鏡について　　　　　貞　刈　伊　徳　12月　國語皐23

字敷調査による簡化に封する一疑問

　　　　　　　　　　　　　佐藤利行12月中國語墨45
日本漢字と中國漢字　　　　　　ウサミ・ナオキ　8月　申國語3

　5　方書・方言

台薄語の聲調　　　王　育徳8月中國語皐41
「莫話記略」について　　　　　頼　　惟　　勤　10月　お茶の水女子大恩紀要7

　6　教　　　　育
直接教授法の本質一王武軍氏の論文大要一

　　　　　　　　　　　　　香坂順　一　ユ2月　中國語學45

　7　i致　　　　本

七月の教室　　　　　倉石武四郎
八月の教室
九月の教室
十月の教室
十一・十二月のi致室

「中國語作文」

「新しい中國語會話」

　9　麟　　　　典

紹介：新華字典

倉石武四郎
倉石武四郎
倉石武四郎
倉石武四郎
長谷川　　寛
丁　　秀　　山

香坂順　一

松本

　1　線　　　　説
「中國思想・文墨史」

申國で選んだ世界古典

古典文墨の世界とそのはかり方橋

文

7月　中國語2’

8月　申國語3

9月　中國語4

10月　中國語5

11・12月　中國語6

8月　　白水示土　　B6，　312

12月　江南書院　新書版217

昭　11・12月　中國語6

學

　　　　　　　　　　　　　内　野貢旨　一良8　　　　　　敬元土　　B6，　148

　　　　　　　　　　　　　　「文庫」編輯部　7月　文庫46

　　　　　　　　　　　　　　　川時雄7月人文研究（大阪市大）W－6
紹介：申國の庶民的古典一今開天彰著「支那戯曲物語」一

　　　　　　　　　　　　　評者未詳．10月22日毎目新聞（大阪）
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　文學に扱われた「桃」についての一考察

　　　　　　　　　　　　大西徳治郎10月國語（香川）8

　中國詩の傳統　　　　服部　靖5月日本文學
　人間詩話その三十四～三十八　　吉川幸…×郎　8月～12月　圓書71～75
最
近　詩話に見える「的勤」「切圏」について

姦　　　　　　　　　・
目　來生縁一中夏歴代詩選鐸一　　　原　田　憲　雄　8月　方向5
録
　　「物語の詞」（志延舎文庫其十二）

爲　　　　　　小林健志課3月油印・124
亘

　　2先秦文學
　古代中國人の色彩感について　　池田不二男　ユ2月　文毘研究12

　主忠信無友不如己者解一孔子に於ける教育目的の理念一

歴代の屈原観と離騒

古田敬一・月雛好短期蝿蹴鰯

眞武　直9月幅岡塵藝大墨紀要5
大矢根蜘…月籔田耀教育騨馴研

聞一多「什腰是九歌」一古歌劇としての楚辞九歌一

漁　　　父

　3漢代文恩
史記本紀正義拾侠

董永俸説について

王逸のこと
王充の「賢者」論

後漢末期の「談論」について

　4三國六朝文墜
人物志について

藤野岩友11月國塵院雑誌LVI－4
三澤玲爾　7月　Vikin964

水　澤　利　忠　11月　申國文化研究會會報V－1

西　野　貞　治　7月　人文研究（大阪市大）W－6

桑　山　竜　卒　10月　天理大堅學報¶ロー1

木村郁二郎11月中國文化研究會會報す一1
斯　波　六　郎　　　　廣島大墜文學部紀要8

金　子　泰　三　11月　申國文化研究會會報V－1

北朝の樂府一正史を中心として一

路極悲有録一播岳小傳（上）一

麟麗文について

謝眺の傳記と文墜

　5唐代文墨
「唐詩選」

唐詩的醗課（悦海鯉）

「世界名詩選一中國一」

増田清秀　 支那學研究13

原田憲雄8月方向5
鈴木修吹11月漢文教室21
網　鯨・・月藩炊子牌人文穆

高木正一・月聾禦赴’噸古蝿
橋本萬太郎謬註　11・12月　中國語6

大木惇夫6月金園祉B6，308
唐代小読の夢について一昔話から物語丈塵ヘー

王績の傳記と文塵

「校本冥報記附謬文」

内　山　知　也　11月　申國文化研究會會報V－1

高木正一9月立命館文県124
内田道夫編12月油印・111

＿3＿、



遊仙窟新孜　　　　　波多野太郎3月東方宗教8・9
「李白小傳」　　　　武部利男8月新潮冠・一時間文庫273

　書　　 評　　　　　奥野信太郎9月10日毎日新聞（大阪）

　書評　三澤玲爾10月Viki㎎66
不死の歌い手一李白一（欝蕪）　相浦　　呆謹　10月　新中國文學3

杜甫の家系と出生及び最後について

　　　　　　　　　　　菅谷軍吹郎6月宮城墨院研究論文集7
杜甫の詩について　　　　菅谷軍…欠郎11月宮城學院研究論文集8

トホ：しんこんのわかれ　　　　タケベ・トシオ課　7月　Vikin964

搬歌について　　近藤春雄・胡㍗縦女子短期牌鯉
孟浩然「春廃」の訓讃について　星　川　清孝　5月　解繹1

石破天驚逗秋雨一李長吉について㈲一

　　　　　　　　　　　原田憲雄8月方向5
唐宋書院の襲生とその教育　　　林　　　友　春　12月　墨習院大毘研究年報2

　，6宋代文學
宋の詞について一水調歌頭を通して一

　　　　　　　　　　　田森　嚢11月漢文教室21
宋詞押韻字に見られる菅韻上の一，二の特色

　　　　　　　　　　　坂井健一　　東洋墨報XX畑一2
好古庵閲話（黄山谷，陸放翁）小倉正恒ユ1月雅友25

　7　金元文學
元遺山の史詩　、　　鈴木虎雄10月懐徳26
　8　明代文恩
永樂佛曲　　　 澤田瑞穂12月跡見學園國語科紀要4
楊定見本水離”登凡〃の解繹をめぐつて

　　　　　　　　　　　白木直也10月廣島大恩文塵部紀要8
書許：村上知行鐸「全謹勇燈新話」

　　　　　　　　　　　魚返善雄54年11月28日毎日新聞（大阪）

金瓶梅版本考　　　　　　鳥居久靖10月天理大墨塵報皿一1

顕狂一蓑申郎私記一　　　原田憲雄10月京都女子大墜紀要11

　9現代文墨
「中國新文墨事典」　　　　　中國文學研究會編　11月　河出書房・河出文庫289

「中國新文恩登展略史」　　　實藤恵秀・實藤遠　10月　三一書房　B6，237

　書　　評　　　　　　　　　　　　　　　11月24日　毎日新聞

「現代申國文學講義（1～3）」（王塔）

　　　　　　　　§欝：差騒鳶共謬｛1胃11月河出書房・・728

古典の再許債　　　　　　　武　田　泰　淳　7月　文藝】皿一9

　　　　　　　　　　　　＿4＿
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現代中國における傳統文化の間題

　　　　　　　　　　　吉川幸次郎
中華人民共和國の文化政策　安部能成
申國小読五選　　　　　　　竹　内　　　好

「モスクワ・北京文塵の旅」　岩上順一
申國の新しい作家たち　　　　　金　子　二　郎

一九五五年に期待するもの（申國文墨）

8月　信濃教育824

8月　心孤一8

7月文庫46
9月　河出書房　新書・226

U月25日　毎日新聞（大阪）

金子＿郎盟議綱（大阪）
翻1謹文望の十年一中國丈塵を中心に一

酬　　　　課

中國近代詩の基調

五四以來の詩の護展（下）（戚克家）小田退助鐸

アシュマー少敷民族の叙事詩一西岡淳雄
「申國現代詩人」

紹介：よい童話を作ろうという最近の動き

　　　　　　　　　　　　「北斗」　編集部　　11月　　コヒ斗1－1

戯曲の餓謹一「目出」の誤i澤について一

　　　　　　　　　　　服部隆造12月中國語塵45
中國現代民歌試探一とくに陳西の「信天遊」をめぐつて一

　　　　　　　　　　　志賀正年10月天理大學塵報孤一1
梁山伯と観英台　　　　　　　　濱　　　一　衛　8月　中國文藝座談會ノート5

人民文墨と映書　　　 大芝　孝10月新中國文學3
梁啓超について一文學史的に見て一

　　　　　　　　　　　増　田　　　渉　7月　人文研究（大阪市大）VI－6

「績魯迅作品集」

　書　　　許
「阿Q正傳・狂人目記」

「野．　草」

「朝花夕拾」

竹内　　好　8月

金子二郎　9月
陣ノ内宜男11月
　　　　　　9月

　　　　　　9月

蒲池緻一10月

文學X麺一8

新申國文墨3
早稻田大恩教育學部墨術研
究4
新中國文學3

新中國文學3

元々祉・民族教養新書182

竹内　好鐸7月筑摩書房B6，313
富士正晴10月Viki㎎66
㌶護鯉・・月搬書店・岩倣庫・・8

竹内　　好課　7月　岩波書店・岩波文庫108

松枝茂夫課10月岩波書店・岩波文庫13q

魯迅ベスト・スリー：「阿Q正傳」「孔乙巳」「鋳創」

　　　　　　　　　　　増田　渉9月4日毎日新聞（大阪）
いわゆる「故事新編」と魯迅　　三　澤　玲　爾　11月　Viking　67

女の蓮命一覗幅より一一　　　　魯迅原作・鳥山瞳脚色　9月　新中國文學3

魯迅とケーテ・コルヴィッツ　　小野田　耕三郎　11月　北斗1－1

魯迅：ケーテ・コルヴィッツの版書

　　　　　　　　　　　松井博久課11月北斗1－1

魯迅さんを偲ぶ　　　　内山完造7月文庫46

＿5



魯　迅　さ　ん　　　　　　　内　山　完　造　10月　圖書73

要無塊於作魯迅先生的後代（谷山谷）南雲道子謹註　10月　中國語5

　「暗い夜の記録（許廣卒）」　　安藤孝太郎謬　9月　岩波書店・岩波新書206

春桃（許地山）　　　　穴山嚴子10月中國文塾座談會ノート6

謝泳心という人　　　　　三島すみ江9月圖書72
中國の見童文墨について一謝泳心女史と語る一

　　　　　　　　　　　　　倉石武四郎8月21日朝日新聞（大阪）
巴金作「塞夜」合評　　　　　　木島兼二ほか　8月　申國文藝座談會ノート5

作品の秩序と現實肚會の秩序一巴金の短篇「白鳥の歌」を通じて一

　　　　　　　　　　　　　樋　口　　　進　10月　申國文藝座談會ノート6

李健吾の創作態度　　　　清水榮吉10月天理大鵬蝦皿一1
初期の茅盾一その一一　　小西　昇lo月申國文藝座談會ノート6
茅盾の創作的自畳の形成過程　　飯　田　吉　郎　11月　申國文化研究會會報V－1

杜會のムジュンをえぐる一茅盾の「春欝」一　ユ0月12目　國際新聞

作家と作品（老舎）一ノートの断片一

　　　　　　　　　　　　　斧　　　泰　彦　8月　北大中國文毘5

老舎：微肺’　　　　謹者未詳8月北×中國文阜5
微騨から老舎を想う　　　　　　三　井　稔　朗　8月　北大申國文恩5

「老舎作品集」　　　　　　　　岡本隆三課　7月　青木書店・青木文庫332

丁玲と私　　　 小泉萩子7月北斗1－5
文采について一「太陽は桑乾河を照らす」ノートー

　　　　　　　　　　　　　高畠　穣7月北斗1－5
程仁と黒媚一太陽は桑乾河を照らす」の一側面一

　　　　　　　　　　　　　高畠　穰11月北斗1－1
丁玲：生活，思想及び人物　　　岡崎俊夫謹　7月　新目本文撃96

周揚：われわれは闘わなければならない（上）（下）

　　　　　　　　　　　　　謹者未詳7β月新時代52，53
胡風事件について　　　　　　　岡　崎　俊　夫　8月　世界116

粛軍：病中の贈物　　　　　　　松井博久謹　11月　北斗1－1

小二黒結婚（趙樹理）　　　　木山英雄課註11・ユ2月申國語6

紹介：趙　樹　理　　　　　　　編　　集　　部　11・12月　申國語6

紹介：呉調公編「人民作家趙樹理」

　　　　　　　　　　　　　小野田　耕三郎　7月　北斗1－5

紹介：趙樹理「三里灘」　　檜山久雄7月北斗L5
白　　毛　　女　　　　　　　編集部謬’註7β月中國語2，3
「高玉實」（高瑚　　蟻籠婿・・月三ヰ房・三一新書24・

字も知らぬ兵士が作家に訴える檜しみと愛「高玉賓」世界に反響呼ぶ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　10月26目　　國際新聞　　　1
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「すべてを薫9こ」（呉蓮鐸）

方紀：東は紅い

李泳：老婦

喜鵠的覧
馬隆，陳文：結婚

王流秋：白母鶏的故事

常青：不柏瞼紅地學習

楓林：春の夜

　10比較文・墜
上代文墜と申國文堅

萬葉集と詩経・文選

憶良・旅人と六朝詩人

和漢聯句・漢和聯句

源氏物語における史記の投影

竹　内　　實課　12月　青木書店・青木新書234

小　林　　信謹　7月　新女性54

大野良子課6月ポエトロア6
編集部課註9月中國語4
編集部謹註9月申國語4
濱田順子糾措，月中臓鑓6
網郁子，原田黎子謹註　10月　申國語5

芦田茂幸謹　9，10月　新中國文學3

小　島　憲　之　9月　國文學解繹と鑑賞

久松潜一5月上代文塵5
小澤正夫胡禦縦好短鰍馳要
尾形　伽5月國文毘解繹と鑑賞
仁田香鶴子10月樟陰文塵7

日本文塵に取り入れられた長恨歌

新美保秀11月漢文教室21
古今集の序と文選の序一古今集序典擦論の一部として一

小澤正夫12月愛知塵藝大學國語國文墨報5

白氏六帖を媒介としての古今六帖私考

　　　　　　　　　　卒井卓郎9月國語と國文患
搬敷の素材・躰蝿川・久雄・2月§糎激騨論蜘
晩清見童文墨界の一側面一明治の見童文學との交渉を中心として一

11　目本漢文墨史

目本書紀の分註について

清少納言の漢才

中古漢文訓讃文の修酢法

安井槍洲「温泉記」にっいて

小竹齋詩紗一篠崎小竹一
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坂本太郎ユ0月史學雑誌L斑V－10
目加田さくを　6月苧安文墨研究17
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學究生活の思出　　　 武内義雄9月思想375
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