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皇族・改元関連 

天皇皇族歴史伝説大事典 

志村 有弘 著  2008発行 
勉誠出版 

【歴代全天皇を網羅】 
初代神武天皇から第125代今上天皇まで、歴代
全天皇を時代順に網羅。通読することで、日本の
歴史、文化がわかる。 
 

【1400以上の皇族を収載】 
歴代天皇だけでなく関連する皇族も可能な限り
収載。1400項目を超える圧倒的なボリュームで、
類例のない総合的な皇室事典を実現した。 
 

【詳細な記述内容】 
生没年、在位年、系譜、事績、墓陵などについて
詳細な調査を行ない、特に【歴史・伝説】の項で
は各人物の伝説伝承にまで言及、「読む事典」を
目指した。 
 

【信頼の執筆陣】 
研究者、郷土史家、作家など、最適の執筆陣が
信頼のおける資料に基づいて明解な執筆を行
なった。執筆にあたっては読みやすい文章をここ
ろがけ、各項目末に【参考文献】を列記した。 
 

【詳細な索引】 
利便性を追求し、巻末に天皇・皇族名索引を付した。 

同時1アクセス(本体) ： ¥33,000  同時3アクセス(本体) ： ¥49,500  

冊子版ISBN ： 9784585060635 商品コード ： 1030071718 

－ 令 和 元 年 －  

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
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同時1アクセス(本体) ： ¥11,550  同時3アクセス(本体) ： ¥27,500  

冊子版ISBN ： 9784336062666 商品コード ： 1028340344 

近代大礼関係の基本史料集成 

所  功 著  2018発行 
国書刊行会 

約150年前の明治維新では、若い天皇のもと

で新政府による「王政復古の大号令」「五箇

条の御誓文」などが次々と打ち出された。そ

の復古と革新が明治の改元と大礼の随所に

みられる。それは『皇室典範』と『登極令』附

式によって明確に法制化され、その両法令に

基づいて大正４年（1915）と昭和３年（1928）

の大礼が実施された。両法令は戦後廃止さ

れたが、昭和22年（1947）「従来の例に準じ

て」行う通牒が出ている。したがって、近代的

な大礼は、今後の皇位継承に際しても参考と

されるに違いない。 
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表象としての皇族 
 ―メディアにみる地域社会の皇室像― 

同時1アクセス(本体) ¥24,750 

同時3アクセス(本体) ¥37,125 

著編者名 茂木  謙之介 冊子版ISBN 9784642038676  

出版社 吉川弘文館 発行年 2017 商品コード 1024943428 

戦前から戦後にかけ国民と接した皇族は、どのような存在として認識されていたのか。中央・地方の諸メディアに描き
出された、昭和天皇の弟宮たちの像を、様々な視角から分析。天皇の代理／国民の代表という両義性を有した皇族
像が、〈現人神〉言説や象徴天皇への転換など、それぞれの時代において天皇制システムの維持に果たした役割を追
究する。 

大元帥と皇族軍人 明治編 
 （歴史文化ライブラリー 424） 

同時1アクセス(本体) ¥5,940 

同時3アクセス(本体) ¥8,910 

著編者名 小田部  雄次 冊子版ISBN 9784642058247  

出版社 吉川弘文館 発行年 2016 商品コード 1020782062 

戊辰戦争から日清・日露戦争などを経る中、天皇は大元帥に、その血族である皇族は軍人となった。軍人としての天
皇や皇族、華族軍人や朝鮮王公族の動向を追い、天皇制軍隊の創設にどう貢献をしてきたのかを解明する。 

大元帥と皇族軍人 大正・昭和編  
（歴史文化ライブラリー 429） 

同時1アクセス(本体) ¥5,940 

同時3アクセス(本体) ¥8,910 

著編者名 小田部  雄次 冊子版ISBN 9784642058292  

出版社 吉川弘文館 発行年 2016 商品コード 1022022456 

天皇と皇族軍人のかけひき、同調と不和の構図を追い、日露戦後よりアジア・太平洋戦争終結にいたる、天皇を大元
帥とした軍事システムの全盛から崩壊までを描き出す。 

皇居の近現代史 ―開かれた皇室像の誕生― 

（歴史文化ライブラリー 413） 

同時1アクセス(本体) ¥5,610 

同時3アクセス(本体) ¥8,415 

著編者名 河西  秀哉 冊子版ISBN 9784642058131  

出版社 吉川弘文館 発行年 2015 商品コード 1019532976 

天皇が居住し、宮中の公務が行われる皇居に、国民が入れるようになったのはいつからか。明治の宮城拝観から戦
後の宮殿再建へ。皇居の歴史を辿り、「国民との近さ・親しみ」と「伝統・権威」の間で揺れ動く皇室像を考える。 

昭和天皇と近現代日本 
同時1アクセス(本体) ¥18,975 

同時3アクセス(本体) ¥28,462 

著編者名 後藤  致人 冊子版ISBN 9784642042598  

出版社 吉川弘文館 発行年 2003 商品コード 1022527159 

「宮中グループ」における天皇や皇族集団、内大臣木戸幸一の果たした役割から、昭和天皇の位置付けがいかに変
化していったかを検証。さらに、地域社会や戦後の在位と保守政治との関係等を探り、天皇の存在を考える。 

天皇陵の近代史 （歴史文化ライブラリー 83） 
同時1アクセス(本体) ¥5,610 

同時3アクセス(本体) ¥8,415 

著編者名 外池  昇 冊子版ISBN 9784642054836  

出版社 吉川弘文館 発行年 2000 商品コード 1025424499 

※著作権などの理由により、掲載されていない画像がございます。 天皇・皇族などの墓地＝陵墓は、風雲急を告げ
る幕末、尊攘の嵐の中で被葬者が決められていく。文久の修陵、神武天皇陵の創出、揺れ動く天武持統天皇陵、陵墓
と村・祟りなど民衆との関係を探り、さまざまな問題に迫る。 

皇族・皇室 関連タイトル 
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皇族・皇室 関連タイトル 

天狗と天皇 
同時1アクセス(本体) ¥6,050 

同時3アクセス(本体) ¥9,075 

著編者名 大和  岩雄 冊子版ISBN 9784560022429  

出版社 白水社 発行年 1997 商品コード 1025377447 

天狗は本来、山中の快音のごとき目に見えぬ「もののけ」であったが、中世には鳶（とび）の姿に形象化され、さらには
天皇・皇族・高僧の怨霊と同一視されるようになった。神仏習合の風土に生まれ、山や古木を棲処に歴史の闇を羽ば
たいた「異人」としての天狗を通して、日本人の心性を活写する！ 

昭和天皇の学ばれた「倫理」 
 ―倫理御進講草案抄― 

同時1アクセス ¥5,280 

同時3アクセス ¥7,920 

著編者名 杉浦  重剛 冊子版ISBN 9784585221593  

出版社 勉誠出版 発行年 2016 商品コード 1024256118 

昭和初期の大ベストセラー！少年皇太子が学んだ帝王学のなかでも最も重要な科目であった「倫理」。昭和天皇の人
格・道徳観・世界観に多大な影響を及ぼした最良の教科書を復刻。この一冊で昭和の倫理観と皇室の本義がわかる。
良子女王殿下への特別御進講草案を追加収録。 

皇室典範と女性宮家 
 ―なぜ皇族女子の宮家が必要か― 

同時1アクセス(本体) ¥3,300 

同時3アクセス(本体) ¥4,950 

著編者名 所 功 冊子版ISBN 9784585230151  

出版社 勉誠出版 発行年 2012 商品コード 1016681460 

皇室が永続するには、皇族女子も結婚により宮家を創立できるような「皇室典範」の改正を急ぐ必要がある。天皇を象
徴とする日本の伝統を末永く守るために、いま何が必要かを平易に解き明かす。 

皇族・皇室を知るために 

日本人なら知っておきたい皇室 【スマホ・読上】（週刊ダイヤモンド特集BOOKS 160） （※） 

出版社 ダイヤモンド社 

著編者名 小栗  正嗣 発行年 2016 

同時1アクセス(本体) ¥2,475 同時3アクセス(本体) ¥4,950 

冊子版ISBN - 商品コード 1027984449 

現在、多くの日本人が皇室に好感を持っている。そんな時代に、天皇陛下が生前退位の意向を表明された。敬愛
はするものの、そもそも皇室とは何か、その本質的な悩みは何かなどを多くの人は知らないのではないか。そこ
で、陛下のお仕事から皇室の方々、あるいは源流や歴史的背景、祭祀の神秘や経済的状況まで、紹介していく。 

これならわかる天皇の歴史Q&A 
出版社 大月書店 

著編者名 岩本  努 発行年 2018 

同時1アクセス(本体) ¥3,872 同時3アクセス(本体) ¥5,808 

冊子版ISBN 9784272502240  商品コード 1028975442 

【はじまりから平成まで一冊で】「天皇」はいつ歴史上にあらわれ、それぞれの時代にどんな役割をはたしてきた
のか。代替わりで注目が集まる天皇制を考えるのに必須の入門書。耳慣れない皇室用語も丁寧に説明。。 
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于時、初春令月、氣淑風和、 
梅披鏡前之粉、蘭薫珮後之香。 

典拠は、『万葉集』巻五の「梅花謌卅二首并序（梅花の歌 三十二首、并せて序）」の序文より。 

「平成」に続く、新しい元号  『令和』 

「初春の令月（れいげつ）にして、気淑（よ）く風和ぎ、梅は鏡前の粉を披（ひら）き、蘭は珮後（はいご）の香を薫す」 

万 葉 集  

新日本古典文学大系 萬葉集 

書名 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

萬葉集 1 （新日本古典文学大系 1） 1999 9784002400013 ¥41,800  ¥125,400  1016411867 

萬葉集 2 （新日本古典文学大系 2） 2000 9784002400020 ¥42,900  ¥128,700  1016411868 

萬葉集 3 （新日本古典文学大系 3） 2002 9784002400037 ¥36,850  ¥110,550  1016411869 

萬葉集 4 （新日本古典文学大系 4） 2003 9784002400044 ¥41,250  ¥123,750  1016411870 

萬葉集索引 （新日本古典文学大系 別巻） 2004 9784002401058 ¥39,600  ¥118,800  1016411871 

佐竹 昭広 山田 英雄 工藤 力男 ほか 編 
岩波書店 

全5巻揃価格 

同時１アクセス 
（本体） 

¥202,400  

同時３アクセス 
（本体） 

¥607,200  

商品コード 1016411866 
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■新日本古典文学大系 内容一部抜粋 （詳細はお問合せください） 

源氏物語 （全6巻） 竹取物語 ; 伊勢物語  方丈記 . 徒然草  日本詩史 ; 五山堂詩話  

八代集 （全8巻） 落窪物語 . 住吉物語  平家物語 上  菅茶山頼山陽詩集  

続日本紀 （全6巻） 枕草子  平家物語 下  近世歌文集 上  

今昔物語 （全6巻） 堤中納言物語 . とりかへばや物語  謡曲百番  近世歌文集 下  

俳諧集 （全5巻） 本朝文粋  狂言記  仮名草子集  

浄瑠璃・歌舞伎 （全7巻） 平安私家集  舞の本  伽婢子              ほか 
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万 葉 集  
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書名 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

古代文学とは何か （1） 1993 9784585020400 ¥8,115  ¥12,173  1015358837 

都と村 （3） 1994 9784585020424 ¥8,115  ¥12,173  1015358838 

人生と恋 （4） 1994 9784585020431 ¥8,115  ¥12,173  1015358839 

旅と異郷 （5） 1994 9784585020448 ¥8,115  ¥12,173  1015358840 

人々のざわめき （6） 1994 9784585020455 ¥8,115  ¥12,173  1015358841 

ことばの神話学 （7） 1994 9784585020462 ¥8,115  ¥12,173  1015358842 

万葉集 （8） 1996 9784585020479 ¥8,115  ¥12,173  1015358843 

歌謡 （9） 1996 9784585020486 ¥8,115  ¥12,173  1015358844 

古事記・日本書紀・風土記 （10） 1995 9784585020493 ¥8,115  ¥12,173  1015358845 

霊異記・氏文・縁起 （11） 1995 9784585020509 ¥8,115  ¥12,173  1015358846 

古代文学研究史 （12） 1998 9784585020516 ¥8,140  ¥12,540  1015358847 

古代文学講座  
古橋 信孝 三浦 佑之 森 朝男 編 

勉誠出版 

11巻揃価格 
同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

¥89,290 ¥149,648 

万葉集 （8） 

発行年 1996 

同時1アクセス(本体) ¥8,115 

同時3アクセス(本体) ¥12,173 

冊子版ISBN 9784585020479  

商品コード 1015358843 

古代文学の全体を見通す試みは、昭和9から13年に（1934～38）「上代文学講座」全5巻
（春陽堂）がありました。それ以降、特に戦後、日本文学全体、文学史などの一部として
扱われていますが、古代文学全体としてはありませんでした。この半世紀以上の歳月
の間に、古代文学研究の水準は大きく変わっています。そして、ここ20年くらい、読みの
方法、研究の方法自体が問われるにともない、研究が個別化し、その方法ごとに多くの
グループが結成され、それらがあまり交流なく活動するという状況になっています。本
講座が中堅・若手の研究者を執筆陣の中心にしていることも、ぜひ、多くの方々がこの
「講座」を読むことで、未来の古代文学の読み方をともに考えていっていただきたいと
願っています。 
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万葉集 1 （2） 
著編者名 稲岡  耕二 発行年 1992 

同時1アクセス(本体) ¥7,689 同時3アクセス(本体) ¥11,533 

冊子版ISBN 9784585020233  商品コード 1015358865 

和歌は日本文学史の根幹として、他の表現形態にも大きな影響を与え、日本文化を培いつつ確固
たる伝統を形成して現在に至りました。戦後の日本文学研究の進展は著しく、文献学的に或いは文
芸学的に深い研究が数多く重ねられていることはご承知の如くですが、近時作歌にいそしむ人々の
年令層も拡大され、それらの人々による多面的な知識への要求も表われております。学界の趨勢を
反映して研究の一層の発展を促すと共に社会的需要にも応じようとして、この講座を企画致しまし
た。（「万葉集 2」解説に続く） 

万葉集 2 （3） 
著編者名 稲岡  耕二 発行年 1993 

同時1アクセス(本体) ¥10,252 同時3アクセス(本体) ¥15,378 

冊子版ISBN 9784585020240  商品コード 1015358866 

意図するところは、現在の時点での学問的水準を充分に示しうる的確な知識の提供であり、知的要
求を満たすと共に、創作においても、伝統を顧みてそこから現代人の抒情をより広く自由な世界に
開放する指針を示したいというにあります。和歌は伝統文学として日本文学史と共に長く在り続けて
参りましたので、主として歴史的区分により巻を分けましたが、そこに見られる文化的変質の中にこ
そ現代に蘇るものが潜んでいると存じます。 

万 葉 集  
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和歌文学講座  
勉誠出版 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

和歌の本質と表現 （1） 藤平  春男 1993 9784585020226 ¥10,252  ¥15,378  1015358864 

万葉集 1 （2） 稲岡  耕二 1992 9784585020233 ¥7,689  ¥11,533  1015358865 

万葉集 2 （3） 稲岡  耕二 1993 9784585020240 ¥10,252  ¥15,378  1015358866 

古今集 （4） 上野  理 1993 9784585020257 ¥10,252  ¥15,378  1015358867 

王朝の和歌 （5） 上野  理 1993 9784585020264 ¥10,252  ¥15,378  1015358868 

新古今集 （6） 有吉  保 1994 9784585020271 ¥10,252  ¥15,378  1015358869 

中世の和歌 （7） 有吉  保 1994 9784585020288 ¥10,252  ¥15,378  1015358870 

近世の和歌 （8） 島津  忠夫 1994 9784585020295 ¥10,252  ¥15,378  1015358871 

近代の短歌 （9） 武川  忠一 1994 9784585020301 ¥10,252  ¥15,378  1015358872 

現代の短歌 （10） 武川  忠一 1994 9784585020318 ¥10,252  ¥15,378  1015358873 

10巻揃価格 
同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

¥99,957 ¥149,935 



丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当 
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp 
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く） 

● 表示価格は税抜きです。 2019年4月 

万 葉 集 関 連  

書名 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

古代の日本 （第1巻） 1989 9784642042727 ¥22,275  ¥33,412  1022527172 

古事記と日本書紀 （第2巻） 1988 9784642042734 ¥23,100  ¥34,650  1022527173 

六国史 （第3巻） 1989 9784642042741 ¥21,450  ¥32,175  1022527174 

風土記と万葉集 （第4巻） 1988 9784642042758 ¥21,450  ¥32,175  1022527175 

修史と史学 （第5巻） 1989 9784642042765 ¥23,100  ¥34,650  1022527176 

大化改新 （第6巻） 1988 9784642042772 ¥22,275  ¥33,412  1022527177 

律令制度 （第7巻） 1989 9784642042789 ¥22,275  ¥33,412  1022527178 

古代の駅と道 （第8巻） 1989 9784642042796 ¥24,750  ¥37,125  1022527179 

聖徳太子と菅原道真 （第9巻） 1989 9784642042802 ¥23,100  ¥34,650  1022527180 

歴史教育と文化財 （第10巻） 1989 9784642042819 ¥23,925  ¥35,887  1022527181 

歴史と人物 （第11巻） 1989 9784642042826 ¥21,450  ¥32,175  1022527182 

わが青春 （第12巻） 1989 9784642042833 ¥21,450  ¥32,175  1022527183 

吉川弘文館 
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坂本太郎著作集 

風土記と万葉集 （第4巻） 

発行年 1988 

同時1アクセス(本体) ¥21,450 

同時3アクセス(本体) ¥32,175 

冊子版ISBN 9784642042758  

商品コード 1022527175 

『風土記』『万葉集』の研究をはじめ、古代の諸文献を比較研究した23編の論考を

網羅。九州地方の『風土記』に二類型があることを発見した論文や、中国古代の文

献の日本での受容の歴史を克明に説いた名編などを収める。 

12巻揃価格 
同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

¥270,600 ¥405,898 



丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当 
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp 
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く） 

● 表示価格は税抜きです。 2019年4月 

万 葉 集 関 連  

古代の恋愛生活 ―万葉集の恋歌を読む― 

著編者名 古橋  信孝 発行年 2016 

同時1アクセス(本体) ¥7,920 同時3アクセス(本体) ¥11,880 

冊子版ISBN 9784642067188  商品コード 1023366764 

日本古代の婚姻形態を今の価値基準で判断しては、本質を見誤る。「万葉集」を当時の人々の世界観に
基づいて読み、古代の恋愛・結婚、逢い引きの様子を具体的に明らかにする。 
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読みなおす日本史 

歴史文化ライブラリー  

■読みなおす日本史 内容一部抜粋 （詳細はお問合せください） 

史書を読む  比叡山と高野山  

墓と葬送の社会史  神々の系譜 ―日本神話の謎― 

大佛勧進ものがたり  古代日本と北の海みち  

飛鳥 ―その古代史と風土― 白鳥になった皇子 ―古事記― 

犬の日本史 ―人間とともに歩んだ一万年の物語― 朝倉氏と戦国村一乗谷  

暦の語る日本の歴史  日本人の名前の歴史                      ほか 

吉川弘文館 

万葉集と古代史 （94） 

著編者名 直木  孝次郎 発行年 2000 

同時1アクセス(本体) ¥5,610 同時3アクセス(本体) ¥8,415 

冊子版ISBN 9784642054942  商品コード 1025424510 

万葉集は、古代史の宝庫である。有間皇子・額田王・大伴家持など、白鳳・天平時代を代表する歌人た
ちの生き方や政治とのかかわりを追究。作者の心理まで立ち入り、日本書紀・続日本紀では窺えない歴
史の一面を考える。 

吉川弘文館 

■歴史文化ライブラリー  内容一部抜粋 （詳細はお問合せください） 

世界文化遺産法隆寺 （6） 平安朝女性のライフサイクル （54） 

飛鳥の文明開化 （12） 悲運の遣唐僧 ―円載の数奇な生涯―（63） 

平安京の都市生活と郊外 （36） 古代の神社と祭り （111） 

最後の女帝孝謙天皇 （44） 飛鳥の朝廷と王統譜 （122） 

正倉院と日本文化 （49） 大和の豪族と渡来人 ―葛城・蘇我氏と大伴・物部氏―（144） 

奈良朝の政変劇 ―皇親たちの悲劇―（53） 聖徳太子と飛鳥仏教 （228）                 ほか 



丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当 
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp 
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く） 

● 表示価格は税抜きです。 2019年4月 

鷹狩と王朝文学 
同時1アクセス(本体) ¥35,200 

同時3アクセス(本体) ¥52,800 

著編者名 三保  忠夫 冊子版ISBN 9784642085274  

出版社 吉川弘文館 発行年 2018 商品コード 1027296188 

日本の鷹狩とはいかなるもので、何時、どこで、どのように行なわれたのか。六国史、その他を通じて鷹狩と天皇権力
との関係を究明。また、『万葉集』の大伴家持の長歌や『宇津保物語』『源氏物語』『増鏡』における鷹狩関連部分の、
中世以来の代表的な注釈書の諸説を批判的に再検討する。日本放鷹文化史や王朝文学の研究・鑑賞などへ貢献す
る貴重な書。 

古代天皇への旅 ―雄略から推古まで― 
同時1アクセス(本体) ¥9,240 

同時3アクセス(本体) ¥13,860 

著編者名 和田  萃 冊子版ISBN 9784642080996  

出版社 吉川弘文館 発行年 2014 商品コード 1016480055 

ワカタケル＝雄略から女帝推古まで、古代天皇の姿を追いながら描く大和飛鳥。歌人でもある著者が『万葉集』や記
紀の美しいやまと言葉の歌に読みとく古代人の物語は、ときに荒々しく躍動的で、ときに哀切である。現在に伝わる景
観や地名、習俗などに古代の名残を訪ね、考古学の発掘成果や歴史エピソードを織り混ぜ、日本の源流に想いを馳
せる。 

日本語の誕生 ―古代の文字と表記― 

（歴史文化ライブラリー 151） 

同時1アクセス(本体) ¥5,610 

同時3アクセス(本体) ¥8,415 

著編者名 沖森 卓也 冊子版ISBN 9784642055512  

出版社 吉川弘文館 発行年 2003 商品コード 1028112591 

※著作権などの理由により、掲載されていない画像がございます。 文字を持たなかった日本人は、漢字を借りて自ら
の言葉を表記すべく試行錯誤・悪戦苦闘した。木簡や鉄剣銘文、『万葉集』等を読み解き、漢字伝来から万葉仮名を経
て平仮名・片仮名の成立まで、日本語表記の変遷を再現。 

日本古代の表記と文体 
同時1アクセス(本体) ¥19,800 

同時3アクセス(本体) ¥29,700 

著編者名 沖森  卓也 冊子版ISBN 9784642042710  

出版社 吉川弘文館 発行年 2000 商品コード 1022527171 

国語学上の精緻な論証を基礎に、木簡等の新たな文字資料の適切な読解を提示。また古事記・万葉集などの分析を
通して日本語表記の詳細な変遷を跡付けるなど、古代資料の位置づけを考える指針を与える論考。 

大伴家持歌の風流(みやび) 
 ―花鳥風月と花月―（広島女学院大学総合研究所叢書） 

同時1アクセス(本体) ¥2,200 

同時3アクセス(本体) ¥4,400 

著編者名 森 斌 冊子版ISBN 9784864291156  

出版社 大学教育出版 発行年 2012 商品コード 1028515615 

万葉集歌人大伴家持は春愁、あるいは孤愁の歌人と評価されている。しかし、花の興趣、鳥の情緒、風の感覚、月の
風情をうたった歌に注目する時、古今集的な歌を8世紀の天平文化に基づき、言語活動を通じて風流(みやび)に創作
していたことが知られる。本書ではそれらについて追究する。 

「文化漢奸」と呼ばれた男 
 ―万葉集を訳した銭稲孫の生涯― 

同時1アクセス(本体) ¥3,300 

同時3アクセス(本体) ¥9,900 

著編者名 鄒  双双 冊子版ISBN 9784497214041  

出版社 東方書店 発行年 2014 商品コード 1016391919 

民国期、日本占領下の北京で「万葉集」など日本文学の翻訳紹介を続けた銭稲孫。佐佐木信綱、吉川幸次郎、谷崎
潤一郎らとの交流やその業績を明らかにし、「文化漢奸」という評価を再考する。 

万葉集と併せて読みたい 
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