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凡例 

請求記号 本ﾀｲﾄﾙ 巻次等 ﾀｲﾄﾙ関連情報 責任表示 各巻のﾀｲﾄﾙ 各巻の巻次等 各巻

の責任表示 版表示 出版地 出版者 出版年月 ﾍﾟｰｼﾞ数/数量 大きさ ｼﾘｰｽﾞ名 ｼﾘｰ

ｽﾞの巻次等 一般注記 内容細目注記 書誌・年譜・年表 ISBN 

 

017.7 ﾋ 122 

ビブリア 第 122 号 天理圖書館報 天理図書館/編 天理 天理大学出版部 2004.10 

118p 22cm   嵯峨本伊勢物語についての論考収載 内容： 嵯峨本『伊勢物語』の書

誌的考察(上) 高木浩明著. 講演近世木活字本の魅力 中野三敏著. 翻刻『花月日記松平定信

自筆』(12) 岡嶋偉久子・山根陸宏著. 『兼見卿記』(5)文禄四年自正月至六月 岸本眞実著. 「近

世の文化と活字本」展-キリシタン版・伏見版・嵯峨本 早川一郎著. トーマス・マン研究文

庫整理中間報告(2) 福田由紀子著 

 

017.7 ﾋ 123 

ビブリア 第 123 号 天理圖書館報 天理図書館/編 天理 天理大学出版部 2005.5 

144p 22cm 嵯峨本伊勢物語についての論考収載 内容： 嵯峨本『伊勢物語』の書誌的

考察(下) 高木浩明著. 司馬江漢『和蘭天説』の諸刷について-天理図書館所蔵日欧交渉資料

(7) 神埼順一著. 翻刻『花月日記松平定信自筆』(13) 岡嶋偉久子・山根陸宏著. 『兼見卿記』

(6)文禄四年自七月至十二月 岸本眞実著. トーマス・マン研究文庫目録 1 凡例・分類大系・

第 1 部 1～2(全集～選集まで) 高橋慶男・福田由紀子著 

 

022.3 ｺ 2013 

フリーア美術館ゲルハルト・プルヴェラー日本絵本コレクション目録稿 国文学研究資料

館調査収集事業部/編 立川 国文学研究資料館調査収集事業部 2013.3 205p 26cm 

調査研究報告 第 33 号別冊 

 

041 ﾏｶ 2012 

テクストの解釈学  名古屋大学グローバル COE プログラム 松沢 和宏/編 東京 水声

社 2012.3 444p 22cm   宮地朝子著「山田孝雄『日本文法論』のテクスト布置」収

載 内容：前書き 序-テクストの解釈学 松澤和宏著. 文字の誕生、テクストの功罪、解釈

と探究の道 金山弥平著. インド哲学におけるメタテクストの意味生成とコンテクスト 平

野克典著. 『百科全書』における視点の概念と批評の問題 クレール・フォヴェルグ著. ミ

シェル・フーコーにおける有限の解釈学的循環 重見晋也著ほか  4-89176-896-6 



 

051.1 ｺ 109 

國學院雜誌 第 109巻第 10号(通巻 1218号) 源氏物語研究 東京 国学院大学 2008.10 

200p 22cm 谷崎源氏と玉上琢弥-國學院大學蔵「潤一郎新訳源氏物語」自筆原稿から 秋

澤亙著 ほか 

 

051.1 ｺ 110 

國學院雜誌 第 110 巻第 8 号(通巻 1228 号) 東京 国学院大学 2009.8 23,53p 21cm 

國學院大學蔵「潤一郎新訳源氏物語」草稿山田孝雄書き入れ旧訳本本文加筆箇所対照表 大

津直子著 ほか 

 

051.1 ｺ 41 

國學院大學大學院紀要 文学研究科第 41 輯(平成 21 年度) 東京 国学院大学大学院 

2010.3 279,199p 26cm 山田孝雄に関する論考「山田孝雄と『源氏物語』」(大津直子著)

を収載 内容： 《論文》 山田孝雄と『源氏物語』―國學院大學蔵『潤一郎新訳源氏物語』

草稿における注釈態度から 大津直子著 [ほか] 

 

121.0 ｷ 74 

季刊日本思想史 第 74 号  前田 勉/編 特集村岡典嗣新資料の紹介と展望 東京 ぺり

かん社 2009.6 182p 22cm 山田孝雄と文献学 畑中健二著 ほか山田孝雄に言及する

箇所多し 内容： 村岡典嗣を読む視点 前田勉著. 村岡典嗣の中世思想史研究 昆野伸幸著. 

山田孝雄と文献学 畑中健二著. 村岡家史料にみる青年時代の村岡典嗣 池上隆史著. 村岡

典嗣文書とその周辺 本村昌文著. 翻刻「古事記講義(序文)」 冨樫進・中嶋英介著. 翻刻講

義ノート「林羅山ノ研究」梶沼彩子著. 翻刻村岡典嗣筆「本居宣長之学説」 高橋禎雄著. 翻

刻「時勢の変革と歴史の反省―愚管抄と文明論の概略」 和田有希子著. 連載山崎闇斎『分

会筆録』巻三「四書」大学訳注稿(三) 本村昌文著 

 

148 ｸﾋ 2010 

新撰龜相記の基礎的研究  古事記に依拠した最古の亀卜書 工藤 浩/著 東京 日本エ

ディタースクール出版部 2005.2 330p 22cm 布装 新撰亀相記研究文献目録：p313

〜322  4-88888-351-3 

 

159 ｻｹ 

翻刻『実語教注』 山田孝雄博士旧蔵富山市立図書館山田孝雄文庫蔵 酒井 憲二/[著] [川

崎] [調布学園短期大学] 2000.3 p183〜210 21cm 『調布日本文化』第 10 号(平成 12

年 3 月)の抜刷 



 

159.8 ﾔﾖ 2012 

本邦類書玉函秘抄・明文抄・管蠡抄の研究 山内 洋一郎/編著 東京 汲古書院 2012.5 

614p 22cm 文献：p605〜611 4-7629-3605-0 

 

160.4 ｱﾔ 2011 

日本における宗教テクストの諸位相と統辞法 「テクスト布置の解釈学的研究と教育」第 4

回国際研究集会報告書 阿部 泰郎/編 名古屋 名古屋大学大学院 2008 360p 30cm 

原克昭著「思想史文献としての神代巻抄」に山田孝雄本『日本書紀註鈔』『神代秘抄』につ

いて言及あり 内容：布置としての宗教テクスト学の構築-研究集会総括報告 阿部泰郎著. 

第 1 部会 興福寺と法金剛院蔵の章疏目録 落合俊典著. 目録にみる中世真言密教寺院の聖

教-その伝播と変遷 ブライアン・小野坂・ルパート著. 一切経書写と仏典目録 大塚紀弘著. 

中世仏教と目録 上島亨著. 基調講演儀礼により生成される完全なる身体 ルチア・ドルチェ

著. 第 2 部会 日本密教のテクスト世界 日本密教のテクスト世界 如法尊勝法聖教の生成 

上川通夫著. 中宮御産と密教 松本郁代著. 宝蓮の「四度加行」に見える南北朝時代の密教

儀礼 ラポー・ガエタン著. 日本密教のテクスト世界 弥永信美著. 第 3 部会 日本宗教と儀

礼テクスト 日本宗教と儀礼テクスト 鈴木正崇著. 建築儀礼をめぐる宗教者・職能者と宗教

テクストの諸相 松尾恒一著. 民俗宗教テクストと儀礼の形成 永松敦著. いざなぎ流祭文

と呪術テクスト 梅野光興著. テクストとしての御嶽信仰 小林奈央子著. 儀礼とテキスト-

インド学の視点から 森雅秀著ほか 19 編 

 

281 ｾ 53 

戦国武将データファイル 第 53 号 東京 デアゴスティーニ 2011.6 32p 29cm 週

刊雑誌 31p に山田孝雄文庫所蔵『飯盛千句』の写真掲載 

 

375.8 ﾆ 2 

日本国語教育学会富山県支部通信 第 2 号 富山 日本国語教育学会富山県支部 2001.2 

6p 30cm 山田孝雄に関する講演記録を収載 内容： 富山県支部の発展を願って 福田正

義著. 今、山田孝雄先生を 神島達郎講演. 

 

810 ﾀﾏ 

書いて覚えるという文化 山田孝雄の筆録に事寄せて 滝浦 真人/著 富山 富山市立図

書館 2009 p38-40 23cm 複写資料 複写原本：雑誌「本」2009 年 11 月号講談社刊に

収載の論文 

 

810.1 ｻﾐ 2013 



日本文法の系譜学 国語学史と言語学史の接点 斉木 美知世/著 東京 開拓社 2012.6 

258p 19cm 開拓社言語・文化選書 32 山田孝雄に多数言及あり 文献：p225〜249 

 

810.9 ﾔﾊ 2010 

幻視される仮名成立期の「国語政策」 鷗外「仮名遣意見」から 山本 一/著 東京 岩波

書店 2009.8 76-79p 21cm   雑誌「日本文学」2009 年 8 月号の抜刷 

 

815 ｻﾐ 2011 

『日本文法論』とハイゼの獨逸文典 斉木 美知世/[著] 東京 学習院大学人文科学研究所 

2010.3 65-83p 26cm 「人文」8 号(学習院大学人文科学研究所 2010 年 3 月発行)の抜刷 

 

815 ﾜｴ 

吉武春峰書写本『御国詞活用抄』 渡辺 英二/著 鈴木朖学会 1998.12 p23〜178 21cm 

『文莫』第 22 号抜刷 

 

815 ﾜｴ 

吉武春峰書写本『御国詞活用抄』 渡辺 英二/著 鈴木朖学会 1998.12 p23〜178 21cm 

『文莫』第 22 号抜刷 

 

815.8 ﾀﾏ 

「敬語」の語り方 山田孝雄が遺したもの 滝浦 真人/著 富山 富山市立図書館 2008 

p43-50 23cm 複写資料 複写原本：雑誌「文学」第 9 巻第 6 号 2008 年 11-12 月岩波書店

刊に収載の論文 

 

910.23 ｺ 18 

古代中世文学論考 第 18 集 古代中世文学論考刊行会/編 東京 新典社 2006.10 

413p 22cm 谷崎源氏・山田孝雄旧蔵『定本源氏物語新解』対照表 西野厚志著：p185〜

295   4-7879-3518-6 

 

910.4 ﾆ 

文學 特集 1910 年代 西早稲田近代文学の会/編 東京 西早稲田近代文学の会 2006.4 

156p 21cm ファルスの導入を繰り返す-山田孝雄の〈存在詞〉と谷崎潤一郎〈のである

口調〉- 西野厚志著：p120〜138 内容： 幕末維新小説としての「大菩薩峠」 續谷真紀著. 

探偵/警察を巡る考察 五十嵐裕著. 監視する視線『彼岸過迄』論 和田北斗著. 視覚の優位性 

森下尚子著. 歩行・地図・エクリチュール 岸あゆり著. 素木しづの受容とその女らしさ 秋

柴圭江著. 空気と光線を描くこと 堀口勝裕著. 無言劇の行方 酒井浩介著. ファルスの導入



を繰り返す―山田孝雄の〈存在詞〉と谷崎潤一郎〈のである口調〉 西野厚志著. 文学と科

学のレゾナンス 上牧瀬香著 

 

910.4 ﾆ 

文學 物語・消費・大衆 西早稲田近代文学の会/編 東京 西早稲田近代文学の会 2007.3 

156p 21cm 「源氏物語」を読む本居宣長/ポルノグラフィを読む山田孝雄 西野厚志著：

p1〜24 内容： 「源氏物語」を読む本居宣長ポルノグラフィを読む山田孝雄 西野厚志著. 

上演される「REAL CONVERSATION」 酒井浩介著. 父の家庭画は時を超えて 津久井隆

著. 防疫と細菌戦言説 前山那由他著. 労働運動家労働文学者の主体性 吉田竜也著. 空白の

明治維新 續谷真紀著. 救済なき復讐、漂流する市井鬼 能地克宜著. 文芸上の科学的合理主

義としての形式主義文学論 上牧瀬香著. 西早稲田近代文学の会論集総目次 

 

910.4 ﾆ 

文學 物語・消費・大衆 西早稲田近代文学の会/編 東京 西早稲田近代文学の会 2007.3 

156p 21cm 「源氏物語」を読む本居宣長/ポルノグラフィを読む山田孝雄 西野厚志著：

p1〜24 内容： 「源氏物語」を読む本居宣長ポルノグラフィを読む山田孝雄 西野厚志著. 

上演される「REAL CONVERSATION」 酒井浩介著. 父の家庭画は時を超えて 津久井隆

著. 防疫と細菌戦言説 前山那由他著. 労働運動家労働文学者の主体性 吉田竜也著. 空白の

明治維新 續谷真紀著. 救済なき復讐、漂流する市井鬼 能地克宜著. 文芸上の科学的合理主

義としての形式主義文学論 上牧瀬香著. 西早稲田近代文学の会論集総目次  

 

910.5 ﾔ 83 

野州國文學 第 83 号 栃木 国学院大学栃木短期大学国文学会 2010.3 234p 21cm 

山田孝雄自筆原稿「源氏物語は何を目さしてかいたか」の翻刻を収載 内容： 「託宣」の

「託」字の訓み 中村幸弘著. 耶律楚材の「懐古一百韻寄張敏之」について 白蓮杰著. 架蔵

『源氏忍草』に関する考察―その増補本『源氏小鏡』第三類本との関係を中心として 堤康

夫著. 女性のフォークロア(6)―「成女戒」と「をとめ」口承資料から再び 野村敬子著. 二

つの荒山・荒神二荒山名義考 細矢藤策著. 『おくのほそ道鈔』と漢詩文(8)その引用と解釈

をめぐって 塚越義幸著. [資料編]富山市立図書館山田孝雄文庫蔵自筆原稿翻刻「源氏物語は

何を目さしてかいたか」 大津直子著. 下野民俗聞書(4) 伊藤高雄ゼミ著 

 

911.2 ｲﾉ 1 

本能寺蔵『落葉百韻』訳注 1 付『落葉百韻』翻刻及び解説 伊藤 伸江/著 長久手町 愛

知県立大学 2010.3 38p 21cm 「愛知県立大学日本文化学部論集国語国文学科編第 1

号」(平成 22 年 3 月)抜刷 

 



911.2 ｲﾉ 2 

本能寺蔵『落葉百韻』訳注 2 伊藤 伸江/著 長久手町 愛知県立大学 2010.3 43-64p 

21cm 「愛知県立大学大学院国際文化研究科論集(日本文化編)第11号(日本文化編第1号)」

抜刷 

 

911.2 ｲﾉ 2010 

心敬における「夕べの鐘」 伊藤 伸江/著 長久手町 愛知県立大学 2010.3 27-40p 

21cm 「愛知県立大学説林第 58 号」(平成 22 年 3 月)の抜刷 

 

913 ﾓ 6 

物語研究 第 6 号 助川 幸逸郎/[ほか]編 特集〈記憶〉 東京 物語研究会 2006.3 

227,6p 21cm ポロメオの結び目をほどく-新資料から見る「谷崎源氏」 西野厚志著：  

p175〜187 

 

913.3 ｹ 2009 

源氏物語千年の波紋 戦時下「不敬の書」に 東京 日本経済新聞社 2008.5 1p 55×

41cm(折畳 30×21cm) 日本経済新聞 2008 年 5 月 27 日に掲載の記事 

 

913.36 ｵｶ 

國學院大學蔵『谷崎潤一郎新訳源氏物語草稿』の研究成果報告書  平成 20 年度國學院大

學特別推進研究 大久保 一男/[編] 東京 国学院大学 2009.3 1 冊 30cm 

 

913.36 ｵﾅ 2010 

國學院大學蔵『潤一郎新訳源氏物語』草稿山田孝雄書き入れ旧訳本本文加筆箇所対照表 大

津 直子/著 東京 国学院大学 2009.8 53p 21cm 「國學院雑誌」第 110 巻第 8 号(平

成 21 年 8 月 15 日発行)抜刷 

 

913.36 ｹ 2006 

源氏物語あちこち「削ル」 不敬文学と呼ばれた昭和 10 年代 東京 朝日新聞東京本社 

2006.05 1 枚 55×40cm 朝日新聞 2006 年(平成 18 年)5 月 31 日水曜日付け朝刊 28 面

掲載の記事 

 

913.36 ｺ 6 

講座源氏物語研究 第 6巻 伊井 春樹/監修 近代文学における源氏物語 千葉 俊二/編集 

東京 おうふう 2007.8 342p 22cm 灰を寄せ集める-山田孝雄と谷崎潤一郎訳「源氏

物語」 西野厚志著： p113〜161 内容： 近代文学のなかの『源氏物語』 千葉俊二著. 明



治・大正の『源氏物語』―『新訳源氏物語』の誕生をめぐって ゲイ・ローリー著. 『源氏

物語』と近代文学の始発―樋口一葉・尾崎紅葉を中心に 仁平道明著. 源氏物語の復権―折

口信夫とその周辺 持田叙子著. 谷崎潤一郎からの「源氏物語」 日高佳紀著. 灰を寄せ集め

る―山田孝雄と谷崎潤一郎訳「源氏物語」 西野厚志著. 「谷崎源治」の冷ややかさ―『に

くまれ口』を手がかりとして 細川光洋著. 文化システムの中の「谷崎源氏」―その出版戦

略をめぐって 岩崎美穂著. 「帚木三帖」と『雪国』―川端康成の描く別離と死 杉井和子著. 

戦後作家と源氏物語―ドナルド・キーンを指標として 島内景二著. 『源氏物語』の現代語

訳と「女流」の領域―戦後の女性作家による現代語訳をめぐって 宮内淳子著. ふたつの「源

氏供養」―三島由紀夫の戯曲と橋本治のエッセイをめぐって 田村景子著. プルーストの古

典と『源氏物語』の近代性 沖田吉穂著 4-273-03456-6 

 

913.36 ｺﾏ 

昭和十三年の『源氏物語』 小林 正明/[著] [武蔵野] [吉田厚志] [2005] p25-31 23cm 

複写資料 複写原本：「國文學」第 44 巻第 5 号学燈社 1999 年 4 月刊 

 

913.36 ｼ 16 

人物で読む源氏物語 第 16 巻 上原 作和/編集 内大臣・柏木・夕霧 室伏 信助/監修 東

京 勉誠出版 2006.11 432p 22cm 物語ヲ削除スル-「山田孝雄文庫」所蔵資料と「谷

崎源氏」の諸問題 西野厚志著：p386〜389 4-585-01156-0 

 

913.36 ｼﾕ 

源氏物語内容見本 嶋中 雄作/[ほか著] [武蔵野] [吉田厚志] [2005] 16p 27cm 複

写資料 複写原本：中央公論社昭和 13 年発行 内容：  朱筆のはいつた「夕顔」 發刊の辭 

嶋中雄作著. 源氏物語序 谷崎潤一郎著. 源氏物語校閲者の感想 山田孝雄著. 巻目及び配本

順序 

 

913.36 ﾀｼ 

源氏物語序[ほか] 谷崎 潤一郎/[著] [武蔵野] [吉田厚志] [2005] 1冊 23cm 複写資

料 複写原本：『谷崎潤一郎全集』(中央公論社刊) 内容：源氏物語序 潤一郎譯源氏物語例

言 潤一郎譯源氏物語奥書 藤壺-「賢木」の巻補遺 源氏物語草子序 源氏物語新譯序 源氏物

語の新譯を成し終へて 源氏物語の引き歌序 新譯源氏物語の愛藏本について 潤一郎新譯

源氏物語の普及版について 古典は原文で讀むのがほんたう 潤一郎譯源氏物語序にかへて 

あの頃のこと(山田孝雄追悼) 「細雪」を書いたころ 潤一郎譯源氏物語愛藏版序 古典再現 

新々訳源氏物語序 

 

913.36 ﾀｼ 



日本の文学源氏物語と私 谷崎 潤一郎/[著] [武蔵野] [吉田厚志] [2005] p37-41 

30cm 複写資料 読売テレビ昭和 38 年 1 月 30・31 日午前 10 時 40 分から 55 分まで放映 

 

913.36 ﾕｻ 2006 

「削ル」が伝える重さ 「谷崎源氏」の編集者回想記 由里 幸子/著 東京 朝日新聞東京

本社 2006.06 1 枚 55×40cm 朝日新聞 2006 年(平成 18 年)6 月 12 日月曜日夕刊 13

面に掲載の記事 

 

914.42 ﾆ 1 

鴨長明研究と資料 第 1 輯  二松学舎大学磯水絵研究室/編 東京 二松学舎大学磯水絵

研究室 2012.10 90p 21cm 山田孝雄文庫関係記述： p67～74 内容： 創刊の辞 『発

心集』に浄土信仰の有り様を見る 磯水絵著. 『方丈記絵巻』解題と翻刻 神田邦彦・田中幸

江著. 『方丈記』諸本の再調査-長享本、その二 森本『方丈記』の諸本付翻刻 中原本『方

丈記』山岸徳平影写本解題と翻刻 三条西家略本『方丈記』影写本解題と翻刻 神田邦彦著 

 

T204 ﾔﾏ 2010 

旧事回顧録 山田方雄/稿 富山 富山市立図書館 2010 21 枚 21×30cm 複製 複製

原本：昭和 38 年刊 

 

T289 ﾔﾖ 

今、山田孝雄先生を 日本国語教育学会富山県支部研修会講演記録 神島 達郎/講演 富山 

神島達郎 2001.2 4枚 30cm 複写資料 平成 12年(2000年)8月 26日富山市立堀川小学

校における支部研修会講演記録 

 

T289 ﾔﾖ 

晩年の父  回想の山田孝雄 今野 さなへ/著 ［鎌倉］ 今野 さなへ 1999.9 118p 

20cm 

 

T289 ﾔﾖ 

山田孝雄伝 大岩 正仲/著 [富山] [富山市立図書館] [2011] [13]p 23cm 複製 複製

原本：明治書院刊「月刊文法」昭和 43 年 11 月号〜44 年 3 月号連載記事 

 

T370 ﾄ 905 

富山教育 第 905 号 富山 富山県教育会 2011.5 72p 26cm 山田孝雄先生を探る

(上)国語学者として 神島達郎著：p12〜21 

 



Y911.1 ﾔﾖ 

亡友横川健次君を誄ぶ 山田 孝雄/著 高知 高知市立自由民権記念館 2011.1 4 枚 

42×30cm(折りたたみ 21×15cm) 「土陽新聞」明治 39 年 7 月 26 日-7 月 31 日からの複

写 

 


