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下定雅弘  研究業績（2012年3月以後） 

＊本研究業績目録は、「中国文史論叢」8（下定雅弘教授退休記念号）「下定雅弘教授履歴・業績」より後の業績を記し

ている。 

＊共著（編）については、タイトルの前に共著者を記す。 

＊●印は、中国語論文。 

【著書】 

・『陶淵明と白楽天 生きる喜びをうたい続けた詩人』 角川選書 2012.6 総頁数255p 

●『中唐文学研究論集』（蒋寅主編「日本唐代文学研究十家之一） 中華書局 2014.1  総頁数225p 

・『精選漢詩集―生きる喜びの歌―』 ちくま新書 2014.5    総頁数382p 

・『白居易と柳宗元 混迷の世に生の讃歌を』 岩波現代全書 2015.4 総頁数287p 

・宝島寺古文書研究会読解・下定雅弘監修『寂嚴和上漢詩集 松石餘稿 訳注』  宝島寺発行 

2017.7  総頁数 424p 

【論文】 

●「孟浩然対陶淵明的敬慕：従前期到後期的変化」 「安徽大学学報」2012.3 第36巻総第196期  

2012.5  48-52p/「吉林師範大学」2012年3期  第40巻総第164期  2012.5  6-8,13p 

・「貝原益軒『養生訓』に見る白居易」 「２０１２和漢比較文学研討会論文集」（台湾大学日本語

文学系発行） 2012.11  113-119p 

・「中国の知識人にとっての善―陶淵明と白楽天を中心にー」 「漢文学報」(우리한문학회[ウリ漢

文学会]発行)27   314-334p  

※編輯者によるハングルへの翻訳文「중국 지식인이 생각한‘善’」は、287-313p 

・「白居易の「琵琶引」－名作を成立させた四つの系譜」  「白居易研究年報」13  2012.12  40-

70p 

・「杜詩における「独善」―その食の喜びー」 「白居易研究年報」14 勉誠出版、2013.12 101-

132p 

・「杜甫における独善―最晩年の「南征」をめぐってー」 「中国文史論叢」10  2014.3 13-39p 

・「杜甫における「独善」－その飲酒の喜びー」 「新しい漢字漢文教育」58 全国漢文教育学会、

2014.5  37-46p 

・「平安の日本人が中国から学んだものー『和漢朗詠集』における白居易―」 「国際学術シンポジ

ウム 中国と日本―相互認識の歴史と現実―」（岡山大学グローバル・パートナーズ発行） 2014.8  

103-121p 

●「試論白居易≪琵琶引≫―其作年与使之成立的四個文学系統―」 「東華漢学」(国立東華大学中

国語文学系・華文学系出版)第20期 2014.12  99-125p 

・「訓読の快感―その簡素化と永遠の命―」 中国日語教学研究文集之11『中国与日本：文化交流

与相互認識』（東北師範大学、中国日語教学研究会編、徐一平・林忠鵬・ 徐冰 ・徐雄彬主編、大連

理工大学出版社出版）2015.2  151-156p 

●「柳宗元≪商山臨路≫詩写作時地初探」 「中国柳宗元研究会第七届年会暨学術討論会 会議論
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文集 中国柳宗元研究会・運城学院 2015年10月31日―11月1日 中国・運城」 2015.10 390-

393p/「柳宗元研究」（永州柳宗元研究学会編輯発行）第15巻総第18期 2015.11  104-107p 

●「試論白居易≪琵琶引≫―其作年与使之成立的四個文学系統―」 「唐代文学研究」(中国唐代文

学会刊)第16輯 2016.8  680-699p(「東華漢学」20収載同題論文を、東華大学の同意を得て転

載したもの) 

●「表現方式的力学―遵守規範与違背規範―」 「文体・文心・文化 中国古代散文学会第十一届

年会暨国際学術研討会論文集 広西師範大学文学院 中国・桂林 2016.9.3-4」 2016.9  14-16p 

【編集】 

・共編：「白居易研究年報 特集 琵琶行―天涯淪落の歌」13  勉誠出版 2012.12 総頁数597p 

・共編：「白居易研究年報 特集 閑適と隠遁」14  勉誠出版 2013.12 総頁数387p 

・『国際学術シンポジウム 中国と日本―相互認識の歴史と現実―』（岡山大学グローバル・パート

ナーズ発行） 2014.8   

・共編：「白居易研究年報 特集 先蹤と継承」15  勉誠出版 2015.3  総頁数373p 

・共編：「白居易研究年報 特集 仏教と文学」16  勉誠出版 2015.12 総頁数411p 

・共編：「白居易研究年報 特集 書跡と絵画」17 勉誠出版 2016.12 総頁数319p 

 

【編訳】 

・白楽天  角川学芸出版 ソフィア文庫  2010.12     総頁数254p 

・共編（下定雅弘・松原朗編）：『杜甫全詩訳注』１ 講談社学術文庫  2016.6  総頁数 905p  

・共編（下定雅弘・松原朗編）：『杜甫全詩訳注』2 講談社学術文庫  2016.7  総頁数 927p  

・共編（下定雅弘・松原朗編）：『杜甫全詩訳注』3 講談社学術文庫  2016.9  総頁数 657p  

・共編（下定雅弘・松原朗編）：『杜甫全詩訳注』4 講談社学術文庫  2016.10  総頁数 1111p  

【書評・紹介】 

・「松原朗著『晩唐詩の揺籃 張籍・姚合・賈島論』 晩唐詩への新たな視座 文学史の書き直し迫

る重要な著作」 「週刊読書人」2012.4.13(金) 第5面 

・「戦後日本「琵琶行」研究一覧」 「白居易研究年報」13  2012.12    315-341p 

・「日本における白居易の研究―二○一○年―」 「白居易研究年報」13  2012.12  564-594p 

・陳翀著『白居易の文学と白氏文集の成立―廬山から東アジアへー』 「白居易研究年報」14  

2013.12   280-300p 

・「日本における白居易の研究―二○一一年」― 「白居易研究年報」14  2013.12  342-383p 

・「日本における白居易の研究―二○一二年」― 「白居易研究年報」15  2015.3    341-368p 

・「戦後日本における「白居易と仏教」の研究」 「白居易研究年報」16  2015.12   247-278p 

・［中木愛と共著］「日本における白居易の研究―二○一三・二○一四年」 「白居易研究年報」16  

2015.12  370-395p 

・［中木愛と共著］「戦後日本における白居易の研究＜白居易・白氏文集に関する研究＞―二○一五

年―」 「白居易研究年報」17  2016.12    280-305p 

・［中木愛と共著］「日本文学へ与えた白居易の影響に関する研究―」 「白居易研究年報」17  
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2016.12    306-315p 

【辞典等分担執筆】 

・『岩波世界人名大辞典』（2013.12）の下記の項目を執筆： 
顧況(972p)・蘇頲(1517p)・蘇味道(1522p)・劉長卿(3177p)・柳冕（3180p）・劉湾(3184p)・梁肅(3192p)・
呂温(3195p)。 
・「白居易―愉悦の人生―」 『中国文化事典』（丸善出版、2017.4） 302-305p 
【報告】 

・「『杜甫全詩訳注』について」（２０１３年中唐文学会パネルディスカッション[10 月 11 日、秋田大
学]記録「訳注を語る、訳注が語るー出版と読書界のむかし・いま・あした」の一部） 「中唐文学会
報」21  2014.10  学会記録 99-127p のうち、118-120p 
・［加藤聰と共著］「杜甫蜀中行跡調査報告―成都・閬州・綿州・梓州・射洪―」 「中国文史論叢」

11  2015.3  71-104p 

【エッセイ・小論】 

・初めて文字となった人間の真実（中国の古典から） 第十六回 「陶淵明の喜びー晩酌の楽しみ・

酒中の趣き」 「葦牙ジャーナル」99 2012.4  12-16p 

・同上第十七回 「陶淵明の喜びー琴を弾き、読書を楽しむー」 同上100  2012.6  26-32p 

・同上第十八回 「陶淵明の喜びー田園の風景―」 同上101  2012.8  12-18p 

・同上第十九回 「閨怨の詩―『玉台新詠』以前」同上102  2012.10   10-14p 

・同上第二○回 「閨怨の詩―『玉台新詠』」同上103  2012.12   14-18p 

・同上第二一回 「閨怨の詩―初唐・盛唐の女の悲哀―」同上104  2013.2   15-19p 

・同上第二二回 「閨怨の詩―中唐の女の悲哀―」同上105  2013.4   22-26p 

・同上第二三回 「閨怨の詩―白居易が詠った女の悲哀①」同上106  2013.6   12-16p 

・同上第二四回 「閨怨の詩―白居易が詠った女の悲哀②」同上107  2013.8   16-20p 

・同上第二五回 「閨怨の詩―晩唐の女の悲哀①」同上108  2013.10   12-16p 

・同上第二六回 「閨怨の詩―晩唐の女の悲哀②」同上109  2013.12   16-23p 

・同上第二七回 「涙の諸相―『詩経』『楚辞』」同上111  2014.4   30-34p 

・同上第二八回 「涙の諸相―先秦漢魏六朝」同上112  2014.6   28-32p 

・同上第二九回 「涙の諸相―閨怨の涙①」同上113  2014.8   22-26p 

・同上第三○回 「涙の諸相―閨怨詩の涙②」同上114  2014.10   32-36p 

・同上第三一回 「涙の諸相―初唐の涙」同上115  2014.12   20-24p 

・同上第三二回 「涙の諸相―盛唐の涙①」同上116  2015.2   29-33p 

・同上第三三回 「涙の諸相―盛唐の涙②」同上117  2015.4   28-32p 

・同上第三四回 「涙の諸相―杜甫の涙①」同上118  2015.6   26-30p 

・同上第三五回 「涙の諸相―杜甫の涙②」同上119  2015.8   25-29p 

・同上第三六回 「涙の諸相―杜甫の涙③」同上120  2015.10  20-24p 

・同上第三七回 「涙の諸相―中唐の涙①」同上121  2015.12   28-32p 

・同上第三八回 「涙の諸相―中唐の涙②」同上122  2016.2   27-31p 
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・同上第三九回 「涙の諸相―晩唐の涙①」同上123  2016.4    22-26p 

・同上第四○回 「涙の諸相―晩唐の涙②」同上124  2016.6    30-34p 

・同上第四一回 「杜甫の詩の魅力 一」同上125  2016.8    30-34p 

・同上第四二回 「杜甫の詩の魅力 二」同上126  2016.10    29-33p 

・同上第四三回 「杜甫の詩の魅力 三」同上127  2016.12    36-40p 

・同上第四四回 「杜甫の詩の魅力 四」同上128  2017.2    31-35p 

・同上第四五回 「杜甫の詩の魅力 五」同上129  2017.4    25-29p 

・同上第四六回 「杜甫の詩の魅力 六」同上130  2017.6    30-34p 

【季報】 

・「「琵琶引」―その制作年と四つの文学伝統―」 新釈漢文大系『白氏文集』二下、季報115  明

治書院 2014.12   

・「白居易が与えてくれる喜びー杜甫に見る「独善」―」 新釈漢文大系『白氏文集』一、季報119  

明治書院 2017.5  

【監修・校閲】 

・［傅華著・ファルク朋美訳・下定雅弘補記］「武居高四朗と長春都市計画」 「中国文史論叢」11 

2015.3   39-70p 

 

【口頭発表】 

＝学会発表＝ 

・「陶淵明の葛藤―官界への未練と死の悲しみー」 東山之会 於京都女子大学 2012.3.10 午後

２時 

※このタイトル不正確。正確な題目を探し当てられない。2017.7.11 

・「貝原益軒『養生訓』に見る白居易」 ２０１２和漢比較文学研討会  2012.9.4 午後１時半 

於台湾大学文学院 

・「中国の知識人にとっての善―六朝・唐の詩人を中心にー」 成均館大学 東アジア古典学 学術

会議 東アジアの漢文学、固有性と共同性— 東アジア古典学の可能性と難関 

2012.１1.24  11:50-12:30 於成均館大学  国際館９B217号  主催 : G10 21世紀グロバー

ル・スカラーシップ育成事業団․ 成均館・吉林・岡山大学CAMPUS ASIA事業団、 成均館大学 漢文

古典翻訳協同課程、国語国文学科、漢文学科 

・「『杜甫全詩訳注』について」（中唐文学会パネルディスカッション「訳注を語る、訳注が語る

──出版と読書会のむかし・いま・あした──」の一部として） 2013.10.11 午後 於秋田大学 

・「訓読の快感―その簡素化と永遠の命―」 中国日語教学研究会２０１４年会暨国際学術研討会 

2014.6.21  於東北師範大学  

●「試論白居易《琵琶引》―其作年与使之成立的四個文学系统―」 第十七届唐代文学会大会（閉

幕発言） 2014.10.13  於蘇州大学 
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●「柳宗元《商山臨路》詩写作時地初探」 中国柳宗元研究会第七届年会暨国際学術討論会 

2015.11.1 於（山西省）運城学院  

●「表現的力学―遵守規範与違背规范」 「文体·文心·文化——中国古代散文学会第十一届年会暨

国際学術研討会」 2016.9.2(大会発言) 於広西師範大学文学院 

・「杜甫における陶淵明」 六朝学術学会 第21回大会 午後４時 於二松学舎大学九段キャンパ

ス１１階会議室 

＝学会司会・講評他＝ 

・司会、講評：谷口匡「柳宗元の「説」について」 日本中国学会第６４回大会 於大阪市立大学 

2012.10.6 

・司会、講評：長谷川真史「 日本中国学

会第６４回大会 於大阪市立大学 2012.10.6 

＝その他＝ 

・「陶淵明ーその死の悲しみの克服ー」 岡山大学最終講義 2012.2.9 午後１時 

【講演】 

・「陶淵明の詩
うた

―幸せはすぐそばにー」 2012.3.11 午後 岡山県立図書館サークル活動室② 

【公開講座】 

・「白楽天と共に生きる喜びを味わう」 帝塚山学院大学生涯学習センター主催 於帝塚山学院大

学狭山校舎 2012年、5/7.21、6/4.18、7/2.23(全て月曜11:00-12:30) 

・「柳宗元－逆境を生きぬいた美しき魂―」 同上 2012、10/1.15.29、6/4.18、7/2.23(同上) 

・「陶淵明の詩―人生は喜びに満ちているー」 同上 2013、5/13.27、6/10.24、7/8.22(同上) 

・「陶淵明の詩―人生は喜びに満ちているー」 同上 2013、10/7.28、11/11.25、12/9.16(同上) 

・「漢詩精選―生きる喜びの歌ー」 同上 2014、5/12.26、6/9.23、7/7.28(同上) 

・「漢詩精選―生きる喜びの歌ー」 同上 2014、10/6.20.27、11/10、12/1.15(同上) 

・「漢詩精選―生きる喜びの歌ー」 同上 2015、4/20.27、5/11.25、6/8.22(同上) 

・「漢詩精選―生きる喜びの歌ー」 同上 2015、10/5.26、11/9.16、12/7.21(同上) 

・「漢詩精選ー白楽天と蘇東坡ー」 同上 2016、5/9.23、6/6.27、7/11.25(同上) 

・「杜甫の生涯と詩」 同上 2016、10/3.17、11/7.21、12/5.19(同上) 

・「漢詩精選―杜甫の生涯と詩―」同上 2017、5/8.22、6/12.19、7/3.10(同上) 

【その他】 

・「あの人からの招待状 色川武大「うらおもて人生録」 生きる糧にした言葉」 山陽新聞 

2017.3.26  第29面 


