
王昌齢研究文献目録稿

岡田充博

盛践の詩人王昌齢について、評訟j誌の文章を書き上げておきたいと考え、しばら

く前から論文・資料等の収集を始めた。単行の専著および王畠齢を中心テーマとし

た論文については、おおよそ押えることができたので、本誌の紙面を借りて、

年度期の研究文献目録としてまとめておくことにする。ただ、当然ユ童謡は免れない

し、ほかにも参照すべき文献は多いに違いない。 （例えば、昨今数多く出版されて

いる唐詩鑑賞辞典の王昌齢の項、あるいは辺塞・閣情・送別詩など、テーマ加に唐

詩を扱った論文等を開いても、傾聴すべき新克が少なくない。しかし、とれら

しては調査が十分でないため、今回は収録の対象から外さざるを得なかった。）

諸氏の館l教示を待った上で、後日の増補を期すことにしたい。

日録作成に当っては、主として下記の文献類自・論文紫引を利用し、リストアッ

プした論文は、可能な限り接写を撮って内容に自を通した。しかし、未見の資料

（＊印を付したもの）はなお半数近くに上る。お持ちの方、あるいは国内での所在

等を御存じの方は、御一報いただければ幸甚である。

なお、文献の探索・複写にあたっては、昨年秋から半年間内地留学を許された東

京大学東洋文化研究所に大変お世話になった。記して厚くお礼申しとげたい。

〔参考文献］

F東洋史研究文献類自』東方文化学院研究所（のち京都大学人文科学研究所）

(193 4～1960 

F東洋学研究文献類自』京都大学人文科学訴究所舗

( 1 9 6 1・1962年）
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『東洋学文献類自』京都大学人文科学研究所開属東洋学文献センター編

(19 6 3～1989年度版まで）

『中国文学研究文献要覧 1945～1977 （戦後編）』 石川梅次郎監修

吉出誠夫・高野由紀夫・桜田芳樹編

（毘外アソシエーツ「20世紀文献要覧大系9J ) 

f複印報千IJ資料（報刊資料選陸） 中国古代・近代文学研究』

中国人民大学書：報資料中心 ( 198 0～1992年度版第9期まで）

fく増訂再版〉麿代文学論著集自』 羅勝添縞・王国良補編 （台湾学生害局）

『中国古典文学研究論文紫引く増訂本＞1949～1966.6.』

河北北京師範学説中文系資料室・中国社会科学院文学研究所国書資料室編

（香港三聯書店）

『中国古典文学研究論文索引 1966. 7.～ 1979. 12. JJ 

『間 1980. 1.～1981. 12. Jl 

f 問 1982. 1.～ 1983. 12.』

r《文学遺産》索ヲI(1954. 3～1966. 6) JI 

f唐代文学研究年鑑 』 中国唐代文学学会・

（険西人民出販社）

r中国吉典文学研究論文集 1949～1980』

中山大学中文系資料室編 （広西人民出版社）

『陪窟五代史論著目録』

中国社会科学院歴史研究所説晋陪窟史研究室編 （江蘇吉籍出版社）

F唐代文学西文論著選自』 倶菱士主編 （漢学研究中心叢干lj・目録類第7額）

1927年

王畠齢的詩

1942年

王昌齢的詩格考証
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施章 『小説月報』 17巻号外

『唐詩研究論集』 （香港崇文書店） 1971年

羅根沢 『文史雑誌』 2-2

r唐詩研究論集』 （香港崇文書店） 1971年



1947年

王昌齢長信秋詞釈

1948年

古川幸次郎 f芸林間歩』 2-7(9・l0月合併号）

f唐代の詩と散文』 （弘文堂・教養文庫） 1948年

《語宮審怨》、ニ《長信秋諦》、三《芙蓉楼送辛顕》）

吉川幸次郎 F窟代の詩と散文』 （弘文堂・教養文庫）

f岩代文学抄』 （弘文堂） 1957年

r唐代の詩と散文』

1968年

l 9 5 6年

＊“秦時名月漢時関” 施襲存 f文題報Jl l~1f)G. 10. 6. 

1958年

＊李白寄王畠齢的詩不是作子流放之後 孫進之 日告文学習』 8l 

＊干島齢 李議叔 『中盟文学史論集』

1959年

唐詩1Jキし（王昌齢《従軍行》）劉逸生 F羊域晩報.！］ 1959.11.2. 

談王畠齢的《出塞》

f唐詩1ML!J （広東人民出販社） 1961年

『麗詩選議』

（広東人民出版社） 1978年

) 1979年

) 1963年

f光明日報JI1959.11.15. （文学遺産 287期）

《関怨｝） 裂逸生 r羊域娩報』 1960.6.27.

f態詩，jキし』 （広東人民出版社） 1961年

（広東人民出版社） l号78年
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＊絶句題楚王昌齢

1 9 6 1年

飛揚

（香港中華書局 ) 1979年

『中央日報Jl1960.8.13. 

＊由錘琢而返於自然 一説王昌齢的《採蓮曲》

蒋蕗魁 『遼寧日報』 1961.11.30.

f新民晩報』 1961.12.8.＊説唐詩一《従軍行》

(62年？）①．

196 2年

玉昌齢的籍賞及其《失題》詩的問題 王運熊

F光明日報』 1962.2.25. （文学遺産 403期）

『渓競六朝唐代文学論議』 （上海古籍出版社） 1981年

＊喜慶勝利的一曲凱歌 ー主昌齢《従軍行》

羅介開 『甘粛日報.！） 1962.3.21. 

＊王昌齢的《域傍由》 李漢超 r遼寧日報』 1962. 4. 22. 

筆下生変 一読王昌齢的三首《送別》 李漢超

『光明日報~ 1962.6.21. 

＊説窟詩 《従軍行》） 馬茂元 r新民晩報』 1962.12.8.

(61年？）

1963年

《従軍行》、 《聴流入歌水調子》、 《青楼閣曲》 劉逸生

（後二部万出誌未詳） r唐詩選議』 （香港上海書局）

＊関子“龍域飛将” 夏静岩 r文題報』 1963.1.15.

主昌齢的七絶的芸術特色 濃平

的主明日報』 1963.2.17. （文学遺産 451期）

王昌齢行年考 讃優学 f文学遺産増刊』 12 （中華書局）

『麿詩研究論文集』 （香港中国語文学社） 1970年

『唐代詩人行年考』 （四川人民出版社） 1984年補筆

＊詩壇巨子王昌齢 呉恕 『暢流』 32 -8 (65年？）②．
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1965年

＊詩壇臣子玉畠齢 呉恕 昨易流』 32 -8 (63年？）

孟浩然論一王吾齢、王維、李白との関連においてー 鈴木｛！孝次

『漢文学会報』 24

章治宏、論 一孟浩然の詩嵐と、その影響 (1968年改鵠）

『鹿代詩人論J上（鳳出版） 1973年

f唐代詩人論Jl2 （講談社学術文庫） 1979年

1966年

主畠齢とその交友（唐詩人の伝記と作品5) 鈴木修次

『漢文教室Jl7 8 （大修館書店）

王昌齢論 一主昌齢とその交友 (1968年捕筆）

『唐代詩人論』上（！露出版） 1973年

f唐代詩人論J]2 （講談社学術文庫） 1979年

王昌齢の詩思と詩論（唐詩人の伝記と作品6) 鈴木穆次

f漢文教室』 79 （大修館書店）

王畠齢論 一王呂齢の詩患と詩論 (1968年捕筆）

『唐代詩人論』上（属出版） 1973年

『唐代詩人論.！］ 2 （講談社学病文庫） 1979年

1 9. 6 7年

王畠齢と仏教 金井f忠幸 f山鵠先生退官記念東洋史学論集』東京教育大学

1970年

『王昌齢詩集』 皆JI［恵、増訂寛政八年刊本（擦明許自昌校本）影印（崩友書店）

1 9 7 1年

（ー）

197 2年

* If'王龍襟詩校注』

原田憲雄 r方向.JI 1 4 

台湾臨立師範大学臨文訴究所額士論文
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玉昌齢（ Ii唐才子伝』本伝訳注） 布目潮風・中村喬

『鹿才子伝之研究』 （大阪大学文学部アジア史萌究会）改訂重版 1982年

辺塞詩人としての王昌齢 一吉詩作品から見たその思摺、詩人的側面一

1973年

『王昌齢詩校注3

1975 

岡田充博 r院生論集（名古屋大学文学部大学院）』 2

李国勝 （台湾文史哲出版社）

F王晶齢詩集』 享保十八年干IJ本（擦明許自昌校本）影印

寛政八年干IJ皆JII思増訂本（按明許自畠校本）影印

（波古書院《和知本漢詩集成》

王昌齢（ Ii唐才子伝』本伝訳注）中津浜渉

1976年

主昌齢のイメジャリイ

その伝記』 （小川環樹編・

f弘前大学教育学部（A）』 3

r文章表現論の研究』 （近代文芸社｝

？意君逢在溜溜月 一離男fJ詩における時間構成の手法をめぐって

1977年

王昌齢之詩格

王昌齢詩格考

* r王国鈴行年考J補IE

1978年

松浦友久 r中国文学研究（早稲田大学）』 2

張修蓉 『中華学苑』 20

中沢希男 rニ松学舎大学論集』昭和52年度（中国文学縮）

谷口明夫 r学粋』 19-6

*Bodman, Richard. “The Poetics of Wang Ch ang-ling，” in “P oetic匁

and Prosody in Early Mediaeval China，” 

Unpublished Ph.D. dissertation. Cornell University. 

《従軍行》、 《出塞》、 《欝怨》 劉逸生 （《出塞》初出誌年丹

『麿詩，MLJJ （広東人民出版社）
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敦建所見壬昌齢詩七首的価値策永武 r中外文学』 6-8

f敦程的麗詩』 （台湾洪範書店） 1987年

1979年

＊王昌齢詩搭之研究 台北自開

・山崎みどり編 f中国文学研究（平絹田大学） JI 5 

論王昌齢的詩歌唱作誤関揚 （初出誌未詳 1963年発表）

(J二課古籍出販社）

＊説“不新楼議終不還” 胡大波間文教学研究（広西畏族学院）』 1979-2

＊芋呂斡（山西歴代文学家介紹） 謬克宏 『語文教学通訊』 1979-6

越其鈎 F青海j胡』 1979-12

1980年

詩文小語（関子“龍域飛将”） i捺友琴

秦時名月渓時関 公孫燕

得藤球

（初出誌未詳）

f長短集』 （翫江人民出版社）

f理論与実践JI1980-1 
帰す勾叫が論叢 n 1 

1980年

（天？）③ F延安大学学報JI1B80-3 ＊王昌齢的詩歌芸諦新（初？）探

“龍域開試解

“莫学準｛央児、

1980-3 

3. 1 5. 

中小

つ－
n戦

～勧…
一回一応・

一議一一
…戦一

一非一
＊・＊＋小中小

5. 1 9. 

1980‘ 6. 2 2. 

1980.7.20. 

1n胡高田報.Jl1980.7.27. 

F貴チH 1980 8. 1 6. 

1 9 8 1 
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＊王昌齢小伝 李雲逸 『西北大学学報』叢刊

F麿代文学論叢』 1981-1

王昌齢早期煩揚拡辺戦争鳴？ ー与呉学恒、王綬青商用宏、商権

周家諒 r文学評論』 1981-1

（辺義詩派評錨質疑呉学恒、王綬青 『文学評論』 1980-3)

＊王昌齢七絶浅談 欧陽徳、威 『黄石師院学報』 1981-1

詩語欣賞二題（宝昌齢《青楼曲》、安警警《平調満江紅》）

＊盛唐著名詩人王畠齢

＊王昌齢七絶意境管窺

王昌齢「笠筏引J考（上）

F詞刊』 1981-2

f求索小集』 （広東人民出版社） 1986年

穆克宏 li'ti高建師大学報』 1981-4

章継光町持湾大学社会科学学報JI1981-4 

同盟充博

『名吉屋大学文学部蹄究論集』 79 （文学27)

王昌齢に関する一・二の考察 一関元年間の事跡一 芳村弘道

f立命館文学』 430～432合併号（白JII静博士古稀記念中国文学論叢）

王昌齢歌詩篇話索引稿 高橋良行 『愛知淑徳大学園語圏文』 4

1982年

* Lee, Joseph J. Wang Ch’ang-ling 

Boston: Twayne, (World Authors Ser. no.632) 

《斑V.》LarsenJ eunne: ( J AS. XL3., 4) 1983 

談王昌齢的《閤怨》 ー与劉逸生先生高権 活畑 f窟代文学論議JI1 

試論王昌齢的詩歌創作成就 照道貴 r四J11大学学報叢刊』 15 （古典文学論議）

一片氷，C;住玉章（外一篇） 藷文苑 『随筆（花域）』 22

＊善殻者不能掩西施之英 一王呂齢両次来湖南

＊“龍域飛将”新議 陳揺民

『湖南師院学報』 1982-1

『河北師段学報』 1982-1

野手玉昌齢諦龍標的地域 r貴州文史叢刊』 1982-3

＊詞浅意深詩短情長 一漫議王呂齢的七絶詩

謝楚発 r武漢教育学院学報』

＊孟浩然論 、王昌齢、観翻槌張九齢宴源寺及贈詩筆釈

『詔関節専学報』

＊試論王昌鈴七絶的芸術特色 沈紹輝 『延安大学学報』
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詩歌語言的路示性 一読王昌齢的《長信秋詔》ー

彰丙成 Irr,相江文学J1982… 9 

＊“詩家天子玉江輩” 一介紹盛題詩人王昌齢

間？？ f険西日報JJ1982.11.25. 

“人面持花交相掩映” 一説王畠齢的《採蓮由》

劉継才 f遼寧日報JJ1982. 12. l l. 

f語宋詩詞論稿』 （遼寧人民出版社） 1987年

主昌齢 IJ考（下） 間田充博

JJ 8 2 （文学28)

1983年

f王昌齢詩索引』 芳村弘道

玉昌齢《芙蓉楼送辛漸》辞釈 劉逸生 F唐代文学論議』 2

唐詩地名“臨；jt”耕正 （一、王鵠齢《塞下曲》中之臨HU

＊一片氷心在玉壷

＊王昌齢籍貫考耕

＊《芙蓉楼送辛漸》

艶満

越希真編写

f学林浸録』 8

2 

f安麗蹄院学報JJ1983-1 

lfj部前段分校学報』 1983-1

＊誠議長焼曲、情韻深長 一王昌齢《芙蓉楼送辛漸》賞析

貌f合 『九江締専学報』 1983…1

“龍域飛将”考釈 王粟鈎 『欝州、！大学学報（社会科学）』 1983-2

王昌齢出淫州、i出塞（文化名人在甘粛） 穆長育 問E蕗』 1983-2

＊泳活玉潔慰知音 《芙蓉楼送辛瀬》

Z鎮江部専（教学与進修） JJ 1983-2 

奇峰井崎各呈異彩一唐代三首送別詩比析

王維《送元二｛吏安西》、

安！ff実 『名作欣実』 1983-3

＊寄壊友人的圧巻之作一五島齢的《芙蓉楼送辛瀬》

施偉遼 f険西教育Jl1983-3 

＊主語齢的《採蓮曲》 朱鹿峰 『語文教学研究（台升i蹄院）』 1983-3
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＊三普送別詩比析（《芙蓉接送辛漸》）

餐IJ宗徳・張素琴 『語文教研JJ,1 9 8 3 -3 

吋売《芙蓉楼送手議fr》 李俊｛牟・何敢 『教学通訊（鄭十！？）』 1983-4

＊情画双絶異曲同工一《芙蓉楼送辛漸》与《江南逢李亀年》対読

徐雅・李方 『語文教学通訊』 1983-4

＊主旨不同情調各異唐代的三首送別詩比較

徐応侃・周溶泉 『中学語文教学』 1983-4

＊《芙蓉楼送辛漸》浅析 一井与《唐代絶句賞析・芙蓉接送辛漸》一一文作者商権

玉壷奇想、見《騒》心

＊一首独E卒採径的送日11詩

＊短小・精粋・鰐永一

＊《芙蓉楼送辛漸》

＊試析《芙蓉楼送辛漸》

＊《芙蓉楼送辛漸》解

＊「龍域飛将J之我見

＊也説「龍域飛将j

1984年

顧文・芥子 『安徽教育』 1983-5

《芙蓉楼送辛漸》

蜜IJ樹勤 『文史知識S1983-5 

r中学語文（式漠部院）』 1983-5

等六絶句賞析

店長文戦線（杭チM)JJ 1 9 8 

f諾文教学之友31983-5 

（錦州師説）』 1983-5

（江西部！境）』 1983-6

苛俊・可検 f社会科学（蘭針。』 1983-6

作土会科学（爵州）』 1983-6

f王昌齢詩注』 李雲逸 （上海古籍出版社《唐詩小集》）

く書評〉 了知明 F麿代文学研究年鑑19 8 5 JI 1987年

岡田充博 F煉原』 29 1987年

王昌齢生平及其詩論 一王畠齢被殺之謎試解一

王夢鶴 『古典文学探索』 （正中審局）

『麿詩研究論集』第三輯（新文豊出版公司） 1992年

＊《芙蓉楼送辛漸》注釈質疑 劉宝鏡 r雲南師範大学学報』 1984-3

王昌齢議龍標地域辞 王燕玉 r中国歴史文献研究集子IJ』 1984-4

王昌齢年譜系詩 胡間涛『南充師院学報（哲学社会科学版）』 1984…4

-48-



解詩不能牽強開会 一也談王昌齢的《芙蓉楼送辛議》

孟銃撃 r名作歌賞（太原） JJ 1 984-6 

1985 

不教組罵度陰山

“龍域飛将” “麗域飛将”？

（初出誌来詳）

Z麗詩髄筆』 （江西人民出版社）

王麗郷 『光明自報』 1985.2.26.

＊絶唱千古関悲声

嘉世美 『文学報』 1985.3.28.

＊泳清玉潔一片心 一談王昌齢的名句“一片泳｛，＼｛王玉輩”

f中国吉典文学鑑賞』創刊j号

＊深情臨怨意旨徴詑 一関子玉昌齢的一首《従軍行》

既自 f文苑縦横談』 9

高適、容参、王島齢的辺塞詩在国外

f文学遺産JJ1985-1 

＊文情井茂各議妙境 一路論王江寧七絶的芸術成就

侍建華 r華構大学学報JJ1985-1 

＊一片体1L:任玉謹 一王畠齢《芙蓉楼送辛漸》浅析

得希嘉 吉天捧教育学院学報』 1985-1

＊“入呉”与“送客” －浅談対中学語文《芙蓉楼送辛漸》注釈的不両者法

越｛中頴 針節水部等学報JI1985-1 

＊読王畠齢《芙蓉楼送辛瀬》 ｛可敢 r芸謹』 1.985-2

＊浅説麗詩中的“玉遊泳押関車野 f成都大学学報（社会科学版）』 1985-2

何処是龍標 一王畠齢疫地考一 楊再将 f費州文史議刊rll1985-2 

＊王昌齢絶句読，j;旨初探羊敬徳 F様化締専学報（社会科学販） Jl 1985-2 

“龍域”考 張襟 f河北部範大学学報（社会科学版） JI 1985-2 

王話鈴任校警部年代鱗疑屈光 f洛陽師専学報（社会科学版） JI 1985-3 

＊鰭畏亨嘉吉絶唱千古：従《詑蛮行七首》和

練少自 f宜都市専学報（哲学社会科学版） .!11985-3・4

f江漠論壌S1985-4 
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王昌齢「出塞j詩札記 一「龍域飛将jの解釈をめぐってー

高橋良行 『中菌詩文論叢（早稲田大学） Jl 4 

1986年

争奇関巧於尺幅之中 一試談王晶齢七言絶句的芸術特色一

『態代文学論叢』 8

f唐詩芸術技巧』 （険西人民出版社） 1991年

説王昌齢《従軍行》中的“孤城” 陳敬夫 F光明日報』 1986.1.28.

王昌齢詩中的“武開”究克在嚇盟？ f求索』 1986-1

王高齢辺塞詩的思想稽華和芸術造境 張迎勝

（社会科学版）』 1988-1

＊王昌齢詩二首業析 朱爾純 r朝陽飾専学報』 1986-1

麗詩札記（“夜入呉”） 挑巽中 r文学遺産』 1986-2

《天宝文学編年史》中的幾笛問題（四、王畠齢的辺塞詩写作年代及生年）

熊篤『重慶師院学報（哲学社会科学版）』 198

王昌齢的両首宮怨絶句 陳邦炎 『名作欣賞（太原）』 1986-2

李自王畠齢七言絶句之比較

麗日断 f西北大学学報（哲学社会科学版）』 1986-3

＊李白王昌齢七言絶句比較

黄益元 IT'＆お単車院学報（社会科学販）』 1986-3

＊李白与王畠齢交瀞考索 王輝斌 F天府新論c!l 1986-3 

王昌齢七言絶句的芸術特色 張左軍

『西北師践学報（社会科学版）』 1.98 6-4 

王畠齢の創｛旬お 興態宏

r中国詩人論一岡村繁教授退官記念論集Z （汲古書院）

1987年

“刻面入徴耐人尋味” 一説王昌齢《関怨》 観継才 （初出誌未詳）

『唐宋詩詞論稿』 （遼寧人民出版社）

秦時名月漢時関 林庚 （初出誌未詳） 『唐詩綜論』 （人民文学出版社）

壬昌齢（ IT'窟才子伝』本伝校註）縛醸球

r唐才子伝校筆』第一冊（倖蔵原繍・
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敦短伯二五五五号巻子中二十七首今存唐詩的価｛底（《長信秋詞》） 黄永武

（初出誌未詳） r敦燥的態詩』 （台湾洪範書店） 1987年

＊李自・王昌齢的絶句芸誌i比較探索 張留鐸 r河北学f(j.!] 198 7-1 

＊佳話頒名家、故事｛云名篇：析《旗亭画監》中西嘗絶詞詩 章恵、鹿・文舜英

『長沙水電師院学報（社会科学版）』 1987-2

＊読王昌齢的詩 迩東 f思茅師専学報（総合抜）』 1987-2

＊不拘ー格有新想、（読王畠齢《虚議主人》） 劉逸生

r文芸学習』く名簿賞析＞ 1987.2. 15. 

＊試論王昆齢宮怨詩的芸術特色 宋カ

f広西師段学報（哲学社会科学版）』 1987-4

筆器止千文、詩成イ目黒：王昌齢与関矢田章者 揚再将

r貴州民族研究』 1987-4

王昌齢西出砕葉静 胡大法『西北部段学報（社会科学版）』 1987-4

＊《春怨｝《関怨》的思維軌謹及意識流初探 方庄己 r語文』 1987-6

王畠齢の詩 f芙蓉楼送辛漸Jの結句 柴田清経 『中国訴究集刊.！］ 4 （黄号）

「西宮春怨j詩札記 - r斜抱雲和深見月jの解釈をめぐってー

高播良行 f中国詩文論叢』 6

1988 

考王昌齢誠疑的龍擦応是錦扉 語莫尭 f糞ナ！？文史叢干lj』 1988-4

試論王畠齢七絶的転折芸誌i 呉九成・徐邦進

談王高齢的信寺格》

1989年

五渓・夜郎・龍撰・

王島齢的詩歌理論

199 0年

関子「龍域飛将j之疑

七絶聖手

（社会科学版） Jl 1988-4 

李珍華・｛等藤諒 f文学遺産』 1988-6

呉思、栄 f貴外i文史叢刊』 1989-4

王運照『復旦学報（社会科学版）』 1989-5

張天鍵

張天健

（学苑出版社）

（学苑出版社）
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関千王昌齢的一首｛失詩 張天健 『唐詩答客難』（学苑出版社）

《鄭中贈王大勧入高原五門山臨毘》考索 安旗『李自研究論叢』 2

＊“一片氷心在玉壷”別解：読王畠齢《芙蓉楼送辛漸》札記

楊抱本ト f社会科学輯刊』 1990-4

1 9 9 1年

王昌齢（『唐才子伝』本伝校注）孫映逢

r唐才子伝校注』 （中国社会科学出版社）

両唐寄王昌齢伝補正 ｛司容j髭 r麿代文化研討会論文集』 （文史哲出版社）

張殿間『語文学干！J（呼和浩特） JI 1991-3 ＊王昌齢《英蓉楼送平瀬》

1992年

李白《鄭中贈玉大勧入高鳳石門山路！崩》探撤法鋲

王昌齢生平事迩耕証

1992-1 

1992 

注

-52 

① 中山大学中文系資料室 r中国古典文学研究論文集 1949～1980』

はl9 6 1年とし、中国社会科学説歴史研究所『惰唐五代史論著呂録』は

1962年とする。

②羅聯添『く増訂再販〉唐代文学論著集目』は民国52 (1963）年とし、

中国社会科学説歴史研究所『階唐五代史論著自録』は 19 6 5年とする。

③ 中山大学中文系資料室『中国古典文学研究論文集 1949～1980JJ 

は f新探J 「雲文Jとし、中国社会科学院『中国古典文学研究論文索引

1980. 1.～1981. 12.』は「初探j f雲天Jとする。



捕

冒頭で述べたように、本稿に収めるごとができなかった王昌齢関孫の文章中にも、

参照すべきものは少なくない。なかでも次の三第は、伎の長編古詩の代表作、 《笠

筏引》について検討する際参考になろう。いずれも拙稿「王畠齢《筆筏引》考Jと

は解釈を異にする箇所があり、再考の必要を感じるため、特にここに記しておく。

F歴代名詩選』 （角HI番高《中国の詩集》 1 0巻）所i担

《筆援引》 （日本語訳） 1972年

得庚生・ f百家麿宋詩新話』 （間HI文芸出販社）所収

《箆援引》（解釈・ ：倶其心 1989年

呉庚舜・ r麗詩名篇賞析』下（北京十月文芸出版社）所収

《筆筏引》（解釈・ ：都兵 1990年
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