
　◆研究キーワード　／　Keywords

　◆研究内容　／　Research Pursuits

　◆主要業績          　　総数（4）件

　九州風土記甲類・乙類・『日本書紀』三者の関係性
について、仮名字母を論拠として考究。九州風土記
は両類とも『日本書紀』の影響下にあること、乙類
の成立は養老四年前後、甲類の成立はそれ以後（た
だし養老四年上限）から天平十二年までの間である
こと、乙類が現況地形に関心するのに対し、甲類は『日
本書紀』を規範としての制度化を指向しており、そ
こに新たに甲類が編纂された意義を求めうることを
解明した。九州風土記が構想のレベルにおいて、『文
選』三都賦を念頭に置いていることを明らかにし、
併せて『豊後国風土記』の本文の乱れを正した。
一方『出雲国風土記』の説話表現に感情表現がきわ
だって乏しいことを指摘し、それが地名を項目化し
ようとする『出雲国風土記』のデジタルな方法論に
よる所産であることを究明した。
　初期万葉の挽歌が中国文学の哀傷表現を触媒とし
つつも、「見る」ことの希求によって、日本の歌とし
ての独自の表現を獲得していく過程を解明した。

I found that Nihonsyoki was compiled earlier 
than Otsu-rui Kyusyu-Fudoki and Kou-rui Kyusyu-
Fudoki,and had influences on them. Rsesearching 
Chinese characters used as "kana",I represented that 
Otsu-rui was formed therabout Yourou 4th year,and 
Kou-rui was formed after that and before Tenpyou 
12th year.
　The Plot of Kyusyu-Fudoki and Fu of Wen-xuan 
: Mainly about the Place Amishino Village, Oono 
County in Bungonokuni-Fudoki
 I declared that Kyusyu-Fudokis,both of Otsu-rui and 
Kou-rui, sat Wen-xuan as a model when they plotted 
out Fudoki.
I found there are very few representations of 
feelings in Izumonokuni-Fudoki.I declared these 
phenomenons resulted from that Izumonokuni-
Fudoki has a degital methodology on description of 
place-names,and Izumonokuni-Fudoki aims to treat 
place-names as items.
It is a fact that Chinese poems triggered the 
descriptions of Japanese laments in early Man’ yo, 
I found that they groped original descriptions as 
Japanese songs in early Japan, demonstrating their 
wish to look at their departed familiars.
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　◆研究計画

　◆教育内容　／　Educational Pursuits

　◆メッセージ

『古事記』『風土記』『万葉集』など日本上代の文学は、13 年も前に書かれたものです。古代の人々の、現代と

は大きく異なるものの考え方・感じ方がうかがえますが、それだけにかえって、現代の私たちの中に埋没して

しまっているものを、はっと気づかせてくれたりするのです。古典を学び研究することは、現代を考えること

につながると、私は思っています。高校の授業ではあまりなじみがないかもしれませんが、上代の作品にも、

ぜひ目を向けてみてください。新鮮な驚きと意外な共感をおぼえる新しい「自分」に、出会えると思います。

九州風土記の甲類・乙類についての研究を深め、『出雲国風土記』との比較研究へと進展させる。あわせて『万

葉集』と『風土記』の関係性について研究する。

学部では、日本古典文学史論（上代）・日本言語文化

概論・日本上代文学特殊講義 ?・日本古典文学論基礎

演習 ?・日本古典文学論演習（上代）・日本文学研究

指導の授業を担当した。このうち文学史は、記紀・

風土記を中心に文学の史的展開について講じた。特

殊講義では上代文学の話型を取り上げ、その特性や

変容を考察する教育を行った。基礎演習では日本文

学を研究するにあたっての基礎的トレーニングを、

演習では日本上代文学を研究するにあたってのトレ

ーニングを指導した。日本文学研究指導では、学生

の卒業論文作成のための指導を行った。

大学院博士前期課程では、日本上代文学表現史論・

日本上代文学論の授業を担当した。前者では筑紫歌

壇と大伴家持の少年期の歌について講じた。後者で

は、大伴家持の青年期の歌と挽歌表現の歴史につい

て講じた。

Under graduate courses: Basic seminars. Introduction 

to Japanese Language and Culture.  History of 

ancient Japanese literature.  Advanced seminar of 

ancient Japanese literature.  Advanced lectures in 

ancient Japanese literature. Seminar of introduction 

to Japanese literature.  Seminar on Man’ yousyu and 

Kojiki.  Direction of research on ancient Japanese 

literature. 

Graduate courses: Advanced lecture on history of 

ancient Japanese writings.  Advanced lecture on  

ancient Japanese literature. Analysis about songs 

of Otomo-no-Yakamochi in his boyhood. Reading of 

papers about songs of Otomo-no-Yakamochi in his 

youth.
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