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平成2８年10月31日

Ⅰ 主な教育活動
Ⅰ－１ 教育実践上の主な業績（過去３年）
（平成27年度）秋田工業高等専門学校公開講座「体感！小野小町☆」(７月25日,秋田工業高等専門学校)

Ⅰ－２ クラブ指導における主な業績（過去３年）
(平成28年度)女子バスケットボール部(高専体育大会東北大会,優勝)
(平成27年度)女子バスケットボール部(高専東北地区新人戦,優勝)
Ⅰ－３ その他の該当事項（過去３年）

Ⅰ－４ 校務担当(該当年度も含め過去３年)
(平成28年度)学生委員会, 図書館運営委員会
(平成27年度)学生委員会
Ⅰ－５ 担当クラブ等(該当年度も含め過去３年)
(平成28年度)女子バスケットボール部,文芸同好会
(平成27年度)女子バスケットボール部

Ⅱ 主な研究活動（著書・論文等の名称） (過去７年以上．専攻科様式第５号形式とする)
単著
発行又は発表の年月
共著

発行所，発表雑誌
(及び卷号数)等の名称

単著 平成12年3月

早稲田大学

『和歌文学大辞典』

共著 平成26年12月

古典ライブラリー

『和歌文学大辞典』編集委員会

『古代から近世へ 日本の歌謡を旅する』

共著 平成25年10月

和泉書院

日本歌謡学会

『ＣＤ－ＲＯＭ 和歌文学大辞典』

共著 平成25年４月

古典ライブラリー

『和歌文学大辞典』編集委員会

『古今和歌集』巻二十―注釈と論考―』

共著 平成23年５月

新典社

岩田久美加、遠藤幸太郎、高
松寿夫、中島輝賢、中田幸司、
宮谷聡美、吉見健夫

『万葉集１２５０年記念展示 万葉集～享け継が
れるその思い～』

共著 平成21年10月

早稲田大学日本古典籍研究所

早稲田大学日本古典籍研究所

『読む・知る・愉しむ 古事記がわかる事典』

共著 平成17年11月

著書・論文等の名称

編者･著者名（共著のみ）

Ⅱ－１ (学位論文）
「上代歌謡について」
Ⅱ－２ （著書）

日本実業出版社

青木周平編集

『<古今集・新古今集の年〉記念 和歌と演劇展』 共著 平成17年６月

早稲田大学演劇博物館

早稲田大学演劇博物館

『古事記学会創立五十周年記念 展示目録解
題』

古事記学会創立五十周年記念行事実行委員会

古事記学会創立五十周年記念
行事実行委員会

共著 平成15年６月

Ⅱ－３ （学術論文）
「「大歌所御歌」について―うたの教習と奏楽・
単著 平成23年５月
披露という観点から―」
「『万葉集』巻六・一〇一一～一〇一二歌につい
単著 平成20年２月
て―「比来」と「古儛」を中心に―」
「『万葉集』巻十・二二七四番歌について―「こ
単著 平成19年３月
いまろぶ」と「輾轉」・「反側」―」
「『万葉集』巻十一巻頭二首の歌謡性」
「『続日本紀』巻十五の天平十五年五月五日の
条の三首の表現主体について―「オヤ」と「コ」
の関係から―」
「人麻呂歌集旋頭歌「山背の来背」二首につい
て―集団的歌謡の一側面―」

『古今和歌集』巻二十―注釈と論考―』,新典社
『古代研究』第４１号
『国文学研究』151集

単著 平成17年12月

『日本歌謡研究』45号

単著 平成17年11月

『古代中世文学論考』第16集

単著 平成16年２月

『古代研究』37号

単著 平成28年2月

『秋田工業高等専門学校紀要』第51号,秋田工業高等専
門学校

Ⅱ－４ （研究紀要）
「『万葉集』における体言止めについて―歌謡と
のかかわりから―」

Ⅱ－５ （国際学会等発表）予稿集，会議論文集があれば付記のこと
「古代のうたと漢詩文―「こいまろぶ」と「輾轉」・
「反側」について―」

単著 平成18年9月

〈国際シンポジウム〉「世界における日中文化と文学」(世
界中的中日文化与文学),東北師範大学外国語学院

「難波津と安積山

単著 平成24年7月

日本文学協会,第三十二回研究発表大会,長野県立短
期大学

「「もとな」考―うたの類型表現を通して―」

単著 平成22年10月

上代文学会,秋季大会,慶應義塾大学

「天武天皇御製歌について」

単著 平成21年３月

早稲田古代研究会,例会,早稲田大学

「『続日本紀』巻十」

単著 平成19年1月

古事記学会,一月分科会,早稲田大学

「『続日本紀』巻十」

単著 平成18年7月

古事記学会,七月分科会,学習院女子大学

「大歌所御歌について

単著 平成18年3月

早稲田古代研究会,例会,早稲田大学

Ⅱ－６ （国内学会等発表）

「『続日本紀』巻十五の天平十五年五月五日の
条の三首の表現主体について」

単著 平成17年5月

上代文学会,大会,盛岡大学

「『万葉集』巻十一巻頭二首の歌謡性

単著 平成16年10月

日本歌謡学会,秋季大会,埼玉大学

「『古事記』上巻 国譲り条」

単著 平成14年12月

古事記学会,二月例会,学習院女子大学

「『万葉集』巻七・一二八六番歌の背景」

単著 平成13年11月

早稲田大学国文学会,秋季大会,早稲田大学

「「思国歌」について」

単著 平成12年1月

早稲田古代研究会,例会,セミナーきむら

単著 平成15年３月

早稲田大学文学部

Ⅱ－７ （解説・総説）
早稲田大学オンデマンド出版シリーズ『古代和
歌 万葉集入門』の文献など解説

高松寿夫著

Ⅱ-８ （特許）

Ⅱ－９ （その他）
『日本古典籍の世界 和歌と神道―上野理旧蔵
資料から―』編集協力

平成27年12月

『人生つれづれニャるままに 兼好法師』校正校
閲コラム執筆

単著 平成27年10月

『日本古典籍の世界 和歌と神道―上野理旧蔵資料か
早稲田大学日本古典籍研究所
ら―』,早稲田大学日本古典籍研究所
講談社ビーシー・講談社

「古代日本におけるうたの表現と環境」研究報告 単著 平成27年7月

『秋田工業高等専門学校 地域共同テクノセンター報』
第13集,秋田工業高等専門学校

『菅家文章 寛文版本・元禄版本校異対照一
覧』 編集協力

『菅家文章 寛文版本・元禄版本校異対照一覧』 ,早稲
高松寿夫著
田大学日本古典籍研究所,

平成24年2月

秋田工業高等専門学校

『古今和歌集』巻二十・一〇八〇～一〇八一番
歌、一〇九四～一〇九六番歌注釈

単著 平成23年５月

『古今和歌集』巻二十―注釈と論考―』,新典社

岩田久美加、遠藤幸太郎、高
松寿夫、中島輝賢、中田幸司、
宮谷聡美、吉見健

『古今和歌集』巻二十地名地図作成

単著 平成23年５月

『古今和歌集』巻二十―注釈と論考―』,新典社

岩田久美加、遠藤幸太郎、高
松寿夫、中島輝賢、中田幸司、
宮谷聡美、吉見健

「ヤマトタケル関係歌謡評集成」記三二番歌(紀
２１番歌)の注釈の評集成担当執筆

単著 平成21年2月

『古代研究』42号

「ヤマトタケル関係歌謡注釈集成」記三二番歌
(紀２１番歌)の語釈集成担当執筆

単著 平成20年２月

『古代研究』41号

「ヤマトタケル関係歌謡研究文献目録(四)」共同
研究における討論参加

平成19年2月

『古代研究』40号

「ヤマトタケル関係歌謡研究文献目録(三)」昭和
３４年以前に、雑誌掲載されたヤマトタケル関係
歌謡の論文担当執筆

単著 平成18年2月

『古代研究』39号

「ヤマトタケル関係歌謡研究文献目録(二)」昭和
３５～５４年の間に、雑誌掲載されたヤマトタケル
関係歌謡の論文担当執筆

単著 平成17年2月

『古代研究』38号

「ヤマトタケル関係歌謡研究文献目録(一)」昭和
５５年以降に、雑誌掲載されたヤマトタケル関係
歌謡の論文担当執筆

単著 平成16年2月

『古代研究』37号

熊谷直春著『万葉集の形成』の書評

単著 平成15年2月

『古代研究』36号

「久米歌研究史」共同研究の討論に参加

「久米歌注釈集成・評集成」記十歌評集成担当
執筆

「久米歌注釈集成」共同研究の討論に参加

平成15年2月

『古代研究』36号

単著 平成14年1月

『古代研究』35号

平成13年1月

『古代研究』34号

Ⅲ 学内外の主な競争的資金の獲得(採択されたものに限る)（過去７年）
Ⅲ－１ 競争的資金の名称

松本直樹、小村宏史、白旗千
尋、藤澤友祥、内藤明、伊藤
剣、岩田久美加、松本弘毅、木
村康平、曾田友紀子、工藤浩、
原田雅子
松本直樹、小村宏史、松本弘
毅、白旗千尋、藤澤友祥、内藤
明、伊藤剣、高松寿夫、岩田久
美加、赤塚史、木村康平、曾田
友紀子、工藤浩、原田雅子、李
満紅
伊藤剣、岩田久美加、小村宏
史、門倉浩、木村康平、工藤
浩、白旗千尋、曾田友紀子、高
松寿夫、土佐秀里、内藤明、松
本直樹、松本弘毅、森昌文、横
山佳永子
伊藤剣、岩田久美加、小村宏
史、門倉浩、木村康平、工藤
浩、白旗千尋、曾田友紀子、高
松寿夫、土佐秀里、内藤明、松
本直樹、松本弘毅、森昌文、横
山佳永子
伊藤剣、岩田久美加、大内建
彦、小村宏史、門倉浩、木村康
平、工藤浩、白旗千尋、曾田友
紀子、高松寿夫、土佐秀里、松
田聡、松本直樹、松本弘毅、森
昌文、矢内啓一郎、横山佳永
子
岩田久美加、大内建彦、小村
宏史、門倉浩、木村康平、工藤
浩、曾田友紀子、高松寿夫、土
佐秀里、松田聡、松本直樹、森
昌文、矢内啓一郎、横山佳永
子
岩田久美加、大内建彦、小村
宏史、門倉浩、木村康平、工藤
浩、曾田友紀子、高松寿夫、土
佐秀里、松田聡、松本直樹、森
昌文、矢内啓一郎、横山佳永
子
門倉浩、矢内啓一郎、岩田久
美加、横山佳永子、木村康平、
小村宏史
岩田久美加、大内建彦、小村
宏史、門倉浩、木村康平、工藤
浩、曾田友紀子、高松寿夫、土
佐秀里、松田聡、松本直樹、森
昌文、矢内啓一郎、横山佳永
子

Ⅳ 学会等及び社会における主な活動
Ⅳ－１ 所属学会（記載時）
(平成28年度)早稲田大学国文学会、早稲田古代研究会、古事記学会、上代文学会、アジア民族文化学会、日本歌謡学会、和歌文学会、日本文学協会

Ⅳ－２ 外部団体からの受賞および表彰（過去７年）

Ⅳ－３ 外部委員会の委員等（過去３年）
(平成28年度)日本歌謡学会理事

Ⅳ－４ その他の該当事項（過去７年）
(平成28年度)早稲田大学日本古典籍研究所招聘研究員
(平成27年度)早稲田大学日本古典籍研究所招聘研究員
(平成26年度)早稲田大学日本古典籍研究所招聘研究員
(平成25年度)早稲田大学日本古典籍研究所招聘研究員
(平成24年度)早稲田大学日本古典籍研究所招聘研究員
(平成23年度)早稲田大学日本古典籍研究所招聘研究員
(平成22年度)早稲田大学日本古典籍研究所招聘研究員

Ⅴ 担当教科（該当年度を含め過去3年）
Ⅴ－１ 専攻科(該当年度も含め過去３年)(生産：生産システム専攻，環境：環境システム専攻)と略記

Ⅴ－２ 本科(該当年度も含め過去３年)(M：機械工学科，E：電気情報工学科，C：物質工学科，B:環境都市工学科)と略記
(平成28年度)国語ⅠＡ(1M,1E,1C,1B),国語Ⅱ(2M,2C),日本語表現(4E,4B)
(平成27年度)国語ⅠＡ(1M,1E,1C,1B),国語Ⅱ(2E,2B),日本語表現(4M,4C)

