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概要
初期歌謡論 （ちくま学芸文庫）/吉本 隆明（文庫：ちくま学芸文庫）の最新情報・紙の本の購入
はhontoで。あらすじ、レビ

1977（昭和52）年 53歳. 「解説」、『近代日本思想大系.29：小林秀雄集』(吉本隆明編・解説)
筑摩書房, 1977.1; 「少年期」,「高村光太郎ノート」、『荒地詩集.1955 新装版』 国文社, 1977.4;
『初期歌謡論』 河出書房新社, 1977.6; 「反祈祷歌」,「「民主主義文学」批判」、『荒地詩
集.1956 新装版』 国文社, 1977.12.
政治・経済・社会>> 初期歌謡論 / 吉本隆明の通販なら通販ショップの駿河屋で！ゲーム・古
本・DVD・CD・トレカ・フィギュアなど 通販ショップの駿河屋は、豊富な品揃え！最新から懐かしの

レトロゲームまでなんでもあります！ぜひご利用ください！
2016年1月18日 . 土橋寛（１２１５夜）の『古代歌謡論』は古代社会がもとうとした「根ざす」という
願望に言及して、枕詞が神名や地名の再生を永遠にしようとしていたことに注目し、中西進（５２２
夜）は一連の万葉集研究で枕詞を上下一体ととらえる連合表現仮説を提出した。 吉本隆明（８
９夜）は「喩」を全面に持ち出し、当時の社会にひそむ共同幻想が同格同義の「畳みかさね」を希
求したのではないかと主張した。『初期歌謡論』の仕事だが、吉本を有名にした『共同幻想論』が
下敷きになっている。 一方、古橋信孝は『古代和歌.
速水健朗（はやみず・けんろう）. １９７３年生まれ。ライター、編集者。東海大学卒業。１９９０年代
以降の文化・社会現象を主な対象に評論活動を行う。著書に『タイアップの歌謡史』（洋泉社）、
『自分探しが止まらない』（ソフトバンククリエイティブ）、『ケータイ小説的。 ～“再ヤンキー化”時代の
少女たち』（原書房）、『ラーメンと愛国』（講談社現代新書）、『都市と消費とディズニーの夢 ～
ショッピングモータライゼーションの時代』（角川oneテーマ21）、『１９９５年』（ちくま新書）、『フード左
翼とフード右翼 ～食で分断される日本人』（.
【文庫】 吉本隆明 / 初期歌謡論 ちくま学芸文庫 送料無料のお買いものならKDDI/KDDIコマー
スフォワードが運営するネットショッピング・通販サイト「Wowma!」。毎日がワウ！になる通販サイト
Wowma!（ワウマ）。人気のアイテムが大集合！2000万品以上の豊富な品ぞろえ♪送料無料商品
やセール商品も多数掲載中！ポイントやクーポンを使ったお買い物もOK！あなたの欲しい物がきっ
と見つかる.
もともと「歌謡曲」は、昭和初期に流行したエロ・グロ・ナンセンス的な流行歌に対抗して皆で歌える
清新なホーム・ソングを目指したものです。そのため、放送局が作詞者や作曲者を多数抱え込んで
これを実現していったのです。 これが戦時下では「国民歌謡」として、「時局歌謡」、すなわち、「軍
歌」になっていくのです。しかし、ＮＨＫは戦後になると、戦時中放送した時局歌謡をひた隠しにし、
臭いものにフタをしようとしているのです。 時局音楽に携わった詩人や作曲家の中には、戦後になっ
て自分は軍歌を作っていないと発言し.
文学部 日本言語文化論講座 柴研究室. ー日本文化学科ー. さまざまな芸能が仏教と結びつい
ていた平安末期から鎌倉時代にかけての文学や文化を題材に、仏教経典の読経の復元を中心と
した研究を行う柴佳世乃教授。 中世文学研究の面白さや取り組んでいる授業などについてお話
を伺いました。 柴 佳世乃. しば かよの. 千葉大学文学部教授。（2014年4月時点） お茶の水女
子大学大学院人間文化研究科博士課程（比較文化学専攻）修了。日本学術振興会特別研
究員を経て、2001年より千葉大学に着任。とくに説話.
. の霊魂をも感激させ、男女の間をもやわらげ、げ、猛きもののふの心をも慰むるは歌なり。『古今
集』仮名序力をも人れずして天地を動かし、目に見えぬ鬼神をもあはれと思はせ-男女の中をもや
はら『古今集』の仮名序は、短歌の本質を論じた最初の歌論だが、その中心部に次の発言があ
る。うに生きてきたか、そのことがどう短歌の歴史的生命力とかかわったかの問題をここでは考えたい,
「初期歌謡論』等で論じられたような発生論.始源論的な見方ではなく、短歌がどんな場でどのよの
問題のここが一っのポィントらしい。
2015年1月15日 . AKB48、モーニング娘。、そして前回は、ももいろクローバーＺ（ももクロ）の話をし
てきて、予告どおり今回はBABYMETAL（ベビーメタル）のことを取り上げるのですが、これがなかな
か筆者にもチャレンジングなのです…
. 作家活動の中に隠遁していたのではなかったのか。もし、そうならば、獄中非転向も、獄中への隠
遁と見ることも可能だ。そうであれば、非転向への見方も大きく異なってこよう。 posted at 12:28:45 ·
8月2日 · @Chisaka_Kyoji. 千坂恭二@Chisaka_Kyoji. 戦後を、「鼻を摘みながら」通り過ぎた三
島由紀夫は、その果てに自決した。三島は転向していなかったわけだが、三島の死により、吉本の
いう転向の可能性は崩壊する。だから、吉本は『初期歌謡論』での和歌の成立史を通して三島の
死を相対化する以外になかった。
ほか、戦前知識人の転向・不転向を厳しく論じた『転向論』（58年）、共同幻想という、いわば神話
的な視点から国家や諸制度の成立を論じた『共同幻想論』（68年）、「沈黙」、あるいは「自己表
出」「指示表出」といったタームで言語文化を探求した『言語にとって美と .. 大塚英志（まんが原作

者・編集者・批評家・神戸芸術工科大学教授）十代の頃に柳田國男の民俗学を吉本の『共同
幻想論』で知り、筑波大学の民俗学専攻へ進学。 . 初期歌謡論』. 「歌の発生の起源から和歌の
成立までをたどる」. 東浩紀が気に入ってるらしい。
2012年4月13日 . たまたま立ち寄った書店に吉本隆明コーナーが設置されていて、最近鬼籍に入っ
たことにようやく思い至った。以前読んだのは初期の作品、『共同幻想論』、『言語にとって美とはな
にか』、『初期歌謡論』程度で、その硬質な論はどこか近寄り難く、敬遠してきた。「筋金入りのマル
キスト」というイメージも、なぜか彼の著書を疎遠なものとして感じさせた。とはいうものの、彼の本は
文学をやるものにとって必読の書であることには変わりなく、いつか詰めて読みたいとは思っていたが、
ある種の思い込みがあった.
2013年8月2日 . （１）テレビ時代「初期」. 本シリーズが対象とする時期は，第二次大. 戦後から
1960年代半ばまで，特にテレビ放送. が開始された1953年から10年余りの期間であ. 本シリーズは，
「テレビ時代」「テレビ社会」とはどのようなものであったのかを検証・総括し， .. 海外テレビジョン放送
の展望. 2 月. 農村とラジオをめぐる諸問題（上）. 3 月. 農村とラジオをめぐる諸問題（下）. 4 月.
（特集なし）. 5 月. 婦人とラジオ. 6 月. 国際放送の展望. 7 月. 歌謡曲とラジオ. 8 月. 軽音楽とラ
ジオ. 9 月. ラジオドラマと感情の表現.
歌謡曲（かようきょく）とは、昭和時代に流行した日本のポピュラー音楽の総称。70年代半ばから
は、ニュー・ミュージックが主流となり、90年代半ばから流行したものはJ-POPと呼ばれ、曲調・サウン
ドなどが変遷していった。 1960年代以降に隆盛した演歌と混同されがちであるが、本来はあくまで
西洋音楽の日本における派生形である。ただし愛好者の層が重なるため、近年では『演歌・歌謡
曲』というジャンルが存在する。 なお歌謡曲は、昭和初期には流行歌とも呼ばれていた。
内容紹介歿後1年、ついに出た決定版! 吉本隆明ほど多様かつ厖大な思索を展開し、著作を残
した思想家も珍しい。『共同幻想論』『言語にとって美とはなにか』『心的現象論 本論』『最後の親
鸞』『初期歌謡論』『ハイ・イメージ論』などなど、主著とされる著作も数多い。その全容を、初期の
出発点から最晩年まで検証。すべての思索に一貫して流れる思想を、初期詩篇「固有時との対
話」の哲学に見出す画期的力作。すべての根源は、ここにあった。そして、詩的思想こそが、吉本の
本質であった。 菅野覚明（かんの・かくみょう）.
吉本隆明（よしもと・たかあき）の略歴：1924年生まれ。詩人・評論家。著書『転位のための十篇』
（1954／荒地詩人賞）『高村光太郎』（五月書房1957／春秋社）『言語にとって美とは何か』（勁
草書房1965）『共同幻想論』（河出書房新社1968）『心的現象論』（北洋社1971）『初期歌謡
論』（河出書房新社1977）『 .
吉本隆明全集第14巻（1974-1977）には、「古事記」「日本書紀」から平安期の歌論書までを読み
解き、和歌形式の詩の発生の起源から形式の成立まで統一的に論じる古典批評の書『初期歌
謡論』および、同時期に発表されたそれに関連する評論・講演・エッセイを収録。第15回配本。
次いで『高村光太郎』（1957）に集大成される一連の高村光太郎論，プロレタリア文学の戦争責
任を問う『文学者の戦争責任』（1956，共著）などで，独創的なモチーフと鋭利な語りくちの評論家
として自立した。1962年に既成の左翼思想を批判した『擬制の終焉』を発表し，新左翼の理論的
支柱と目された。その後『言語にとって美とは何か』（1965）や『共同幻想論』（1968）などで，言語，
文学，思想についての新しい理論構築を目指した。さらに評論活動は多様化し，『最後の親鸞』
（1976），『初期歌謡論』（1977），『悲劇の.
2016年1月7日 . 吉：共同討議の話題に少し戻すと、福嶋さんが言及されている『初期歌謡論』
（1977年）で吉本が言っているように、『古今集』で一旦「音数の定型の制度がすみずみまでゆきわ
た」り、同音や類音が散見されるようになった、つまり音韻律と押韻を含めた「韻」への視線は『古今
集』で徹底され、その後現代詩で一部を除いてほとんど死滅し、日本語ラップで再生したと見ること
はできないでしょうか。 Ｍ：そうだね。韻だけで見ると、詩とラップのクロスオーバーが起きている。今の
日本は、韻について考えている人の.
2007年10月2日 . これは傑作だ。 1999年刊。 本人もあとがきで「わたしにとって好きな本の１つ」と
言っているけれども、吉本思想のエッセンスが、（吉本にしては）非常に平易な言葉で、巧みに凝縮
されている。 吉本が口述した内容をまとめたもので、目が悪くなって以降、この手の本が次々と出版

されているけれども、これは出色の出来。 図書館でたまたま目についてなんとなく手に取ったのだけれ
ども、手許に置いておきたいからちゃんと買おうと思う。 『言語にとって美とはなにか』以降の成果を下
敷きに、言語以前の「内.
記号論的な言語観が理論的な広がりを見せ、柄谷行人・蓮實重彦・三浦雅士といった批評家た
ちが登場して、ポスト構造主義的な言語論を展開した。とりわけ柄谷行人は『日本近代文学の起
源』(1980)において、言文一致と近代日本語の成立を基点とした新たな国家論の枠組みを提示
し、その後の国民国家論の隆盛を引き寄せることになる。しかし、これらをひと通り経た現在におい
て、新たに言語の . その試みはやがて『初期歌謡論』（1977）へと結実することになる。さらにこの時
代には、月村敏行・梶木剛らの批評、黒田.
レコード会社の企画・製作を受け、作詞者の詩想、作曲者の楽想、表現者の歌唱芸術が一体と
なり名曲を生み出した歴史がここにある。ＳＰレコード歌謡時代の昭和流行歌史,昭和歌謡史にと
どまらない、日本音楽史、音楽文化史の一断面を十分に伝えている。平成二十年は流行歌誕生
八十年。このサイトは名曲で綴る日本流行歌変遷史でもある。 『日本流行歌変遷史』（菊池清
麿論創社） 昭和初期、アメリカから電気吹込みを完備した外国レコード産業の到来によって、日本
の歌謡曲は誕生した。そして、日本流行歌の変遷.
初期歌謡論』吉本隆明（河出書房新社） 『新考 王朝恋詞の研究』西村亨（おうふう） 『王朝びと
の四季』西村亨（講談社学術文庫） 『百首歌 祈りと象徴』浅田徹（国文学研究資料館編 臨川
書店) 『新古今新考―斷崖の美學』塚本邦雄（花曜社） 『京極派歌人の研究』岩佐美代子（笠
間書院） 『京極派和歌の研究』岩佐美代子（笠間書院） 『中世歌壇史の研究 南北朝期』井上
宗雄（明治書院） 『中世歌壇史の研究 室町前期』井上宗雄（風間書房） 『中世歌壇史の研究
室町後期』井上宗雄（明治書院） 『近世和歌史』佐佐木信綱（.
2008年4月20日 . 昭和初期の電気吹込みと外資系レコード産業、異文化との交流による戦後の
日本ポップスの発展。音楽史上のふたつの画期を視座に据え、歌謡曲の成立から90年代のJ・ポッ
プの時代に至るまで、日本流行歌の軌跡を実証的に追う。 著者紹介. 菊池清麿（きくち・きよま
ろ） 1960年岩手県生まれ。明治大学大学院研究科修了。音楽評論・歴史家。著書に「藤山一
郎歌唱の精神」「さすらいのメロディー鳥取春陽伝」「流行歌手たちの戦争」など。 関連書籍. 藤
岡心象 自選集 · 藤岡心象 · 林芙美子 放浪記 復元.
初期歌謡論」と<アジア的>の概念 (吉本隆明と<現在>). 古橋 信孝. この論文をさがす. NDLOPAC · CiNii Books. 著者. 古橋 信孝. 収録刊行物. 現代詩手帖. 現代詩手帖 29(13), p242249, 1986-12. 思潮社. Tweet. 各種コード. NII論文ID(NAID): 40001119052. NII書誌
ID(NCID): AN00371098. 本文言語コード: JPN. ISSN: 13425544. NDL 記事登録ID: 2804185.
NDL 雑誌分類: ZK28(言語・文学--日本語・日本文学--詩誌). NDL 請求記号: Z13-165. デー
タ提供元: NDL. 書き出し. RefWorksに書き出し. EndNoteに.
Vol, PRICE:1800円. Size, 491p ; 20cm. Language, Japanese. Subjects, NDLSH:歌謡.

Classification, NDC6:911.6. NDLC:KG725. ID, 1000060128. NCID, BN06987482. Similar
Items. 1, 南島歌謡 / 小野重朗著. 2, 歌謡文学を学ぶ人のために / 小野恭靖編. 3, 琉球歌物語
/ 喜納緑村著. 4, うたと日本人 / 谷川健一著. 5, 梁塵秘抄 : 信仰と愛欲の歌謡 / 秦恒平著. 6,
日本の民謡 / 竹内勉著. 7, わらべ唄歳時記 / 武田正著. 8, 大田植と田植歌 / 牛尾三千夫著.
9, 中世近世歌謡集 / 新間進一, 志田延義, 淺野建二.
歌の発生を説いた『初期歌謡論』をはじめとした、言語や芸術のはじまりと展開をめぐる吉本隆明の
論考――意識の古層をさぐるこころみに関心をもっていたひとりのわかものがいた。 高校三年生で
シェーンベルクによる一二音階の手法に限界をかんじてビートルズに可能性をみいだし、芸大時代に
は小泉文夫の影響から民族音楽のフィールドワーカーになろうとかんがえたこともあった坂本龍一
は、芸術の原理や、基層となるものをもとめていた。 髪を肩よりのばし、毎日おなじジーンズを履きつ
づけた元・全共闘青年の坂本.
2013年7月6日 . 今までに小西康陽がプロデュース（作詞・作曲・編曲）して来たアイドルソングの中
でも抜群の出来だ。 この曲、本日7月6日（土）から「ゴッドタン」のエンディングテーマにも起用される
ということで、まさにノリに乗っている。 はじめに正直に言っておくと、これを歌っているNegiccoというアイ

ドルグループについては、あまり良く知らない（申し訳ない）。だから、これはいわゆるアイドル論ではな
い。 この文章は小西康陽の楽曲論から始まり、80年代のアイドル歌謡黄金期を支えた筒美京平、
林哲司、船山基紀らの.
本稿は，1918年 刊の雑誌『赤い鳥』に所収された童謡を対象として，メ. ディア論の視座から 察
し，近代日本における「声」の文化の一端を描き出す. ものである． 童謡は，初期の『赤い鳥』にお
いて音楽としてではなく，詩として 作され. ていた．童謡が文字で表現されながら歌謡として成立しえ
たのは，それが読者. によって声に出して読まれ，自由な節を付けられていたためであった．童謡を.
歌うという営みは，伝統的な社会において歌われ伝承されていたわらべうたを，. 詩という複製技術を
手段にすることによって復興させよう.
2017年12月17日 . 神話の物語や歌謡には、語ることと謳うことが、じっさいの行為と区別できなかっ
た時代がうもれている」という一文で始まる『初期歌謡論』（1977年）と、その同時期に発表された関
連する評論・講演・エッセイを収録。「〈初期〉ということ〈歌謡〉ということ」と題されたエッセイではこう
自身の仕事を振り返っておられます。「なぜわたしたちは、俳句、短歌、現代詩をひとしく、〈詩〉とし
てつかむ視点をもちえないのか。〔・・・〕誰からもどこからも手段を借りずに、統一的な〈詩とはなに
か〉という課題に、応えを与えようと.
これは情況の変化というべきであり，天皇制を成立させた構造，より普遍的にいえ. ば共同幻想を
成立させた構造自体は，天皇制の徹底的な解明によってしか果たされない。 吉本に関していうなら
ば，80 年代以降，直かに天皇（制）に関連する論文を書くことは少. なくなるが，. 「空白の期間」を
解明するための論究は旺盛に続けられている。『初期歌謡論』. 『ア. フリカ的段階』といった著作は
その成果と考えられよう。さらに「空白の期間」にとどまら. ず，民族の発生，人間の発生にまで射程
に入れた，共同幻想論を構想している.
2017年3月13日 . 遊星王子の青春歌謡つれづれ. 歌謡曲（青春歌謡）がわかり、ついでに文学と
思想と歴史もわかってしまう、とてもためになる（？）ブログ。青春歌謡で考える1960年代論。こうなっ
たらもう、目指すは「青春歌謡百科全書」。（ホンキ！？） . 青春歌謡を穢した籠池某への腹立ち
止みがたく、言いたいことは山ほどありますが、ほんの一端を「あゝ青春の胸の血は」の項に追記しま
した。） 気を取り直して、鈴木清順 ... 同じく貧苦に育った林芙美子も昭和の初期、女給をしなが
ら出世作『放浪記』を書いたのでした。
15218, 吉本隆明全著作集10 思想論Ⅰ, 吉本隆明, 勁草書房, Ｓ48年初版, \700. 函・帯は背ヤ
ケ強、スレヨゴレ。ビニールカバーは薄ヤケ・しわ。本体は薄ヤケ、見返しに少シミ。 . 14244, 吉本隆
明論鮎川信夫論, 吉本隆明・鮎川信夫, 思想社, 1982年, \500. カバー・本ともに経年ヤケ。「理
解のために」菅谷規矩雄付き。 .. 14259, 初期歌謡論, 吉本隆明, 河出書房新社, Ｓ52年初版,
\400. 本体は経年ヤケ・少シミありますが、新しいパラフィン紙で保護。函は背ヤケ強・ヨゴレ。帯は
背ヤケ強・破れ欠け。
明治末年、文壇登場の「澪」「零落」などの旅役者に材を採った作品から戦前にいたる「第二期」
までの主要作品を収める。 別巻の「歌謡篇」は、全国各地に赴いて作詞した民謡および音頭、大
学校歌など、すべて二〇四篇、「随筆篇」は、青春の回想・歌謡論とその他の諸篇を収録。 大正
年間の６巻本全集を除き、現在ほとんど市場に出ることのない唯一の全集として貴重（作品はすべ
て総ルビ付き）。 解説＝新たに遠藤祐（昭和女子大学教授）による解説を付し、純文学から通俗
小説作家へ、また民謡詩人でもあった長田幹彦.
が、 記紀歌謡研究史の上で大きなウェートを占めることにもなった. のである。 吉本隆明の 『初期
歌謡論』 など、 最近の記紀歌謡研究に. 関する業績もその多くば戦後研究史の大勢から外れる
ことはないよ. うである。 その他、 国語学や、 歌謡の形式 ・ 用語法の方面からの研. 究にも優れた
ものはあるが、 記紀の史実性否定という大前提は守ら. れてきたのである。 極端な研究者になると
「実は 『古事記』 も、 この 『日本書紀』 を. 書き直して、 宮廷音楽の歌詞をはめこんで、 約百年
後の平安朝初期. に出来たものである」 と.
2004年7月7日 . 初期歌謡論＞は、和歌の発生に、初めて論理の光を 照射した１がいう＜労作
＞だろ？ 5 ：名無氏物語：04/07/13 06:47: >>1は、死ね・くたばれ・消えろ・失せろ・潰れろ・馬鹿・
あほ・間抜け・ドジ。 ポンコツ・トンチキ・ガラクタ・クズ・ゴミ・カス・最低以下の下劣・下等種族。 劣

等種族・下衆野郎・腐れ外道・邪道・外道・非道・ウジ虫・害虫・ガン細胞。 ウィルス・ばい菌・疫
病神・病原体・汚染源・公害・ダイオキシン・有毒物質。 廃棄物・発ガン物質・猛毒・毒物・アメー
バ・ダニ・ゴキブリ・シラミ・ノミ。 反日・非国民
2015年6月30日 . GHQ主導のラジオ番組「のど自慢」や進駐軍クラブから多大な影響を受けた戦
後歌謡曲。しかし、敗戦で日本の大衆音楽が生まれ変わったわけではない。戦後初期に焦点を当
て、戦後歌謡史を検証する。 12 · >>. 共有する? シンプルビュー / 印刷. 俗に「歌は世につれ、世は
歌につれ」という。世が歌につれることはあまりないし、そもそもある歌謡が単純に世相一般を反映し
ていると考えることにも疑問がある。とはいえ、戦後日本において、歌謡が人々の集合的な記憶と深
く結びついてきたこともまた間違い.
海で溺れかけて死に掛けたり、オウム真理教の思想面でおいて〈そんなに悪い人たちではない〉とい
い教祖の麻原彰晃（松本智津夫）の存在を『宗教家としての力量は世界有数』と定義した上、
「（思想理論的に）俺も負けていられない。 . 初期ノート; カール・マルクス; 固有時との対話（1952
年）; 文学者の戦争責任; 擬制の終焉（1962年）; 試行（1965 - 1993年）; 言話にとって美とは何か
（1965年）; 共同幻想論（1968年）; 心的現象論序説（1971年）; 心的現象論; 源実朝; 初期歌謡
論; 最後の親鸞; 未来の親鸞; 反核異論.
吉本隆明が強調しているように、万葉集でさえ漢文学あるいは漢字のもたらした衝撃において成立
したものである(「初期歌謡論」）。花鳥風月はいうまでもなく、国学者が想定するような純粋土着
的なものも、漢文学による「意識」において存在しえたのだ。古代の日本人が「叙景」をはじめたと
き、つまり風景をみいだしたとき、すでに漢文学の意識が存在したのである。～中略～問題が複雑
になるのは、明治二十年代における「風景」の発見がそれと近似することであり、いいかえれば、その
ような転倒が累積されたことである。
初期歌謡論 - 吉本隆明／〔著〕 - 本の購入はオンライン書店e-honでどうぞ。書店受取なら、完
全送料無料で、カード番号の入力も不要！お手軽なうえに、個別梱包で届くので安心です。宅配
もお選びいただけます。

Jauce is an auction & shopping service for buyers from outside Japan. Buy from Yahoo Japan
Auctions (Japanese equivalent of eBay), Amazon Japan and Rakuten by using Jauce, and have
them shipped to you internationally.
まずは建築の文脈からは離れますが、資料として配りました丸山真男『日本の思想』、吉本隆明
『初期歌謡論』、柄谷行人『批評とポストモダン』からの抜粋についてです。これらでは日本では何か
を構築しようとしても難しく、特に海外文化を受容する際に一生懸命輸入はするもののそれが根付
かないまま次の流行に移っていくことが、政治─文化─思想の系譜において指摘されています。この、
文学、思想での議論にはこれ以上深く立ち入りませんが、同じ構図が日本の建築の状況において
もそのままあてはまるだろうという.
2016年3月31日 . 【主要目次】. 序 文
…………………………………………………………………………… 平田茂樹. 総 論. 魏
晋南北朝都城研究のひとつの可能性 ………………………………… 中村圭爾. 「科挙社会」
の視点から探る宋代都市社会史研究の新たな可能性…… 平田茂樹. 各 論. 前漢初期都城の
立地をめぐって―都城立地と政治の関係を中心に― ………… 陳 力. 「朝宿の舎」から「商舗」へ
―漢代の郡国邸と六朝の邸店についての一考察― ………… 侯 旭 東. （井上幸紀訳）. 『襄陽
耆旧記』にみえる襄陽.
ポロロッカには俳優育成論として、俳優の戒めである『十ケ条』『二十ケ条』『三十ケ条』があります。
俳優の人生は、“芸の道”です。道を歩くと言う事は首を賭けると言う事です。命懸けの仕事に体を
張る位の想いが必要だと言う事です。 舞台の上で死んでも良いと役者が言う様に、“芸の道”は厳
しいものです。 己の終活が売り物になるのが俳優と言う職業です。先人・先輩達の言葉を後人・後
輩に伝え残す事が私の天命だと信じています。 エージェントシステムを俳優達が行う“俳優が俳優に
よる、俳優の為のポロロッカ”が、形に.
2017年12月16日 . 歌謡曲とは?音楽用語。 ① 近代・現代の日本の流行歌。昭和初期以後の
用語で，主にラジオ・テレビ・レコード・映画などによって大衆に広まった歌曲。邦楽・洋楽両者の音

感覚を折衷した性格をもつ。 ② 洋楽の歌曲。明治・大正時代にリー.
キーワード. 美学（含芸術諸学）、国文学、日本演劇史、芸能・芸術研究. 科研費分類. 人文学
/ 文学 / 日本文学. 人文学 / 文化人類学 / 文化人類学・民俗学. 研究テーマ履歴. 日本近世
演劇史. 研究テーマのキーワード：歌舞伎 浄瑠璃. 個人研究. 風流踊研究. 研究テーマのキー
ワード：風流踊 盆踊. 個人研究. 近世初期歌謡. 研究テーマのキーワード：小歌踊. 個人研究.
論文. 『芝居絵に見る／江戸・明治の歌舞伎』. 和田 修. 小学館p.4 - 432003年07月-. 『小松市
史 資料編５／曳山』. 和田 修. 新修小松市史編集委員会p.90.
再発見 日本の哲学 吉本隆明 詩人の叡智. 歿後１年、ついに出た決定版！ 吉本隆明ほど多
様かつ厖大な思索を展開し、著作を残した思想家も珍しい。『共同幻想論』『言語にとって美とは
なにか』『心的現象論 本論』『最後の親鸞』『初期歌謡論』『ﾊｲ・イメージ論』などなど、主著とされ
る著作も数多い。その全容を、初期の出発点から最晩年まで検証。すべての思索に一貫して流れ
る思想を、初期詩篇「固有時との対話」の哲学に見出す画期的力作。すべての根源は、ここにあっ
た。そして、詩的思想こそが、吉本の本質であっ.
2015年8月17日 . 初期歌謡論. 和歌の起源には遡行できるのだろうか？ 和歌の起源に遡行して
みたいというモチーフが江戸期のラディカルな国学者たちの間で発生した。その動機づけに拍車をか
けていたのは、それまで和歌に対する解釈権を歴史的に独占してきた京都の「堂上歌学」に対する
反発心だった。 国学者たちは自国の古典という知的財産を堂上歌学の学匠の手から奪い返し、よ
り国民的な、より普遍的な場所で和歌の起源について知的に問い返そうとした。とくに、荷田在満
（かだのありまろ）の『国歌八論』の問題.
山本哲士トークイベント<吉本隆明『初期歌謡論』の思想的な意味:述語的表出の思想と日本文
化資本の基盤―全集『初期歌謡論』の刊行を機に―> 2月20日(火)19時~(開場18時半)、晶文
社スタジオ(東京都千代田区神田神保町1―11信ビル3階)、参加費無料。 申し込みは、晶文社
TEL:03・3518・4940 歌表出に構成された「日本」の「文化資本」の根源を、吉本は言語本質から
思想的に述語表出する、その客観化を客観化する解読レクチャー。(主催=文化資本学会/晶文
社). 2018年1月19日 新聞掲載（第3223号）.
吉本隆明 著 A5判変型・上製 584頁 定価：本体6500円＋税 978‐4‐7949‐7114-2 C0395〔2017
年12月〕 わが国の和歌形式の詩は、いつ形づくられたのか――。「古事記」「日本書紀」から平安
期の歌論書までを読み解き、その発生の起源から形式の成立まで統一的に論じる古典批評の書
『初期歌謡論』。および、同時期に発表されたそれに関連する評論・講演・エッセイを収録。第15回
配本。
2015年4月29日 . 吉本 隆明著「初期歌謡論」（河出書房新社）を読んだ感想です。
記紀歌謡物語論序説. 1. 記紀の言語表現のなかで、一群の歌謡(三首以上)をス科「リ. ーの構
成要素として展開する散文表現を「歌謡物語」という。古. 代大和の言語表現のなかで歌謡物語
がしばしば問題になる理由の. 一つは、現代の我々からみて散文で展開するストーリーと歌謡の. 意
味の結合が怒意的にすぎるということ . 現の成長)を比較対象として、記紀の歌謡物語成立までの
過程を. もう一度考えてみたい。琉球王府 ... 短文注が付されたと考えられる年代(一八世紀初期)
は、『お. もろさうし』巻三以下が成立したと.
童謡は童心童語の歌謡」というのは白秋の有名な定義である。すなわち「ほんたうの童謡は何よ .
つまり、童謡を「歌謡」. とした背景には、近代的な童謡が伝統と連続しているという考え方がある。
実際、白秋の童謡論の特. 徴は、伝承童謡の継承を唱えたことにある。 新しい日本の童謡は根
本を在来の日本の童謡に置く。日本の風土、伝統、童心を忘れた小学唱. 歌との相違はこゝにあ
るのである . 引き続いた」15 と語っているところを見ると、初期詩集を製作する頃から、日本の伝来
の民謡や童謡. に関心があり、またそれを.
Amazonで吉本隆明の初期歌謡論。アマゾンならポイント還元本が多数。吉本隆明作品ほか、お
急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。また初期歌謡論もアマゾン配送商品なら通常配送無料。
2016年10月18日 . 後、『改訂新版 共同幻想論』として角川ソフィア文庫）. 吉本隆明『吉本隆明
著作集10 心的現象論』、勁草書房、1973年。 吉本隆明『初期歌謡論』、河出書房新社、1977
年。（後、ちくま学芸文庫）. 吉本隆明『最後の親鸞』、春秋社、1981年。（後、ちくま学芸文庫）.

ルートヴィッヒ・ヴィトゲンシュタイン（藤本隆志訳）『論理哲学論考』、法政大学出版局、1968年。
（後、野矢茂樹訳で岩波文庫、丘沢静也訳で光文社古典新訳文庫）. S・H・スナイダー（加藤信
訳）『狂気と脳——分裂病の精神薬理』、海鳴社、1976.
本体九-八 00 円野間光辰著西鶴研究を支えた広大重厚な背景、全一一十四篇を収録。収め
る所、近世初期の遊里と色道論、元禄の歌舞伎浄瑠璃、中.近世の歌謡、そして近世後半の文
人達の研究、その悉くが著者薬籠中のものだったのである。近世の学芸史伝と考^ 1(8 ? ? 840 ゃ
(060 シ參八 5 判上製^四四一貢,本体四、一一 0 〇円三古会編森銑三を中心として史伝を研
究し. &伝を愛好する同志よりなる三古会会員が、埋もれていた人物^事象.典籍を掘りおこし集大
成。写楽を考証した「江戸方角分覚え書」、馬琴宛を.
2008年11月2日 . また、雄略の御製と伝えられる巻一の巻頭歌が、草摘む乙女にことばをかける妻
問いの歌として知られることに対しても、草摘みという行為そのものが、玉藻刈り同様に神事であり、
予祝的な民俗的行為であり、単なる相聞歌（消息を通じて問い交わすことで、主として男女の恋を
詠みあう歌）ではない点を指摘しています。このあたりは古代歌謡研究の第一人者である土橋寛さ
んの『日本語に探る古代信仰―フェティシズムから神道まで』に書かれた、花見や山見などの呪的
儀礼的行為とも重なってきます。
吉本隆明の著作「初期歌謡論 (ちくま学芸文庫)」の紹介ページです。
Amazonで吉本 隆明の初期歌謡論 (ちくま学芸文庫)。アマゾンならポイント還元本が多数。吉本
隆明作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。また初期歌謡論 (ちくま学芸文庫)もア
マゾン配送商品なら通常配送無料。
2017年4月1日 . 全集の第１期（第１～１２巻）は１４年にスタートし、今年１月に完結した。詩人と
しても多くの作品を残した吉本の初期の詩編から、『芸術的抵抗と挫折』『言語にとって美とはなに
か』『共同幻想論』など、４１年から７４年までの作品が網羅された。第２期は第１３～２４、３７巻
の計１３冊。『初期歌謡論』『最後の親鸞（しんらん）』『悲劇の解読』『マス・イメージ論』『重層的
な非決定へ』など７０年代から９０年にかけての充実した著作が収められる。５月に第３７巻の「書
簡集１」が出て、刊行が始まり、以後、３カ月に１冊.
4, 国語教育の方法と実践的理論 —文章の表現と理解—, 昭41年9月, 右文書院, K1. 5, 万葉
のあけぼの （日本文学の歴史2）, 昭42年6月, 角川書店, K755. 6, 大伴坂上郎女 （日本女流文
学史）, 昭44年3月, 同文書院, K115. 7, 大伴坂上郎女 （和歌文学講座5）, 昭44年5月, 桜楓
社, K159. 8, 大伴家持の歌風 —その形成と発展— （万葉集・（日本文学研究資料叢書））, 昭
44年11月, 有精堂, K5. 9, 万葉集の文学論的研究, 昭45年3月, 桜楓社, K7. 10, 初期万葉と記
紀歌謡 （万葉集・（日本文学研究資料叢書））, 昭45年6.
. 共同幻想論』 敗戦体験と『共同幻想論』 笠井 潔『情況』 （関係の絶対性）から（関係の客観
性）へ 桶谷 秀昭『情況』 『情況』以後１５年 梧谷 千『源頼朝』 佐佐木 幸綱『源頼朝』 頼朝の
輝き 佐々木 幹郎『心的現象論序説』 孤独なる征覇 柄谷 行人『どこに思想の根拠をおくか』 明
晰な苦闘 清水 昶『詩的乾坤』 堅牢な思想と徹底した洞察 清水 昶『書物の解体学』 （自己本
位）の作家思想家論 桶谷 秀昭『吉本隆明新詩集』 歳月の果ての風景 磯田 光一『マチウ書試
論』『最後の親鸞』 永遠のアングラ 上杉 清文『初期歌謡論』 詩.
近代学問体系の専門分類を超える「超領域的専門研究」の諸学会を「日本高等学術会議」とし
て新たに構成していきます。 資本開発学会の第1期、定例学会講座がなされました。 ＋２０１８年
２月より、文化資本学会「公開研究セミナー」が毎月、第３火曜日に開催されます。於：晶文社会
議室３F、18時〜20時。 第一回. 山本哲士. 「「吉本隆明『初期歌謡論』の思想的な意味：述語
的表出の思想と日本文化資本の基盤」. ーー全集『初期歌謡論』の刊行を機にーー. 歌表出に
構成された「日本」の「文化資本」の根源を、吉本は言語.
ら，そこに共有されている「音楽学的方法」の理論的基. 盤の問題点を明らかにし，現在の音楽テ
クスト理論の観. 点から，音階論という方法の限界について簡潔に論じる。 1. 小泉文夫の歌謡曲
論. 小泉文夫 (1927-1983)は，日本における民族音楽学. の本格的な導入，わらべうたを機軸とし
た音楽教育への. 積極的な提言，そしてジャーナリスティックな活動を通. じた世界音楽の紹介で知
られる音楽学者であるが，その. 活動の初期には軽視していた歌謡曲を， 60年代後期頃か. ら「日

本の大衆的な音楽感覚を反映した現代.
即、歌謡の歴史上において、呪詞(寿詞・祝詞)の古い様式を、長歌が率先してとり入れる様になっ
た飛鳥・藤原時代から盛んになったものと見てゐる。此件については別に書いたものがある。此処に
は其をくり返す繁雑を避けさせて頂く。たとへば、可なり新しい例からあげると、平安初期に固定した
と見るべき延喜式祝詞にも、其痕跡が見える。〇辞別。伊勢が坐・・・・・・白王五ロ睦神漏伎・神
漏弥命登字事物頸根街抜氏.. .. (祈年祭)此は、祈念祭と同様の形式をとる月次祭は勿論、どう
言ふ訣が、広瀬川合祭・龍田風神祭にも.
初期歌謡論 ちくま学芸文庫 | イオンが取り扱う商品をオンラインで注文できます！インターネットで
もイオンをぜひご利用ください。
2012年12月31日 . 『初期歌謡論』（吉本隆明著河出書房新社1977年刊）2012年3月16日、吉
本隆明が亡くなった。年初は『情況への発言』から始まった。大晦日の今日、『初期歌謡論』を読み
終えた。吉本に始まり吉本に終った1年であった。この『初期歌謡論』は、古書店の500円均一ワゴ
ンの中に無造作に積まれていた中から見つけた。当時の定価で1800円、箱入りのかなり高価な書
籍だったはずである。私にとって本書は、超難解であった。著者の意図の半分も理解できていないで
あろう。ただ、歌の持つ情の部分は、今.
Compra 初期歌謡論. SPEDIZIONE GRATUITA su ordini idonei.
自家版詩集『固有時との対話』『転位のための十篇』で詩人として出発する一方、文学者の戦争
責任論、転向論などで論壇、思想界に登場。以後、言語論、思想論、宗教論など人間の全幻
想領域への原理的、人類史的な解明に向かって単独で思索を拡げ、思想界に大きな影響を与え
る。 主な著作に『言語にとって美とはなにか』『共同幻想論』『初期ノート』『最後の親鸞』『初期歌
謡論』『悲劇の解読』『心的現象論序説』『心的現象論本論』『マス・イメージ論』『ハイ・イメージ
論』『母型論』『吉本隆明全詩集』など。深夜叢書社から.
2014年9月1日 . 同じ年に、初期費用数千円で利用できたPHSが登場した。一人暮らしの貧乏学
生では一般電話の加入権はハードルが高くとも、このPHSなら持つことができた。槇原の『遠く遠く』
から3 . YouTube: なごり雪 / イルカ. この2曲は1976年にヒットした曲だが、それから10年を隔てた
1986年のヒット曲『青いスタシィオン』も上京鉄道歌謡。これを歌っているのはおニャン子クラブの河合
その子。前の2曲に比べれば知名度的には劣るかもしれないが、この曲は個人的には80年代のアイ
ドル歌謡の最高峰だと思う。
2009年2月11日 . 2017/11/16 柄谷行人『新版 漱石論集成』 岩波現代文庫 2017/11 『柄谷行
人書評集』 読書人 2017/10/11 柄谷行人『坂口安吾論』 インスクリプト 2017/5/10 『柄谷行人講
演集成１９８５ー１９８８ 言葉と悲劇』 ちくま学芸文庫 2017/1/10 『柄谷行人講演集成１９９５ー
２０１５ 思想的地震』 ちくま学芸文庫 2016/4/20 柄谷行人『憲法の無意識』 岩波新書
2015/1/16 柄谷行人『世界史の構造』 岩波現代文庫 2014/7/24 柄谷行人『帝国の構造 中心・
周辺・亜周辺』 青土社 2014/1/20 柄谷行人『遊動論 柳田国男.
2016年12月22日 . 昭和初期から哀愁ある名曲を厳選。 〔曲目〕酒は涙か溜息か／影を慕いて
／人生の並木路／旅の夜風／蘇州夜曲／湯の町エレジー／港が見える丘／悲しき口笛／あざ
みの歌／上海帰りのリル／赤いランプの終列車／君の名は／他. 昭和流行歌 編［昭和30〜40
年］. 歌謡曲の黄金時代、昭和30年代から厳選。〔曲目〕上を向いて歩こう／いつでも夢を／港
町十三番地／皆の衆／有楽町で逢いましょう／逢いたいなァあの人に／別れの一本杉／銀座の
恋の物語／遠くへ行きたい／下町の太陽／他.
初期歌謡論 /筑摩書房/吉本隆明の価格比較、最安値比較。【最安値 1728円（税込）】（11/2
時点 - 商品価格ナビ）
初期歌謡論 (ちくま学芸文庫) [Takaaki Yoshimoto] on Amazon.com. *FREE* shipping on

qualifying offers.
中国最古の歌謡集 『詩経』 (前十世紀~前六世紀頃) には丶 ただ 一 箇所 「情」 の語が見え
る。 陳風 「宛丘」 に、. 海有情今 而無望今 . はまさしく、 屈原の心情の動きの、 理論的な跡づ
けとな っ ている。 一 一. 漢代から六朝時代 (前] 一 .. 初唐に出現したものであろう。 したが っ て
「不勝情」 には、 「空しさ」 の気持が. 含まれていると考えるべきであ硫帆 同時にまた、 「空自情」

の表現も生みだされる。 盛唐のごく初期の詩人 ・装躍脚. の 「敬酬張九齢当塗界留贈之作」
(敬いて張九齢当塗界の留贈せらるる作に酬ゆ) に、.
2007年1月3日 . で、吉本隆明の『初期歌謡論』は、フルコトという語は使っていないが、あるところま
では藤井に似ている、と。 しかし、吉本は定型的構造に関心が移っていく、という。 そして、「語源が
わからない不協和な言葉」は「対句」などにはなりにくい、という磐井さんの指摘に、今さらながら、個
人的にはハッとした。 そして、対句などは呪術的効果があったが、「語源がわからない不協和な言
葉」については、そうかどうか不明、と。 少なくとも個人的には、磐井さんの、詩歌についての、形式
的側面での分析方法には、得る.
ゲーム理論といわれる数理理論が、60年代以降の社会学に与えた密かな影響がわかります。 『近
代日本の心情の歴史―流行歌の社会心理学』（見田宗介 岩波書店 2012） 戦後の社会学者
の中でも特異な位置にある見田の初期研究。長らく絶版でしたが全集4に収録されました。明治か
ら1960年代までの歌謡曲の歌詞から、民衆の意識変化を鮮やかに描きます。私は2のリースマンの
ポップス論と4の見田の歌謡曲論をもとにして、1960年代以降の音楽の分析をしたことがあります
（『サブカルチャー神話解体』）。
2016年6月14日 . 著書, 第Ⅰ章歌謡とは何か（２）歌謡の心―歌は誰のものか ウタの「場」から, 共
著, 2003年05月, 『日本歌謡研究大系上巻 歌謡とは何か』日本歌謡学会編 和泉書院, 日本
歌謡学会編, 71-85頁. 著書, 『歌の . 著書, 「神楽歌・催馬楽―平安宮廷人の歌声―」、「田植
歌―田面の歌声―」, 共著, 1999年10月, 『歌謡文学を学ぶ人のために』世界思想社, 小野恭靖
編, 39～ .. 論文, 昭和初期山形県新庄の娼妓の恋文, 単著, 2002年03月, 『Mathesis
Universalis』 Vol.3-2 獨協大学外国語学部言語文化学科
創業70周年記念復刊. 歌の発生の起源から和歌形式の成立までを、『古事記』『日本書紀』『万
葉集』『古今集』、さらには平安期の歌論書などを克明に読み解いてたどる。 初期歌謡論. シリー
ズ:ちくま学芸文庫; 定価：本体1,600円+税; Cコード:0195; 整理番号:ヨ-1-2; 刊行日: 1994/06/07
※発売日は地域・書店によって前後する場合があります; 判型:文庫判; ページ数:576; ISBN:9784-480-08143-8; JANコード:9784480081438. 購入. 著者について.
2017年12月27日 . 結成○周年”とか“デビュー○周年”と謳っているアーティストやバンドは基本的には
十分に祝福の対象なのだが、さすがに中抜けがすぎると興醒めだ。例え20周年、30周年であっても5
年以上活動休止していたりすると、そこは差っ引いて考えたほうがいいのではないかと思う。まぁ、音
源や映像作品は工業製品ではないのでコンスタントに出せばいいというものではないし、ライヴに関
しても毎年毎年やればいいというものではない。それは分かってはいるが、それでも活動を継続してこ
その周年だろう。その点.
わたしたちの手話 1～6+会話編2冊, 2,160円, 手話法研究委員会, 昭56年, 財)全日本聾唖連
盟. 新書、小口シミ、並. 9313041936, 健康を食べよう 1薬膳のすすめ 2からだと薬膳 3くらしと薬膳,
1,080円, 正岡慧子, 1993、94年, 社会思想社. カバー、全3冊 現代教養文庫 普通並.
9313041938, 初期歌謡論 ちくま学芸文庫, 1,620円, 吉本隆明, 1994年1刷, 筑摩書房. カバー、
状態良. 9310040205, 物語戦後文学史 (全3冊) 同時代ライブラリー, 1,620円, 本多秋五, 1992
年, 岩波書店. カバー、帯、文庫、蔵印有るも概ね良.
2014年5月5日 . この時枝誠記の『国語学原論』の文の捕捉としては、吉本隆明の『初期歌謡論』
に書かれる文がいい。それを引用している柄谷行人の『日本近代文学の起源』より、柄谷氏の文も
ふくめて抜粋する。 ところで、和歌の韻律は「文字」の問題とどう関係しているのだろうか。国学者
は、荷田在満の「国歌八論」以来、音声によって唱われた歌と、書かれた歌の差異を問題にしてき
たといえる。本居宣長において、『古事記』の歌謡は唱われたものであり、歌謡の祖形だとみなされ
た。吉本隆明は、賀茂真淵が指摘した.
土橋 寛 『古代歌謡全注釈・古事記編』（昭47 角川書店） 山路平四郎 『記紀歌謡評釈』（昭
48 東京堂） 土橋・池田編『歌謡・１』（鑑賞日本古典文学、昭50 角川書店） 大久保 正 『古事
記歌謡』（学術文庫、昭56 講談社） ＊ 土橋 寛 『古代歌謡論』（昭35 三一書房） 西郷 信綱
『詩の発生』（昭35 増補版 昭39 未来社） 土橋 寛 『古代歌謡と儀礼の研究』（昭40 岩波書店）
土橋 寛 『古代歌謡の世界』（塙選書、昭43 塙書房） 益田 勝実 『記紀歌謡』（日本詩人選１、

昭47 筑摩書房） 吉本 隆明 『初期歌謡論』（昭52 河出書房新社）
2018年1月5日 . 印刷という革命 ルネサンスの本と日常生活 アンドルー・ペディグリー 白水社 定価
5184円初版 ○ヴァルター・ベンヤミン グレーテル・アドルノ 往復書簡 1930-1940 H.ローニツ/C.ゲッデ
編 定価8424円 ＞. Comment. Name（必須） E-mail：非公開（必須） Comment. よく読まれてい
る記事. 定休日 17ビュー; 王診療所 12ビュー; 交換会へ 9ビュー; 1998年11月東京都庁展望室
PENTAX MZ-5 FA43mmF1.9Limited 6ビュー; SW 6ビュー. 最近の投稿. ○ウンベルト・サバ詩集
須賀敦子訳 定価3240円.
2012年3月16日 . その後も高度情報化社会が生み出す映像や都市を「世界視線」というキーワー
ドで解読した「ハイ・イメージ論」を発表。イラク戦争を遂行する米国を批判し、不況でワーキングプ
アが増大する現実を「第二の敗戦期」と呼ぶなど最近まで同時代への鋭い批評活動を続けた。 無
名の大衆に軸足を置き旧来の左翼を批判したその思想は、60年安保の世代から全共闘世代、さ
らにいまの40代にまで幅広い影響力を及ぼした。 著書に「模写と鏡」「初期歌謡論」「宮沢賢治」
「夏目漱石を読む」（小林秀雄賞）など。
. 実朝論 Ⅰ制度としての実朝 「詩人の生と死をめぐって」／制度としての実朝／「事実」の思想 Ⅱ実
朝の短歌 実朝の万葉調／ニヒリズムの歌第八章 和歌形式発生論の成立と展開 Ⅰ実朝論におけ
る和歌発生論の出発 和歌形式の発生／暗号から暗喩へ Ⅱ「詩的喩の起源について」―万葉初
期短歌の構造 虚詞という概念／虚詞の役割／歌垣という場 Ⅲ「初期歌謡」―記紀歌謡から初
期万葉への展開 初期歌謡研究の方法／初期歌謡の基本構造／初期万葉 Ⅳ「古代歌謡
論」―短歌の原型とその展開 最初の詩歌／和歌.
2014年6月13日 . 今や多くの人間が忘れ去った日本のコミックバンド、1971年のデビューから一気に
スターダムにのし上がった後、いつの間にか一部地域の人々の記憶にしか残らなくなった大阪ムード
歌謡の重鎮、平和勝次とダークホース。けれど、その面影は、デビュー直後 ... もっとも、こういった話
は過去に遡れば、昭和初期にいわゆる鶯芸者と呼ばれる人々が民謡で広めた佐渡おけさやちゃっ
きり節、黒田節といったご当地民謡が人々にまだ見ぬ場所への慕情をかきたてたという話が存在。け
れど、1970年代において.
2012年3月16日 . 固有時との対話」（詩集）１９５２年▽「転位のための十篇」（同）５３年▽「マチ
ウ書試論」５４年▽「文学者の戦争責任」（武井昭夫と共著）５６年▽「高村光太郎」５７年
▽「転向論」５８年▽「芸術的抵抗と挫折」５９年▽「擬制の終焉（しゅうえん）」６２年▽「丸山眞
男論」６３年▽「日本のナショナリズム」６４年▽「言語にとって美とはなにか」６５年▽「自立の思想
的拠点」６６年▽「共同幻想論」６８年▽「心的現象論序説」７１年▽「書物の解体学」７５年
▽「最後の親鸞」７６年▽「初期歌謡論」７７年▽「戦後詩史論」７８.
注３）藤井貞和 『湾岸戦争論 詩と現代』（河出書房新社１９９４年）。藤井は、詩人であり『源氏
物語』研究の第一人者である。私見では、藤井の作品も方法詩だ。『古日本文学発生論 増補
新装版』（思潮社１９９２年）、『詩の分析と物語状分析』（若草書房１９９９年）など詩論も多い。
（注４） 本稿では、五七調の長歌、短歌以前の詩を神謡とする。 詩の発生については折口信夫
『古代研究（國文學篇）』（１９２９年）、西郷信綱『詩の発生』（未来社１９６０年）、『初期歌謡
論』（ちくま学芸文庫１９７７年）、古橋信孝『万葉集を.
2013年7月16日 . １. 吉本隆明氏の『初期歌謡論』における次の文章は、僕にとってはとても気味
悪い文章である。 これは、彼の個性だろうか。それともこれが、一般的に合意されている歴史認識
なのだろうか。 なぜ＜歌＞は直裁に＜心＞の表現で始まり＜心＞の表現で終るところに成立しな
かったのだろうか？ なぜ自然（事物）をまず人間化して＜心＞のほうに引き寄せ、つぎに＜心＞の
表現と結びつけるという、一見すると迂遠な方法がとられたのだろうか？ いま、こういう疑問をもちだ
すとすれば、応えはおおよそ二つあり.
2017年11月2日 . 吉本隆明の著作本は「共同幻想論」や「言語にとって美とはなにか」などを読ん
でいる。「共同幻想論」では「対幻想」など具体的な共同体における幻想について論じていたはず
である。「言語にとって美とはなにか」では説明的な文章としての「指示表出」と自らの高揚とした感
情や思想をあらわす「自己表出」なる文章に分け、これらを「構成」と称し表出空間としてまとめてい
たはずだと記憶している。なにせ多読家なのか、作品からの引用文が多くて読むのに悩まされたはず

である。 この「初期歌謡論」も歌謡、.
そこで、みなさんもご承知の『言語にとって美とはなにか』という画期的な言語論、表現論、文学
○○○。その中から出てきた問題として、共同幻想論、あるいは、心的現象論、つまり、人間の様々
な内なる心的現象の構造の問題、あるいは、われわれがいろんな形で関わっているという多元世界
の問題、幻想について、あらゆる分野において、吉本さんの非常に根源的な、つまりラジカルな、徹
底的な問いを発しておられる。また、文学の領域でも、例えば、『初期歌謡論』というタイトルの中
で、日本の文学の発生の歌謡の歴史.
10 時間前 . 【催しもの】山本哲士トークイベント 吉本隆明『初期歌謡論』の思想的な意味:述語
的表出の思想と日本文化資本の基盤―全集『初期歌謡論』の刊行を機に―2月20日(火)19時
～、晶文社スタジオにて。 https://t.co/HMJdyX599D. January 19, 2018 at 05:25PM更新【外部リ
ンク】 【催しもの】山本哲士トークイベント 吉本隆明『初期歌謡論』の思想的な意味:述語的表出
の思想と日本文化資本の基盤―全集『初期歌謡論』の刊行を機に―2月20日(火)19時～、晶
文社スタジオにて。 https://t.co/HMJdyX599D.
初期歌謡論 〈あはれ〉〈かなしみ〉に象徴される“日本的感性”はいかに定着したか。古代歌謡から
万葉集を経て古今・新古今に至る和歌意識の成立過程を画期的な構想で捉える大著。
わが国の和歌形式の詩は、いつどの時点で形づくられたのか。その発生の起源から和歌形式の成
立までを、初期の歌謡という連続した相において統一的に論じる。『古事記』『日本書紀』から『万
葉集』をへて『古今集』にいたる書物に収められた歌謡を詳細克明に読み解き、さらには平安期に
誕生した歌論書の理論をおしすすめ解剖分析することによって枕詞論・歌体論の新しい地平を伐り
拓く画期的著作。
タイトル, 詩的ダイナミズムの魅力--吉本隆明「初期歌謡論」. 著者, 中西 進. 出版年, 1977-10.
注記, 記事分類: 学術・文化--書評--芸術・文学・語学. 注記, 記事種別: 書評. 対象利用者,
一般. 資料の種別, 記事・論文. 掲載誌情報（ISSN形式）, 03876187. 掲載誌情報（ISSNL形
式）, 03876187. 掲載誌情報（URI形式）, http://iss.ndl.go.jp/books/R100000002I000000012704-00. 掲載誌名, すばる. 掲載通号, 31. 掲載ページ, p292～295. 言語（ISO639-2
形式）, jpn : 日本語.
吉本隆明資料集<２>」最初期の映画合評 ５本立て (1956)吉本、花田、武田、梅崎、若杉、
佐々木 他 ※お知らせ 「吉本隆明資料集<２>」は売り切れで重版の予定はありません。 ※ただし
<1>～<27>の中から10冊以上お買い上げの方には<2>のコピーを発行所から無料で進呈します。
1200円. 「吉本隆明資料集<３>」映画情況への発言 (1958)「映画・文学・批評」奥野×清岡×井
上光晴×吉本 (1968)「芸術と現代」石堂淑朗×小川徹×吉本, 1000円. 「吉本隆明資料集<４>」
戦争責任 (1956)「特殊から普遍へ」秋山清×村松.
2012年2月10日 . 千坂恭二 · @Chisaka_Kyoji. 思想。「戦後最年少のイデオローグ」だった元バ
クーニン主義派アナキスト。「自我の苦悩を描いた文学よりも時刻表の方が遥かに重要だ」（ユン
ガー）。「我々に必要なのは強靭で直截でかつ永久に理解出来ない作品だ」（ツァラ）。マルクス、
ニーチェ、蓮田善明、北一輝。『思想としてのファシズム』（彩流社）携帯09060622504. 毎月、難
波・味園ビルTorary Nandにて定例研究会開催. facebook.com/chisaka.kyoji. Joined February

2010.
2017年10月25日 . 初期歌謡論 (河出書房新社) 吉本 隆明 やけ、函きず、函／カバーしみよご
れ、一部序段ミリドッグイヤー的なもの、見返し古書店紙札あり 古書 追加画像のご確認お願い申
しあげます 新品ではございませんのでスレや経年のやけ・しみ等もありえます。 書き込み等チェック済
みでありますが見落としもありえます。 出来る限りはそれに努めますが完全に保証することができませ
ん。 主観的にはなりますが、やけ等・その他、書き込みは表記いたします。 複数件の同時落札の場
合の送料につきましては、 発送.
初期歌謡論 （ちくま学芸文庫）/吉本 隆明（文庫：ちくま学芸文庫）の最新情報・紙の本の購入
はhontoで。あらすじ、レビュー（感想）、書評、発売日情報など充実。書店で使えるhontoポイント
も貯まる。国内送料無料で、最速24時間以内出荷。

