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書名 原著者 訳範囲 発行年月 出版社 参照URL

【書籍】

五輪書 宮本武蔵 全訳 2004.8 PHPエディターズグループ http://nobunsha.jp/book/post_11.html

風姿花伝 世阿弥 全訳 2005.1 PHPエディターズグループ http://nobunsha.jp/book/post_13.html

葉隠 山本常朝、田代陣基 全訳 2006.7 能文社 http://nobunsha.jp/book/post_35.html

南方録 南坊宗啓 全訳 2006.5 能文社 http://nobunsha.jp/book/post_8.html

奥の細道　曾良旅日記　奥細道菅菰抄 松尾芭蕉 全訳 2008.3 能文社 http://nobunsha.jp/book/post_7.html

図解　庭造法 本多錦吉郎、ジョサイア・コンドル 全訳 2007.8 マール社 http://nobunsha.jp/book/post_69.html

歎異抄 唯円 全訳 2008.9 PHPエディターズグループ http://nobunsha.jp/book/post_70.html

山上宗二記 山上宗二 全訳 2006.5 能文社 http://nobunsha.jp/book/post_26.html

千利休由緒書(書名：千利休の名言) 江岑宗左 全訳 2011.7 能文社 http://nobunsha.jp/book/post_116.html

貞観政要(上)(下) 呉兢 全訳 2012.1 能文社 http://nobunsha.jp/book/post_131.html

現代語訳　申楽談儀 観世元能 全訳 2015.11 檜書店 http://nobunsha.jp/book/post_182.html

現代語訳　十牛図 廓庵師遠 全訳 2016.1 PHPエディターズグループ http://nobunsha.jp/book/post_161.html

現代語訳　どちりな きりしたん 全訳 2017.10 能文社 http://nobunsha.jp/book/post_218.html

【インターネットファイル】

徒然草　(四十九段、八十二段) 吉田兼好 抄訳 2008.4 能文社 http://nobunsha.jp/meigen/post_61.html

徒然草　(百八十八段) 吉田兼好 抄訳 2012.12 能文社 http://nobunsha.jp/meigen/post_134.html

春秋左氏伝　(子産　昭公二十年) 左丘明 抄訳 2010.3 能文社 http://nobunsha.jp/meigen/post_98.html

旧唐書　(長孫皇后伝) 劉昫、張昭遠、王伸 抄訳 2010.1 能文社 http://nobunsha.jp/meigen/post_108.html

論語　(子罕第九、先進　第十一) 不詳 抄訳 2008.7 能文社 http://nobunsha.jp/meigen/post_65.html

論語　(子罕第九) 不詳 抄訳 2011.12 能文社 http://nobunsha.jp/meigen/post_121.html

史記　(巻62・管晏列伝) 司馬遷 抄訳 2007.12 能文社 http://nobunsha.jp/blog/post_59.html

史記　(刺客列伝　-豫譲) 司馬遷 あらすじ 2009.1 能文社 http://nobunsha.jp/meigen/post_75.html

史記　(廉頗藺相如列伝) 司馬遷 抄訳 2010.2 能文社 http://nobunsha.jp/meigen/post_97.html

寒山子詩集 閭丘胤 抄訳 2009.5 能文社 http://nobunsha.jp/blog/post_83.html

去來抄 向井去來 抄訳 2009.4 能文社 http://nobunsha.jp/blog/post_81.html

日本書紀　(十七条憲法) 聖徳太子 抄訳 2009.6 能文社 http://nobunsha.jp/meigen/post_85.html

申楽談儀 観世元能 抄訳 2013.3 能文社 http://nobunsha.jp/meigen/post_136.html

申楽談儀 観世元能 抄訳 2013.4 能文社 http://nobunsha.jp/meigen/post_138.html

紹鴎及池永宗作茶書 武野紹鴎、池永宗作 抄訳 2013.3 能文社 http://nobunsha.jp/meigen/post_137.html

珠光　心の文 村田珠光 全訳 2009.7 能文社 http://nobunsha.jp/genbun/post_86.html

世阿弥佐渡状　(禅竹宛　永享七年頃) 世阿弥 全訳 2010.1 能文社 http://nobunsha.jp/genbun/post_96.html

謡曲　羽衣　クセ 不詳 抄訳 2012.2 能文社 http://nobunsha.jp/genbun/post_124.html

久重日記 坤 松屋久重 抄訳 2011.11 能文社 http://nobunsha.jp/blog/post_120.html

禅茶録 寂庵宗澤 抄訳(非公開) 2009.12 能文社 http://nobunsha.jp/blog/post_95.html

四座役者目録 観世元信 抄訳 2010.3 能文社 http://nobunsha.jp/blog/post_99.html

作庭記 橘 俊綱 抄訳 2012.8 能文社 http://nobunsha.jp/blog/post_128.html

今昔物語　(悪人源太夫の出家) 不詳 抄訳 2012.12 能文社 http://nobunsha.jp/blog/post_133.html

今昔物語　(博雅三位と蝉丸)巻二十四第二十三話 不詳 抄訳 2016.1 能文社 http://nobunsha.jp/blog/post_189.html

今昔物語　(玄象の琵琶)巻二十四第二十四話 不詳 抄訳 2016.1 能文社 http://nobunsha.jp/blog/post_189.html

興津弥五右衛門の遺書 森鴎外 全訳 2013.1 能文社 http://nobunsha.jp/blog/post_135.html

源氏物語 (若菜　下) 紫式部 抄訳 2013.4 能文社 http://nobunsha.jp/meigen/post_168.html

ブッダの名言 仏陀 編 2013.8 能文社 http://dp20101654.lolipop.jp/img/ブッダの名言(能文社).pdf

日本語ジャングル 水野聡 著 2014.6 能文社 http://dp20101654.lolipop.jp/img/j%20jungle%20nobunsha.pdf

戴恩記 松永貞徳 抄訳 2015.6 能文社 http://nobunsha.jp/genbun/post_178.html

十訓抄 (源博雅と鬼の笛)巻十第二十話 不詳 抄訳 2016.1 能文社 http://nobunsha.jp/blog/post_189.html

傀儡子記 大江匡房 全訳 2016.9 能文社 http://nobunsha.jp/blog/post_202.html

述懐　『唐詩選』 魏徴 全訳 2016.12 能文社 http://nobunsha.jp/meigen/post_205.html

遊女記 大江匡房 全訳 2017.3 能文社 http://nobunsha.jp/blog/post_207.html

教育勅語 明治天皇　勅 全訳 2017.4 能文社 http://nobunsha.jp/blog/post_208.html

『戦国策』秦巻第三 劉向 抄訳 2017.5 能文社 http://nobunsha.jp/meigen/post_211.html

源平盛衰記　巻第三十八　平家公達最後並頸掛共一谷不詳 全訳 2018.5 能文社 http://nobunsha.jp/meigen/post_222.html

古今和歌集　仮名序 紀貫之 全訳 2019.1 能文社 http://nobunsha.jp/blog/post_233.html

愚見数則 夏目漱石 全訳 2019.12 能文社 http://nobunsha.jp/meigen/post_235.html
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