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授賞論文件名 著者
昭和29年10月12日 第８回芭蕉祭 元禄名家句集 荻野　清
昭和30年10月12日 第９回芭蕉祭 芭蕉書翰集 阿部　喜三男
昭和31年10月12日 第10回芭蕉祭 松永貞徳の研究 小高　敏郎

昭和32年10月12日 第11回芭蕉祭 俳諧大辞典

編集/伊地知　鐵男
　井本　農一
　神田　秀夫
　中村　俊定
　宮本　三郎

昭和33年10月12日 第12回芭蕉祭 うづら衣新講 岩田　九郎
昭和34年10月12日 第13回芭蕉祭 芭蕉研究 杉浦　正一郎

連歌集 伊地知　鐵男
俳諧人名辞典 高木　蒼梧

昭和36年10月12日 第15回芭蕉祭 芭蕉伝記考説 阿部　正美
昭和37年10月12日 第16回芭蕉祭 芭蕉句集『連句篇』 中村　俊定
昭和38年10月12日 第17回芭蕉祭 俳諧史 栗山　理一
昭和39年10月12日 第18回芭蕉祭
昭和40年10月12日 第19回芭蕉祭 丈艸伝記考説 市橋　鐸
昭和41年10月12日 第20回芭蕉祭 菟玖波集の研究 金子　金治郎
昭和42年10月12日 第21回芭蕉祭 俳諧の研究 横澤　三郎
昭和43年10月12日 第22回芭蕉祭 芭蕉の筆蹟 岡田　利兵衛

昭和44年10月12日 第23回芭蕉祭 校本芭蕉全集　十巻

監修/小宮　豊隆
　阿部　喜三男
　荻野　清
　大谷　篤蔵
　木村　三四吾
　今　栄蔵
　富山　奏
　大内　初夫
　宮本　三郎
　中村　俊定
　井本　農一
　弥吉　管一
　横澤　三郎
　尾形　仂
　久冨　哲雄
　赤羽　学
　鳥居　清

昭和45年10月12日 第24回芭蕉祭
芭蕉俳諧の精神 赤羽　学
伊賀蕉門の研究と資料 富山　奏

昭和47年10月12日 第26回芭蕉祭 雑俳史の研究 宮田　正信
昭和48年10月12日 第27回芭蕉祭 連歌史論考　上・下 木藤　才蔵
昭和49年10月12日 第28回芭蕉祭 蕪村自筆句帳 尾形　仂
昭和50年10月12日 第29回芭蕉祭 蕉風俳諧論考 宮本　三郎
昭和51年10月12日 第30回芭蕉祭 正岡子規の研究　上・下 松井　利彦
昭和52年10月12日 第31回芭蕉祭
昭和53年10月12日 第32回芭蕉祭 芭蕉の文学の研究 井本　農一

昭和54年10月12日 第33回芭蕉祭 子規全集　二十五巻

監修/正岡　忌三郎
大岡昇平
司馬　遼太郎
ぬやまひろし
編集/服部　嘉香
久保田　正文
和田　茂樹
蒲池　文雄

昭和55年10月12日 第34回芭蕉祭 一茶全集　九巻

編集/尾沢　喜雄
　小林　計一郎
　丸山　一彦
　宮脇　昌三
　矢羽　勝幸

昭和56年10月12日 第35回芭蕉祭 ことばの内なる芭蕉 乾　裕幸

文部科学大臣賞歴代受賞者一覧

（該当する著作なし）

（該当する著作なし）

（該当する著作なし）

授賞年月日

昭和35年10月12日 第14回芭蕉祭

第25回芭蕉祭昭和46年10月12日
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授賞論文件名 著者授賞年月日
昭和57年10月12日 第36回芭蕉祭 蕉風俳論の研究 堀切　實

去来先生全集

大内　初夫
尾形　仂
櫻井　武次郎
白石　悌三
中西　啓
若木　太一

谷木因全集 森川　昭
昭和59年10月12日 第38回芭蕉祭 近世九州俳壇史の研究 大内　初夫
昭和60年10月12日 第39回芭蕉祭 元禄京都俳壇研究 雲英　末雄
昭和61年10月12日 第40回芭蕉祭 小西来山全集　前・後 飯田　正一
昭和62年10月12日 第41回芭蕉祭 芭蕉と古典 廣田　二郎
昭和63年10月12日 第42回芭蕉祭 連歌一研究と資料 濱千代　清
平成元年10月12日 第43回芭蕉祭 貞門談林俳人大観 今　栄蔵
平成2年10月12日 第44回芭蕉祭 蕉風論考 石川　真弘
平成3年10月12日 第45回芭蕉祭 近世東海俳壇の研究 野田　千平

追跡・三浦樗良 清水　孝之
連歌師宗祇 島津　忠夫

平成5年10月12日 第47回芭蕉祭 近世俳諧史の基層 鈴木　勝忠

平成6年10月12日 第48回芭蕉祭 宝井其角全集

石川　八朗
今泉　準一
鈴木　勝忠
波平　八朗
古相　正美　共編

平成7年10月12日 第49回芭蕉祭
平成8年10月12日 第50回芭蕉祭 北村季吟論考 榎坂　浩尚
平成9年10月12日 第51回芭蕉祭 芭蕉と蕉門俳人 大礒　義雄
平成10年10月12日 第52回芭蕉祭 俳諧の近世史 加藤　定彦
平成11年10月12日 第53回芭蕉祭
平成12年10月12日 第54回芭蕉祭 蕪村・俳諧遊心 藤田　真一
平成13年10月12日 第55回芭蕉祭 蕉風復興運動と蕪村 田中　道雄
平成14年10月12日 第56回芭蕉祭 江戸俳諧史論考 白石　悌三
平成15年10月12日 第57回芭蕉祭 東北・北海道俳諧史の研究 井上　隆明
平成16年10月12日 第58回芭蕉祭 俳諧史の分岐点 櫻井　武次郎
平成17年10月12日 第59回芭蕉祭 連歌史試論 廣木　一人
平成18年10月12日 第60回芭蕉祭 全釈芭蕉書簡集 田中　善信
平成19年10月12日 第61回芭蕉祭 芭蕉、その後 楠元　六男
平成20年10月12日 第62回芭蕉祭 俳諧史の曙 母利　司朗

平成21年10月12日 第63回芭蕉祭 関東俳諧叢書　三十二巻
加藤　定彦
外村　展子

平成22年10月12日 第64回芭蕉祭 蕪村全集　九巻

尾形 仂
佐々木　丞平
櫻井　武次郎
中野　沙惠
丸山　一彦
山下　一海／編

平成23年10月12日 第65回芭蕉祭

『看聞日記紙背和漢聯句譯注』及び一連の
和漢聯句研究の著作

『京都大学蔵実隆自筆和漢聯句譯注』
『文明十四年三月二十六日漢和百韻譯注
『室町前期 和漢聯句作品集成』
『良基・絶海・義満等一座 和漢聯句譯注』
『室町後期 和漢聯句作品集成』
『看聞日記紙背和漢聯句譯注』

京都大学国文学研究室
中国文学研究室/編
大谷雅夫(代表)

平成24年10月12日 第66回芭蕉祭
元禄時代俳人大観
（全3巻）

監修／雲英　末雄　　　　　編
／佐藤　勝明　　　　　伊藤
善隆　　　　　　　　　金子　俊
之

平成25年10月12日 第67回芭蕉祭 鴛鴦俳人　恒丸と素月 矢羽勝幸　　二村　博

平成26年10月12日 第68回芭蕉祭 月並発句合の研究 永井　一彰

平成27年10月12日 第69回芭蕉祭 旅する俳諧師　芭蕉叢考二 深沢　眞二

平成28年10月12日 第70回芭蕉祭 心敬連歌　訳注と研究
伊藤　伸江
奥田　勲

平成29年10月12日 第71回芭蕉祭
説話と俳諧連歌の室町
歌と雑談の伝承世界

小林　幸夫

平成30年10月12日 第72回芭蕉祭
『西山宗因全集』
（第一巻～六巻）

西山宗因全集編集委
員会

（該当する著作なし）

（該当する著作なし）

第37回芭蕉祭昭和58年10月12日

第46回芭蕉祭平成4年10月12日


