
菊沢季生アーカイブ・リスト 論文の部　５７７－６２０(2017年10月2日現在)

NO. タイトル 発行年 出版者 備考 記述方式 形態

577 論文 抜刷 國字問題の研究 學士曾月報第508-511拔萃 和文記述 A5判1冊

578 論文 国語学 書籍
國語科学講座　-Ⅲ-
國語学：國語位相論

1933 明治書院 和文記述 A5判1冊

579 論文 国語学 書籍 国語学要説 和文記述 A5判1冊

580 論文 国語学 書籍 国語学要説 高山書店 COPY本 和文記述 A5判1冊

581 論文 国語学 抜刷 樂屋語から不良語へ－位相論の一面－ 1976 岐阜女子大学 岐阜女子大学紀要第5号 和文記述 B5判1冊

582 論文 萬葉集
抜刷

（校正原稿）
萬葉集に現はれた「不知」の訓み方について 1939 文化第6巻第8号           《クリップ留R：内容》 和文記述 A5判1冊

583 論文 萬葉集
抜刷

（校正原稿）
萬葉集巻四（529)(537）の訓詁二例 1951 宮城學院 研究論文集Ⅰ　　　　　　《封筒L：菊沢4巻原稿の内容》 和文記述 A5判1冊

584 論文 萬葉集
抜刷

（校正原稿）
萬葉時代の代名詞 1955 平凡社 萬葉集集大成：言語篇 和文記述 A5判1冊

585 論文 萬葉集
抜刷

（校正原稿）
萬葉集巻十(1817番）の歌について 1955 宮城学院 研究論文集Ⅶ　　　　　　《封筒L：菊沢4巻原稿の内容》 和文記述 A5判1冊

586 論文 萬葉集 抜刷 萬葉集巻三（249番）歌の訓み方 1957 文芸研究第25集 和文記述 A5判1冊

587 論文 萬葉集
抜刷

（校正原稿）
萬葉集巻九(1799番）の歌の初二句の訓み方
について

1958 宮城学院 研究論文集12　　　　　　《封筒L：菊沢4巻原稿の内容》 和文記述 A5判1冊

588 論文 萬葉集
抜刷

（校正原稿）
萬葉集巻八(1727番）の和歌の訓み方 1959 宮城学院 研究論文集14　　　　　　　《封筒L：菊沢4巻原稿の内容》 和文記述 A5判1冊

589 論文 萬葉集
抜刷

（校正原稿）
萬葉集巻四(655番）の歌の訓み方 1961 宮城学院 研究論文集19　　　　　　《封筒L：菊沢4巻原稿の内容》 和文記述 A5判1冊

590 論文 萬葉集
抜刷

（校正原稿）
萬葉集巻十の歌の(1859）「馬並而高山部乎」
の訓み方について

1962 宮城学院 研究論文集20　　　　　　《封筒L：菊沢4巻原稿の内容》 和文記述 A5判1冊

591 論文 萬葉集
抜刷

（校正原稿）
萬葉集巻四（545）番の歌の訓み方について 宮城学院

出典不明の付箋有　　　　　　《封筒L：菊沢4巻原稿の内
容》

和文記述 A5判1冊

592 論文 萬葉集
抜刷

（校正原稿）
萬葉集巻九「布麻越者」(1731）の訓み方につ
いて

宮城学院 会誌19号　　　　　　　　　《封筒L：菊沢4巻原稿の内容》 和文記述 A5判1冊
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593 論文 萬葉集
抜刷

（校正原稿）
萬葉集巻十四(3363番)東歌の足柄山の一首
について

文芸研究　第三八集 和文記述 A5判1冊

594 論文 萬葉集 抜刷
萬葉集巻四（743番)の末句「神之諸伏」の訓
み方について

1966 四国学院大学 四国学院大学 論集10　《封筒L：菊沢4巻原稿の内容》 和文記述 A5判1冊

595 論文 萬葉集 雑誌 論集 10 1966 四国学院大学 和文記述 A5判1冊

596 論文 萬葉集 雑誌 論集 12 1967 四国学院大学 和文記述 A5判1冊

597 論文 萬葉集 抜刷 萬葉集巻一(45番）の「禁樹」について 1967 四国学院大学 和文記述 A5判1冊

598 論文 萬葉集 抜刷
萬葉集巻十四東歌(3541番）の「麻由可西良
布」の解釈について

1968 四国学院大学
四国学院大学論集13　　《封筒L：菊沢4巻原稿の内容》
一冊校正原稿

和文記述 A5判2冊

599 論文 萬葉集 抜刷
萬葉集巻十六の竹取翁長歌(3791番）中の
「信巾裳」と「支屋所経」の訓み方について

1968 四国学院大学
四国学院大学論集14　　　《封筒L：菊沢4巻原稿の内容》
一冊校正原稿

和文記述 A5判2冊

600 論文 萬葉集
抜刷

（校正原稿）
萬葉集巻十四東歌中の歌(3553）の「許氏多
受久毛」について

1968 美夫君志12号　　　　　　《封筒L：菊沢4巻原稿の内容》 和文記述 A5判1冊

601 論文 萬葉集 抜刷
萬葉集巻七(1258番）の「少可」の訓み方につ
いて

1969 四国学院大学 四国学院大学　論集15 　、校正原稿、三校 和文記述 A5判3冊

602 論文 萬葉集 別刷
萬葉集巻一（9番)「莫囂円隣之」の歌の訓み
方再考

1972 岐阜女子大学 岐阜女子大学紀要創刊号 和文記述 B5判1冊

603 論文 萬葉集
別刷

（校正原稿）
萬葉集巻一(72番）の歌の「枕之辺人」の訓み
方について

1973 岐阜女子大学 岐阜女子大学紀要第二号 和文記述 B5判1冊

604 論文 萬葉集
別刷

（校正原稿）
萬葉集訓詁三篇 1974 岐阜女子大学 岐阜女子大学紀要第三号 和文記述 B5判1冊

605 論文 萬葉集
別刷

（校正原稿）
萬葉仮名の薫醸法をめぐって 1977 岐阜女子大学 岐阜女子大学紀要第6号　（続）とホッチキス止め 和文記述 B5判2冊

606 論文 萬葉集 別刷 萬葉仮名の薫醸法をめぐって（続） 1978 岐阜女子大学 岐阜女子大学紀要第七号 和文記述 B5判1冊

607 論文 萬葉集
会誌

（校正原稿）
遠江歌の一首について 1979 岐阜女子大学

岐阜女子大学国文会会誌　第8集　　書き込み多数あり
《封筒L：菊沢4巻原稿の内容》

和文記述 A5判1冊

608 論文 萬葉集 抜刷 東歌未勘国の地名を求めて 1979 岐阜女子大学 岐阜女子大学紀要第八号 和文記述 B5判1冊
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609 論文 萬葉集 抜刷 東歌未勘国歌の地名を求めて（続） 1980 岐阜女子大学 岐阜女子大学紀要第九号 和文記述 B5判1冊

610 論文 萬葉集 抜刷 東歌未勘国歌の地名を求めて（続々) 1981 岐阜女子大学 岐阜女子大学紀要第十号 和文記述 B5判1冊

611 論文 萬葉集 抜刷 東歌未勘国の地名を求めて(4） 1982 岐阜女子大学 岐阜女子大学紀要第十一号 和文記述 B5判1冊

612 論文 萬葉集 抜刷
東歌未勘国の地名を求めて(5）
Searching the Unknown GeographicalNames
of Adumauta in Manyôsyû（Part.5)

1983 岐阜女子大学 岐阜女子大学紀要第十二号 和文記述 B5判1冊

613 論文 萬葉集
会誌

（校正原稿）
萬葉集巻七羈旅作歌(1205番）の第二句
「漸々志夫乎」の訓み方について

1983 岐阜女子大学
岐阜女子大学国文会会誌　第12集
《封筒L：菊沢4巻原稿の内容》

和文記述 B5判1冊

614 論文 萬葉集
会誌

（校正原稿）
萬葉集巻十一の(2503番）の歌の第四句「射
然汝」の読み方につて

1984 岐阜女子大学
岐阜女子大学国文会会誌　第13集
《封筒L：菊沢4巻原稿の内容》

和文記述 B5判1冊

615 論文 萬葉集 抜刷
萬葉集の訓詁について
： New Interpretation of the three hill Song of
Yamato in Manyosyu.

1984 岐阜女子大学 岐阜女子大学紀要第十三号　　一冊　再校 和文記述 B5判2冊

616 論文 萬葉集 抜刷 萬葉集開巻第一の歌の「家吉閑」 和文記述 A5判1冊

617 論文 方言 抜刷 宮城県方言資料文献目録 1961 宮城学院 宮城学院研究論文集18 和文記述 B5判1冊

618 論文 方言 抜刷
根尾村の方言語囲
：Dialect　Collected　in　Neo　Village

1983 岐阜女子大学 岐阜女子大学地域文化研究所報告創刊号 和文記述 B5判1冊

619 論文 方言 抜刷 方言　Dialect　Collected 1984 岐阜女子大学 岐阜女子大学地域文化研究所報告第2号 和文記述 B5判1冊

620 論文 方言 抜刷 古川町の方言語囲　Diaｌect 1985 岐阜女子大学 岐阜女子大学地域文化研究所報告第3号　一冊　初校 和文記述 B5判2冊
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