
菊沢季生アーカイブ・リスト 研究資料の部　６２１－８９５(2017年10月2日現在)

NO. タイトル 年 備考 記述方式 形態

621 資料 萬葉集 草稿
萬葉集巻七の羈旅作歌(1205）の第二句（漸々志夫乎」
の訓み方について　　　菊沢季生

１８ページ欠落 和文記述 B5原稿用紙27枚

622 資料 萬葉集 草稿
萬葉集第14巻東歌(3541番）（麻油可西良布」の解釈に
ついて

和文記述 B5原稿用紙紐綴じ

623 資料 萬葉集 草稿
萬葉集巻一（9番)（莫囂円隣之　大相七兄爪湯気」の訓
み方再考

和文記述 B5原稿用紙25枚

624 資料 萬葉集 草稿
萬葉集十一(2503番）の歌の第四句（射然汝」の訓み方
について/萬葉集の訓詁について

和文記述
A4原稿用紙6枚ス
テープラ留め

625 資料 萬葉集 草稿 [序にかえて]　改丁 和文記述
B5原稿用紙31枚ス
テープラ留め

626 資料 萬葉集 校正原稿 [序にかえて]　初校 第一巻東歌未勘国の地名考 和文記述 B4紙4枚

627 資料 萬葉集 校正原稿 東国未勘国の地名を求めて 和文記述
B5紙1枚,B4原稿用
紙21枚

628 資料 萬葉集 校正原稿 [わぎ妹」という（遠妹」の郷名が、下野国芳～] 原稿途中の47ー552頁分あり　　　　　(47-214頁） 和文記述 B4原稿用紙84枚

629 資料 萬葉集 校正原稿 (215-362頁） 和文記述 B4原稿用紙74枚

630 資料 萬葉集 校正原稿 (363-552頁） 和文記述 B4原稿用紙94枚

631 資料 萬葉集 草稿 巻十一(2774）の（美妾思」の訓み方について
《封筒F：万葉論文　巻十一(2774）の「美妾思」についての
内容》

和文記述 B5原稿用紙44枚

632 資料 萬葉集 草稿
萬葉集巻四(638番）の歌の末句「心遮」の訓み方につい
て

《封筒G：万葉論文　巻四（六三八）｢心遮｣の内容》 和文記述 B5原稿用紙41枚

633 資料 萬葉集 草稿 巻三の(254番）の歌の初句「留火之」の訓み方について 《封筒H：萬葉論文　「留火之」の訓み方》の内容》 和文記述 B5原稿用紙22枚

634 資料 萬葉集 冊子
昭和四十三年度　国語学会中国四国支部大会発表要
旨

1968 《封筒H：萬葉論文　「留火之」の訓み方》の内容》 和文記述 B5判1冊

635 資料 萬葉集 草稿 萬葉集巻十四の歌(3444番）の「乃多奈布」について 《封筒I：万葉論文（巻十四3444）「乃多奈布」攷の内容》 和文記述 B5原稿用紙29枚

内容



NO. タイトル 年 備考 記述方式 形態内容

636 資料 萬葉集 校正原稿 萬葉集巻八(1546番）の歌の訓み方 《封筒J：原稿類の内容》 和文記述 B5原稿用紙41枚

637 資料 萬葉集 校正原稿 萬葉集巻四の「気乃已呂其侶」に就て
口語研究　9-9
《封筒L：菊沢4巻原稿の内容》

和文記述
A4紙3枚ステープラ
留め

638 資料 萬葉集 校正原稿 萬葉集巻四(552番）の歌の訓み方
,宮城学院国文学会会誌　12号のコピー
《封筒L：菊沢4巻原稿の内容》

和文記述
A4紙2枚ステープラ
留め

639 資料 萬葉集 校正原稿 枕詞「石激」について
,宮城学院国文学会会誌　13号のコピー
《封筒L：菊沢4巻原稿の内容》

和文記述
A4紙3枚ステープラ
留め

640 資料 萬葉集 校正原稿 萬葉集巻八(1546番）の歌の訓み方 1955
｢文芸研究｣第19集　S30.2のコピー
《封筒L：菊沢4巻原稿の内容》

和文記述
A4紙4枚ステープラ
留め

641 資料 萬葉集 校正原稿 萬葉集巻十の(2113番）「手寸十名相」の訓
宮城学院女子大学研究論文集　4　のコピー
《封筒L：菊沢4巻原稿の内容》

和文記述 A5判1冊

642 資料 萬葉集 草稿 萬葉集巻十二の歌の三字「心遮焉」の訓について
不採用、自分の説を説いてないとの付箋貼付あり
《封筒L：菊沢4巻原稿の内容》

和文記述
B4原稿用紙4枚ス
テープラ留め

643 資料 萬葉集 校正原稿
萬葉集の「ありつつも」に就て－武智雅一氏の考説を読
む－

｢国語研究｣　1-11コピー
《クリップ留Rの内容》

和文記述
A4紙10枚ステープラ
留め

644 資料 萬葉集 校正原稿 萬葉集に見える「榛」に就て
｢国語研究｣　6-11コピー
《クリップ留Rの内容》

和文記述
A4紙10枚ステープラ
留め

645 資料 萬葉集 校正原稿 萬葉集の「曾知」に就て
｢文学｣　岩波書店第8巻第3号コピー
《クリップ留Rの内容》

和文記述
A4紙4枚ステープラ
留め

646 資料 萬葉集 校正原稿 萬葉集に於ける「きみ」に就て
口語研究　9-8コピー
《クリップ留Rの内容》

和文記述
A4紙7枚ステープラ
留め

647 資料 萬葉集 校正原稿 奈良朝時代の代名詞
宮城学院女子大学研究論文集　8コピー
《クリップ留Rの内容》

和文記述
A4紙18枚ステープラ
留め

648 資料 萬葉集 索引 ［對稱　ナ（汝）］ 和文記述 A5罫線紙紐綴じ

649 資料 萬葉集 索引 ［萬葉集　ア（吾、妾）］ 和文記述 A5罫線紙紐綴じ

650 資料 萬葉集 印刷物 萬葉集巻一（9番)の歌の訓み方について B5メモ1枚,三輪山地図1枚有 和文記述 B4紙3枚
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NO. タイトル 年 備考 記述方式 形態内容

651 資料 萬葉集 印刷物
天平歌人の心－「こころみだる」と「こころつごく」の間－
大浜厳比古

和文記述
B4紙4枚
ステープラ留め

652 資料 萬葉集 印刷物
第二十回万葉学会公開講演　沢潟久孝博士「万葉の注
釈」プリント

1966 和文記述
B4紙2枚
ステープラ留め

653 資料 萬葉集 印刷物 防人歌の発想－丈部の歌を中心として－　桜井満 和文記述
B4紙2枚ステープラ
留め

654 資料 萬葉集 印刷物 萬葉集の仮名 和文記述 B4紙3枚

655 資料 萬葉集 索引 [われ] 和文記述
B5原稿用紙26枚ス
テープラ留め

656 資料 萬葉集 索引 [あひあふ（相遇）] 和文記述 B5紙26枚

657 資料 萬葉集 印刷物
安田徳太郎博士著「萬葉集の謎」に示された語彙の解
釈　鬼春人

和文記述 B4紙2枚

658 資料 萬葉集 印刷物
従珠洲郡発船還治布之時泊長浜湾仰見月光作歌一首
平野謙三

和文記述
B4紙2枚半ステープ
ラ留め

659 資料 萬葉集 印刷物 人麻呂作品の形成・伝写・伝誦　松田好夫 和文記述 B4紙1枚

660 資料 萬葉集 印刷物 「寝欲」の訓について＝二八四四歌の場合＝　大塚昌秀 1966 昭和41年度美夫君志会全国大会研究発表要項　7/25 和文記述 B4紙1枚

661 資料 印刷物
蜻蛉の語原－国語史及び方言に見える各呼称について
－　北条忠雄

和文記述 B4紙1枚

662 資料 索引 ［なに（何）、いづく（安）、いづれ（孰）...］ 太平記 和文記述 A5紙6枚

663 資料 索引 新勅　動詞止 新勅撰和歌集 和文記述 B5原稿用紙22枚

664 資料 索引 新古今　A1　動詞用言止 新古今和歌集 和文記述 A5原稿用紙9枚

665 資料 索引 古今　A1　動詞止 古今和歌集 和文記述 A5原稿用紙10枚
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NO. タイトル 年 備考 記述方式 形態内容

666 資料 索引 万十四　A1　動詞止 和文記述 B5原稿用紙12枚

667 資料 索引 閑吟集　狂言小歌 和文記述 B5原稿用紙3枚

668 資料 索引 [シ　シガラミ(8)　シノブグサ(14)(31)] 和文記述 A5罫紙31枚

669 資料 索引 夜寝覚物語上下（古典文庫） 和文記述 A5紙紐綴じ

670 資料 索引 拾遺集 和文記述
B5原稿用紙27枚ス
テープラ留め

671 資料 索引 後拾遺集 和文記述
B5原稿用紙30枚,ス
テープラ留め

672 資料 索引 金葉集 和文記述
B5原稿用紙22枚ス
テープラ留め

673 資料 索引 伊曽保物語の代名詞 和文記述
B5原稿用紙54枚ス
テープラ留め

674 資料 索引 無名草子 和文記述 B5紙27枚紐綴じ

675 資料 索引 住吉物語 和文記述 B5紙29枚紐綴じ

676 資料 索引 膝栗毛中の大阪方言（代名詞の部） 和文記述
B5原稿用紙61枚ス
テープラ留め

677 資料 索引 詩経　自称代名詞 和文記述
B5原稿用紙31枚ス
テープラ留め

678 資料 索引 日本書紀　自称代名詞 和文記述
B5原稿用紙90枚ス
テープラ留め

679 資料 索引 古事記　自称代名詞 和文記述
B5原稿用紙23枚ス
テープラ留め

680 資料 索引 宇津保物語 和文記述 B5紙60枚紐綴じ
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NO. タイトル 年 備考 記述方式 形態内容

681 資料 索引 虚実柳巷方言 和文記述
B5原稿用紙10枚ス
テープラ留め

682 資料 索引 月花餘情 和文記述
B5原稿用紙26枚ス
テープラ留め

683 資料 索引 抄物の代名詞（蕉窓夜話　蠡測集） 和文記述
B5原稿用紙26枚ス
テープラ留め

684 資料 索引 室町時代小説集 和文記述
B5原稿用紙111枚ス
テープラ留め

685 資料 索引 舞の本 和文記述
B5原稿用紙65枚ス
テープラ留め

686 資料 索引 狂言の代名詞 和文記述
B5原稿用紙110枚ス
テープラ留め

687 資料 索引 天草本　平家物語 メモ4枚 和文記述
B5原稿用紙69枚ス
テープラ留め

688 資料 索引
ささごおちのさうし　なかおおちのさうし　天正十五年
（1578）

和文記述
B5原稿用紙20枚ス
テープラ留め

689 資料 索引 金句集の代名詞 和文記述
B5原稿用紙18枚ス
テープラ留め

690 資料 索引 三人懺悔冊子〔室町小説〕 和文記述
B5原稿用紙38枚ス
テープラ留め

691 資料 索引 お伽草子 和文記述
B5原稿用紙63枚ス
テープラ留め

692 資料 索引 俳諧　武玉川 和文記述
B5原稿用紙48枚ス
テープラ留め

693 資料 索引 古今訓点抄 和文記述
B5原稿用紙35枚ス
テープラ留め

694 資料 索引 方丈記の形容詞 和文記述
B5原稿用紙18枚ス
テープラ留め

695 資料 索引 室町時代小哥集 和文記述
B5原稿用紙26枚ス
テープラ留め
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NO. タイトル 年 備考 記述方式 形態内容

696 資料 索引 御伽草子（有朋堂文庫）
花鳥風月　紫式部の巻　鶴の草子　歌舞伎草子　江戸期
のものとして抜く

和文記述
B5原稿用紙71枚ス
テープラ留め

697 資料 索引 宗久　都のつと　室町期　観応(1350） 和文記述
B5原稿用紙22枚ス
テープラ留め

698 資料 索引
住吉詣　貞治三年(1364）　道ゆきぶり　イ慶安四年
(1371）　鹿苑院厳島詣記　康応三年(1391)　室町期

和文記述
B5原稿用紙24枚ス
テープラ留め

699 資料 索引 史記抄　三冊　文明9(1477） 和文記述
B5原稿用紙82枚ス
テープラ留め

700 資料 索引 金句集の形容詞　(1593）年 和文記述
B5原稿用紙25枚ス
テープラ留め

701 資料 索引 謡曲の代名詞 和文記述
B5原稿用紙74枚ス
テープラ留め

702 資料 索引 蒙求和歌　元久元(1204） 和文記述 A5紙紐綴じ

703 資料 索引 狭衣物語　蓮空本　巻1～3　古典文庫 和文記述 A5紙紐綴じ

704 資料 索引 遊仙窟 和文記述
B5原稿用紙19枚ス
テープラ留め

705 資料 索引 柳樽〈初-23篇） 和文記述
B5原稿用紙57枚ス
テープラ留め

706 資料 索引 膝栗毛（信州） 和文記述
B5原稿用紙51枚ス
テープラ留め

707 資料 索引 蒙求抄の代名詞　享禄2(1529) 和文記述
B5原稿用紙72枚ス
テープラ留め

708 資料 索引 中華若木詩鈔　正保四年(1647） 和文記述
B5原稿用紙41枚ス
テープラ留め

709 資料 索引 論語鈔　文明七年(1475） 和文記述
B5原稿用紙27枚ス
テープラ留め
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NO. タイトル 年 備考 記述方式 形態内容

710 資料 索引 詞花集 和文記述
B5原稿用紙20枚ス
テープラ留め

711 資料 索引 [わが] 和文記述
B5原稿用紙41枚ス
テープラ留め

712 資料 索引 〔代名詞研究〕舞の本　未発表論文 1944 昭19nen8gt.6kaの記述有 和文記述 B5紙を紐綴じ

713 資料 書き写し 東大本　女房言葉 表紙：7月3日午後　研究室にて　澤野武馬　の記述有 和文記述 A4原稿用紙紐綴じ

714 資料 書き写し 河海抄序 和文記述
B5原稿用紙23枚（未
使用13枚）

715 資料 書き写し 艶情恋文往来標注　恋情亭　しゃらく 和文記述
B5原稿用紙32枚ス
テープラ留め

716 資料 書き写し 日本文法論の論　岡沢鉦次郎 和文記述
B5原稿用紙142枚ス
テープラ留め

717 資料 書き写し 賦物篇　聴雪御所撰 和文記述
B5原稿用紙21枚ス
テープラ留め

718 資料 書き写し 艶色情之婦多実知　浪華 房葊恋々山人 和文記述
B5原稿用紙15枚ス
テープラ留め

719 資料 辞書 [アルミニウム避雷器] 和文記述 B5原稿用紙79枚

720 資料 聖廟御独吟 和文記述
B5原稿用紙9枚ク
リップ止め

721 資料 草稿 隠久惜毛 1頁目なし 和文記述
B5原稿用紙20枚ク
リップ止め

722 資料 石山百韻　至徳二年十月十八日 和文記述
B5原稿用紙16枚ク
リップ止め

723 資料 草稿 [山田孝雄著　奈良朝文法史　大正二年五月] No.4～61頁分 和文記述 B5原稿用紙58枚

724 資料 印刷物
説話文学の引用形式－三宝絵詞を中心にして－
遠藤好英

1663 38.7.27の記述有 和文記述
B4紙2枚ステープラ
留め
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NO. タイトル 年 備考 記述方式 形態内容

725 資料 印刷物 正慶元．九,十三夜阿弥陀堂(1332）　連歌 1961 和文記述 B4紙2枚

726 資料 印刷物 松島と文芸 和文記述
B4紙3枚ステープラ
留め

727 資料 印刷物
「唯」訓義考資料（四一,一二,三中四国々語学会発表）
大坪併治

和文記述 B4紙2枚

728 資料 印刷物
歌枕の形成過程とその変遷－筑波嶺をめぐって－
広瀬朝光

和文記述
B4紙5枚ステープラ
留め

729 資料 印刷物
「八〇八・八〇九」の作者について
名古屋市立向陽高等学校　 片山武

和文記述
B4紙2枚ステープラ
留め

730 資料 印刷物 (2)　新撰字鏡 和文記述 B4紙1枚

731 資料 水下　midu-ori  、  遊仙窟 和文記述
B5レポート用紙綴り
に5枚

732 資料 言語 ［短歌］ 神戸に近づいてきて・・・7-10頁原稿の途中 和文記述 B5原稿用紙4枚

733 資料 言語 南奥方言における相馬方言の地位について　本堂寛 和文記述 B4紙2枚

734 資料 言語 草稿 方言　：　Dialect Collected in Toki-Shi 土岐市 和文記述
B4原稿用紙11枚ス
テープラ留め

735 資料 飛騨古川地区方言　〔古川手拭分〕 和文記述 B5原稿用紙123枚

736 資料 言語 論文 東北方言とアイヌ語 第8巻第2号　雑誌の切り抜き 和文記述 A5紙2枚

737 資料 言語 方言の旅（第8回）東北地方（南部）の巻 1頁のみ 和文記述 B5原稿用紙1枚

738 資料 言語 印刷物 第六章　岐阜縣方言資料 コピ- 和文記述
A4紙34枚ステープラ
留め（そのCOPY1
部）
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739 資料 言語 草稿 〔一〕東国方言「せろ」の方言領域について 1968
日本方言学会第7回発表会（昭和43年11月8日於高知大
学）　　No.1-24

和文記述
B4原稿用紙12枚ス
テープラ留め（その
COPY1部）

740 資料 言語 草稿
〔二〕萬葉集巻十四(3444)の歌の「伎波都久」の所属
（国）と「乃多奈布」の訓み方について

1971
日本方言学会第13回発表会（昭和46年10月15日於山形
大学）　No.25-48

和文記述
B4原稿用紙12枚ス
テープラ留め1部（そ
のCOPY1部）

741 資料 言語 草稿
〔三〕萬葉集巻十四(3458)の歌の「奈勢能古夜」の所属
（国）と歌意について

1974
日本方言学会第18回発表会（昭和49年5月24日於千葉大
学）　　No.49-72

和文記述
B4原稿用紙12枚ス
テープラ留め1部（そ
のCOPY1部）

742 資料 言語 草稿 〔四〕東歌未勘国歌の地名をめぐって 1977
日本方言学会第25回発表会（昭和52年10月7日於秋田大
学）　　No.73-103

和文記述
B4原稿用紙15枚ス
テープラ留め1部（そ
のCOPY1部）

743 資料 言語 草稿 〔五〕信濃歌(3401）の「中麻奈」をめぐって 1979
日本方言学会第28回発表会（昭和54年5月11日於松蔭女
子大学）　No104-137

和文記述
B4原稿用紙17枚ス
テープラ留め1部（そ
のCOPY1部）

744 資料 言語 印刷物 東国方言「せろ」の方言領域について 1968 論文のコピ- 和文記述
B4紙3枚ステープラ
留め

745 資料 言語 印刷物
萬葉集巻十四(3444)の歌の「伎波都久」の所属（国）と
「乃多奈布」の訓み方について

1971 論文のコピ-
B4紙3枚ステープラ
留め

746 資料 言語 印刷物
萬葉集巻十四(3458)の歌の「奈勢能古夜」の所属（国）と
歌意について

1974 論文のコピ-
B4紙3枚ステープラ
留め

747 資料 言語 印刷物 東歌未勘国歌の地名をめぐって 1977 論文のコピ-
B4紙3枚ステープラ
留め

748 資料 言語 印刷物 信濃歌(3401）の「中麻奈」をめぐって 1979 論文のコピ-
B4紙3枚ステープラ
留め

749 資料 言語 草稿 生活と話し言葉（二） 和文記述
B5原稿用紙17枚ス
テープラ留め

750 資料 言語 草稿 アイヌ語資料
《封筒N：仙台市大窪谷地谷地八七　菊沢季生様方の内
容》

和文記述 B5原稿用紙102枚

751 資料 言語 原稿
音素の理論及び實用言語學に於けるそれの重要性
：ダニエルジョーンズ教授の1932年7月アムステルダムで開かれた國
際音聲科学大曾での講演（議事録から譯す）

No.1-3のみ（途中）、封筒あり（國語学研究会宛「國語学研
究」の原稿在中、差出人Sachi.K と明記有
《封筒N：仙台市大窪谷地谷地八七　菊沢季生様方の内
容》

和文記述 B5原稿用紙3枚
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752 資料 言語 草稿 伊賀国名張町方言（一）
《封筒N：仙台市大窪谷地谷地八七　菊沢季生様方の内
容》

和文記述
A5紙8枚ステープラ
留め

753 資料 言語 印刷物 伊賀国名張町方言（一）
《封筒N：仙台市大窪谷地谷地八七　菊沢季生様方の内
容》

和文記述
B4紙7枚ステープラ
留め

754 資料 言語 草稿 湯沢氏の「国文法」（前篇）をよむ
《封筒N：仙台市大窪谷地谷地八七　菊沢季生様方の内
容》

和文記述 B5原稿用紙7枚

755 資料 言語 草稿 （C）言語学と論理学－L.Jordan氏の論述とその批判－
《封筒N：仙台市大窪谷地谷地八七　菊沢季生様方の内
容》

和文記述 B5原稿用紙5枚

756 資料 言語 書き写し 陸中国の方言　盛岡　遊坐千尋
《封筒N：仙台市大窪谷地谷地八七　菊沢季生様方の内
容》

和文記述 B5原稿用紙3枚

757 資料 言語 印刷物
船越村ヲ中心トセル発音ノ誤リト方言訛語　　　　岩手県
下関伊郡船越尋常高等小学校

《封筒N：仙台市大窪谷地谷地八七　菊沢季生様方の内
容》

和文記述
B4紙17枚ステープラ
留め

758 資料 言語 草稿
福島縣中央部地方語彙　　　　　　　　　　　　　　　　　国語
学研究会編

《封筒N：仙台市大窪谷地谷地八七　菊沢季生様方の内
容》

和文記述
B5原稿用紙28枚（未
使用あり）

759 資料 言語 印刷物 日本語の特質と文典の組織
《封筒N：仙台市大窪谷地谷地八七　菊沢季生様方の内
容》

和文記述
B4原稿用紙22枚ス
テープラ留め

760 資料 言語 放送原稿
文化講座　ことばと民族性　六月十六日 后七・三〇 第
二放送.全国中継

《封筒D：放送原稿　ことばと民族性の内容》 和文記述 B5原稿用紙21枚

761 資料 言語 放送原稿 新かなづかいについて 昭和22年1月12日午前7時15分から　JOHK日曜随想 和文記述 B5原稿用紙14枚

762 資料 言語 書き写し つまべに　分類俳句全集.7.　160ペ　昭4(1929) 《封筒D：放送原稿　ことばと民族性の内容》 和文記述 B5原稿用紙4枚

763 資料 言語 印刷物 秘[一、本表ハ、　近来ワガ国ニオイテ]
《封筒K：昭和十一年十一月二日　創立五十周年　宮城女
学院の内容》

和文記述
A4紙4枚半ステープ
ラ留め

764 資料 言語 草稿 紀元節の式に臨んで
《封筒K：昭和十一年十一月二日　創立五十周年　宮城女
学院の内容》

和文記述
B5原稿用紙18枚ス
テープラ留め

765 資料 言語 草稿 常用漢字一千字案　二千字案
《封筒K：昭和十一年十一月二日　創立五十周年　宮城女
学院の内容》

和文記述
B5原稿用紙25枚ス
テープラ留め
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766 資料 言語 冊子 国語学講座（いとぐち） 1937
國語研究9月號豫定論文
《封筒K：昭和十一年十一月二日　創立五十周年　宮城女
学院の内容》

和文記述 A5判1冊,A5メモ

767 資料 言語 [勢、勤、15]
《封筒K：昭和十一年十一月二日　創立五十周年　宮城女
学院の内容》

和文記述 B5原稿用紙18枚

768 資料 言語 金体両部のおいし物語
《封筒K：昭和十一年十一月二日　創立五十周年　宮城女
学院の内容》

和文記述
B5原稿用紙15枚ス
テープラ留め

769 資料 言語 常用漢字の研究
《封筒K：昭和十一年十一月二日　創立五十周年　宮城女
学院の内容》

和文記述
B5原稿用紙24枚ス
テープラ留め

770 資料 言語 基本漢字一千字
《封筒K：昭和十一年十一月二日　創立五十周年　宮城女
学院の内容》

和文記述 B4紙15枚

771 資料 言語 ［アイヌ語35、アラビア語5、イギリス語562…］ 和文記述 A5罫線紙紐綴じ

772 資料 言語 南島方言資料　代名詞 索引 和文記述
B5原稿用紙8枚ス
テープラ留め

773 資料 言語 マライ語 マライ語（3）～マライ語（76） 和文記述 B5紙74枚

774 資料 言語 Malay Language Malay Language (1)～Malay Language (88) 和文記述 B5紙88枚

775 資料 言語 中目覚　オロッコ文典 和文記述 B5紙20枚

776 資料 言語 [Ki　企　岐] 単語調べ　論文（國語の品詞の分類に就て）の裏 和文記述 B5原稿用紙40枚

777 資料 言語 [manas] 1969 昭和44-10-23の記述有 英文・和文記述 B5紙10枚

778 資料 連歌 印刷物 国語になったアイヌ語 和文記述 B4紙1枚

779 資料 連歌 書き写し 山田博士蔵　連歌秘鈔　全 和文記述
B5原稿用紙12枚ス
テープラ留め
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780 資料 連歌
佐藤喜代治君送別連歌会記録　昭和十三年三月二十
一日

1938 連歌記録 和文記述
B5原稿用紙20枚ス
テープラ留め

781 資料 連歌
昭和十三年八月十七日から昭和十四年五月三日まで
山田先生宅で　賦朝何連歌記録

1938
連歌記録
昭和14年5月25日に追記有

和文記述
B5原稿用紙62枚ス
テープラ留め

782 資料 連歌 昭和十四年五月十七日より　賦何風連歌 1939 連歌記録　1939年5月25日記述 和文記述
B5原稿用紙28枚ク
リップ止め

783 資料 連歌 昭和十六年八月七日,向山東洋館で　賦山何連歌 1941 連歌記録　1941年8月7日記述 和文記述
B5原稿用紙10枚ク
リップ止め

784 資料 連歌 昭和三十三年十月十六日　晴るゝ日の学び屋涼し連歌 1958 メモ書き 和文記述 メモ紙4枚

785 資料 エスペラント エスペラントの対話 和文記述
B5原稿用紙15枚ク
リップ止め

786 資料 ローマ字 雑誌 ROMAZI　SEKAI　10　ローマ字世界 1942 ｢ROMAZI　SEKAI｣32（10）号,民博所蔵なし A5判1冊

787 資料 ローマ字 雑誌 ROMAZI　Tayori　59　1969/11/1 1969 B4紙1枚

788 資料 ローマ字 雑誌 ROMAZI　Tayori　59　1985/1/1 1985 B4紙1枚

789 資料 ローマ字 御伺書 1932
文部省図書局長　柴田徹心　殿
臨時ローマ字調査會臨時委員　菊沢季生

和文記述 B5原稿用紙1枚

790 資料 ローマ字 原則 和文記述 B5原稿用紙3枚

791 資料 ローマ字 印刷物 決議文 1967
第１８回日本ローマ字教育協議会参加者一同
昭和42年8月11日

B5紙１枚

792 資料 ローマ字 印刷物 ローマ字教育をやめようとする　うごき　について 名簿有 B4紙1枚

793 資料 ローマ字 ［わたしは義務教育（中学校）をおえた人なら・・・］ ローマ字推進の意見書 B5原稿用紙1枚

794 資料 ローマ字 印刷物 日本ローマ字教育研究会（NRKK)全国大会案内 1981 第32回 B4紙1枚
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795 資料 ローマ字 印刷物 日本ローマ字教育研究会（NRKK)全国大会案内 1982 第33回 B4紙2枚

796 資料 ローマ字 印刷物 ［（財）日本のローマ字社　会費値上げ　案内］ 振込用紙2枚 B5紙１枚

797 資料 ローマ字 印刷物 文房具70年
２３、２５、２８　　日本ローマ字会理事長さいとう　きょうぞう
氏のエッセイ

B4紙4枚

798 資料 ローマ字 印刷物 見学会と宿泊について 案内 B5紙１枚

799 資料 ローマ字
［三辺委員を委員長に推し先ず新村委員より第二次主
査委員會設置・・・］

報告書 B6紙12枚

800 資料 冊子 MIHON（hyosi　wa　Zyositu.Nidozuri.Borusin） 和文記述 B6判1冊

801 資料 [菊沢季生→神堀先生] 《クリップ留Sの内容》 B5原稿用紙1枚

802 資料 [№1.ドイツ式ローマ字綴り] 《クリップ留Sの内容》 B5便箋4枚

803 資料 [言語学　文　国文　2　79　前田千鶴　b] 答案　《クリップ留Sの内容》 B4紙3枚クリップ止め

804 資料
The　Phoneme,its　nature　and　use.　By　Daniel
Jones.　Cambridge,1950

《クリップ留Sの内容》 B5紙1枚

805 資料 [口語音韻変遷の趨勢] 《クリップ留Sの内容》 メモ紙1枚

806 資料 [(1)原始時代（　－312）] 《クリップ留Sの内容》 B4紙1枚

807 資料 [下關海峡] 《クリップ留Sの内容》 A5紙1枚

808 資料 カード ［固定ローマ字綴方に就て］ 《ビニール袋Tの内容》　図書カード目録他にも有
図書カード242枚紐
綴じ

809 資料 学生 レポート 萬葉集「五四五]　別科　山田真江 宮城学院生徒用箋 和文記述 B4原稿用紙紐綴じ
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810 資料 学生 レポート "萬葉の研究"　國二　佐々木福子 宮城学院生徒用箋 和文記述 B4原稿用紙紐綴じ

811 資料 学生 作文 入学の喜び　国語科一年　安孫子せつ 和文記述 A5紙1枚

812 資料 学生 作文 入学の感想　国語科一年　会津淑子 和文記述 A5紙1枚

813 資料 学生 レポート 幼児言葉　一年 35 及川光子 和文記述
A4原稿用紙2枚ス
テープラ留め

814 資料 学生 レポート 幼児言葉　国文一年 宮藤泰子 和文記述 A5紙1枚

815 資料 学生 レポート 幼児言葉　国文科一年 鹿又隆子 和文記述 B4原稿用紙1枚

816 資料 学生 レポート 幼児言葉　46 佐藤君子 和文記述 B4原稿用紙1枚

817 資料 学生 レポート 幼児言葉　山野瑞子 和文記述 B5紙1枚

818 資料 学生 レポート 国文一年（十） 浜田瑞子 和文記述 B5罫紙1枚

819 資料 学生 レポート 国文一年 44 佐々木香智子 和文記述 B5罫紙1枚

820 資料 学生 レポート 幼児言葉 甲山美津子 和文記述 B5罫紙1枚

821 資料 学生 レポート 幼児言葉　国文科一年 高橋節子 和文記述 B5罫紙1枚

822 資料 学生 レポート 幼児の言葉　(58）国文科一年 高城良子 和文記述 B5罫紙1枚

823 資料 学生 レポート 幼子言葉　国文科一年（３０）水戸恵美子 和文記述 B5罫紙2枚

824 資料 学生 手紙
［遠い戦地で御働きの皆様
宮城高等女学校専攻部国文科　氏江　陽子

便箋1枚（No.2のみ）　慰問の手紙 和文記述 A5便箋1枚
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825 資料 学生 手紙
［兵隊さん方の御武運をお祈り致して筆を止めさせてい
ただきます・・・］

便箋1枚（No.1,3のみ）　慰問の手紙 和文記述 A5便箋2枚

826 資料 学生 手紙 ［まだ顔見知らぬ兵隊さんお元気ですか・・・］ 慰問の手紙 和文記述 A5便箋3枚

827 資料 学生 手紙
［皇軍将士様
宮城高等女学校専攻部国文科　平石れい子

慰問の手紙 和文記述 A5便箋4枚

828 資料 印刷物 literatur エスペラント語記述 A3紙4枚

829 資料 印刷物 [生産総額] 和文記述 A3紙6枚

830 資料 印刷物 府縣ニ於ケル土地分配状況 和文記述 A3紙4枚

831 資料 学会 印刷物 國語學會　會報三 1946 講演会案内、講演要旨 和文記述 B4紙1枚

832 資料 学会 印刷物 ［國語國文學會報］爽昧　第5号 1934 和文記述 A4判1冊

833 資料 学会 作文 国文科便り 国文学会N 和文記述 A4原稿用紙1枚

834 資料 学会 印刷物 宮城音楽同好会：プログラム 第二回第三回例会 和文記述 B4紙1枚

835 資料 学会 印刷物
日本言語学会：第34回大会プログラム（1956年5月19‐20
日）

1956 レジュメ（萬葉集訓詁の一方法　菊沢季生） 和文記述 B4紙2枚

836 資料 学会 印刷物 日本比較文学会：五月例会ご案内 1959 和文記述 B4紙1枚

837 資料 学会 印刷物 日本比較文学会会報　第17号 1957 和文記述 A5判1冊

838 資料 学会 印刷物
［美夫君志会］全国大会研究発表
題目「城山道私考」林田正男

1966 研究発表資料 和文記述
B4紙5枚ステープラ
留め

839 資料 学会 印刷物
［美夫君志会］全国大会研究発表
「大伴旅人における文学性」杉浦茂光

1966 研究発表資料 和文記述 B4紙1枚
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840 資料 学会 印刷物 美夫君志会全国大会参加者名簿 1966 和文記述
B4紙3枚ステープラ
留め

841 資料 学会 印刷物 萬葉学会 1953 プログラム 和文記述
B5冊子1冊、B4紙1
枚

842 資料 学会 印刷物 萬葉集巻一(9番)の歌の訓み方 841の挟み込み資料・同じものが2部あり 和文記述 B5判1部,B4紙１枚

843 資料 学会 印刷物 「わわらば」と「わくらば」 841の挟み込み資料 和文記述 B4紙2枚

844 資料 学会 印刷物
[めぐり行かば春にはまたも逢ふとても今日のこよひは
後にしもあらじ]

841の挟み込み資料 和文記述 B4紙1枚

845 資料 学会 印刷物 なにせむに私考（参考資料）　和田徳一 841の挟み込み資料 和文記述 B4紙1枚

846 資料 学会 印刷物 ひとつの解読法（佐竹） 841の挟み込み資料 和文記述 B4紙1枚

847 資料 学会 印刷物 脣内韻尾の省略される場合（二八,五,三〇）　木下正俊 841の挟み込み資料・同じものが2部あり 和文記述 B4紙2枚

848 資料 学会 印刷物 ［ヤマドリノ 夜麻杼里乃］ 841の挟み込み資料 和文記述 B5紙1枚

849 資料 学会 印刷物 ［日本文芸研究会］　第八回総会・研究発表会 1956 和文記述 A4紙1枚

850 資料 学会 印刷物 日本歌謡学会：創立大会　出席者名簿 和文記述
B4紙4枚ステープラ
留め

851 資料 学会 印刷物 俳文学会：会員名簿 1975 和文記述 A5判1冊

852 資料 学校 草稿 ［私立大学図書館協会］第十六回総会 1955 祝詞 和文記述 A6紙3枚

853 資料 学校 印刷物 30年度決算報告 「文芸研究」印刷費計上有 和文記述 B5紙1枚

854 資料 学校 印刷物 31年度予算案 「文芸研究」印刷費計上有 和文記述 B5紙1枚

16/19



NO. タイトル 年 備考 記述方式 形態内容

855 資料 学校 印刷物 四国学院大学　学生部通報　第2号 1966 《封筒O：学院連絡会の内容》 和文記述 B5判1冊

856 資料 学校 Rennrakukai　41-11-24 1666 《封筒O：学院連絡会の内容》 和文記述 B5紙1枚

857 資料 学校 ［覚書メモ］ 《封筒O：学院連絡会の内容》 和文記述 B5紙1枚

858 資料 学校 印刷物 給与規定中一部改定（案）　昭和41.11.1 1966 《封筒O：学院連絡会の内容》 和文記述 B4紙1枚

859 資料 学校 印刷物 自1967　至1968　長期予想収支見込（単位千円） 《封筒O：学院連絡会の内容》 和文記述 B5紙1枚、B4紙3枚

860 資料 冊子 南部めくら暦について　株式会社社陵印刷 1956 和文記述
A4表紙、A3判暦1
枚、

861 資料 信濃教育　第五百十七号 1929 表表紙のみ 和文記述 和文記述

862 資料 冊子 台湾度量衡附貨幣、時間 表表紙を含み数頁欠落有 和文記述 A4判1冊

863 資料 印刷物 日本語動詞の時について　　　　鈴木重幸 雑誌の切り抜き 和文記述
A4紙5枚ステープラ
留め

864 資料 印刷物 毎日新聞　朝刊　　昭和41年(1966年）7月29日（金） 和文記述 新聞紙1枚

865 資料 印刷物 仙台広瀬河畔教会六十年史 受洗・転入者一覧の部分のみコピー 和文記述 B5紙３枚

866 資料 印刷物 白磁のふるさと　有田 観光パンフレット 和文記述 A6判1冊

867 資料 印刷物 歌舞伎鑑賞メモ　　　岐阜女子大学国文学会 1883 しおり、封筒入り観覧券半券（昭和58年10月15日）1枚 和文記述 B6冊子1冊

868 資料 絵葉書 肝臓先生寿像序幕記念 絵葉書5枚（未使用）、解説書1枚 和文記述 11.5×16の封筒

869 資料 絵葉書 [YOMIGAERI NO IE uridasi] Ginza    Kanenori egaku （未使用） ローマ字記述 9.2×14.2の絵はがき
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870 資料 版画 AMERIKAZIN　遊興 彩色あり 和文記述 B4紙1枚

871 資料 私信 ［葉書］ 1933 8.3.7消印 ローマ字記述 9×14の官製はがき

872 資料 私信 ［便箋］ 和文記述 便箋3枚

873 資料 私信 [10月26日　川合耿子ネパールにて] 菊沢喜美子　氏宛 和文記述 8.7×13.7の絵はがき

874 資料 私信 [使用済み切手] 中華人民共和国の消印有 10.5×11の紙片

875 資料 手帳 俳句手帳 1963
1月2日～12月17日俳句記述あり
手帳は｢俳句｣第7巻第一号付録（角川書店）

A6判手帳

876 資料 手帳 Taisyô 12n.　（1923）
国文学のメモ（生徒の住所録、萬葉集のことなどメモ帳とし
て利用）

和文記述 A6判手帳

877 資料 手帳 Taisyô　14n.　（1925） 国文学のメモ　（国文のプリント挟み込み有） 和文、ローマ字併記 A6判手帳

878 資料 手帳 JOHK 1931 国文学のメモ　　1931.2.22の記述有 和文記述 B7判（鉛筆1本つき）

879 資料 手帳 Taisyô12n.　（1923） 国文学のメモ 和文記述 A6判手帳

880 資料 手帳 1938 国文学のメモ 和文、ローマ字併記 B7判（鉛筆1本つき）

881 資料 手帳 Diary 国文学のメモ 和文、ローマ字併記 B7判手帳

882 資料 手帳 Taisyô 16n.　(1927） 国文学のメモ 和文、ローマ字併記 A6判手帳

883 資料 手帳 [Million　Note　あなたの東海銀行] 1967 短歌　昭和42.12の記述有 和文記述 A6判手帳
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884 資料 手帳 学びの友　12月：第6学年用 1926
手作りノート　　　1911/2/10発行　　毎月数回発刊
名張菊沢之季生社発行　　12月10日～12月16日の記述有
写真挟み込み有

和文記述 メモ帳1冊

885 資料 手帳 [SKETCH　BOOK] 1982 スケッチ6枚　　1982.5.20の記述有 和文記述 B6スケッチブック1冊

886 資料 御請求領収書 1988
サンレイク土浦の宿泊時（昭和63年9月6日）菊沢様（夫
人？）

和文記述 A4紙1枚

887 資料 草稿 あとがき 1988
1988年11月　菊沢貴美子氏による「萬葉集東歌地名の解
明」のあとがき、柳生四郎氏校正

和文記述
B5原稿用紙5枚ス
テープラ留め

888 資料 写真 ネガ 1969 昭和44年4月撮影　崇枇陸公園など ネガフィルム1本

889 資料 写真 お墓、記念碑など
写真裏面に、（阪急兵庫県伊丹駅前・黒染寺附近・鬼貫出
生の地・出生の地句碑・寺院内有名な梅の古木・鬼貫の
墓・鬼貫両親の墓・寺山門の一部）などの記述有

写真19枚

890 資料 写真 女学校集合写真
《封筒№ロ　菊沢先生様(PHOTO STUDIO MINAKAWAより)
の内容》

写真1枚

891 資料 写真 騎乗中の写真、集合写真、POST CARD
《封筒P：菊沢季生様　東北大時代の主人の乗馬姿》の内
容　　　写真裏面に、（1922年10月11日・昭和15年3月1日
塩釜神社にて）などの記述有

写真4枚

892 資料 履歴書 研究者資料　岐阜女子大學 　　1981年7月 1981
研究業績（著書・論文）・所属学会・履歴書（昭和59年まで）
詳細な記述、貴美子氏の加筆有

和文記述
B5紙6枚ステープラ
留め

893 資料 履歴書 履歴用紙　　宮城女學校 履歴書（昭和20年4月まで） 和文記述 B4紙2枚

894 資料 高等学校教諭一級普通免許状（國語） 1949 昭和24年9月1日交付 和文記述 B5紙1枚

895 資料 學士試験成績簿　東北帝國大學工學部 1923 終了年月日　大正12年3月31日 和文記述 B5判1冊
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