
はじめにはじめにはじめにはじめに 

 

 「稲垣正幸先生 年譜」及び「稲垣正幸先生 著書論文目録」

は笠井充氏の編で「山梨ことばの会会報」（第 14 号、裏３～９頁、

2006 年）に掲載された。笠井充氏の労を謝します。 

なお、用紙は B５版を使用した。 

（平成 26(2014)年 10 月 20 日 高橋照幸） 



稲 垣 正 幸 先 生 年 譜

西 暦 元 号

1906 明治39 香川県高松市に生まれる

1931 昭和 6
『音難學協會會報』第24琥 (第 5年第 4琥)昭和 6年 9月 25日発行の「消

息」に、「郷里高松の方言調査の為に、此の夏をそこに過ごし、廣島に東條氏

を訪ひ、松山に山内千萬太郎氏をたづね、大いに研究を進めらる」とある。

1932 昭和 7 國學院大學学部国文学科卒業

1935 昭和10

宮内省官房総務課勤務
『音葺學協會會報』第38琥 (第 9年第5琥)昭和10年 10月 10日
の「会員消息」による。

1936 昭和11

宮 内省内匠寮勤務 (～ 昭和 13年 )

『音聟學協會會報』第44琥 (昭和 1

『音贅學協會會報』第 54琥 (昭和 1

「會員名簿」による。
「會員名簿」による。

1年 12月 )

3年 12月 )

の

の

1939 昭和14

東京帝室博物館學藝課勤務
『音聟學協會會報』第59琥 (昭和 14年 11月 )の 「會員名簿」による。

1941 昭和16

東京帝國博物館學藝課勤務
『音韓學協會會報』第69琥 (昭和 16年 12月 )「會員名簿」による。
『音警學協會會報』第72, 73号 (昭和 18年 5月 )「会員名簿」による。

1951 昭和26

三省堂編修所勤務

1953 昭和28 山梨方言研究会の深沢泉氏・清水茂夫氏ら奈良田方言研究に着

1954 昭和29

この頃、山梨県へ。
『音贅學協會會報』第86号 (昭和29年 12月 )「会員名簿」による。

1955 昭和30

山梨県立図書館勤務  『ヘラルド』第29号 (日召和30年 10月 )に よる。
山梨 方 言 研 究 会 の会 員   『民俗手帳』No 2に 山梨方言研究会員として寄稿。

山梨方言研究会
讐昇箕基』雲権策為鍵憂易庁鶴習錆愈ピ)肥

方
清水茂夫氏と奈良田方言調査を行う。 →甲斐民俗叢書3『奈良田の方言』

1956 昭和31

南巨摩郡西山村学術調査団に参加。
奈良田 。上湯島・下湯島の言語調査に従事される。

→  『西山村総合調査報告書』

1957 昭和32 山梨県立図書館司書  甲斐民俗叢書3『奈良田の方言』による。

1963 昭和38

都留文科大学 (在職期間 :昭和38年 4月 1日 ～昭和54年 3月 31日 )

『都留文科大学 50年史』による。

この年、都留文科大学へ非常勤講師として勤務される。

昭和42年頃までは、山梨県立図書館へ勤務されていたようである。

『音葺學協會會報』の「会員名簿」による。
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西 暦 元 号

1964 昭和39

調査結果は、「忍野村方言の研究」として『国文学論考』創刊号に発表。

1966 昭和41

都留文科大学方言学研究会  早川町の言語調査。
稲垣正幸先生が主宰する同会では、この年から「奈良田を中心とする山

梨県南西部地域の言語地理学的研究」をテーマに言語調査を始める。

1967 昭和42 都留文科大学方言学研究会 増穂町の言語調査。

1968 昭和43

都留文科大学方言学研究会 身延町の言語調査。
調査結果は『身延町誌』編纂資料として提供。
→ 方言学研究会誌第 1集『身延町方言地図集』 昭和 45年 3月

1969 昭和44
都留文科大学文学部国文学科主任 (～昭和45年 )。

都留文科大学方言学研究会 中富町・鰍沢町の言語調査。
→ 方言学研究会誌第2集『鰍沢町中富町方言地図集』 昭和46年

1971 昭和46
都留文科大学附属図書館長 (～昭和50年 )

都留文科大学方言学研究会 中巨摩郡の言語調査。
→ 方言学研究会誌第 3集『中巨摩郡方言地図集』 昭和 47年 5月

1972 昭和47

都留文科大学方言学研究会 南部町の言語調査。
→ 方言学研究会誌第 4集『南部町方言地図集』 昭和 48年 6月

1973 昭和48
都留文科大学方言学研究会 富沢町の言語調査

→ 方言学研究会誌第5集『富沢町方言地図集』 昭和49年 5月

1975 昭和50

都留文科大学方言学研究会 南都留郡の言語調査。
→  『山梨県南都留郡地域言語地図集』 昭和 51年 7月

1979 昭和54 都留文科大学退職。

1980 昭和55

都留文科大学国文学科方言学ゼミナール 早川町の言語調査。
→  『山梨県南巨摩郡早川町域言語地図集』 昭和 56年 4月

1986 昭和61 山梨ことばの会設立 (4月 )

山梨ことばの会設立後、先生は会の中心にあって、
講演会の企画、研究会でのご発表、会報への寄稿、
言語調査など、精力的にご活躍なされました。

2004 平成16 逝去
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稲垣正幸先生 著書論文目録
(笠井充編 )

編著書 〕

『國語アクセント論叢』 (法政大學出版局)寺 川喜四男氏 '金田一春彦氏と共編
日召和 26年 (1951)12月

『山梨県奈良田の方言』 (甲 斐民俗叢書 3) 山梨民俗の會
昭和 32年 (1957)8月

『西山村総合調査報告』 山梨県教育委員会西山村総合学術調査団
日召和 33年 (1958)3月

『勝沼町誌』  勝沼町誌刊行委員会       昭和 37年 (1962)5月
第十一編 習俗・習慣 第七章 方言  清水茂夫先生・三枝守男氏と分担執筆

『南部町誌』  南部町誌編纂審議委員会
第九編 文化と社会 第四章 南部町の方言

昭和 39年 (1964)7月

◇「指導」として稲垣正幸先生 。清水茂夫先生のお名前が見える。

『増穂町誌』下巻  増穂町誌編集委員会 昭和 51年 (1976)6月
第十二編 家と生活 第五章 言語  清水茂夫先生と共同執筆

◇第一節「増穂町の話し言葉」を担当された。

『早川町誌』 早川町誌編纂委員会
第十二編 社会生活 第三章 方言と民話

『講座方言学 6 中部地方の方言』

『柳髪新話浮世床総索引』 山口豊氏と共編

『甲府市史別編 I民俗』
第四章 言語生活 第四節 方言

◇清水茂夫先生 。日向敏彦氏と共同執筆

『忍野村誌』
第一〇編 習俗・習慣 第五章 方言

『高根町誌』

昭和 55年 (1980)1月

昭和 58年 (1983)1月

昭和 58年 (1983)

昭和 63年 (1988)3月

平成元年 (1989)3月

平成元年 (1989)10月

4山梨県の方言  清水茂夫先生と共同執筆
◇二 県内の地域差 (区画) 三 音声 。音韻・アクセント を担当された。

第十三編 生活と文化 第六章 民間伝承 第七節 方言
◇白倉一由氏と共同執筆

『夢酔独言総索引』 山口豊氏と共編 平成 4年 (1992)

『山梨県北都留郡上野原町方言集』 上條甚之甫氏編著
平成 12年 (2000)12月

◇編集・校正を津田信吾氏とともにされ、私家版として刊行された。
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〔方言調査 〕

『文例方言訳 (東條操氏の52文例)』  山梨方言研究会 昭和 35年 (1960)11月
◇先生が調査をされたのは、次の 2地点である。

調査地 :足和田村根場 (念場と表記) 備考に、「昭和 30年 ごろ、土地出身の
50才位の中学校校長について調査」とある。
鳴沢村 (鳴沢) 備考に、「昭和 30年 ごろ、土地の男子 30才位公

務員について臨地調査」とある。

「忍野村方言の研究」『国文学論考』倉1干J号 都留文科大学国語国文学会
昭和 39年 (1960)12月

◇都留文科大学方言学研究会としての報告で、「前書き 。音韻・アクセント・語法」
から成り、「前書き」の内の「方言から見た忍野村の地位と性格」「音韻」の項を
先生が執筆されている。

「道志村の方言」『甲斐史學』第 21号  甲斐史学会 昭和 40年 (1965)1月
◇清水茂夫先生 。塚田正勤氏との共同執筆で、「1音韻」を先生が執筆なされた。

「国中・郡内方言の境界線について」『国文学論考』第 3号
昭和 41年 (1966)12月

◇ 都留文科大学方言学研究会の報告として。

『山梨県方言緊急調査報告書』 山梨県教育委員会   昭和 58年 (1983)3月
◇大月市大月田I真木を小俣好三氏とともに調査。

「山梨県方言談話資料 (そ の二)」 『山梨ことばの会会報』第八号
◇甲府市黒平町                 平成 7年 (1995)4月

「山梨県方言談話資料 (そ の三)」 『山梨ことばの会会報』第九号
◇中巨摩郡芦安村                平成 8年 (1996)4月

「高校 。大学生の談話」『山梨ことばの会会報』第十一号
平成 11年 (1999)12月

言語地図 〕

『山梨県南巨摩郡身延町方言地図集』方言学研究会誌第1集 都留文科大学方言学研究会
日召和45年 (1970)3月

◇都留文科大学方言学研究会は、「奈良田を中心とする山梨県南西部地域の言語地

雛絆蓼鑽繁k蔦≧濯1日鼻視 ‖11)5鱚ξ薫鯰 ItttFξ[
『山梨県南巨摩郡

筆誓踏
方言地図集』方言学研究会誌第2集  都留文科大学方言学研究会

日召禾日46Z手 (197 1)

『山梨県中巨摩郡方言地図集』方言学研究会誌第3集 都留文科大学方言学研究会
日召和 47年 (1972)5月

『山梨県南巨摩郡南音脚丁方言地図集』方言学研究会誌第4集 都留文科大学方言学研究会
昭和 48年 (1973)6月
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『山梨県南巨摩郡富沢町方言地図集』

『山梨県南都留郡地域言語地図集』

『山梨県南巨摩郡早川町域言語地図』

方言学研究会誌第5集 都留文科大学方言学研究会
昭和 49年 (1974)5月

都留文科大学方言研究会
昭和 51年 (1976)7月

都留文科大学国文学科方言学ゼミナール
昭和 56年 (1981)4月

辞書編纂・執筆 〕

『日本国語大辞典』全20巻   小学館
昭和 47年 (1972)12月 ～昭和 51年 (1976)3月

◇「編集後記」 }■ よれば、 (発音部会)に所属、編纂作業に協力なさっている。

『新明解古語辞典』初版  三省堂 金田一春彦氏編 昭和47年 (1972)12月
『新明解古語辞典』第二版 三省堂 金田一春彦氏編 昭和 52年 (1977)12月
『新明解古語辞典』第二版 三省堂 金田一春彦氏編 平成 7年 (1995)1月

◇「あとがき」に原稿執筆者として稲垣正幸先生のお名前がある。

『新明解古語辞典』補注版 (初版) 三省堂     昭和48年 (197
『新明解古語辞典』補注版 (第二版)三省堂     昭和49年 (197

◇「あとがき」に原稿執筆者として稲垣正幸先生のお名前がある。

月

月

●
ｒ

ｒ
Ｏ

３

４

瑕雫歩ダ均羊]レ璽撫鴨項日を

'」

安月

〔論文 〕

『ベン字・筆順・英語付き実用新国語辞典』
◇稲垣正幸先生 。田中章夫氏が編集委員

『手軽で便利な早引き国語の辞典特装版』
◇稲垣正幸先生 。田中章夫氏が編集委員

「国語アクセント史研究の回顧」『国語学』第 10集

「カンジョ漫筆」『ヘラル ド』第 29号

「奈良田 。井川 。青ヶ島」『文化人』第 3巻 24号

「奈良田方言の特異性」『民俗手帖』NO.2

昭和 60年 (1985)4月

平成 11年 (1999)

昭和 27年 (195

昭和 30年 (195

日召禾日30イ手 (1 95

昭和 30年 (195

2)9月

5)10月

5)11月

5)11月

「菖西山村奈良田 。湯島のアクセント」『季刊山梨教育』 16号
日召和 32年 (1957)3月

「富士北麓のことば (山 梨)」 『NHK国 語講座』 6・ 7月
日召和 32年 (1957)5月
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「奈良日のアクセン ト」『山梨県奈良田の方言』 (甲斐民俗叢書 3)
昭和 32年 (1957)8月

「西山村のアクセン ト」『西山村総合調査報告』   昭和 33年 (1958)3月
◆ この報告書は、『西山村誌』 (昭和 35年 2月 西山村誌刊行委員会)に も「西山

村総合調査報告編Jと して収められている。

ノ、文教科教室 「山梨県方言研究の進展」『山梨大学学芸学部研究報告』第 9号
日召禾日33年 (1958)

◆章末の 「山梨県方言資料及び研究論文目録」 |こ は、「県立図書館の稲垣正幸氏と

協力して作成 したものである」と注があるc

「南都留郡忍野村地方のことば」『山梨方言論文集』第一集 山梨方言研究会
昭和 34年 (1959)7月

「ムカアサル考」『甲斐史學』第 12号  甲斐史學會 昭和 35年 (1960)8月

「琉球宮古島アクセ ン トの研究」『都留文科大学研究紀要』第 3集
昭和 41年 (1966)

「笹子峠付近の言語事象」『甲り11夏草道中記』下巻 山梨 日日新聞社
日召禾日45年 (1970)9月

「釈文雄『和字大観抄』のアクセント (中 )」 『国文学論考』第 8号
昭和 46年 (1971)12月

「甲州弁」『山日年鑑』 1972年 版 山梨日日新聞社
昭和 47年 (1972)11月

「『いかに』存疑」『国文学論考』第 9号       昭和 48年 (1973)3月

「語法資料・奈良田方言会話」『国文学論考』第 11号
昭和 50年 (1975)3月

「高松アクセ ントの音相」『国文学論考』第 15号  霜磐霊畢究笙 退官記念号

昭和 54年 (1979)3月

「釈文雄『和字大観抄』のアクセン ト」『都留文科大学研究紀要』第 15集
昭和 54年 (1979)

「高松アクセン トの音相 (続 )」 『国文学論考』第 16号
日召和 55年 (1980)2月

「甲州四つ仮名弁説」『國語學』 136       昭和 59年 (1984)3月

「甲州の 4つ仮名について」『甲斐路』 50号    昭和 59年 (1984)4月

「ことばと生活圏」『甲斐路』 62号        昭和 62年 (1987)ll月

「ことばと生活圏」『山梨 ことばの会会報』創千1号   昭和 63年 (1988)5月
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「『源氏物語』本文と英訳 との比較一 日本語 と英語 との相違―」
『山梨ことばの会会報』第三号          平成 2年 (1990)5月

◇三科省三氏との共同発表

「町村誌に方言談話を収録 しよう」『山梨 ことばの会会報』第四号
平成 3年 (1991)5月

「方言談話を後世に残そ う」『甲斐路』季刊No7 2  平成 3年 (1991)8月

「同一村内の二集落間に言語差が生 じた例二つ」
『山梨ことばの会会報』第五号 平成 4年 (199

「同村内の二集落間での言葉の違い―鳴沢村と木祖村の例―」『甲斐路』
平成 5年 (199

右より 稲垣正幸・津田信吾・秋山洋一・金田一春彦・深沢正志の各氏
1987年 頃・甲府にて (津 田信吾氏提供)

月
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稲 垣 正 幸 先 生 年 譜

西 暦 元 号

1906 明治39 香川県高松市に生まれる

1931 昭和 6
『音難學協會會報』第24琥 (第 5年第 4琥)昭和 6年 9月 25日発行の「消

息」に、「郷里高松の方言調査の為に、此の夏をそこに過ごし、廣島に東條氏

を訪ひ、松山に山内千萬太郎氏をたづね、大いに研究を進めらる」とある。

1932 昭和 7 國學院大學学部国文学科卒業

1935 昭和10

宮内省官房総務課勤務
『音葺學協會會報』第38琥 (第 9年第5琥)昭和10年 10月 10日
の「会員消息」による。

1936 昭和11

宮 内省内匠寮勤務 (～ 昭和 13年 )

『音聟學協會會報』第44琥 (昭和 1

『音贅學協會會報』第 54琥 (昭和 1

「會員名簿」による。
「會員名簿」による。

1年 12月 )

3年 12月 )

の

の

1939 昭和14

東京帝室博物館學藝課勤務
『音聟學協會會報』第59琥 (昭和 14年 11月 )の 「會員名簿」による。

1941 昭和16

東京帝國博物館學藝課勤務
『音韓學協會會報』第69琥 (昭和 16年 12月 )「會員名簿」による。
『音警學協會會報』第72, 73号 (昭和 18年 5月 )「会員名簿」による。

1951 昭和26

三省堂編修所勤務

1953 昭和28 山梨方言研究会の深沢泉氏・清水茂夫氏ら奈良田方言研究に着

1954 昭和29

この頃、山梨県へ。
『音贅學協會會報』第86号 (昭和29年 12月 )「会員名簿」による。

1955 昭和30

山梨県立図書館勤務  『ヘラルド』第29号 (日召和30年 10月 )に よる。
山梨 方 言 研 究 会 の会 員   『民俗手帳』No 2に 山梨方言研究会員として寄稿。

山梨方言研究会
讐昇箕基』雲権策為鍵憂易庁鶴習錆愈ピ)肥

方
清水茂夫氏と奈良田方言調査を行う。 →甲斐民俗叢書3『奈良田の方言』

1956 昭和31

南巨摩郡西山村学術調査団に参加。
奈良田 。上湯島・下湯島の言語調査に従事される。

→  『西山村総合調査報告書』

1957 昭和32 山梨県立図書館司書  甲斐民俗叢書3『奈良田の方言』による。

1963 昭和38

都留文科大学 (在職期間 :昭和38年 4月 1日 ～昭和54年 3月 31日 )

『都留文科大学 50年史』による。

この年、都留文科大学へ非常勤講師として勤務される。

昭和42年頃までは、山梨県立図書館へ勤務されていたようである。

『音葺學協會會報』の「会員名簿」による。
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西 暦 元 号

1964 昭和39

調査結果は、「忍野村方言の研究」として『国文学論考』創刊号に発表。

1966 昭和41

都留文科大学方言学研究会  早川町の言語調査。
稲垣正幸先生が主宰する同会では、この年から「奈良田を中心とする山

梨県南西部地域の言語地理学的研究」をテーマに言語調査を始める。

1967 昭和42 都留文科大学方言学研究会 増穂町の言語調査。

1968 昭和43

都留文科大学方言学研究会 身延町の言語調査。
調査結果は『身延町誌』編纂資料として提供。
→ 方言学研究会誌第 1集『身延町方言地図集』 昭和 45年 3月

1969 昭和44
都留文科大学文学部国文学科主任 (～昭和45年 )。

都留文科大学方言学研究会 中富町・鰍沢町の言語調査。
→ 方言学研究会誌第2集『鰍沢町中富町方言地図集』 昭和46年

1971 昭和46
都留文科大学附属図書館長 (～昭和50年 )

都留文科大学方言学研究会 中巨摩郡の言語調査。
→ 方言学研究会誌第 3集『中巨摩郡方言地図集』 昭和 47年 5月

1972 昭和47

都留文科大学方言学研究会 南部町の言語調査。
→ 方言学研究会誌第 4集『南部町方言地図集』 昭和 48年 6月

1973 昭和48
都留文科大学方言学研究会 富沢町の言語調査

→ 方言学研究会誌第5集『富沢町方言地図集』 昭和49年 5月

1975 昭和50

都留文科大学方言学研究会 南都留郡の言語調査。
→  『山梨県南都留郡地域言語地図集』 昭和 51年 7月

1979 昭和54 都留文科大学退職。

1980 昭和55

都留文科大学国文学科方言学ゼミナール 早川町の言語調査。
→  『山梨県南巨摩郡早川町域言語地図集』 昭和 56年 4月

1986 昭和61 山梨ことばの会設立 (4月 )

山梨ことばの会設立後、先生は会の中心にあって、
講演会の企画、研究会でのご発表、会報への寄稿、
言語調査など、精力的にご活躍なされました。

2004 平成16 逝去
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稲垣正幸先生 著書論文目録
(笠井充編 )

編著書 〕

『國語アクセント論叢』 (法政大學出版局)寺 川喜四男氏 '金田一春彦氏と共編
日召和 26年 (1951)12月

『山梨県奈良田の方言』 (甲 斐民俗叢書 3) 山梨民俗の會
昭和 32年 (1957)8月

『西山村総合調査報告』 山梨県教育委員会西山村総合学術調査団
日召和 33年 (1958)3月

『勝沼町誌』  勝沼町誌刊行委員会       昭和 37年 (1962)5月
第十一編 習俗・習慣 第七章 方言  清水茂夫先生・三枝守男氏と分担執筆

『南部町誌』  南部町誌編纂審議委員会
第九編 文化と社会 第四章 南部町の方言

昭和 39年 (1964)7月

◇「指導」として稲垣正幸先生 。清水茂夫先生のお名前が見える。

『増穂町誌』下巻  増穂町誌編集委員会 昭和 51年 (1976)6月
第十二編 家と生活 第五章 言語  清水茂夫先生と共同執筆

◇第一節「増穂町の話し言葉」を担当された。

『早川町誌』 早川町誌編纂委員会
第十二編 社会生活 第三章 方言と民話

『講座方言学 6 中部地方の方言』

『柳髪新話浮世床総索引』 山口豊氏と共編

『甲府市史別編 I民俗』
第四章 言語生活 第四節 方言

◇清水茂夫先生 。日向敏彦氏と共同執筆

『忍野村誌』
第一〇編 習俗・習慣 第五章 方言

『高根町誌』

昭和 55年 (1980)1月

昭和 58年 (1983)1月

昭和 58年 (1983)

昭和 63年 (1988)3月

平成元年 (1989)3月

平成元年 (1989)10月

4山梨県の方言  清水茂夫先生と共同執筆
◇二 県内の地域差 (区画) 三 音声 。音韻・アクセント を担当された。

第十三編 生活と文化 第六章 民間伝承 第七節 方言
◇白倉一由氏と共同執筆

『夢酔独言総索引』 山口豊氏と共編 平成 4年 (1992)

『山梨県北都留郡上野原町方言集』 上條甚之甫氏編著
平成 12年 (2000)12月

◇編集・校正を津田信吾氏とともにされ、私家版として刊行された。
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茸
・

〔方言調査 〕

『文例方言訳 (東條操氏の52文例)』  山梨方言研究会 昭和 35年 (1960)11月
◇先生が調査をされたのは、次の 2地点である。

調査地 :足和田村根場 (念場と表記) 備考に、「昭和 30年 ごろ、土地出身の
50才位の中学校校長について調査」とある。
鳴沢村 (鳴沢) 備考に、「昭和 30年 ごろ、土地の男子 30才位公

務員について臨地調査」とある。

「忍野村方言の研究」『国文学論考』倉1干J号 都留文科大学国語国文学会
昭和 39年 (1960)12月

◇都留文科大学方言学研究会としての報告で、「前書き 。音韻・アクセント・語法」
から成り、「前書き」の内の「方言から見た忍野村の地位と性格」「音韻」の項を
先生が執筆されている。

「道志村の方言」『甲斐史學』第 21号  甲斐史学会 昭和 40年 (1965)1月
◇清水茂夫先生 。塚田正勤氏との共同執筆で、「1音韻」を先生が執筆なされた。

「国中・郡内方言の境界線について」『国文学論考』第 3号
昭和 41年 (1966)12月

◇ 都留文科大学方言学研究会の報告として。

『山梨県方言緊急調査報告書』 山梨県教育委員会   昭和 58年 (1983)3月
◇大月市大月田I真木を小俣好三氏とともに調査。

「山梨県方言談話資料 (そ の二)」 『山梨ことばの会会報』第八号
◇甲府市黒平町                 平成 7年 (1995)4月

「山梨県方言談話資料 (そ の三)」 『山梨ことばの会会報』第九号
◇中巨摩郡芦安村                平成 8年 (1996)4月

「高校 。大学生の談話」『山梨ことばの会会報』第十一号
平成 11年 (1999)12月

言語地図 〕

『山梨県南巨摩郡身延町方言地図集』方言学研究会誌第1集 都留文科大学方言学研究会
日召和45年 (1970)3月

◇都留文科大学方言学研究会は、「奈良田を中心とする山梨県南西部地域の言語地

雛絆蓼鑽繁k蔦≧濯1日鼻視 ‖11)5鱚ξ薫鯰 ItttFξ[
『山梨県南巨摩郡

筆誓踏
方言地図集』方言学研究会誌第2集  都留文科大学方言学研究会

日召禾日46Z手 (197 1)

『山梨県中巨摩郡方言地図集』方言学研究会誌第3集 都留文科大学方言学研究会
日召和 47年 (1972)5月

『山梨県南巨摩郡南音脚丁方言地図集』方言学研究会誌第4集 都留文科大学方言学研究会
昭和 48年 (1973)6月
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『山梨県南巨摩郡富沢町方言地図集』

『山梨県南都留郡地域言語地図集』

『山梨県南巨摩郡早川町域言語地図』

方言学研究会誌第5集 都留文科大学方言学研究会
昭和 49年 (1974)5月

都留文科大学方言研究会
昭和 51年 (1976)7月

都留文科大学国文学科方言学ゼミナール
昭和 56年 (1981)4月

辞書編纂・執筆 〕

『日本国語大辞典』全20巻   小学館
昭和 47年 (1972)12月 ～昭和 51年 (1976)3月

◇「編集後記」 }■ よれば、 (発音部会)に所属、編纂作業に協力なさっている。

『新明解古語辞典』初版  三省堂 金田一春彦氏編 昭和47年 (1972)12月
『新明解古語辞典』第二版 三省堂 金田一春彦氏編 昭和 52年 (1977)12月
『新明解古語辞典』第二版 三省堂 金田一春彦氏編 平成 7年 (1995)1月

◇「あとがき」に原稿執筆者として稲垣正幸先生のお名前がある。

『新明解古語辞典』補注版 (初版) 三省堂     昭和48年 (197
『新明解古語辞典』補注版 (第二版)三省堂     昭和49年 (197

◇「あとがき」に原稿執筆者として稲垣正幸先生のお名前がある。

月

月

●
ｒ

ｒ
Ｏ

３

４

瑕雫歩ダ均羊]レ璽撫鴨項日を

'」

安月

〔論文 〕

『ベン字・筆順・英語付き実用新国語辞典』
◇稲垣正幸先生 。田中章夫氏が編集委員

『手軽で便利な早引き国語の辞典特装版』
◇稲垣正幸先生 。田中章夫氏が編集委員

「国語アクセント史研究の回顧」『国語学』第 10集

「カンジョ漫筆」『ヘラル ド』第 29号

「奈良田 。井川 。青ヶ島」『文化人』第 3巻 24号

「奈良田方言の特異性」『民俗手帖』NO.2

昭和 60年 (1985)4月

平成 11年 (1999)

昭和 27年 (195

昭和 30年 (195

日召禾日30イ手 (1 95

昭和 30年 (195

2)9月

5)10月

5)11月

5)11月

「菖西山村奈良田 。湯島のアクセント」『季刊山梨教育』 16号
日召和 32年 (1957)3月

「富士北麓のことば (山 梨)」 『NHK国 語講座』 6・ 7月
日召和 32年 (1957)5月
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「奈良日のアクセン ト」『山梨県奈良田の方言』 (甲斐民俗叢書 3)
昭和 32年 (1957)8月

「西山村のアクセン ト」『西山村総合調査報告』   昭和 33年 (1958)3月
◆ この報告書は、『西山村誌』 (昭和 35年 2月 西山村誌刊行委員会)に も「西山

村総合調査報告編Jと して収められている。

ノ、文教科教室 「山梨県方言研究の進展」『山梨大学学芸学部研究報告』第 9号
日召禾日33年 (1958)

◆章末の 「山梨県方言資料及び研究論文目録」 |こ は、「県立図書館の稲垣正幸氏と

協力して作成 したものである」と注があるc

「南都留郡忍野村地方のことば」『山梨方言論文集』第一集 山梨方言研究会
昭和 34年 (1959)7月

「ムカアサル考」『甲斐史學』第 12号  甲斐史學會 昭和 35年 (1960)8月

「琉球宮古島アクセ ン トの研究」『都留文科大学研究紀要』第 3集
昭和 41年 (1966)

「笹子峠付近の言語事象」『甲り11夏草道中記』下巻 山梨 日日新聞社
日召禾日45年 (1970)9月

「釈文雄『和字大観抄』のアクセント (中 )」 『国文学論考』第 8号
昭和 46年 (1971)12月

「甲州弁」『山日年鑑』 1972年 版 山梨日日新聞社
昭和 47年 (1972)11月

「『いかに』存疑」『国文学論考』第 9号       昭和 48年 (1973)3月

「語法資料・奈良田方言会話」『国文学論考』第 11号
昭和 50年 (1975)3月

「高松アクセ ントの音相」『国文学論考』第 15号  霜磐霊畢究笙 退官記念号

昭和 54年 (1979)3月

「釈文雄『和字大観抄』のアクセン ト」『都留文科大学研究紀要』第 15集
昭和 54年 (1979)

「高松アクセン トの音相 (続 )」 『国文学論考』第 16号
日召和 55年 (1980)2月

「甲州四つ仮名弁説」『國語學』 136       昭和 59年 (1984)3月

「甲州の 4つ仮名について」『甲斐路』 50号    昭和 59年 (1984)4月

「ことばと生活圏」『甲斐路』 62号        昭和 62年 (1987)ll月

「ことばと生活圏」『山梨 ことばの会会報』創千1号   昭和 63年 (1988)5月
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「『源氏物語』本文と英訳 との比較一 日本語 と英語 との相違―」
『山梨ことばの会会報』第三号          平成 2年 (1990)5月

◇三科省三氏との共同発表

「町村誌に方言談話を収録 しよう」『山梨 ことばの会会報』第四号
平成 3年 (1991)5月

「方言談話を後世に残そ う」『甲斐路』季刊No7 2  平成 3年 (1991)8月

「同一村内の二集落間に言語差が生 じた例二つ」
『山梨ことばの会会報』第五号 平成 4年 (199

「同村内の二集落間での言葉の違い―鳴沢村と木祖村の例―」『甲斐路』
平成 5年 (199

右より 稲垣正幸・津田信吾・秋山洋一・金田一春彦・深沢正志の各氏
1987年 頃・甲府にて (津 田信吾氏提供)
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