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M54_01_SC ⻄尾 実 男性 ⻑野県 ⾸都圏 国⽂学者／国語教育学者／国語学者 65-69歳 所⻑挨拶ならびに経過報告 1955年3⽉ 挨拶・祝辞 ⼀橋⼤学⼀橋講堂 35 1 国⽴国語研究所新庁舎開き式典
M54_02_SC 吉⽥ 孝⼀ 男性 NA ⾸都圏 ⽂部官僚 50-54歳 祝辞 1955年3⽉ 挨拶・祝辞 ⼀橋⼤学⼀橋講堂 4 1 国⽴国語研究所新庁舎開き式典
M54_03_SC 尾⾼ 朝雄 男性 京城府（朝鮮） ⾸都圏 法学者 55-59歳 祝辞 1955年3⽉ 挨拶・祝辞 ⼀橋⼤学⼀橋講堂 1 1 国⽴国語研究所新庁舎開き式典
M54_04_SC 村上 俊亮 男性 宮崎県 ⾸都圏 教育学者 50-54歳 祝辞 1955年3⽉ 挨拶・祝辞 ⼀橋⼤学⼀橋講堂 4 1 国⽴国語研究所新庁舎開き式典
M54_05_SC ⼟岐 善麿 男性 東京都 ⾸都圏 歌⼈／国⽂学者 70-74歳 祝辞 1955年3⽉ 挨拶・祝辞 ⼀橋⼤学⼀橋講堂 3 1 国⽴国語研究所新庁舎開き式典
M54_06_SC 柳⽥ 国男 男性 兵庫県 ⾸都圏 ⺠俗学者／官僚 80-84歳 祝辞 1955年3⽉ 挨拶・祝辞 ⼀橋⼤学⼀橋講堂 4 1 国⽴国語研究所新庁舎開き式典
M54_07_LT 平井 昌夫 男性 東京都 ⾸都圏 国語教育学者／国語学者 45-49歳 講演者紹介 1955年3⽉ 司会 ⼀橋⼤学⼀橋講堂 1 1 国⽴国語研究所新庁舎開き記念講演会
M54_08_ST ⻄尾 実 男性 ⻑野県 ⾸都圏 国⽂学者／国語教育学者／国語学者 65-69歳 所⻑挨拶 1955年3⽉ 挨拶・祝辞 ⼀橋⼤学⼀橋講堂 10 1 国⽴国語研究所新庁舎開き記念講演会
M54_09_LT 平井 昌夫 男性 東京都 ⾸都圏 国語教育学者／国語学者 45-49歳 講演者紹介 1955年3⽉ 司会 ⼀橋⼤学⼀橋講堂 1 1 国⽴国語研究所新庁舎開き記念講演会
M54_10_LT 柴⽥ 武 男性 愛知県 ⾸都圏 ⾔語学者／国語学者 35-39歳 現代の敬語意識 1955年3⽉ 講演 ⼀橋⼤学⼀橋講堂 26 1 国⽴国語研究所新庁舎開き記念講演会
M54_11_LT 平井 昌夫 男性 東京都 ⾸都圏 国語教育学者／国語学者 45-49歳 講演者紹介 1955年3⽉ 司会 ⼀橋⼤学⼀橋講堂 1 1 国⽴国語研究所新庁舎開き記念講演会
M54_12_LT 林 ⼤ 男性 東京都 ⾸都圏 国語学者 40-44歳 三つの語彙調査 1955年3⽉ 講演 ⼀橋⼤学⼀橋講堂 54 1 国⽴国語研究所新庁舎開き記念講演会
M54_13_LT 平井 昌夫 男性 東京都 ⾸都圏 国語教育学者／国語学者 45-49歳 講演者紹介 1955年3⽉ 司会 ⼀橋⼤学⼀橋講堂 1 1 国⽴国語研究所新庁舎開き記念講演会
M57_01_LT 飯豊 毅⼀ 男性 福島県 ⾸都圏 国語学者 35-39歳 話し⾔葉の表現意図について 1957年9⽉ 講演 ⼀橋⼤学⼀橋講堂 13 1 全国国語科指導主事研修講座
M57_02_LT 野元 菊雄 男性 神奈川県 ⾸都圏 ⾔語学者 35-39歳 ⽅⾔調査法 1957年9⽉ 講演 ⼀橋⼤学⼀橋講堂 44 1 全国国語科指導主事研修講座
M57_03_LT 芦沢 節 ⼥性 ⼭梨県 ⾸都圏 国語教育学者 40-44歳 ⾔語能⼒の発達 1957年9⽉ 講演 ⼀橋⼤学⼀橋講堂 15 1 全国国語科指導主事研修講座
M57_04_LT 宮地 裕 男性 東京都 ⾸都圏 国語学者 30-34歳 助詞・助動詞 1957年9⽉ 講演 ⼀橋⼤学⼀橋講堂 64 1 全国国語科指導主事研修講座
M57_06_LT 永野 賢 男性 千葉県 ⾸都圏 国語学者 35-39歳 ⽂型 1957年9⽉ 講演 ⼀橋⼤学⼀橋講堂 33 1 全国国語科指導主事研修講座
M57_07_LT 輿⽔ 実 男性 ⼭梨県 ⾸都圏 国語学者／国語教育学者 50-54歳 国語教育 1957年9⽉ 講演 ⼀橋⼤学⼀橋講堂 31 1 全国国語科指導主事研修講座
M57_08_LT 林 四郎 男性 東京都 ⾸都圏 国語学者 35-39歳 新聞⽂章研究法 1957年9⽉ 講演 ⼀橋⼤学⼀橋講堂 34 1 全国国語科指導主事研修講座
M58_01_SC ⻄尾 実 男性 ⻑野県 ⾸都圏 国⽂学者／国語教育学者／国語学者 70-74歳 所⻑挨拶 1959年3⽉ 挨拶・祝辞 学⼠会館 31 1 国⽴国語研究所創⽴10周年記念祝賀式
M58_02_SC 稲⽥ 清助 男性 新潟県 ⾸都圏 ⽂部官僚 55-59歳 祝辞 1959年3⽉ 挨拶・祝辞 学⼠会館 3 1 国⽴国語研究所創⽴10周年記念祝賀式
M58_03_SC 兼重 寛九郎 男性 ⼤阪府 ⾸都圏 機械⼯学者 60-64歳 祝辞 1959年3⽉ 挨拶・祝辞 学⼠会館 3 1 国⽴国語研究所創⽴10周年記念祝賀式
M58_04_SC 関⼝ 隆克 男性 東京都 ⾸都圏 教育者 55-59歳 祝辞 1959年3⽉ 挨拶・祝辞 学⼠会館 4 1 国⽴国語研究所創⽴10周年記念祝賀式
M58_05_SC 時枝 誠記 男性 東京都 ⾸都圏 国語学者 55-59歳 祝辞 1959年3⽉ 挨拶・祝辞 学⼠会館 14 1 国⽴国語研究所創⽴10周年記念祝賀式
M58_06_SC ⼭本 有三 男性 栃⽊県 ⾸都圏 ⼩説家／劇作家／政治家 70-74歳 祝辞 1959年3⽉ 挨拶・祝辞 学⼠会館 13 1 国⽴国語研究所創⽴10周年記念祝賀式
M58_07_SC ⼟岐 善麿 男性 東京都 ⾸都圏 歌⼈／国⽂学者 70-74歳 来賓挨拶 1959年3⽉ 挨拶・祝辞 学⼠会館 5 1 国⽴国語研究所創⽴10周年記念祝賀式
M58_08_SC 安倍 能成 男性 愛媛県 ⾸都圏 哲学者／教育者／政治家 75-79歳 来賓挨拶 1959年3⽉ 挨拶・祝辞 学⼠会館 8 1 国⽴国語研究所創⽴10周年記念祝賀式
M58_09_SC ⽚⼭ 哲 男性 和歌⼭県 ⾸都圏 政治家 70-74歳 来賓挨拶 1959年3⽉ 挨拶・祝辞 学⼠会館 2 1 国⽴国語研究所創⽴10周年記念祝賀式
M58_11_SA ⻄尾 実 男性 ⻑野県 ⾸都圏 国⽂学者／国語教育学者／国語学者 70-74歳 所⻑挨拶 1959年3⽉ 挨拶・祝辞 ⼀橋⼤学⼀橋講堂 8 1 国⽴国語研究所創⽴10周年記念講演会
M58_12_LA ⼭⽥ 巌 男性 広島県 ⾸都圏 国⽂学者 45-49歳 明治初期の書きことば 1959年3⽉ 講演 ⼀橋⼤学⼀橋講堂 61 1 国⽴国語研究所創⽴10周年記念講演会
M58_13_LA 林 ⼤ 男性 東京都 ⾸都圏 国語学者 45-49歳 現代語の標準 1959年3⽉ 講演 ⼀橋⼤学⼀橋講堂 48 1 国⽴国語研究所創⽴10周年記念講演会
M58_14_LA ⼤⽯ 初太郎 男性 静岡県 ⾸都圏 国語学者 45-49歳 話しことばの⽂法 1959年3⽉ 講演 ⼀橋⼤学⼀橋講堂 40 1 国⽴国語研究所創⽴10周年記念講演会
M58_15_LA 岩淵 悦太郎 男性 福島県 ⾸都圏 国語学者 50-54歳 これからの⽇本語 1959年3⽉ 講演 ⼀橋⼤学⼀橋講堂 25 1 国⽴国語研究所創⽴10周年記念講演会
M65_01_SA 岩淵 悦太郎 男性 福島県 ⾸都圏 国語学者 60-64歳 所⻑挨拶 1965年12⽉ 挨拶・祝辞 国⽴国語研究所 2 1 第17回国⽴国語研究所創⽴記念講演会
M66_01_SA 岩淵 悦太郎 男性 福島県 ⾸都圏 国語学者 60-64歳 所⻑挨拶 1966年12⽉ 挨拶・祝辞 国⽴国語研究所 17 1 第18回国⽴国語研究所創⽴記念講演会
M67_01_SA 岩淵 悦太郎 男性 福島県 ⾸都圏 国語学者 60-64歳 所⻑挨拶 1967年12⽉ 挨拶・祝辞 国⽴国語研究所 11 1 第19回国⽴国語研究所創⽴記念講演会
M67_03_LA 岩淵 悦太郎 男性 福島県 ⾸都圏 国語学者 60-64歳 講演者紹介 1967年12⽉ 司会 国⽴国語研究所 2 1 第19回国⽴国語研究所創⽴記念講演会
M67_04_LT ⾒坊 豪紀 男性 東京都 ⾸都圏 国語学者／辞書編纂者 50-54歳 ⾒坊⽒退官記念講演 1968年3⽉ 講演 国⽴国語研究所 52 1 ⾒坊⽒退官記念講演
M68_01_SA 岩淵 悦太郎 男性 福島県 ⾸都圏 国語学者 60-64歳 あいさつ−研究所と語彙研究− 1969年2⽉ 挨拶・祝辞 紀伊国屋ホール 59 1 国⽴国語研究所創⽴20周年記念講演会
M68_02_LA 林 四郎 男性 東京都 ⾸都圏 国語学者 45-49歳 語彙調査と基本語彙 1969年2⽉ 講演 紀伊国屋ホール 80 1 国⽴国語研究所創⽴20周年記念講演会



M68_03_LA ⻄尾 寅弥 男性 東京都 ⾸都圏 国語学者 40-44歳 形容詞の意味の特質 1969年2⽉ 講演 紀伊国屋ホール 54 1 国⽴国語研究所創⽴20周年記念講演会
M69_01_LA 岩淵 悦太郎 男性 福島県 ⾸都圏 国語学者 60-64歳 講演者紹介 1969年12⽉ 司会 国⽴国語研究所 5 1 第21回国⽴国語研究所創⽴記念講演会
M72_01_SA 岩淵 悦太郎 男性 福島県 ⾸都圏 国語学者 65-69歳 所⻑挨拶 1972年12⽉ 挨拶・祝辞 国⽴国語研究所 54 1 第24回国⽴国語研究所創⽴記念⽇
M74_01_SC 岩淵 悦太郎 男性 福島県 ⾸都圏 国語学者 65-69歳 所⻑挨拶 1974年6⽉ 挨拶・祝辞 国⽴国語研究所 9 1 国⽴国語研究所研究棟落成式典
M74_02_SC 奥野 誠亮 男性 奈良県 ⾸都圏 内務官僚／政治家 60-64歳 来賓挨拶 1974年6⽉ 挨拶・祝辞 国⽴国語研究所 6 1 国⽴国語研究所研究棟落成式典
M74_03_SC NA 男性 NA ⾸都圏 NA NA 祝辞 1974年6⽉ 挨拶・祝辞 国⽴国語研究所 3 1 国⽴国語研究所研究棟落成式典
M74_04_SC 安達 健⼆ 男性 愛知県 ⾸都圏 ⽂部官僚 55-59歳 祝辞 1974年6⽉ 挨拶・祝辞 国⽴国語研究所 8 1 国⽴国語研究所研究棟落成式典
M74_05_SC 平塚 益徳 男性 東京都 ⾸都圏 教育学者／キリスト教学者 65-69歳 祝辞 1974年6⽉ 挨拶・祝辞 国⽴国語研究所 7 1 国⽴国語研究所研究棟落成式典
M74_06_SC 久松 潜⼀ 男性 愛知県 ⾸都圏 国⽂学者 80-84歳 祝辞 1974年6⽉ 挨拶・祝辞 国⽴国語研究所 1 1 国⽴国語研究所研究棟落成式典


