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昭和 二十八年三月 長野県長野北高等学校卒菜
昭和三十二年三月 東京教育大学文学部文学科国語国文学専攻卒業
昭和三十四年三月 東京教育大学大学院文学科日本文学研究修士課程修了
昭和三十四年四月 長野県長野西高等学校教諭
昭和四十三年四月 長野工業高等専門学校助教授
昭和四十七年四月 信州大学助教授教育学部
昭和五十四年四月 信州大学教授教育学部
昭和六十 二年四月から平成三年三月 信州大学教育学部附属図酋分長
昭和六十二年九月 県立長野図書館協議会座長 (
現在に至る)
平成五年四月から九年三月 信州大学評議員
平成六年四月から八年三月 日本教育大学協会理事
平成九年七月
長野県図書館協会会長 (
現在に至る)
平成九年十月
長野県国語国文学会会長 (
現在に至る)
平成十 二年三月
定年で信州大学退任

滝浮貞夫先生著書目録

古今集総索引 共著 昭和三十三年九月 明治書院 (
東京)全 二四六ページ
新古今集総索引 単著 昭和四十五年八月 明治書院 (
東京)全三三九 ページ
詞花集総索引 単著 昭和四十七年十月 明治書院 (
東京) 全 二〇八ページ
中古H)
私家集大成 共著 昭和五十年五月 明治書院 (
東京)全 一〇六三ページ (
全 二二四六 ページ (
中世Ⅳ)
校本堀河院御時百首和歌とその研究 本文研究編 共著 昭和五十 一年三月 笠間酋院 (
東京) 全四九四ページ
千載集総索引 単著 昭和五十 一年七月 笠間書院 (
東京) 全 一四九 ページ
校本堀河院御時百首和歌とその研究 古注索引編 共著 昭和五十二年四月 笠間書院 (
東京) 全七五八 ページ
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古今集校本 共著 昭和五十 二年九月 笠間書院 (
東京) 全四六 二ページ
校本永久四年百首和歌とその研究共著
昭和五十三年三月
笠間書院 (
東京) 全四〇七 ページ
古今和歌集正義 共著 昭和五十三年十 二月
勉誠社 (
東京) 全五五八 ページ
国文学研究資料館共同研究報告‑ ｢
初雁文庫主要書目解題付初雁文庫目録｣
共著 昭和五十六年三月
国文学研究資料館編 明治書院 (
東京) 全 1八九 ･(‑ジ
新勅撰集総索引 単著 昭和五十七年十月 明治書院 (
東京) 全三五九 ページ
倍毎選書 しな の文学夜話上 単著 昭和五十七年十 1月 信濃毎日新聞社 (
長野) 全 二四 1ページ
文芸文庫 古今和歌集 単著 昭和五十八年四月 勉誠社 (
東京) 全三三四ページ
校本凡河内窮恒全歌集と総索引 共著 昭和五十八年七月 笠間書院 (
東京) 全三 二八 ページ
続後撰集総索引 単著 昭和五十八年十 1月 明治書院 (
東京)全三五 1ページ
信毎選書 しな の文学夜話下 単著 昭和五十九年 二月 信濃毎日新聞社 (
長野) 全 二二九 ページ
文芸文庫 薪古今和歌集 単著 昭和五十九年三月 勉誠社 (
東京) 全五六九 ページ
続古今集総索引 単著 昭和五十九年十 一月 明治書院 (
東京) 全四八三 ページ
単著 昭和六十年十 1月 明治書院 (
東京 )全三六八 ぺIジ
続拾 退集総索引
新編国歌大観 第 四巻
共著 昭和六十 一年三月 角川畜店 (
東京) 全 一八三四 ページ
名所歌枕伝能因法師抗 の本文 の研究 共著 昭和六十 一年四月 笠間書院 (
東京) 全五三八 ページ
新後撰集総索引
単著 昭和六十 1年十月
明治書院 (
東京) 全三六八 ページ
新編国歌大紋 節五巻
共著 昭和六十 二年四月
角川書店 (
東京)全 二八九五 ページ
玉葉集総索引
単著 昭和六十三年三月
明治書院 (
東京) 全五〇九 ページ
基俊集全釈 私家央全駅鵡臼5 単著 昭和六十三年十 1月 風間書戻 (
東京) 全三 二四 ページ
続千載集総索引 単著
平成 二年三月 明治書院 (
東京) 全三五九 ページ
長野県史 通史編 的 1巻 原始 ･古代 共著 平成 二年三月 長野県史刊行会
全九 二八 ページ
続後拾遺集総索引 単著
平成三年 1月
明治書院 (
東京 ) 全四六三 ページ
風雅集総索引 単著 平成三年七月 明治告院 (
東京) 全三八三 ページ
信濃路文学 の旅 共著 平成四年五月 教育書籍 (
長野) 全三三〇 ページ
新千載集総索引 単著 平成五年六月 明治書院 (
東京) 全四Ellページ
1茶発句総索引 共著 平成五年十 t月 信濃毎日新聞社 (
長野) 全六〇四 ぺIジ
新拾遺集総索引 単著 平成十 一年十月 明治喜院 (
東京) 全三二九 ページ
王朝和歌と歌語 単著 平成十 二年 一月 笠間書院 (
東京) 全五〇三 ページ
長野) 全三九〇ページ
信濃 の古典文学 単著 平成十 二年 二月 債潰教育会出版部 (
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