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３　和歌山県を除く自治体史等

　　　①都道府県史

1698 新北海道史　第一～九巻（第二巻欠）　昭和４４年～昭和５６年 北海道

1699 北海道の夜明け　開拓につくした人びと　２ 北海道 昭和４０

1700 北海道略史 北海道総務部文書課 昭和３７

1701 青森県史　資料編（古代１）他２７巻　平成１３年～平成２１年 青森県

1702 津軽史第二十巻　相馬大作事件 青森県文化財保護協会 平成　２

1703 岩手県漁業史 岩手県 昭和５９

1704 岩手県史　第４、７～１２巻　昭和３７年～昭和４１年 岩手県

1705 宮城縣史　４、２３、２５、２９、３３、３４、３５　昭和２９、５０、

５６、５７、６１、６２年
宮城県

1706 秋田県政史  上巻、下巻　昭和３０年、昭和３１年 秋田県

1707 秋田県戦後行政年表資料（昭和４１～５０年） 秋田県総務部文書広報課 昭和６０

1708 山形県史　第１巻（原始・古代・中世編）他３０巻　昭和４３年～平成

１７年
山形県

1709 福島県史　第１～２６巻、編纂記録　昭和３９年～昭和４７年 福島県

1710 福島県農業史　１　通史　Ⅰ 福島県 昭和６２

1711 福島県通史（復刻版）　吾妻書館 池内儀八 昭和５７

1712 茨城県近世商業史料　１、２　－中村作右衛門家店卸－ 茨城県史近世史第二部会 昭和４６

1713 茨城県史　原始古代編他７巻　昭和４７年～平成８年 茨城県

1714 茨城県史料　考古資料編他４１巻　昭和４２年～平成１１年 茨城県

1715 茨城県幕末史年表 茨城県 昭和４８

1716 茨城県近世史料　Ⅰ～Ⅳ　昭和４６、４８、５０年 茨城県

1717 栃木県史　原始・古代他３７巻　昭和４８年～昭和５９年 栃木県

1718 栃木県政史　第一巻 栃木県 昭和３１

1719 群馬県史　通史編１～１０巻、資料編１～２７　昭和５２年～平成４年 群馬県

1720 群馬県中世史年表 群馬県 昭和５１

1721 群馬県百年史　上巻、下巻　 群馬県 昭和４６

1722 現代群馬県政史　第１巻、第四巻　昭和３４年、平成５年 群馬県

1723 埼玉県史  第２巻 奈良平安時代 埼玉県 昭和　６

1724 埼玉県人物辞典 埼玉県 平成１０

1725 新編埼玉県史　通史編１（原始・古代）他４２巻　昭和５４年～平成５年 埼玉県

1726 千葉県のあゆみ 千葉県 昭和５８

1727 千葉県の自然誌　本編１～８、別編１～４　平成８年～平成１７年 千葉県

1728 千葉県の歴史　１～４６（５、３４欠）通史編（原始・古代１県史１）他

３９巻　昭和４６年～平成２１年
千葉県

1729 千葉県史　明治編、大正昭和編　昭和３７、４２年 千葉県

1730 千葉県史料　原始古代編他２１巻　昭和３２年、昭和４１年～平成３年 千葉県

1731 都政十年史 東京都 昭和２９

1732 東京市史稿　市街篇他１０４巻　昭和２９年～平成２０年 東京都公文書館

1733 東京都政五十年史　索引・総目次、事業史Ⅰ～Ⅲ、通史、年表・資料　平

成６年、平成７年
東京都

1734 東京百年史　第一～六巻、別巻年表・索引　昭和４７、４８、５４年 東京都

1735 東京府史  府会編第４～１０巻、行政編第４巻　昭和６、８、９、１１年 東京都

1736 自治五十年史　第一巻　制度篇　良書普及會 （財）東京市政調査會 昭和１５

1737 開国から百年  神奈川県のあゆみ 神奈川県 昭和３０

1738 神奈川県の歴史 神奈川県 昭和５９

1739 神奈川県史　通史編（原始・古代・中世）他３４巻　昭和４７年～昭和

５８年
神奈川県

1740 新潟県史　通史編１（原始・古代）他３６巻　昭和５５年～平成元年 新潟県

1741 富山県史　通史編１（原始・古代）他２２巻　昭和４７年～昭和６２年 富山県

1742 富山県政史  第１、２、７巻　昭和１１、１２、１４年 富山県

1743 石川県史  第弐編 石川県 昭和　３

３　和歌山県を除く自治体史等

①都道府県史
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1744 石川県史資料　近代篇他２５巻　昭和４９年～平成８年 石川県

1745 石川県年表　昭和篇３～５、平成篇１　昭和４５年～平成１７年　 石川県教育委員会

1746 石川縣史　現代篇（２～６）　昭和３８年～平成７年 石川県

1747 大正昭和　福井県史　上巻、下巻　昭和３１年、昭和３２年 福井県

1748 福井県史　通史編１（原始・古代）他２８巻　昭和３０年～平成１０年 福井県

1749 山梨県史　通史編１（原始・古代）他３３巻　平成８年～平成２０年 山梨県

1750 山梨縣政七十年誌 山梨県 昭和３７

1751 山梨縣政百年史　上巻 山梨県 昭和５３

1752 山梨縣政六十年年誌 山梨県 昭和２７

1753 県政十年年のあゆみ 長野県 昭和３２

1754 長野県史　通史編第１巻（原始・古代）他６８巻　昭和４８年～平成４年 長野県

1755 長野県政史　第一～三巻、別巻、索引　昭和４６年～昭和４８年 長野県

1756 岐阜県史　通史編近世（上）他１６巻　昭和４０年～平成１５年 岐阜県

1757 マンガ静岡県史　平成９年、平成１０年 静岡県

1758 静岡県史　通史編１（原始・古代）他３４巻　平成元年～平成１０年 静岡県

1759 静岡縣史料　第一輯、第二輯　昭和７年、昭和８年 静岡県

1760 愛知県史　資料編１（考古１旧石器・縄文）他１２巻　平成１１年～平成

１９年
愛知県史編さん委員会

1761 愛知県昭和史　上巻、下巻　昭和４７年、昭和４８年 愛知県

1762 明治以降愛知県史略年表　昭和５１、５３、５５、５８年 愛知県

1763「三重県史」民俗資料集　１、２　平成１０年、平成１９年 三重県県史編さんグループ

1764 三重県史　資料編古代（上）他２６巻　昭和３９年～平成２０年 三重県

1765 発見！三重の歴史
三重県県史編さんグループ・
毎日新聞社津支局

平成１８

1766 続　発見！三重の歴史
三重県県史編さんグループ・
毎日新聞社津支局

平成２０

1767 滋賀県史　昭和編第一～六巻（第二巻欠）　昭和５１年～昭和６１年 滋賀県

1768 滋賀県年表 滋賀県 昭和６０

1769 滋賀県百年年表 滋賀県 昭和４６

1770 京都府百年のあゆみ　 京都府 昭和４３

1771 京都府百年の年表　１～１０　昭和４５年～昭和４７年 京都府

1772 大阪府の歴史　創刊号～第９号　昭和４６年～昭和５３年 大阪府史編集室

1773 大阪府史　第一～七巻、別巻　昭和５３年～平成３年 大阪府

1774 大阪府布令集　一～三　 大阪府 昭和４６

1775 兵庫県の歴史　第７～２８、３１～３４号　昭和４７年～平成１０年 兵庫県

1776 兵庫県史　第１～５巻、考古資料編他２４巻　昭和４９年～平成１０年 兵庫県

1777 兵庫県百年史 兵庫県 昭和４２

1778 奈良県史　１ 奈良県 昭和６０

1779 奈良県政七十年史 奈良県 昭和３７

1780 鳥取県史１（原始古代）他１８巻　昭和４４年～昭和５７年 鳥取県

1781 鳥取藩史　第一～六巻、別巻　昭和４４年～昭和４７年 鳥取県

1782 百年の年輪　鳥取県民の歩んできた道　　 鳥取県 昭和４３

1783 新修島根県史　通史篇１他１０巻　昭和４０年～昭和４３年 島根県

1784 岡山県史　原始・古代他３４巻　昭和５６年～平成３年 岡山県

1785 岡山県史料　岡山県記録資料叢書２～３　平成１８年～平成２１年 岡山県立記録資料館

1786 岡山県政史　明治・大正編・昭和前期編、昭和戦後編、昭和第三編　昭和

４２、４４、６３年　
岡山県

1787 広島県の歴史 広島県 昭和４４

1788 広島県史　原始・古代他２７巻　昭和４７年～昭和５９年 広島県

1789 山口県史　通史編（原始古代）他２６巻　平成８年～平成２０年 山口県

1790 山口県史料　中世編（上）他３巻　昭和５１年～昭和５４年 山口県

1791 山口県政史　上、下 山口県 昭和４６

1792 山口県文化史　通史編　復刻版　マツノ書店 山口県 昭和５２

1793 徳島県史　第一、三、四巻　昭和３９年、昭和４０年 徳島県

1794 徳島県史料　第一巻　阿淡年表秘録 徳島県 昭和３９
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1795 香川県史　第一巻通史編（原始・古代）他１６巻　昭和６０年～平成３年 香川県

1796 置県百年 香川県 昭和６３

1797 愛媛県史　原始古代１他４２巻　昭和５７年～平成元年 愛媛県

1798 愛媛県史概説　上巻、下巻　昭和３４年、昭和３５年 愛媛県

1799 愛媛県編年史　第一～十　昭和３８年～昭和５０年 愛媛県

1800 高知県史　古代・中世編他９巻　昭和４３年～昭和５３年 高知県

1801 高知縣史要　全（復刻版）　名著出版 高知県 昭和４８

1802 福岡県の百年 福岡県 昭和４６

1803 福岡県史　通史編福岡藩（１）他６３巻　昭和５７年～平成１５年 福岡県

1804 福岡県史資料  第１輯、第３輯　昭和７年、昭和９年 福岡県

1805 福岡県戦後５０年の歩み（昭和２０年～平成７年） 福岡県 平成　７

1806 佐賀県史　中巻、下巻　昭和４２年、昭和４３年 佐賀県

1807 佐賀県政史　（資料編含む） 佐賀県 昭和５４

1808 佐賀県政百年歴史年表 佐賀県 昭和５８

1809 長崎県史　古代・中世編他３巻　昭和４１、４８、５１、５５年 長崎県

1810 長崎県政年表 長崎県 昭和３６

1811 熊本県史　近代編第一他６巻　昭和３６年～昭和４０年 熊本県

1812 県政のあゆみ　昭和５０年版 大分県 昭和５０

1813 大分県史　先史篇他２０巻　昭和５６年～平成３年 大分県

1814 宮崎県史　通史編（原始・古代１）他３４巻　平成元年～平成１２年 宮崎県

1815 宮崎県政八十年史　上巻、下巻、年表 宮崎県 昭和４２

1816 宮崎県置県１００年 宮崎県 昭和５９

1817 鹿児島県史　第五、六巻　昭和４２年、平成１８年 鹿児島県

1818 鹿児島県史料　旧記雑録（前編一）他４４巻　昭和４６年～平成４年 鹿児島県

1819 沖縄県史　資料編１沖縄戦１（原文編）他２９巻　平成７年～平成１８年
（財）沖縄県文化振興会　公
文書管理部史料編集室

1820 沖縄県史ビジュアル版　平成１０年～平成１５年
（財）沖縄県文化振興会　公
文書管理部史料編集室

②都道府県議会史

1821 四季の回顧  北海道議会　昭和４２、５０、５４、５８年 北海道

1822 道会７０年小史 北海道 昭和４６

1823 北海道議会史  第５～８巻　昭和５２、５８、６０、６２年 北海道

1824 青森県議会史 明治元年～昭和３４年、昭和３８年～昭和５７年 ( １３巻 ) 青森県

1825 青森県議会百年のあゆみ 青森県 昭和５３

1826 岩手県議会史  第１～６巻　昭和３６、３８、５６年 岩手県

1827 岩手県議会四年の歩み 昭和３０年～昭和４６年 岩手県

1828 宮城県議会史  第１～６巻　昭和４３年～平成７年 宮城県

1829 秋田県議会史  第１～４巻　昭和５４、５９年、平成元、５年 秋田県

1830 山形県議会史  第１、５～８巻　昭和２６、５３、５７、６０、６３年 山形県議会

1831 山形県議会八十年史  １～４　昭和３６、３９、４２、４７年 山形県

1832 山形県議会百年のあゆみ 山形県 昭和５４

1833 山形県議会歴代議員名鑑 山形県 昭和４８

1834 福島県議会史  昭和編　第３～１０巻　昭和４２年～昭和５９年 福島県

1835 福島県議会百年 福島県 昭和５３

1836 福島県県会史  大正編、昭和編　昭和３４年、昭和３７年 福島県

1837 茨城県議会概要  県議会創立９０周年 茨城県 昭和４５

1838 茨城県議会史第１～４巻、戦後編、資料編昭和３７～３９、４１、５４年 茨城県

1839 郷土百年  茨城県議会１００年写真集 茨城県 昭和５４

1840 大地に緑の搭を  茨城県議会１００年の歩み 茨城県 昭和５４

1841 栃木県議会の百年 栃木県 昭和５４

1842 栃木県議会史  地方自治法施行 第１～１１編（第３編欠）　昭和３０年～平

成８年
栃木県

1843 栃木県議会史　 第１～４巻　昭和５８、６０、６２、平成元年 栃木県
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1844 群馬県議会議員名鑑 群馬県 昭和４１

1845 群馬県議会議員名鑑　現代編 群馬県 昭和５６

1846 群馬県議会史  第１～７巻　昭和２６年～平成３年 群馬県

1847 埼玉県議会史  第１～１４巻 （資料編含む）　昭和３１年～平成７年 埼玉県

1848 埼玉県議会百年史 埼玉県 昭和５５

1849 千葉県議会史  議員名鑑 千葉県 昭和６０

1850 千葉県議会史  第１～７巻（第２巻欠号）　昭和４０年～平成８年 千葉県

1851 東京都議会史  第１～１０巻 　昭和２６年～平成８年 東京都

1852 歴代議員略歴集録  東京都議会 東京都 昭和５７

1853 神奈川県会史  第１～６巻　昭和２８年～昭和３４年 神奈川県

1854 神奈川県議会史続編　第１～５巻　昭和４８年～昭和５６年 神奈川県

1855 神奈川県議会の百年 神奈川県 昭和５４

1856 新潟県議会史  昭和編２、３　昭和４０年、平成７年 新潟県

1857 富山県議会史  第１～４巻、史料編　昭和５２年～昭和５９年 富山県

1858 富山県議会百年のあゆみ 富山県 昭和５９

1859 石川県議会史  第１～４巻、別巻　昭和４２年～平成５年 石川県

1860 福井県議会史  第１～７巻　昭和４６年～平成８年 福井県

1861 山梨県民主議会史  第１巻 山梨県 昭和２８

1862 長野県議会１００年のあゆみ 長野県 昭和５４

1863 岐阜県会沿革誌  続編ノ拾壱 岐阜県 昭和２８

1864 岐阜県議会史  第１～５巻　昭和５５年～昭和５９年 岐阜県

1865 岐阜県議会七十年史 岐阜県 昭和２６

1866 静岡県議会史  第１～３巻　昭和２８年～昭和３０年 静岡県

1867 静岡県議会百年史（資料編含む） 静岡県 昭和５４

1868 愛知県議会史  第１～１１巻　昭和２８年～昭和６１年 愛知県

1869 三重県会議史  第３、４巻　昭和４５年、昭和６１年 三重県

1870 三重県会史  第２巻 三重県 昭和２８

1871 三重県議会１００年 三重県 昭和５４

1872 滋賀県議会史  第７、１０巻　昭和５８年、昭和６３年 滋賀県

1873 京都府会史  昭和時代総説 京都府 昭和２８

1874 京都府議会史  総説編 京都府 昭和５２

1875 大阪府会史  第３巻　上巻 大阪府 昭和　８

1876 鳥取県議会史  上巻、下巻、別巻、余禄　昭和２９年、昭和５０年 鳥取県

1877 島根県議会史  第１～５巻　昭和３４年、昭和４６年 島根県

1878 岡山県議会史  第６～１０編　昭和４２年～平成７年 岡山県

1879 広島県議会史  第１～６巻、続編第１～３巻　昭和３５年～昭和５８年 広島県

1880 山口県会史　大正１０年～昭和３０年、昭和３３、４２、４６、５３年 山口県

1881 山口県議会史　昭和３０年～昭和５０年、昭和５７年、平成４年、８年 山口県

1882 徳島県議会史  第１、２巻　昭和４７年、昭和４８年 徳島県

1883 香川県議会史  第１～５巻　昭和４６年～平成３年 香川県

1884 愛媛県議会史  第１～６巻　昭和５０年～平成１４年 愛媛県

1885 高知県議会史  上中下巻、史料編　昭和３７、４０、４２、４３年 高知県

1886 詳説福岡県議会史  明治編上巻他８巻　昭和２７年～昭和３５年 福岡県

1887 福岡県議会史 福岡県 昭和２６

1888 佐賀県議会史  上巻、下巻、統一　昭和３３年、昭和４６年 佐賀県

1889 長崎県議会史  第１～１０巻　昭和３８年～平成６年 長崎県

1890 熊本県議会史  第１～７巻　昭和３８年～平成６年 熊本県

1891 大分県議会の歩み　４～１１巻　昭和３２年～平成５年 大分県

1892 宮崎県会史  第５～８輯　昭和２７、４０～４２年 宮崎県

1893 宮崎県議会外史 宮崎県 平成　６

1894 宮崎県議会史  第９～１６輯　昭和４４年～平成４年 宮崎県

1895 鹿児島県議会史  第１、２巻、別巻 鹿児島県 昭和４６

1896 沖縄県議会史  第４～１４巻　昭和５９年～平成８年 沖縄県

③市町村史（誌）
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1897 月形町史 月形町史編さん委員会 昭和６０

1898 江差町史　第六巻　通説二 江差町史編集室 昭和５８

1899 室蘭市史　昭和２８年～昭和３７年 室蘭市（北海道） 昭和３８

1900 室蘭市年表 室蘭市（北海道）

1901 松前町史　通説編　第一巻下 松前町史編集室 昭和６３

1902 新札幌市史　第１～３、６～８巻　昭和６１年～平成６年　北海道新聞社 札幌市教育委員会（北海道）

1903 新札幌市史完結記念シンポジウム－史料から歴史を探る－＜開催報告書＞ 札幌市文化資料室 平成２０

1904 稚内市史　第二巻 稚内市（北海道） 平成１１

1905 函館市史　通史編第一巻他１０巻　昭和４９年～平成１９年 函館市史編さん室

1906 比布町史 比布町（北海道） 昭和３９

1907 むつ市史　近代編 むつ市史編さん委員会 昭和６１

1908 角館誌　第四巻　北家時代編下 「角館誌」編纂委員会 昭和４４

1909 鹿角市史　第二巻下 鹿角市（秋田県） 昭和６２

1910 鶴岡市史　上巻、中巻、資料編　庄内史料集１６－１、１６－２　昭和

５０年、５５年、６３年、平成元年
鶴岡市（山形県）

1911 天童市史　中巻、下巻　昭和６２年、平成４年 天童市史編さん委員会

1912 天童市史編集資料　第十一号、第二十七号　昭和５４年、昭和５７年 天童市史編さん委員会

1913 天童織田藩史 天童市史編さん委員会 昭和６２

1914 米沢市史　資料篇３、４　昭和５９年、昭和６２年 米沢市史編さん委員会

1915 三春町史　第３巻近代Ⅰ、第９巻近世資料２　昭和５０年、昭和５６年 三春町（福島県）

1916 二本松市史　第六巻近世３（資料編４） 二本松市（福島県） 昭和５７

1917 福島市史　近世２他３巻　昭和４７、４８、５３年 福島市史編纂委員会

1918 鉾田町史　明治前期史料編Ⅰ他４巻　平成４年～平成６年 鉾田町

1919 水戸市史　上中下　昭和５０年～平成５年 水戸市史編さん委員会

1920 北茨城市史　上巻 北茨城市史編さん委員会 昭和６３

1921 宇都宮市史　第四～七巻　昭和５５年～昭和５７年 宇都宮市史編さん委員会

1922 南河内町史　通史編古代・中世他９巻　平成２年～平成１０年 南河内町（栃木県）

1923 日光市史　中巻、下巻 日光市史編さん委員会 昭和５４

1924 伊勢崎市史　通史編１原始古代中世他７巻　昭和６１年～平成５年 伊勢崎市（群馬県）

1925 下仁田町史 下仁田町（群馬県） 昭和４６

1926 古馬牧村誌　月夜野町誌・第二集 古馬牧村誌編纂委員会 昭和４７

1927 新治村史料集　第二、三集復刻 新治村（群馬県） 昭和６２

1928 新編高崎市史　資料編８近世Ⅳ　平成１４年３月 高崎市（群馬県）

1929 前橋市史　第六巻 前橋市史編さん委員会 昭和６０

1930 熊谷市史　前編 熊谷市（埼玉県） 昭和３８

1931 与野市史　中・近世史料編 与野市（埼玉県） 昭和５７

1932 図説浦和のあゆみ 浦和市（埼玉県） 平成　５

1933 北本市史　第一～六巻　昭和６２年～平成６年 北本市教育委員会（埼玉県）

1934 千葉市史　史料編　８、９　平成９年、平成１６年 千葉市史編集委員会

1935 旭市史　第一巻 旭市史編さん委員会 昭和５５

1936 続　長柄町史 長柄町史編纂委員会 昭和５８

1937 多古町史　上巻、下巻 多古町史編纂委員会 昭和６０

1938 八日市場市史　昭和５７年、平成８年 八日市場市史編さん委員会

1939 茂原市史 茂原市史編さん委員会 昭和４１

1940 野田市史　資料編　中世　２ 野田市 平成１４

1941 ふるさと歴史読本　近世の佐倉 佐倉市（千葉県） 平成１０

1942 絵でみる図でよむ　千葉市図誌　上巻、下巻 千葉市 平成　５

1943 干潟町史 干潟町史編纂委員会 昭和５０

1944 御宿町史 御宿町史編さん委員会 平成　５

1945 佐倉市史　巻四 佐倉市史編さん委員会 平成２０

1946 市原市史　資料編（古代） 市原市（千葉県） 昭和５８

1947 城東町史　通史編 城東町史編集委員会 昭和６１

1948 千葉県長生郡郷土誌 長生郡教育会 昭和５１

1949 東庄町史　上巻・下巻 東庄町史編さん委員会 昭和５７
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1950 睦沢村史 睦沢村村史編さん会議 昭和５２

1951 八丈島誌 八丈島誌編纂委員会 昭和４８

1952 図説板橋区史 板橋区史編さん調査会 平成　４

1953 大田区政五十年史　年表・資料・索引、通史・事業史 東京都大田区 平成　９

1954 中央区三十年史　上巻、下巻 東京都中央区 昭和５５

1955 日野市史通史編二（下）近世編（二）他２巻　昭和６２年、平成２、４年 日野市史編さん委員会

1956 八王子千人同心史　通史編 千人同心史編さん委員会 平成　４

1957 板橋区史　通史編、資料編　平成６、８、１０年 板橋区史編さん調査会

1958 品川の歴史 東京都品川区教育委員会 昭和５４

1959 北区史　資料編　古代中世　１ 東京都北区史編纂調査会 平成　６

1960 墨田区史　前史 東京都墨田区 昭和５３

1961 横浜市史　第一～三巻、資料編　昭和４７年、昭和５７年 横浜市

1962 鎌倉市史　近世通史編　株式会社吉川弘文館 鎌倉市市史編さん委員会 平成　２

1963 図説茅ヶ崎市史　現代　８　市民の半世紀 茅ヶ崎市（神奈川県） 平成１３

1964 茅ヶ崎市史　現代９　ちがさきクロニクル（１９４５年～２００２年） 茅ヶ崎市 平成１７

1965 寒川町史　資料編　古代・中世・近世（１）他１５巻（CD-ROM 版含む）

　平成２年～平成１６年
寒川町（神奈川県）

1966 厚木中世史話 厚木市史編纂委員会 昭和４８

1967 小田原市史　史料編　近代１ 小田原市（神奈川県） 平成　３

1968 図説ふじさわの歴史 藤沢市文書館 平成　３

1969 図説横浜の歴史 図説横浜の歴史編集委員会 平成元　

1970 藤沢市教育史　通史編近代他８巻　平成６年～平成２０年 藤沢市教育文化センター

1971 藤沢市史新聞記事目録《横浜貿易新報・大正前期、中期、後期編》平成５

年～平成１３年
藤沢市文書館（神奈川県）

1972 藤沢市史料集（十八）　快元僧都記 藤沢市文書館 平成　６

1973 藤沢市制６０周年記念　市民が語る６０年　（続）藤沢市史　別編１ 藤沢市文書館 平成１２

1974 出雲崎町史　通史編　上巻 出雲崎町史編さん委員会 平成　５

1975 上越市史　通史編１自然・原始・古代他１９巻　平成１２年～平成１６年 上越市史編さん委員会

1976 佐渡相川の歴史　資料集四～六、十　昭和５０年～昭和５９年 相川町（新潟県）

1977 市制１００周年記念　図説　新潟市史　別編 新潟市 平成元　

1978 糸魚川市史　３～６　昭和５３、５４、５６、５９年 糸魚川市（新潟県）

1979 新潟市史　通史編１　原始古代中世近世（上） 新潟市市史編さん部会 平成　７

1980 村上市史　資料編　２、６　平成２年、平成４年 村上市（新潟県）

1981 長岡市史　通史編上巻他５巻　平成４年～平成８年 長岡市（新潟県）

1982 小浜市史　藩政史料編二 小浜市史編纂委員会 昭和６０

1983 甲府市史　通史編第一巻原始古代中世他１０巻　昭和６２年～平成５年 甲府市市史編さん委員会

1984「松本市史」第５巻「地名・年表・索引」別刷　松本市史編さんの経過 小松芳郎 平成１０

1985 高遠町誌　上巻　歴史一・二 高遠町誌編纂委員会 昭和５８

1986 小諸市誌　歴史篇（二）、歴史篇地方史年表　昭和５９年、平成２年 小諸市誌編纂委員会

1987 小布施町史 小布施町史刊行会（長野県） 昭和５０

1988 諏訪市史　中巻、下巻　昭和５１年、昭和６３年 諏訪市史編纂委員会

1989 増訂　下諏訪町誌　中巻、下巻　平成元年、平成２年　甲陽書房 諏訪町誌増補版編纂審議会

1990 東部町誌　歴史編　上、下 東部町誌編纂委員会 平成　２

1991 木曽福島町史　第一巻　歴史編 木曽福島町教育委員会 昭和５７

1992 高山市史　上巻（復刻版）　高山印刷 高山市 昭和５６

1993 飛騨　金森史
高山市制 50 周年金森公領国
四百年記念行事推進協議会

平成１２

1994 岩村町史　資料篇一　巖邑府誌　遠山来由記 岩村町教育委員会 昭和５３

1995 岐阜市史　通史編近世他１巻 岐阜市 昭和５６

1996 恵那市史　通史編　第二巻 恵那市史編纂委員会 平成元　

1997 御嵩町史　史料編 御嵩町史編さん室 昭和６２

1998 新修垂井町史　通史編、史料編　平成６年、平成８年 垂井町（岐阜県）

1999 瑞波市の歴史　略市史編 瑞波市（岐阜県） 昭和４６

2000 中津川市史　中巻１・２ 中津川市（岐阜県） 昭和６３

2001 下田市史　資料編三（幕末開港）上巻、中巻　平成２年、平成４年 下田市史編纂委員会
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2002 掛川市史　中巻 掛川市史編纂委員会 昭和５９

2003 新居町史　資料編　五 新居町教育委員会 昭和５０

2004 清水町史　通史編上巻他２巻　昭和５５年、平成１２、１５年 清水町

2005 静岡市史　近世他２巻　昭和５１、５４、５６年 静岡市

2006 島田市史　中巻 島田市史編纂委員会 昭和５３

2007 知多市誌　本文編、資料編１他４巻　昭和５３、５６、５８、５９年 知多市役所

2008 なごや１００年　市制１００周年記念誌 １００周年記念誌編集委員会 平成元　

2009 伊勢湾台風災害誌 名古屋市総務局調査課 昭和３６

2010 岡崎市史　古代・中世６　他４巻　昭和５８、６０年、平成元、４年 岡崎市（愛知県）

2011 音羽町誌 音羽町誌編纂委員会 昭和５０

2012 新修名古屋市史　第１～１０巻、資料編　平成９年～平成１９年　 名古屋市

2013 豊橋市史　第三巻 豊橋市史編集委員会 昭和５８

2014 豊田市史　二、三、七　昭和５３、５５、５６年 豊田市史編さん専門委員会

2015 宮川村史 宮川村 平成　６

2016 鵜殿村史　史料編、通史編　平成３年、平成６年 鵜殿村（三重県）

2017 嬉野史　史料編（上） 嬉野史編纂室 平成２０

2018 熊野市史　上中下巻　 熊野市（三重県） 昭和５８

2019 三重県玉城町史　上巻、下巻、近世史料集第１～５巻　平成７年～２０年 三重県玉城町史編纂委員会

2020 ふるさと玉城の歴史（三重県） ダイジェスト版編纂委員会 平成１３

2021 松阪市史　第一～十六巻、別巻　昭和５２年～昭和６０年 松阪市（三重県）

2022 尾鷲市史　上巻、下巻　昭和４４年、昭和４６年 尾鷲市（三重県）

2023 鈴鹿　関町史　上巻 関町教育委員会 昭和５２

2024 近江八幡の歴史　第一～四巻　平成１６年～平成２０年 近江八幡市史編集委員会

2025 せいか歴史物語 精華町（京都府） 平成　９

2026 亀岡市史　資料編　第２巻　（別冊、付図含む） 亀岡市史編さん委員会 平成１４

2027 京都の歴史　第七巻 京都市 昭和５５

2028 史料　京都の歴史　第３巻　政治・行政　株式会社平凡社 京都市 昭和５４

2029 城陽市史　第三、四巻　平成８年、平成１１年 城陽市役所（京都府）

2030 新修亀岡市史　本文編、資料編　平成７年～平成１６年 亀岡市史編さん委員会

2031 田尻町史　歴史編、民俗編 田尻町史編纂委員会 平成１８

2032 忠岡の歴史　忠岡町史紀要　第１～４号　昭和５４、５７、５８、６１年 忠岡町教育委員会

2033 忠岡町史　第一～三巻　昭和５９、６０年、平成２年 忠岡町

2034 羽曳野市史　第四巻　史料編　２ 羽曳野市（大阪府） 昭和５６

2035 河内長野市史　第一～十一巻（第三、十巻欠）昭和４７年～平成１８年 河内長野市史編修委員会

2036 岸和田市史　第一～八巻　昭和５１年～平成１７年 岸和田市 昭和５５

2037 岸和田市史史料　第一～五輯　昭和４８年～平成元年 岸和田市

2038 郷土枚方の歴史　（改訂版含む）　平成５年、平成９年 枚方市

2039 熊取の歴史 熊取町 昭和６１

2040 熊取町史　史料編Ⅰ、Ⅱ　平成２年、平成７年 熊取町

2041 高槻市史　第一～六巻　昭和４８年～昭和５９年 高槻市

2042 堺市史　続編　第二巻 堺市 昭和４６

2043 松原市史　第一～五巻（第二巻欠）　昭和４９年～昭和６０年 松原市（大阪府）

2044 松原市史資料集  第５～１５号  昭和５１年～昭和５９年 松原市役所

2045 新修茨木市史　第四、八～十巻、史料集　平成１４年～平成２０年 茨木市史編さん委員会

2046 新修泉佐野市史　第１、４～７、９、１１～１３巻　平成１１年～２０年 泉佐野市史編さん委員会

2047 新修大阪市史　第一～十巻、史料編　昭和６３年～平成１７年、 大阪市

2048 吹田の歴史　第二～五号　昭和４９年～昭和５２年 吹田市（大阪府）

2049 吹田市史　第一～八巻　昭和４９年～平成２年 吹田市

2050 泉佐野市史　復刻版 泉佐野市 昭和５５

2051 泉佐野市史資料　第１、３集　平成１０年、平成１３年 泉佐野市教育委員会

2052 泉大津市史　第１巻上本文編Ⅰ 泉大津市史編さん委員会 平成１６

2053 泉南市史　通史編、史料編　昭和５７年、昭和６２年 泉南市（大阪府）

2054 大阪の歴史　第１号～第４０号　総目次（付　執筆者一覧） 大阪市史編纂所 平成　５

2055 大阪市会史  第２６～２８巻（資料編含む）　昭和６２年～平成６年 大阪市

2056 大阪百年史 大阪市 昭和４３
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2057 藤井寺市史　第四巻　史料編　二　上、下　昭和５９年、昭和６０年 藤井寺市

2058 枚方市史　別巻 枚方市 平成　７

2059 岬町の歴史 岬町 平成　７

2060 岬町史紀要　第１～５号　平成元年～平成５年 岬町教育委員会

2061 門真市史　別巻、第三～六巻　平成９年～平成１８年 門真市（大阪府）

2062 芦屋市史　本篇、資料篇　昭和４６年、昭和５６年 芦屋市（兵庫県）

2063 三田市史　別編　「さんだ４０年のあゆみ」 三田市総務部市史編纂課 平成１０

2064 新・伊丹史話 伊丹市立博物館（兵庫県） 平成　６

2065 新修神戸市史　産業経済編Ⅲ、行政編Ⅱ、Ⅲ　平成１４、１５、１７年 新修神戸市史編集委員会

2066 図説尼崎の歴史　上巻、下巻　尼崎市制９０周年記念 尼崎市立地域研究史料館 平成１９

2067 西宮現代史第一巻ⅠⅡ、第二巻、第三巻　平成１４、１６、１８、１９年 西宮現代史編集委員会

2068 赤穂市史　第二、三巻　昭和５８年、昭和６０年 赤穂市史編さん専門委員

2069 播磨新宮町史　史料編Ⅰ古代中世近世他２巻　平成１６年、平成１７年 兵庫県たつの市

2070 姫路市史　第十四巻　別編　姫路城 姫路市史編集専門委員会 昭和６３

2071 五条市史　新修、史料 五条市 昭和６２

2072 奈良市災害編年史 奈良市 昭和５３

2073 奈良市史　通史一他１２巻　昭和４５年～平成７年 奈良市

2074 奈良市政八十年 奈良市 昭和５２

2075 津和野町史　第二巻 津和野町史刊行会 昭和５１

2076 邑久町史　資料編（上、下、別巻）平成１９年、平成２０年 邑久町史編纂委員会

2077 向原町誌　上巻、下巻　平成元年、平成４年 向原町

2078 概観広島市議会史 広島市 昭和５１

2079 広島新史　資料編１他１２巻　昭和５６年～昭和６１年 広島市

2080 図説広島市史 広島市 平成元　

2081 岩国市史　昭和３２年、昭和４６年 岩国市

2082 平生町史 平生町 昭和５３

2083 防府市史　通史Ⅰ原始・古代・中世他８巻　平成６年～平成１６年 防府市史編纂委員会

2084 山口市史 山口市史編集委員会 昭和５７

2085 萩市史　第一、二巻　昭和５８年、平成元年 萩市史編纂委員会

2086 香川県町村議会誌 香川県町村議会 昭和３８

2087 新修丸亀市史（復刻版） 新修丸亀市史編集委員会 昭和５４

2088 西條市誌 西條市 昭和４１

2089 宇和町誌 宇和町誌編纂委員会 昭和５１

2090 土佐清水市史　上巻、下巻　昭和５４年、昭和５５年 土佐清水市

2091 高知市史　上巻、中巻　昭和３３年、昭和４６年 高知市史編纂委員会

2092 佐川町史　上巻、下巻　昭和５６年、昭和５７年 佐川町史編纂委員会

2093 地図のなかの柳川　－柳川市史　地図編－ 柳川市（福岡県） 平成１１

2094 筑紫野市史　資料編（上）考古資料他３巻　平成９、１１～１３年 筑紫野市（福岡県）

2095 柳川の歴史２、３　平成１９年、平成２０年 柳川市史編集委員会

2096 柳川市史　史料編Ⅰ・地誌他６巻　平成１３年～平成１８年 柳川市（福岡県）

2097 佐賀市史　第２、３巻　昭和５２年、昭和５３年 佐賀市史編さん委員会

2098 松浦市史 松浦市史編纂委員会 昭和５０

2099 島原の歴史　藩制編 島原市史編さん室 昭和４７

2100 平戸市史 平戸市市長室 昭和４２

2101 竹田市史　中巻 竹田市史刊行会 昭和５９

2102 日田市史 日田市（大分県） 平成　２

2103 北浦町史　通史編 北浦町 平成１４

2104 与那原町史　資料編１　移民 与那原町教育委員会 平成１８

④歴史図書・雑誌・調査報告等

2105 地域史研究はこだて　第１～３４号（３号欠）　昭和５９年～平成１４年 函館市史編さん室

2106 函館都市の記憶 函館市 平成　４

2107 青森県史研究　第１～８号　平成９年～平成１５年 青森県

2108 青森県史資料所在目録　第１～８集　平成９年～平成１６年 青森県
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2109 青森県史叢書　平成１０年～平成２０年（欠号あり） 青森県

2110 青森県史だより　第１号～第１７号　平成８年～平成２１年 青森県県史編さんグループ

2111 水沢市史　３　近世（下） 水沢市史編纂委員会 昭和５７

2112 市史せんだい　Ｖｏｌ．３、５～１８　平成５年～平成２０年 仙台市博物館（宮城県）

2113 せんだい市史通信　創刊号～第２０号　平成１１年～平成２１年 仙台市博物館市史編さん室

2114 宇都宮孟網日記　第一～三巻　天保十二年六月～嘉永五年十二月　平成

１８～２０年
秋田県公文書館 平成１８

2115 秋田の建物写真シリーズ２　秋田の民家　－風雪を耐えぬく先人の遺産－ 秋田県郷土建築研究会 昭和５７

2116 山形県地域史研究　４～１３　昭和５４年～昭和６２年 山形県

2117 続山形県地域開発史　上下巻、別冊　 山形県 平成１０

2118 渡辺華山展 山形県教育委員会 昭和５４

2119 特別展　藩校　武士の学校・江戸の学問 山形県立博物館 平成１０

2120 山形県史だより　第３号～第８号　平成８年～平成１１年 山形県文書法制課県史編さん

2121 福島県史資料所在目録　第１～８集　昭和４０年～昭和４７年 福島県

2122 鹿島開発史　写真集 茨城県企画部鹿島開発課 昭和６１

2123 水産茨城の歩み　昭和５４年～昭和６３年 水産茨城の歩み編纂委員会

2124 鉾田町史研究　七瀬　１～５　平成３年～平成７年 鉾田町（茨城県）

2125 茨城県史研究　第１～９２号　昭和４０年～平成２０年（欠号あり） 茨城県立歴史館史料部

2126 間宮林蔵 伊奈町教育委員会（茨城県） ………

2127 ふるさと栃木県の歩み 栃木県 昭和６１

2128 県史完成記念　栃木県史編さんの記録　－１６年間の編さん事業－ 栃木県教育委員会 昭和５９

2129 栃木県史研究　１～２４　昭和４６年～昭和５８年（複製含む） 栃木県教育委員会

2130 栃木県史編さんの記録 栃木県 昭和５９

2131 栃木県農業士１０年のあゆみ 栃木県・栃木県農業士会 昭和５７

2132 南河内町史だより（集約版）　 南河内町（栃木県） 平成１０

2133 県史だより　第４７号～第５７号　昭和５５年～昭和５９年 栃木県教育委員会総務課　

2134 伊勢崎市史研究　第１、２号　昭和５８年、昭和５９年 伊勢崎市史編さん専門委員会

2135 群馬県史研究　１～３５（２３欠）　昭和５０年～平成４年 群馬県

2136 群馬県復員援護史 群馬県 昭和４９

2137 昭和９年１１月陸軍特別大演習並地方行幸群馬県記録 群馬県 昭和１１

2138 群馬の地名　上巻　上毛新聞社 尾崎喜左雄 昭和５１

2139 群馬県史料集　小栗日記　群馬県文化事業振興会 山田武麿　萩原進 昭和４７

2140 行田市史編さんだより　創刊号～第２号　平成１３年～平成１４年 行田市市史編さん室

2141 きたもと子ども漫画館　上巻、下巻　平成６年、平成７年 北本市市史編さん室

2142 さいたま市史研究　第１号 さいたま市 平成１５

2143 さいたま市史調査報告書　第１、２集　平成１４年、平成１６年 さいたま市市政情報課

2144 さいたま市史料叢書　１～６　平成１４年～平成１９年 さいたま市市政情報課

2145 さいたま市新聞記事目録　平成１２年～平成１８年 さいたま市市政情報課

2146 回想の埼玉県政 清水秀夫 昭和５２

2147 荒川関係文献目録（１） 埼玉県県民部県史編さん室 昭和５８

2148 埼玉の民俗写真集 埼玉県 平成　３

2149 埼玉軍政部資料調査報告書 埼玉県県民部県史編さん室 平成　２

2150 埼玉県古式古墳調査報告書 埼玉県県史編さん室 昭和６１

2151 埼玉県古代寺院跡調査報告書 埼玉県県民部県史編さん室 昭和５７

2152 埼玉県古代仏教遺品調査報告書 埼玉県県民部県史編さん室 昭和５９

2153 埼玉県史研究　第１～３５号　昭和５３年～平成１２年 埼玉県立文書館

2154 埼玉県史資料所在目録　第５集 埼玉県県民部県史編さん室 平成元　

2155 埼玉県史調査報告書　昭和６１年、昭和６２年 埼玉県県民部県史編さん室

2156 埼玉県史民俗調査報告書（山地地帯民俗調査） 埼玉県 昭和５５

2157 埼玉県史料叢書　１～１０、１３　平成６年～平成２０年 埼玉県

2158 埼玉県寺院聖教文書遺品調査報告書  目録編、解説・資料編　 埼玉県教育委員会 昭和５９

2159 埼玉県水産試験場三十五年史 埼玉県水産試験場 昭和６３

2160 私たちの戦後五十年
埼玉県戦後５０年記念誌編集
委員会

平成　８

2161 自治研究埼玉　第８号　特集　埼玉の土地問題を考える 埼玉県 昭和６３
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2162 写真集　雑木林のあるまち　目で見る北本の歴史 北本市（埼玉県） 平成　７

2163 川口市史調査概報　第７集 川口市総務課 平成　６

2164 二・二六事件と郷土兵 埼玉県 昭和５６

2165 八潮市史研究　第９、１６～１９号　平成３、７、８、１０年 八潮市立資料館（埼玉県）

2166 復刻　義民關兵靈神事蹟　完 埼玉県児玉郡美里町 平成１０

2167 北本のむかしといま 北本市教育委員会（埼玉県） 平成　８

2168 北本のむかしばなし 北本市 平成　３

2169 北本の動植物誌 北本市教育委員会 平成　７

2170 我孫子の歴史を学ぶ人のために　一、二　 我孫子市教育委員会 昭和５８

2171 野田市史研究　第１５号抜粋　野田市史　資料編　中世　２　補遺 野田市史編さん委員会 平成１６

2172 佐倉市史研究 第１１～１８号  平成９年～平成２０年 佐倉市行政管理課市史編さん

2173 佐倉市制五十周年記念写真集　写真に見る佐倉 佐倉市行政管理課市史編さん 平成１６

2174 佐倉連隊聞き書き集１～３　歩兵第五十七連隊の記憶　平成１５～１７年 佐倉市総務部行政管理課

2175 千葉県の先覚 千葉県企画部県民課 昭和４８

2176 千葉県史研究　第１～１７号（別冊含む）　平成５年～平成２１年 （財）千葉県史料研究財団

2177 千葉県史編さん基礎資料　１～３　平成４年～平成６年 千葉県

2178 千葉県史編さん資料　平成７年～平成１７年 千葉県

2179 千葉県史料調査報告書　１～３　昭和５２、５４、５６年 千葉県

2180 千葉県市原市地名集 市原市教育委員会（千葉県） 昭和５３

2181 千葉県文書館　点字版　企画展　平成６年～平成８年 千葉県文書館

2182 千葉縣金石文所在目録 千葉県 昭和４５

2183 戦後五十年記念誌　平和への祈り
千葉県社会部厚生課　千葉県
広報協会

平成　７

2184 第９回全国育樹祭  皇太子殿下皇太子妃殿下行啓  記念誌 千葉県 昭和６１

2185 天保期の印旛沼堀割普請 千葉市 平成１０

2186 武蔵野ショック  高額退職金是正に燃えた３０日 武蔵野百年史編さん室 平成　４

2187 いたばしの史蹟探訪 東京都板橋区教育委員会 平成　８

2188 いたばし区史研究　創刊号、第２号　平成３年、平成５年 板橋区史編さん調査会

2189 おはなし千代田 「おはなし千代田」編集員会 平成元　

2190 援護と慰霊のあゆみ　戦後５０周年祈念 東京都援護福祉課 平成　７

2191 江戸東京問屋史料　諸問屋沿革誌、商事慣例調 東京都 平成　７

2192 江戸幕府千人同心関係資料調査報告 東京都教育委員会 昭和６３

2193 資料　東京都の学童疎開　 東京都 平成　８

2194 深川文化史の研究　上、下 東京都江東区 平成元　

2195 西南北三多摩境域変更通覧 東京都 平成　５

2196 大正震災美績 東京都 大正１３

2197 都道府県有物件災害共済事業　二十年史、三十年史、五十年史　昭和４７年、

５７年、平成１４年
（財）都道府県会館災害共済
部

2198 東京２０年　都民と都政の歩み 東京都 昭和４０

2199 南伝馬町名主高野家　日記言上之控 東京都 平成　６

2200 北区史研究　第１号 東京都北区企画部広報課 平成　４

2201 歴史民俗研究　第３～５輕　－櫻井賞受賞論集－　平成１８年～２０年 板橋区教育委員会

2202 八王子市市史編さん室だより　第１号、第２号　平成２０年、平成２１年 八王子市市史編さん室

2203 えびなの歴史　海老名市史研究　第１７号 海老名市教育委員会 平成１９

2204 Ｔｈｅ　Ｈｉｓｔｏｒｙ　ｏｆ　ＫＡＮＡＧＡＷＡ 神奈川県 昭和４７

2205 横浜市史資料室　市史通信 横浜市史資料室 ………

2206 茅ヶ崎市史研究　第２２～２８号　平成１０年～平成１６年 茅ヶ崎市史編集員会

2207 寒川町史研究　第９～２１号　平成８年～平成２０年 寒川町史編集委員会

2208 寒川町史資料所在目録　第１１～１６集　平成８年～平成１８年 寒川町町史編さん課

2209 寒川町史新聞記事目録　第８～１１集　平成８年～平成１３年 寒川町町史編さん課

2210 寒川町史調査報告書　１、２、　６～１４、１６　平成４年～平成２０年 寒川町史編集委員会

2211 真鶴町重要文化財　第一～五次指定目録　昭和４５年～昭和５０年 真鶴町教育委員会

2212 神奈川県史研究　１～５０（別冊含む）　昭和４３年～昭和５９年 神奈川県県史編集室

2213 川崎市史研究　第７号 川崎市公文書館 平成　８

2214 戦後の神奈川県政 神奈川県 昭和３０
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2215 相模川河水統制事業史 神奈川県 昭和２７

2216 藤沢市教育史研究　第六号 藤沢市教育文化センター 平成　９

2217 藤沢市史研究　第７～９、１７、２５～４１号　昭和５０、５１、５９年、

平成４年～平成２０年
藤沢市史編さん委員会

2218 さがみはら市史編さんだより　第１５～２２号　２００３年～２００５年 相模原市市史編さん室

2219 市史通信　第１号～第３号　２００８年３月～１１月 横浜市史資料室

2220 上越市史研究　創刊号～第１１号　平成８年～平成１８年 上越市史専門委員会

2221 上越市史叢書　１、４、５、８　平成９、１２、１４、１５年 上越市史専門委員会考古部会

2222 上越市史編さん室だより　Ｖｏｌ．２～１７　平成１２年～平成１７年 上越市市史編さん室

2223 新潟の地すべり　１９８４ 新潟県農地部農地建設課 昭和５９

2224 新潟県のあゆみ 新潟県 平成　２

2225 新潟県史研究　１～２９（１９欠）　昭和５２年～平成３年 新潟県

2226 県史だより　第３２号～第６１号　昭和５７年～平成２年（欠号あり） 新潟県総務部県史編さん室

2227 四カ年の回顧  富山県議会　昭和２７年、昭和４３年、平成７年 富山県

2228 富山県史だより　１～９（６、８欠）　昭和５１年～昭和６０年 富山県

2229 富山県置県百年 記念事業報告書 置県百年記念事業推進本部 昭和５９

2230 加能史料　平安他１７巻　昭和６０年～平成２０年 石川県

2231 石川県史だより　第４４号～第４７号　平成１７年～平成２１年 石川県教育委員会

2232 石川県史編さん室だより　Ｎｏ．９～３４　昭和５７年～平成７年 石川県教育委員会

2233 県史資料　第１～８号　平成３年～平成１０年 福井県

2234 三国町史料　町内記録 三国町史編纂委員会 昭和４８

2235 福井県史研究　創刊号～第１６号　昭和５９年～平成１０年 福井県

2236 福井県町村合併誌 福井県 昭和３６

2237 福井震災誌 福井県 昭和２４

2238 福井県史だより　第４号、第５号　昭和５６年、昭和５７年 福井県史編さん室

2239 甲府市史研究　第５、８号　昭和６３年、平成２年 甲府市市史編さん委員会 平成　２

2240 山梨県恩賜県有財産御下賜７０周年記念誌 山梨県 昭和５６

2241 山梨県史研究　創刊号～第１４号　平成５年～平成１８年 山梨県教育庁県史編さん室

2242 山梨県史資料叢書　山梨県棟札調査報告書　平成８、９、１６、１７年 山梨県

2243 山梨県史資料叢書　村明細帳　平成７、８、１１年 山梨県

2244 山梨県史民俗調査報告書　第一～六集　平成６年～平成１３年 山梨県

2245 自治体消防３０周年記念誌　山梨消防の歩み ３０周年記念誌編集委員会 昭和５５

2246 山梨県史だより　第１号～第３２号　平成３年～平成１９年（欠号あり） 山梨県県史編さん室

2247 市誌研究　ながの　第１６号 長野市公文書館 平成２１

2248 長野県満州開拓史　名簿編、総編、各団編 開拓自興会満州開拓史刊行会 昭和５９

2249 真田家文書　上巻 長野市 昭和５６

2250 長野県史だより　第１１号～第１４号　平成元年～平成３年 （社）長野県史刊行会

2251 わたしたちの岐阜県の歴史 岐阜県 昭和４６

2252 苗木藩政史研究 中津川市（岐阜県） 昭和５７

2253 岐阜県史だより　第２号～第８号　平成９年～平成１３年（欠号あり） 岐阜県総務県民課県史編集室

2254 焼津市史だより　創刊号～第５号　平成１１年～平成１５年 焼津市総務部市史編さん室

2255 資料に学ぶ静岡県の歴史 静岡県立中央図書館 平成２１

2256 静岡県史研究　創刊号～第１４号　昭和６１年～平成９年 静岡県教育委員会

2257 静岡県史だより　第４号～第２６号　昭和６２年～平成１０年 静岡県県史編さん室

2258 愛知県開拓史　通史編 愛知県 昭和５５

2259 愛知県開拓史資料　戦後開拓編 愛知県 昭和５６

2260 愛知県史の編さんについて 愛知県公文書館 平成　５

2261 愛知県史だより　第１号～第２０号　平成６年～平成２０年 愛知県県史編さん室

2262 愛知県史研究　創刊号～第１２号　平成９年～平成２０年 愛知県県史編さん室

2263 愛知県史民俗調査報告書　１～６　平成１０年～平成１５年 愛知県県史編さん室

2264 岡崎市史研究　創刊号～第２８号　昭和５４年～平成２０年 岡崎市教育委員会（愛知県）

2265 吉田藩日記　豊橋市史々料叢書一 豊橋市史編集委員会 昭和５５

2266 新修名古屋市史報告書　１～５　平成７、８、１０、１１年 名古屋市総務局（愛知県）

2267 草の根のかたりべたち－戦後五十周年記念戦争体験文集－ 愛知県民生部障害援護課 平成　８

2268 新修　名古屋市史だより　第７号～第２７号　平成７年～平成２１年 名古屋市市政資料館
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2269『新修亀岡市史』編さん記念シンポジウム『かめおかの中の日本を探る』 亀岡市市史編さん室 平成１０

2270 かわげの伝承 河芸町教育委員会（三重県） 平成　６

2271 鵜殿村の文化財 鵜殿村（三重県） 昭和４９

2272 玉城の四季　写真コンテスト入賞作品（三重県） 玉城町・玉城町教育委員会 平成１６

2273 熊野灘沿岸漁撈習俗調査報告書　三重県文化財調査報告書第８集 三重県教育委員会 昭和４２

2274 三重の自然史研究年表資料 三重県総務部学事文書課 平成　６

2275 三重県史研究　創刊号～第２３号　昭和６０年～平成２０年 三重県生活部文化振興室

2276 三重県史資料叢書　１～４　平成１２、１７、１８、２０年 三重県

2277 三重県史資料調査報告書　６～２０、２２　平成３年～平成２０年 三重県

2278 三重県史叢書　１、４、５　平成２、８、１０年 三重県

2279 三重の絵図・地図 三重県 平成１８

2280 明治百景　－１００年前の三重県－ 三重県 平成１２

2281 松阪市史料叢書　第一、二集　小津清右衛門長柱日記　平成１８、１９年 松阪古文書研究会

2282 田丸城沿革抄 三重県玉城町教育委員会 昭和４６

2283 新修　亀岡市史編さんだより　第１号～第１２号　平成４年～平成１７年 亀岡市市史編さん係

2284 海を渡った近江の人たち　滋賀県海外移住史　 川崎愛作 昭和６１

2285 滋賀県災害誌
滋賀県総務部消防防災課　彦
根地方気象台

昭和４１

2286 京都府古文書調査報告書　平成６年、平成１５年 京都府教育委員会

2287 羽曳野資料叢書　１～８　昭和６３年～平成７年 羽曳野市（大阪府）

2288 楽しく学ぶ枚方の歴史 枚方市史編纂委員会 平成１８

2289 岸和田市史紀要  第一～三号  昭和４５、５１、５４年 岸和田市

2290 熊取町の方言 熊取町教育委員会（大阪府） 昭和５９

2291 熊取町紀要  第一、二号  昭和６０年、昭和６３年 熊取町教育委員会

2292 高槻市史史料目録　第１８号～第２３号　平成８年～平成１３年 高槻市教育委員会

2293 市史の窓 泉南市役所 昭和５５

2294 市史研究とよなか　第１、２号　平成３年、平成６年 豊中市

2295 写真で見る　枚方市５０年　概要版　枚方市制５０周年記念 枚方市市民情報課 平成　９

2296 写真集　枚方市５０年　市制施行５０周年記念 枚方市 平成１０

2297 松原市史研究紀要　第２号～第７号　平成元年～平成９年 松原市役所

2298 新修大阪市史編纂事業について 大阪市史編纂所 昭和６１

2299 数字で見る府政のあゆみ　１９８６ 大阪府 昭和６１

2300 戦時下の枚方町　－枚方町事務報告－ 枚方市 平成　７

2301 泉佐野市史研究  第１～９号　平成７年～平成１５年 泉佐野市教育委員会

2302 泉佐野市勢紀要 泉佐野市 昭和５７

2303 泉南市史紀要　第一～八号　昭和５０年～昭和５５年 泉南市

2304 大阪の歴史　増刊号　第２、１３～７２号　昭和５５年～平成２１年 大阪市史編纂所

2305 大阪市史史料第十四輯占領下の大阪－大阪連絡調整事務局『執務月報』－ 大阪市史料調査会 昭和６０

2306 大阪百年史紀要　２、３ 大阪府史編集資料室 昭和４１

2307 大阪府の満州移民　１５年戦争研究会 大阪府平和祈念戦争資料室 平成元　

2308 大阪府政 昭和６１年版　好きやねん大阪 大阪府 昭和６１

2309 大阪府政　十二年の歩み 大阪府地方自治研究会 昭和３４

2310 部落開放へのねがい 大阪市教育委員会 昭和４６

2311 豊中市域を中心とする古代史料　上、下　平成３年、平成４年 豊中市

2312 豊中市史資料集　４　村明細帳（下） 豊中市 平成　８

2313 豊中市資料集　３　村明細帳（上） 豊中市 平成　７

2314 枚方市史年報　第１～１０号　平成８年～平成１９年 枚方市立市史資料室

2315 料長の里のむかしばなし 太子町立竹内街道歴史資料館 平成１５

2316 市史研究　さんだ　創刊号、第２号　平成１１年、平成１２年 三田市（兵庫県）

2317 市史研究　にしのみや　創刊号～第６号　平成１０年～平成１７年 西宮市史現代編編集委員会

2318 市史研究紀要たからづか  第１５～２３号　平成１０年～平成１９年 宝塚市立中央図書館

2319 新西宮歴史散歩　 西宮市立郷土資料館 平成１５

2320 神戸市史紀要　神戸の歴史　創刊号、第７号～第２５号（第２０、２１号欠）

　昭和５５年～平成１８年
神戸市文書館（新修神戸市史
編集室）

2321 忠臣蔵　第一～六巻（第二巻欠）　昭和６２年、平成元、２、５、９年 赤穂市
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2322 赤穂市制施行５０周年記念・忠臣蔵３００年祭記念事業　忠臣蔵シンポジ

ウム　－忠臣蔵の芸術とその魅力－　記録集
赤穂市（兵庫県） 平成１４

2323 尼崎地域史事典 尼崎市 平成　８

2324 兵庫県海外発展史 兵庫県 昭和４５

2325 兵庫県公館（パンフレット） 兵庫県公館 ………

2326 平成７年　兵庫県南部地震　神戸市災害対策本部民生部の記録 神戸市民政局（兵庫県） 平成　８

2327 魅力ある北摂物語 魅力ある北摂物語編集委員会 ………

2328 吉野川分水史 吉野川分水史編纂委員会 昭和５２

2329 奈良の被差別民衆史
奈良県立同和問題関係史料セ
ンター

平成１３

2330 奈良市行政資料目録　昭和５４年～昭和６０年　 奈良市史編集室

2331 奈良市史資料所在目録　昭和５４年～昭和５６年、昭和５８年 奈良市史編集室

2332 奈良市史地図目録　昭和５４年、昭和５５年 奈良市史編集室

2333 奈良市所蔵文書目録　昭和５４年６月 奈良市史編集室 昭和５４

2334 奈良市史蔵書目録、奈良市史所蔵文書目録　第２集　昭和５５年１０月　 奈良市史編集室 昭和５５

2335 奈良市歴史資料調査報告書（二二～二四）平成１８年～平成２０年 奈良市教育委員会

2336 能楽と奈良 表章 昭和５５

2337 明治初年布告・布達類目録　昭和５８年３月、昭和５９年３月 奈良市史編集室

2338 鳥取市大火災誌（復興編） 鳥取市大火災誌編纂委員会 昭和３０

2339 松江市歴史資料集１　玉造温泉関係文書　湯之助文書（上） 島根県松江市教育委員会 平成１９

2340 尼子氏関係史料調査報告書 広瀬町教育委員会（島根県） 平成１５

2341 岡山県史研究　創刊号～第１２号　昭和５６年～平成２年 岡山県

2342 戦後５０周年記念　援護の歩み 岡山県 平成　８

2343 岡山県史だより　第６号～第８号　昭和６１年、６３年、平成元年 岡山県総務部県史編纂室

2344 岡山人名事典　日本文教出版株式会社 吉岡三平 昭和５３

2345 県政概要（自昭和二五年　至昭和三〇年）広島県総務部企画広報課（編） 広島県 昭和３１

2346 原爆三十年　－広島県の戦後史－ 広島県 昭和５１

2347 広島県移住史　資料編 広島県 平成　３

2348 広島県史と同和問題 広島県総務部県史編さん室 昭和４８

2349 広島県史研究　１～８　昭和５１年～昭和５８年 広島県

2350 広島県戦災史 広島県 昭和６３

2351 被爆５０周年　広島市原爆被爆者援護行政史 広島市衛生局原爆被害対策部 平成　８

2352 被爆５０周年　図説戦後広島市史　街と暮らしの５０年 被爆５０年記念誌編修研究会 平成　８

2353 被爆５０周年　図説戦後広島市史ＣＤ　一枚のﾀｲﾑｶﾌﾟｾﾙひろしまの音５０ 広島市（広島県） 平成　８

2354 被爆５０周年　未来への記録　ヒロシマの被爆建造物は語る 被爆建造物調査研究会 平成　８

2355 山口県史研究　第１～１６号　平成５年～平成２０年 山口県県史編さん室

2356 山口県史民俗部会報告書　第１、２号　平成６年、平成７年 山口県

2357 山口県文化史　通史編 山口県 昭和３８

2358 山口県史だより　第１号～第２４号　平成４年～平成１９年（欠号あり） 山口県県史編さん室

2359 山口県史（刊行にかかるパンフレット） 山口県県史編さん室

2360 増補　近世防長人名辞典　マツノ書店 吉田祥朔 昭和５１

2361 ふるさと香川の歴史 香川県 平成　４

2362 香川の歴史　第１～１０号　昭和５６年～平成２年 香川県

2363 宇和文化の里あんない 文化の里あんない編集委員会 昭和６０

2364 県政のあゆみ　昭和５５年度版 愛媛県 昭和５６

2365 土佐之国史料類纂　皆山集　第四、五巻　 高知県立図書館 昭和５１

2366 北九州市年表　６、７　平成１０年、平成１５年 北九州市

2367 市史研究　ふくおか　創刊号、第２号　平成１８年、平成１９年 福岡市博物館市史編さん室

2368 福岡県の歴史　新県庁舎竣工記念 福岡県 昭和５６

2369 福岡県地域史研究　第１～２４号　昭和５７年～平成１９年 福岡県地域史研究所

2370 柳川古文書館年報　平成１２年度～１９年度　 柳川古文書館

2371 柳川文化資料集成　第一～四集　平成１０年～平成１９年 柳川市史編集委員会

2372 柳川歴史資料集成　第一～六集　平成８年～平成１６年 柳川市史編集委員会

2373 福岡県地域史研究所　県史だより　第１号～第１２６号　１９８１年～

２００８年（欠号あり）
福岡県地域史研究所
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2374 市史だより　Ｆｕｋｕｏｋａ　創刊号～第８号　平成１７年～平成２１年 福岡市史編さん委員会

2375 佐賀県災異誌 佐賀県 昭和３９

2376 原爆被爆記録写真集 長崎国際文化会館 平成　８

2377 米国戦略爆撃調査報告書　上、下　 長崎国際文化会館 平成　８

2378 熊本県茶業史 熊本県 昭和５９

2379 熊本城  城郭模型制作記録 熊本市 昭和５６

2380 熊野市史編纂室報告　第１、２号　昭和５５年、昭和５６年 熊野市教育委員会

2381 昭和３８年  熊本県災害誌 熊本県 昭和３９

2382 西南の役・田原坂の激斗 玉東町教育委員会（熊本県） 昭和５２

2383 大分県史編さんのあゆみ 大分県 平成　３

2384 宮崎県経済史 宮崎県 昭和２９

2385 宮崎県史研究　創刊号～第１３号　昭和６２年～平成１１年 宮崎県

2386 宮崎県史叢書　日向記 宮崎県 平成１１

2387 宮崎県史叢書　平成８年、平成９年 宮崎県

2388 宮崎県史編さん事業記念誌　－置県１００年記念事業・宮崎県史編さん事

業の記録－
宮崎県 平成１２

2389 宮崎県社会事業史 宮崎県 昭和３４

2390 宮崎県史だより　第１号～第２９号　１９８５年～１９９９年 宮崎県県史編さん室

2391 旧記雑録参考資料（一）島津家重書花押妙 鹿児島県 昭和５８

2392 The Rekidai Hoan:An Iroduction to Documents of the Ryukyu Kingdom 沖縄県教育委員会 ………

2393 沖縄の援護のあゆみ 沖縄県生活福祉部援護課 平成　８

2394 沖縄県史研究紀要　創刊号～第４号　平成７年～平成１０年 沖縄県立図書館史料編集室

2395 沖縄県史研究叢書　　４～６、１５～１７　平成１１、１６、１９年 沖縄県教育委員会

2396 沖縄県史史料　考古関係資料１、２　平成８年、平成９年 沖縄県教育委員会

2397 沖縄県史料　沖縄民政府記録他１２巻　昭和５７年～平成１０年 沖縄県・沖縄県教育委員会

2398 沖縄県女性史研究　創刊号、第２号　平成９年、平成１０年 沖縄県教育委員会

2399 沖縄史料編集所紀要　第６～１１号　昭和４６年～昭和５１年 沖縄県沖縄史料編集所

2400 沖縄戦研究　Ⅰ、Ⅱ　平成１０年、平成１１年 沖縄県教育委員会

2401 写真と解説  沖縄 国勢研究所 昭和４４

2402 太平洋戦争・沖縄線終結５０周年記念　１５年戦争の証言 沖縄県知事公室平和推進課 平成　８

2403 日本復帰３０周年記念特別展　資料に見る沖縄の歴史 沖縄県公文書館 平成１４

2404 悲しみをのり越えて－八重山戦争マラリア犠牲者追悼平和祈念誌－
八重山戦争マラリア犠牲者追
悼平和祈念誌編集委員会

平成　９

2405 与那原の学童集団疎開　第１部　体験集　ムギメシヒトツ　ココフタツ 与那原町教育委員会 平成　７

2406 琉球史料　第十集　文化編　２ 琉球政府文教局 昭和３９

2407 歴代宝案の栞 沖縄県教育委員会 ………

2408 沖縄県史だより　第４～１７号　１９９３年～２００８年（欠号あり） 沖縄県文化振興会史料編集室

４　文書館・公文書館、博物館、図書館等の刊行物（和歌山県を除く）

　　　　　　　　　　　　　①資料目録

2409 江差町所蔵資料目録　１　関川家資料目録　 江差町教育委員会（北海道） 平成１２

2410 平成三年～六年度　江差町古文書資料調査所蔵目録　 江差町教育委員会（北海道） 平成　７

2411 北海道所蔵公文書件名目録　４ 北海道総務部行政資料課 昭和５０

2412 北海道所蔵簿書件名目録　昭和４０年～昭和５９年（欠号あり） 北海道総務部行政資料室

2413 山田秀三文庫 文書資料目録Ⅲ 写真資料目録 アイヌ民族文化研究センター 平成１５

2414 エドウィン・ダン関係公文書目録 北海道立文書館 平成　７

2415 北海道内私文書所在情報一覧　第１～３集　平成１６年、平成１７年 北海道立文書館

2416 北海道立文書館所蔵公文書件名目録　昭和６１年～平成１６年 北海道立文書館

2417 北海道立文書館所蔵資料目録　昭和６１年～平成１７年（欠号あり） 北海道立文書館

2418 和算の世界  算額　展示目録 東北歴史資料館（宮城県） 昭和５１

2419 秋田県公文書館所蔵古文書目録　第１～４集　平成７、９、１１、１３年 秋田県公文書館

2420 秋田県庁文書群目録　第１～５集　明治４０年～大正１５年 秋田県公文書館

2421 所蔵古文書目録　第５集　系図目録Ⅱ 秋田県公文書館 平成１４
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