
通番 図書･資料名 著編者 刊行年

4541 岩田書院ブックレット７　歴史資料の保存と公開　
文書館問題研究会・横浜開港
資料館

平成１５

4542 岩田書院ブックレット８　データにみる市町村合併と公文書保存　 全史料協 平成１５

4543 岩田書院ブックレット９　地域と歩む史料保存活動 越佐歴史資料調査会 平成１５

4544 岩田書院ブックレット１０　世界のアーキビスト－各国アーカイブズ団体

の活動－
大西愛・小川千代子・数野文
明

平成２０

６　参考資料

①辞書・辞典・目録・年表・資料集等

4545 日本歴史地名体系　第２４～３１巻（三重県・滋賀県・京都府・京都市・

大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県）昭和５６年～平成１３年
( 株 ) 平凡社

4546 角川日本地名大辞典　２４～３０　三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、

奈良県、和歌山県　昭和５４年～平成１０年
( 株 ) 角川書店

4547 アーカイブ事典　大阪大学出版会 大西愛 平成１５

4548 維新史料聚芳 東京大学出版会 平成１０

4549 情報・知識ｉｍｉｄａｓｕイミダス１９９６年、２００２年、２００７年 （株）集英社

4550 イラストで見るモノのうつりかわり　日本の生活道具百科１～５　 河出書房新社 平成１０

4551 印度学・仏教学関係論文目録　昭和５９年、昭和６１年 仏教大学図書館

4552 WEBSTER'S NEW INTERNATIONAL DICTIONARY SECOND EDITION G.& C. MERRIAM COMPANY 昭和２７

4553 江戸古地図集　古地図史料出版株式会社 岩田豊樹

4554 江戸時代　大名家事典　株式会社東京堂出版 工藤寛正 平成２０

4555 江戸版本解読大字典　柏書房株式会社 根岸茂夫・監修 平成１２

4556 ＮＨＫ年鑑 ’７４ 日本放送出版協会 昭和４９

4557 御仕置例類集　第一四～一六冊　名著出版 石井良助 昭和４９

4558 音訓引　古文書大字叢　　 柏書房株式会社 平成１１

4559 魁本大字類　江戸時代を読むあて字大辞典　雄山閣出版株式会社 谷口松軒 平成　６

4560 続海事史料叢書　第一～十巻　昭和４４年～昭和６１年（株）成山堂書店

4561 数え方の辞典　（株）小学館 飯田朝子 平成１６

4562 桂皋関係文書目録　全 政策研究大学院 平成１４

4563 角川小辞典１３　地名の語源 鏡味完二 他 昭和５２

4564 角川日本史辞典　第二版 角川書店 昭和４９

4565 カナダ関係邦語文献目録　昭和５４年、昭和５８年 日本カナダ学会

4566 寛永諸家系図伝　第一　株式会社続群書類従完成会 斎木一馬　林亮勝　橋本政宣 昭和５５

4567 韓国・朝鮮地名便覧　　 日本加除出版株式会社 昭和４８

4568 新訂　寛政重修諸家譜　第１～２２、索引　昭和５５年～平成９年　（株）

続群書類従完成会
高柳光寿 他

4569 外国からきた新語辞典　改訂版　　斎藤栄三郎（編） 株式会社集英社 昭和４２

4570 旧高旧領取調帳　近畿編 株式会社近藤出版社 昭和５０

4571 旧幕府引継書　解説　第一集～第四集　昭和４５年、昭和４６年 日本マイクロ写真株式会社 昭和４６

4572 新版郷土史辞典　朝倉書店 大塚史学会 昭和４７

4573 近世史ハンドブック　株式会社近藤出版社
児玉幸多、木村礎、中田易直、
西山松之助、林英夫、林亮勝、
尾藤正英

昭和４９

4574 近世農政史料集　三　旗本領名主日記　株式会社吉川弘文館 児玉幸多、川村優 昭和４７

4575 近世藩制藩校大事典　株式会社吉川弘文館 大石学 平成１８

4576 近代日本総合年表 株式会社岩波書店 昭和４３

4577 近代経済学 小辞典 春秋社 昭和４３

4578 漁業制度資料目録  第３集 （財）日本常民文化研究所 昭和２６

4579 くずし字辞典　　監修：波多野幸彦 株式会社思文閣出版 平成１２

4580 群書類従　正続分類総目録・文献年表、第一～二十九輯（第十五号欠）　昭

和６３年～平成５年　続群書類従完成会
塙保己一

4581 続群書類従　第二輯～第三十七輯（欠号あり）、補遺　昭和５９年～平成９

年　続群書類従完成会
塙保己一　補・太田藤四郎

4582 有斐閣経済辞典 有斐閣 昭和４６
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4583 元老院會議筆記　前期　第一、四、六～十三巻　昭和３８年～昭和４２年 元老院會議筆記刊行会

4584 現代用語の基礎知識　１９９５年、２００８年、２００９年 自由国民社

4585 興教大師傳記史料全集　傳記、史料Ⅰ、Ⅱ　株式会社ピタカ 三浦章夫 昭和５２

4586 広辞苑　第六版　（付録含む）　株式会社　岩波書店 岩波書店 平成２０

4587 高山寺資料叢書　第一～十七冊（第九～十一冊欠）昭和５８年～平成６年 高山寺典籍文書綜合調査團

4588 図解  考古学辞典　創元新社 水野清一 小林行雄 昭和３４

4589 黄葉夕陽村舎文　遺稿他１２巻　須原屋茂兵衛　吉野屋仁兵衛　河内屋喜

兵衛
菅茶山（菅波普師） 弘化　４

4590 国学者伝記集成（上、中、下）　東出版 大川茂雄・南茂樹 平成１０

4591 國史大辞典　１～１５　昭和５４年～平成９年　株式会社吉川弘文館 國史大辞典編集委員会

4592 国史大辞典　か－こ　株式会社吉川弘文館 八代國政 他 大正１４

4593 国書人名辞典　第一～五巻　平成５年～平成１１年 岩波書店

4594 新訂増補　國史大系　類聚國史他２６巻　昭和３９年～昭和５８年 株式会社吉川弘文館

4595 補訂版　國書總目録　著者別索引、第一～八巻　平成５年～平成７年 岩波書店

4596 古代地名大辞典　本編、索引・資料編 角川書店 平成１１

4597 国会議員用覧　昭和５５年版　　責任監修：大松壮一 富士政経新聞社出版部 昭和５４

4598 古文書古記録語辞典　株式会社東京堂出版 阿部　猛 平成１７

4599 語源大辞典　株式会社東京堂出版 堀井令以知 平成１７

4600 史籍雑纂　第一、四、五　続群書類従完成会 国書刊行会 昭和４９

4601 史窓余話　国史大辞典付録　１～１５　昭和５４年３月～平成９年４月 吉川弘文館

4602 修験道辞典　株式会社東京堂出版 宮家準 昭和６１

4603 改訂  諸祭式要綱  続編　 神社新報社 昭和４０

4604 荘園史用語辞典 東京堂出版 平成　９

4605 史料　明治百年 朝日新聞社 昭和４１

4606 史料による日本の歩み　古代編、中世編、近世編、近代編　昭和３８年、

昭和５２年　株式会社吉川弘文館
児玉幸多

4607 資料　日本現代史　８～１３　昭和５８年～昭和６０年 株式会社大月書店

4608 自衛隊米英略語小辞典　＜第５次改訂新版＞ 森沢亀鶴 昭和６４

4609 時事年鑑１９９２ 時事通信社 平成　３

4610 数字でみる日本の１００年　改訂第２版　財団法人矢野恒太記念会 株式会社国勢社 昭和６１

4611 都道府県別　姓氏家紋大事典　東日本編、西日本編　柏書房株式会社 千鹿野　茂 平成１６

4612 世界年鑑　１９９７年、２００９年 株式会社共同通信社

4613 戦国合戦大事典　第二、四～六巻　昭和６３年、平成元年 新人物往来社

4614 戦国人名事典　株式会社新人物往来社 阿部猛　西村圭子 昭和６２

4615 戦国人名辞典　増訂版 株式会社吉川弘文館 昭和５６

4616 戦後学生運動関係資料　解説・目録 京都大学大学文書館 平成２０

4617 高松宮日記　第一巻　大正１０年～昭和７年、第五巻　昭和１７年～昭和

１８年　中央公論社
高松宮宣仁親王 平成　８

4618 玉蘂　株式会社思文閣出版 校訂　今川文雄 昭和５９

4619 図解　単位の歴史辞典　新装版　柏書房 小泉袈裟勝 平成　３

4620 大言海　１～４　昭和７年～昭和１０年　冨山房 大槻文彦

4621 大日本近世史料　柳営補任　一～六、索引　昭和３８年～昭和４５年 （財）東京大学出版会

4622 大日本古記録　後二條師通記　上、中、下 株式会社岩波書店 昭和５３

4623 大日本古文書　家わけ　第一～第八　昭和５３年、昭和５４年 東京帝國大學

4624 知恵蔵　朝日現代用語２００１　朝日新聞社 辞典編集部 平成１３

4625 地方行財政調査資料目録都道府県版（昭和６０年度～平成３年度　第

４３４４号～第５１２１号）
（社）地方行財政調査会

4626 地方行政區畫便覧（復刻版） 内務省地理局 昭和５２

4627 地方史文献総合目録　上巻、下巻　昭和４５年、昭和４７年 有限会社巌南堂書店

4628 中世史ハンドブック　（株）近藤出版社
永原慶二、貫達人、安田元久、
佐々木銀弥、田沼睦、戸田芳
実、新田英治

昭和４８

4629 摘録考註百選　一橋徳川家文書　株式会社　続群書類従完成会 辻　達也 平成１８

4630 新長崎年表　上、下　昭和４９年、昭和５１年　株式会社長崎文献社 満井録郎　土井進一郎

4631 寧樂遺文　上、中、下巻　株式会社東京堂出版 竹内理三 昭和３７
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4632 国書目録叢書　２１～２４　増訂　南葵文庫蔵書目録（１～４） 大空社 平成１０

4633 第三版　難読稀姓辞典　日本加除出版　株式会社 高信幸男 平成１６

4634「増訂大日本地震史料」「日本地震史料」「新収日本地震史料」の正誤表 （社）日本電気協会 平成１０

4635「日本の歴史地震史料」拾遺　平成１０、１１、１４、１７、２０年 宇佐美龍夫

4636 新収　日本地震史料　第一～五巻、補遺、続補遺　昭和５６年～平成６年 東京大学地震研究所

4637 日本２０世紀館 小学館 平成１１

4638 日本の家紋大全　株式会社　梧桐書院 本田聰一郎 平成１７

4639 日本架空伝承人名事典　株式会社平凡社 大隅和雄 他 昭和６２

4640 日本近現代史辞典 東洋経済新報社 昭和５３

4641 日本近現代人名辞典　株式会社吉川弘文館 臼井勝美 他 平成１９

4642 日本近世人名辞典　株式会社吉川弘文館 竹内誠・深井雅海 平成１７

4643 日本古代人名辞典　第一～七巻　昭和５４年、昭和５６年 株式会社吉川弘文館

4644 日本国語大辞典　１～２０　昭和４８年～昭和５３年 相賀徹夫

4645 日本国語大辞典　第二版　第１～１３巻　平成１２年～平成１４年 株式会社小学館

4646 日本史学文献目録　平成４、７～１３、１５～１７年版　朋文出版 学術文献刊行会

4647 日本史広辞典 山川出版社 平成　９

4648 日本史資料総覧　東京書籍株式会社 村上直　高橋正彦 昭和６１

4649 日本史小百科　１、３、１０、１５　昭和５２、５４、５５年 海原徹

4650 日本史総合年表　（株）吉川弘文館 加藤友康 平成１３

4651 日本人名辞典 株式会社思文閣出版 昭和５８

4652 日本石造美術辞典 （株）東京堂出版 昭和５３

4653 日本荘園史大辞典　株式会社吉川弘文館 瀬野精一郎 平成１５

4654 日本分県地図地名総覧併公共施設便覧４３ 人文社 ………

4655 日本民俗大事典　上、下　平成１１年、平成１２年 株式会社吉川弘文館

4656 日本歴史大辞典　１～１０、別巻　昭和６０年、昭和６１年　 株式会社河出書房新社

4657 年表日本歴史  原始･飛鳥･奈良、鎌倉･室町･戦国　昭和５５年、５６年 筑摩書房 昭和５６

4658 日本金融機関史文献目録（改訂増補版） （社）全国地方銀行協会 昭和５９

4659 農地改革資料集成　第一～十六巻　昭和４９年～昭和５７年 農地改革資料編纂委員会

4660 農地制度資料集成　第二～十巻、補巻　昭和４３年～昭和４８年　株式会

社御茶の水書房
農地制度資料集成編纂委員会

4661 俳文学大辞典　普及版　　株式会社角川学芸出版
尾形仂・草間時彦・島津忠夫・
大岡信・森川昭

平成２０

4662 博物館ハンドブック　雄山閣出版（株） 加藤有次・椎名仙卓 平成　５

4663 藩史大事典　第１～８巻　昭和６３年、平成元年、平成１４年 株式会社雄山閣

4664 藩法史料集成　株式会社創文社 京都大学日本法史研究会 昭和５５

4665 幕末維新全殉難者名鑑　１～４　株式会社新人物往来社 明田鉄男 昭和６１

4666 万有百科大事典　１～２１（１９欠）　昭和４７年～昭和５１年　 株式会社小学館

4667 美術鑑定辞典　東京堂出版 野間清六、谷信一 昭和３８

4668 風説留中画像史料一覧（稿）　附：幕末維新期民衆諷刺目録
東京大学史料編纂所附属画像
史料解析センター

平成１１

4669 仏典解題事典　春秋社 水野弘元 昭和４１

4670 仏像図典 株式会社吉川弘文館 昭和３７

4671 ブリタニカ・スタディガイド　分野別の手引 フランク・Ｂ・ギブニー 昭和５０

4672 ブリタニカ国際大百科事典　１～２０、参考文献、小項目事典、総索引　

昭和４７年～昭和５０年
フランク・Ｂ・ギブニー

4673 文化財害虫事典 東京文化財研究所 平成１３

4674 梵字必携 小森保彦　朱鷺書房 平成　３

4675 瑞垣  昭和５２年～昭和５６年（総索引含む） 神宮司庁

4676 三井文庫所蔵史料　主要帳簿目録、一件書類目録　平成５年～平成１０年 （財）三井文庫

4677 三井文庫所蔵史料　第７～１３集　　平成１１年～平成１９年 （財）三井文庫

4678 新編  明治維新神仏分離史料   近畿編（二）、九洲・沖縄編　昭和５８年、

昭和５９年
株式会社名著出版

4679 明治維新人名辞典　株式会社吉川弘文館 日本歴史学会 昭和５７

4680 明治新聞雑誌文庫所蔵　新聞目録　財団法人東京大学出版会 東京大学明治新聞雑誌文庫 昭和５２

4681 読売年鑑　１９９１年～１９９５年、１９９７年 読売新聞社
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4682 読める年表　１～８　昭和５６年、昭和５７年　自由国民社 奈良本辰也（監修）

4683 歴史関係書籍目録 飴谷栄衛 昭和６２

4684 わが国の歴史地震被害一覧表 （社）日本電気協会 平成　６

4685 和紙文化辞典　わがみ堂 久米康生 平成　８

4686 和名類聚抄郷名考證　増訂版　 株式会社吉川弘文館 昭和４７

②地図、地形図等

4687 ５万分の１地形図（旧版地図）　和歌山県内全域　２０枚　　測量　明治

４４年～大正５年　発行　大正２年～大正１０年
大日本帝国陸地測量部

4688 ２０万分の１帝国図（旧版地図）　和歌山（大正９年製版大正９年発行） 大日本帝国陸地測量部

4689 ２０万分の１帝国図（旧版地図）　田辺（大正７年製版昭和１２年修正改版

　昭和１２年発行）
大日本帝国陸地測量部

4690 ５万分の１地形図　和歌山県内全域、三重県・奈良県南部　２９枚　発行

　昭和６１年～平成８年
国土地理院

4691 ２万５千分の１地形図　和歌山県全域、大阪府・奈良県・三重県南部　

１５５枚　　発行　平成１２年～平成２０年
国土地理院

4692 大日本分縣地図　最新　和歌山県　日下和樂路屋 日下伊兵衛 昭和１４

4693 標準世界地図（改定版） 全国教育図書（株） 昭和２７

4694 メリヤスの地図　１９５６年最新版　　（株）センイ・ジヤァナル 芦田純応 昭和３１

4695 朝鮮分道地図集 京文社 昭和４３

4696 世界旅行地図 帝国書院 昭和４９

4697 地域メッシュ統計地図人口分布図（昭和４５年）１首都圏編２北九州編 総理府統計局 昭和５０

4698 平成３年度新版　新日本分県地図　全国地名総覧 （株）国際地学協会 平成　２

4699 日本大地図帳　十訂特別版　株式会社　平凡社 下中直人 平成２０

4700 日本名所大地図　（『日本大地図』上、下巻）　ユーキャン ( 株 ) 平凡社 平成２０

③新聞（全国紙縮刷版）

4701 朝日新聞  縮刷版  昭和２４年１月～昭和２８年１月、昭和４１年４月～昭

和５８年１２月
朝日新聞社

4702 大阪朝日新聞二万号記念帖　株式会社朝日新聞社 大道弘雄 昭和１２

4703 産業経済新聞社  縮刷版  昭和２６年１～６月 産業経済新聞社

4704 毎日新聞  縮刷版  昭和４１年４月～昭和４７年１２月 毎日新聞社

７　和歌山県刊行物

4705 和歌山県統計書　明治３０年度～昭和２９年度 和歌山県

4706
和歌山県会速記録　明治３６年１１月定例会、明治３７年３月臨時会、明

治３９年１１月定例会、明治４０年１１月定例会、明治４３年１１月定例

会～昭和２１年１１月臨時会（欠号あり）

和歌山県会

4707

和歌山県議会会議録　昭和２４年７月、１１月、昭和２６年２月、３月、

昭和２８年２月、昭和３０年２月、昭和３１年１２月、昭和３２年２月、

昭和４０年２月～昭和４１年１２月、昭和４２年６月、昭和４３年１２月、

昭和４４年２月、６月、昭和５７年６月～平成２０年１２月（欠号あり）

和歌山県議会事務局

4708

和歌山県議会議案書等　昭和２７年２月定例会　昭和３２年２月定例会　

昭和３５年２月定例会～昭和５４年２月定例会、平成元年２月～平成２１

年２月　　知事説明要旨　議案　予算説明書　知事専決処分報告　法人の

経営状況報告書　等　

和歌山県

4709 主要施策の成果　昭和５０年度、昭和５２年度、昭和５９年度、昭和６１

年度～平成１９年度（平成１４、１７年度欠）
和歌山県

4710 予算の概要　昭和５０年度、昭和５６年度、昭和６０年度～平成２１年度（平

成８年度、平成１９年度欠）
財政課

4711 和歌山県現行法規　坤巻、乾巻 谷口秀峰 明治３６
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