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広報 ・広聴委員会

機関会員 ・個人会員の所属する機関などにおいて、 2008(平成20)年度に出版された刊行物の

情報を紹介します。

l 掲載の対象

( 1 )機関会員が編集・発行した印刷物。

〔例〕史料目録、史料集、市町村史、大学史、館報、紀要、パンフレット、展示図録など

( 2 )個人会員が編集 ・発行に関わった印刷物で、向上のもの。ただし個人の著作物は除く 。

( 3 )会員が編集・発行に関わった印刷物で、同上のもの。但し個人の著作物は除く 。

2 配列と記載形式

(1)機関会員からの情報とそ例外に分けて、編集・発行の機関ごとに北から順に配列。

( 2 )①書名、②副タ イトル、 ③巻 ・号、 ④編集・著者(機関名と同じ場合は「同jと表記)、⑤

発行所地名、i]:発行所(機関名と同じ場合は「同jと表記)、 (L発行年月日、③総ページ数、

①本の縦寸、⑮価格(無償配布・非売品の場合は空欄)

機関套員ま彦事笹野町E情報

北海道立文書館

館報赤れんが44号 同編 傭)三和堂印刷所刊

札幌市 2008，12 8 p 29.7cm 

研究紀要第22号 同編 惰)山王グラフイツク

刊 札幌市 2009，3 110 p 14.8cm 350円

札幌市総務局行政部文化資料室

札幌市文化資料室研究紀要創刊号公文書

館への道同編同刊札幌市 2009，3

140 p 21cm 

文化資料室ニュース第 5号同編同刊

札幌市 2008，7， 4 p 30cm 

文化資料室ニュース第 6号同編同刊

札幌市 2008，12 4 p 30cm 

文化資料室ニュース第 7号同編同刊

札幌市 2009，3 4 p 30cm 

青森市生涯学習課市史編さん室

新青森市史別編4自然青森市史編集委員

会編青森市刊青森市 2009，3 646 p 

31cm 8925円

八戸市立図書館市史編纂室

新編入戸市史近現代資料編入戸市史編集

委員会編入戸市刊八戸市 2009，3

626 p 27cm 5600円

新編入戸市史考古資料編入戸市史編集委

員会編入戸市刊八戸市 2009，3 531 p 

27cm 5600円

はちのへ市史研究第 7号八戸市史編纂室

編入戸市刊八戸市 2009，3 92 p 26cm 

1700円

仙台市博物館市史編さん室

市史せんだい、 V0 I .18 仙台市博物館編

仙台市博物館刊 仙台市 2008，9 128 p 

21cm 700円

せんだい市史通信、第四号同編 同刊

仙台市 2008，7 4 p 30cm 

せんだい市史通信、第20号同編 同刊

仙台市 2009，1 4 p 30cm 

秋田県立公文書館

秋田県庁文書群目録第 6集(明治40年~大正

15年②)同編同刊秋田市 2009，1

秋田県立公文書館だより第23号 同編 同刊
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秋田市 2009，3 

宇都宮孟網日記第4巻 同編 同刊秋田市

2009，3 

秋田県立公文書館研究紀要第15号 同編

同刊秋田市 2∞9，3

能代市総務部総務課市史編さん室

能代市史通史編原始・古代・中世能代市

史編さん委員会編能代市刊能代市

2008，11 688 p 21.5cm 3150円

横手市市史編さん室

横手市史史料編近世間編横手市刊

横手市 2009，3 786 p 29cm 3500円

茨城県立歴史館

茨域県立歴史館報 36 同編 同刊水戸市

2009，3 116 p 26cm 800円

茨城県史研究 93 同館史料部編 同刊水

戸市 2009，3 106 p 21cm 960円

史料目録 53 かすみがうら市雪入 石塚家

文書目録(コ 同館史料部編 同刊水戸市

2009，2 113 p 26cm 

行政資料目録 13 茨城県行政文書目録(8)

同館史料部編同刊水戸市 2009，3

302 p 26cm 

茨城県立歴史館史料叢書 12 鹿島神宮文書

同館史料部編同刊水戸市 2009，3

317 p 27cm 720円

目立市郷土博物館

十王町史地誌編十王町史編さん調査会

目立市 2008，9 474 p 27cm 4800円

ガイドブック 日立の文化財めぐり 同編

同刊 目立市 2008，1068 p 21cm 680円

特別展示 助川海防城・海防陣屋・遠見番所・

砲台場、水戸藩の海防史跡をたどる 同編

同刊 日立市 2009，324 p 29.7cm 3ω円

栃木県立文書館

文書館だより 第44号同編 同刊 宇都宮市

2008，7 8 p 30cm 

文書館だより 第45号同編同刊宇都富市

2009，3 8 p 30cm 

栃木県史料所在日録第38集 大島延次郎家

文書 同編同刊 宇都宮市 2009，3

335 p 30cm 11 00円

栃木県立文書館研究紀要第13号同編 同刊

宇都宮市 2009，3 84 p 30cm 200円

学校教材史料集第 5号同編同刊字都

宮市 2009，3 82 p 30cm 130円

栃木県立文書館年報第22号同編同刊

宇都宮市 2008，9 44 p 30cm 

群馬県立文書館

群馬県立文書館だより 同編 同刊 前橋市

2009，3 

ぐんま史料研究第26号(この号以降しばらく

休刊) 同編同刊前橋市 2009，3

双文26号同編 同刊前橋市 2009，3

埼玉県立文書館

要覧第26号同編同刊 さいたま市

2008，6 

埼玉県史料叢書6 (下)入間熊谷県史料二

埼玉県教育委員会編埼玉県刊

さいたま市 2008，6 508 p 21cm 

文書館紀要第22号 同 編 同 刊 さいたま市

2009，3 94 p 26cm 

諸家文書目録vn 同編 同刊 さいたま市

2009，3 262 p 26cm 

所沢市教育委員会

狭山不動寺所在銅灯篭調査報告書 同編

同刊所沢市 2008，6

戸田市郷土博物館

平成20年企画展パンフレット 『古の道と川

端のくらし』 同編同刊 戸田市

2008，11 16 p 29.7cm 

戸田市立郷土博物館だより 第37号同編

同刊 戸田市 2009，3 8 p 29.7cm 

千葉県文書館

文書館ってすごい 収蔵資料にみる二十年

同編同刊千葉市 2∞8，6 8 p 29cm 

収蔵文書目録第22集 袖ヶ浦市奈良輪鳥飼家

文書目録(下) 同編同刊 千葉市

2009，3 326 p 25cm 1190円

千葉県の文書館第14号同編同刊千葉市

2009，3 58 p 29cm 480円

NAA歴史伝承委員会

歴史伝承委員会だより第10号 資料の中身が

少しずつ見えてきました。 同編 同刊



成田市 2008，4 8 p 29.6cm 

歴史伝承委員会だより第11号 資料の活用が

増えています。 同編同刊成田市

2008，8 8 p 29.6cm 

歴史伝承委員会だより第12号歴史伝承館

(仮称)ができ ます。 同編 同 刊 成 田 市

2009，1 8 p 29.6cm 

2008年度歴史伝承委員会調査報告書第 5号

(通巻第11号)最終号 同編同刊成田市

2009，3 71 p 29.6cm 

東京都立公文書館

東京都公文書館だより第13号 同編 同刊

港区 2008，9 8 p 30cm 

東京都公文書館だより第14号 同編 同刊

港区 2009，3 8 p 30cm 

東京市史稿産業編第49 同編 同刊港区

2009，3 

幕末江戸町人の記録鈴木三右衛門日記

同編同刊港区 2008，12

日本女子大学成瀬記念館

日本女子高等教育の父成瀬仁蔵 あなたは天

職を見つけたか 日本女子大学成瀬記念館編

学校法人日本女子大学刊 文京区 2008，6

140 p 20.9cm 1000円

日本女子大学成瀬記念講堂 創立者の夢と明

治の洋風建築後藤久編 日本女子大学刊

文京区 2008，6 80 p 20.9cm 1000円

成瀬記念館 2008 No23 同編同刊文京

区 2008，9 176 p 20.9cm 非売品

日本大学総務部大学史編纂課

餐誌第 5号 日本大学資料館設置準備室編

日本大学資料館設置準備室刊 千代田区

2009，10 98 p 29.7cm 

日本大学史紀要第11号同編同刊千代

田区 2009，3 242 p 21cm 

明治大学史資料センター

大学史資料センターグループ報告第30集

大学史活動 明治大学史資料センターグルー

プ編 千代田区 2008，12 150 p 26cm 

500円

大学史紀要第13号 明治大学人権派弁護士研

究同編 (学) 明治大学刊千代田区
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2009，3 384 p 21cm 800円

慶応大学福津研究センター

小泉信三展生誕120年記念生誕120年記念

小泉信三展実行委員会編慶慮義塾刊 港

区 2008，5 119 p 25cm 1500円

慶麿義塾福浮研究センタ一通信 第9号 同

編同刊港区 2008，10 12 p 30cm 

近代日本研究第25巻特集:慶麿義塾創立

百五十年 ・慶慮義塾福津研究セ ンター開設二

十五年 「近代日本研究」編集委員会編

慶磨義塾福浮研究センター刊 港区

2008，11 334 p 21cm 

1943年晩秋最後の早慶戦早稲田大学大学史

資料センター・慶磨義塾福津研究センター共編

教育評論社刊 中央区 2008，11 253 p 

20cm 1800円

慶懸義塾史事典、(慶磨義塾150年史資料集別

巻 1)、慶謄義塾史事典編集委員会編

慶謄義塾刊港区 2008，11 906 p 

22cm 17850円

未来をひらく 福津諭吉展慶麿義塾創立150

年記念慶慮義塾(ほか)編、慶麿義塾刊

港区 2009，1 431 p 29cm 2500円

慶感義塾福j畢研究センタ一通信 第10号

同編同刊港区 2009，3 12 p 30cm 

世田谷区立郷土資料館

世田谷叢書第三集 旧彦根藩世田谷領願書

留三 同 編 同 刊 世 田 谷 区 2009，2

391 p 21cm 1000円

漢詩人岡本黄石の生涯 第三章 三百篇の遺

意を得る者 同編同刊世田谷区

2008，10 173 p 30cm 900円

資料館だより 第49号同編同刊

世田谷区 2008，10 8 p 26cm 

資料館だより 第50号同編 同刊

世田谷区 2009，3 8 p 26cm 

財団法人三井文庫

三井文庫論叢42号同編同刊中野区

2008，12 241 p 21cm 2100円

葛飾区郷土と天文の博物館

特別展図録『首都圏の酒造りJ 同編 同刊

葛飾区 2009，3 120 p A 4 1000円
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民俗調査報告書『総集編』 同編 同刊

葛飾区 2009，3 40 p A 4 300円

かつしかの文化財 -50号までのあゆみ一

同編同刊 葛飾区 2009，3 262 p 

A 4 600円

中央大学入学センタ一事務部大学史編纂課

駿河台から多摩へ同刊八王子市

2008，10 28 p 21cm 非売品

中央大学史紀要 第14号 『法学新報』所載

中央大学関係記事(その 5) 

中央大学史料委員会専門委員会編 同刊

八王子市 2009，3 302 p 25.6cm 1000円

中央大学史紀要第14号 中央大学史料委員

会専門委員会同刊 八 王子市 2009，3

114 p 21cm 非売品

中央大学史資料集 第21集 『法学新報』所載

中央大学関係記事(その 5) 中央大学史料委

員会専門委員会編 同刊八王子市

2009，3 302 p 25.6cm 1000円

渋沢史料館

日本人を南米に発展せしむ 日本人のブラジ

ル移住と渋沢栄一同編同刊北区

2008，10 65 p 29.7cm 1000円

企画展渋沢家の雛祭り 同編同刊北区

2009，2 27 p 20cm 600円

渋沢史料館企画展・テーマ展講演集 (2008年

度)同編 同刊北区 2009，3 27p 

29.5cm 

2007年 度 文化財講演集同編同刊北区

2009，3 47 p 29.5cm 

神奈川県立公文書館

平成19年度神奈川県立公文書館年報 同編

同刊横浜市 2008，6 50 p 29.7cm 

神奈川県立公文書館紀要第 6号 同編 同刊

横浜市 2008，12 327 p 29.7cm 

神奈川県立公文書館だより 第20号同編

同刊横浜市 2008，9 4 p 29.7cm 

神奈川県立公文書館だより 第21号同編

同刊横浜市 2009，3 4 p 29.7cm 

厚木市教育委員会教育総務課文化財保護課文

化財保護係

厚木市史、近世資料編(5)村落3・荻野山中藩

厚木市教育委員会教育総務課文化財保護課

市史編さん係編 厚木市教育委員会教育総

務課文化財保護課市史編さん係刊

厚木市 2009，3 968 p 22cm 2690円

厚木市史資料叢書6 小鮎村・ 玉川村事務報

告書厚木市教育委員会教育総務課文化財保

護課市史編さん係編 厚木市教育委員会教

育総務課文化財保護課市史編さん係刊

厚木市2008，5 327 p 22cm 830円

厚木市史資料叢書 7 厚木町事務報告書

厚木市教育委員会教育総務課文化財保護課

市史編さん係編 厚木市教育委員会教育総

務課文化財保護課市史編さん係刊 厚木市

2008，11 265 p 22cm 790円

寒川文書館

寒川町史研究第22号 寒川町史編集委員会編

寒川町刊 寒川町 2009，3 143 p 21cm 

500円

寒川文書館だより第4号同編同刊

寒川町 2008，9 8 p 30叩

寒川文書館だより第 5号同編同刊

寒川町 2009，3 8 p 30cm 

寒川文書館年報第 l号平成18・19年度

同編同刊寒川町 2008，9 65 p 30cm 

新潟県立文書館

新潟県立文書館だより特別号 今すぐ役立つ

文書館~お役立ちガイド~ 同編 同刊

2009，1 4 p 29.5cm 

新潟県立文書館だより第11号 ギャラリー展

示文書紹介上杉謙信・景勝の書状

同編同刊 2009，3 4 p 29.5cm 

新潟市文化観光・スポーツ部歴史文化課

内野新川 新・新潟歴史双書4 新潟市編

新潟市刊新潟市 2009，3 156 p 18.8cm 

800円

新潟市歴史資料だより第 7号新潟市編

新潟市刊新潟市 2008，9 4 p 29.7cm 

新潟市歴史資料だより第 8号新潟市編

新潟市刊新潟市 2009，3 4 p 29.7cm 

富山県公文書館

富山県公文書館だより 同編同刊富山市

2008，7 8 p 29.7cm 



富山県公文書館文書目録歴史文書

二十四同編同刊 富山市 008，11

137 p 25.7cm 650円

富山県公文書館年報第21号 同編同刊

富山市 2008，9 42 p 29.7cm 

富山 県公文書館だより 第44号同編

同刊 富山市 2009，1 8 p 29.7cm 

金沢市立玉川図書館近世史料館

金沢市図書館叢書(七) 温故集録四 同編

同刊金沢市 2009，2480 p 30cm 

5500円

福井県文書館

福井県文書館年報第 5号平成19年度

同編同刊福井市 2008，737 p 31.7cm 

文書館だより 第12号同編同刊福井市

2008，10 8 p 31.7cm 

文書館だより 第13号 同編同刊福井市

2009，3 8 p 31.7cm 

福井県文書館研究紀要第6号同編同刊

福井市 2009，3 95 p 31.7cm 

福井県文書館資料叢書3 若狭国小浜町人の

珍事等書留日記同編同刊福井市

2009，3 197 p 31.7cm 

福井県文書館県史講座記録 グリフィスの福

井生 活同編同刊福 井 市 2008，6 59 p 

21cm 

福井市総務部行政管理課

福井市史通史編2 近世福井市編

福井市刊福井市 2008，6 1008 p 

21.4cm 300円

長野県立歴史館

安曇郡清水家文書の350年同編 同刊

千曲市 2008，7 

長野県立歴史館だより 同編 同 刊 千 曲 市

2009，3 

長野市公文書館

市誌研究ながの 第16号 長野市編纂部庶務

課長野市公文書館編長野市刊 長野市

2009，2 168 p 29.7cm 1300円

松本市文書館

松本市史研究一松本市文書館紀要一 第四号

松本市総務部行政管理課松本市文書館編
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松本市刊松本市 2009，3 99 p 25.8cm 

800円

岐阜県歴史資料館

岐阜県歴史資料館報第32号同編同刊

岐阜市 2009，3 270 p 29.7cm 

岐阜県行政文書目録 昭和57年度・明治26年

~昭和54年度総務部補遺編 同編 同刊

岐阜市 2009，2 313 p 29.7cm 

岐阜県所在史料目録 第58集江馬寿美子家

文書目録 同編同刊岐阜市 2009，3

182 p 29.7cm 

岐阜県史料調査報告書第30号地域の郷土

史料目録 l 史料調査報告書総目録 同編

同刊 岐阜市 2009，3 147 p 29.7cm 

歴史資料館だより 第65号 同編同刊

岐阜市 2008，7 4 p 29.7cm 

歴史資料館だより 第66号同編同刊

岐阜市 2009，3 4 p 29.7cm 

各務原市歴史民俗資料館

中山道ちょ っと寄り道 訪ねてみたい各務原

の史跡 各務原市資料調査報告書第32号

同編各務原市刊各務原市 2009，3

31 p 25.7cm 100円

各務原市歴史民俗資料館 資料館だより第27

号同編各務原市刊各務原市 2009，3

10 p 29.7cm 

磐田市歴史文書館

竜洋町史通史編竜洋町史編さん委員会編

磐田市刊磐田市 2009，3 894 p 21.5cm 

5500円

沼津市明治史料館

今よみがえるセピアの香り 沼津今昔物語

一むかしの沼津に会いに来ませんか?一

同編同刊沼津市 2008，7 108 p 

25.7cm 500円

沼津市明治史料館史料目録41 上石田井口

家 ・下石田青木家・井田高田家文書目録

同編同刊沼津市 2009，3 130 p 

25.7cm 500円

沼津市博物館紀要33 同編 同刊 沼津市

2009，3 62 p 25.7cm 500円
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愛知県公文書館

愛知県公文書館だより 同編 同刊

名古屋市 2009，1 8 p 30cm 

名古屋市市政資料館

新修名古屋市史資料編近代2 新修名古

屋市資料編編集委員会編 名古屋市

2009，3 997 p 26.5cm 4500円

新修名古屋市史資料編民俗新修名古屋

市史資料編編集委員会編 名古屋市

2009，3 974 p 26.5cm 4500円

新修名古屋市史だより 第27巻 同編

名古屋市 2009，3 15 p 30cm 

愛荘町教育委員会町史編さん

近江愛知川町の歴史 第三巻民俗・文献史料

編愛知川町史編集委員会編愛荘町刊

愛荘町 2008，10 850 p 26.5cm 4000円

秦荘の歴史第三巻近代 ・現代編秦荘町史

編集委員会編愛荘町刊愛荘町

2008，6 520 p 26.4cm 3500円

秦荘の歴史 第四巻資料編(建造物美術工芸・

文献史料 ・民俗) 秦荘町史編集委員会編

愛荘町刊 愛荘町 2009，3 500 p 26.4cm 

3500円

愛荘町歴史研究 第二号 愛荘町教育委員会

編 愛荘町刊 愛荘町 2009，2 150 p 

29.7cm 

語 り継ぐ記憶 ~聞きとり調査より ~

愛荘町教育委員会編愛荘町刊 愛荘町

2009，2 58 p 29.7cm 

野洲市歴史民俗資料館

野州市歴史民俗博物館 (銅鐸博物館)研究紀

要第13号 同編同刊、 野州市 2009，3

64 p 29.7cm 500円

野州市史編さんだより 第15号同編向刊

野州市 2008，4 8 p 29.7cm 

野州市史編さんだより 第16号 同編 同刊

野州市 2008，8 8 p 29.7cm 

野州市史編さんだより 第17号 同編 同刊

野州市 2008，11 8 p 29.7cm 

野州市史編さんだより 第18号 同編 同刊

野州市 2009，1， 8 p 29.7cm 

京都府立総合資料館

資料館紀要 第37号同編同刊京都市

2009，3 154 p 21cm 

第23回東寺百合文書展 南北朝期の群像

京都府立総合資料館歴史資料課編

京都府立総合資料館刊 京都市 2008，9

83 p 26cm 1500円

東寺百合文書 6、八函・ 二函の一部 同編

(掬思文閤出版刊 京都市 2008，10 452 p 

21.5cm 9500円

総合資料館だより No155 同編同刊

京都市 2008，4 8 p 30cm 

総合資料館だよ り No156 同編 同刊

京都市 2008，7 8 p 30cm 

総合資料館だより No157 同編同刊

京都市 2008，10 8 p 30cm 

総合資料館だより No158 同編 同刊

京都市 2009，1 8 p 30cm 

大阪市公文書館

大阪市公文書館年報第20号同編 同刊

大阪市 2008，6 28 p 29.5cm 

大阪市公文書館研究紀要第21号同編

同刊大阪市 2009，3 182 p 490円

あおぞら財団西淀川・公害と環境資料館

平成20年度日本の大気汚染公害経験の情報発

信に係る業務報告書 側公害地域再生セ ン

ター編 (独法)環境再生保全機構刊

大阪市 2009，2 76 p 29.5cm 

桃山学院史料室

桃山学院年史紀要 桃山学院史料室編学校

法人桃山学院刊 和泉市 2009，3 176 p 

21cm 

兵庫県立公館

新兵庫県の歴史第 1号 兵庫県公館県政資料

館歴史資料部門編兵庫県刊 神戸市

2009，3 81 p 21cm 

尼崎市立地域研究史料館

尼崎市立地域研究史料館紀要第38巻第 l号

(通巻106号) 同編 同刊 尼崎市 2∞8，9

尼崎市立地域研究史料館紀要第38巻第 2号

(通巻107号) 同編 同刊 尼崎市 2009，3

尼崎市立地域研究史料館

『地域史研究J第39巻第 I号尼崎市立地域



研究史料館紀要同編同刊 尼崎市

2009，9 106 p 21cm 850円

『地域史研究』第39巻第2号尼崎市立地域

研究史料館紀要同編 同刊尼崎市

2010，3 100 p 21cm 850円

三田市まちづくり部生涯学習支援室 生涯学

習課市史編さん担当

三田市史第 7巻現代資料同編 三田市刊

三田市 2008，7 960 p 26.5cm 5000円

市史研究さんだ第11号三田市編 三田市刊

三田市 2009，3 128 p 25.7cm 800円

奈良県立図書情報館

要覧2008 平成19年度図書情報館年報 同編

同刊 奈良市 2008，724 p 30cm 

(鮒元興寺文化財研究所

近世律師の肖像、その姿とこ ころ編

制元興寺文化財研究所編 (鮒元興寺文化財

研究所 ・儒)元興寺刊 奈良市 2008，10

36 p 29.7cm 1000円

元興寺文化財研究所研究報告2008 同編

側元興寺文化財研究所 ・元興寺文化財研究

所民俗文化財保存会刊 奈良 2009，3

135 p 29.7cm 2000円

もの・ワザ ・情報、古の匠に挑む 同編 (財)

元興寺文化財研究所 ・綜)元興寺刊 奈良

2009，10 30 p 29.7cm 800円

近世律師の肖像、その姿と こころ 同編(財)

元興寺文化財研究所 ・綜)元興寺刊 奈良市

2008，10 36 p 29.7cm 1000円

元興寺文化財研究所 研究報告2008 同編

元興寺文化財研究所民俗文化財保存会刊

奈良市 2009，3 135 p 29.7cm 2000円

鳥取県立公文書館

鳥取県立公文書館報 第18号一平成20年度

同編同刊 鳥取市 2008，5 12 p 30cm 

平成20年度特別展パンフレッ ト 津田廉三と

美喜の時代 鳥取県が生んだ偉大な外交官の

足 跡同編同刊鳥取 市 2008，10 4 p 

30cm 

鳥取県立公文書館研究紀要第5号 同編

同刊 鳥取市 2009，3 116 p 21cm 500円

鳥取県史ブックレッ ト3 明治時代の消費生
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活、郡是・村是資料にみる鳥取の家計と食

鳥取県立公文書館県史編さん室編 鳥取県刊

鳥取市 2009，3 92 p 21cm 500円

鳥取市歴史博物館

参宮 ・選宮 ・伊勢神宮、鳥取と伊勢のつなが

り 霞会館資料展示委員会編 (出霞開館刊

鳥取市 2009，1 160 p 2000円

美の人脈 文化をつな ぐ人々 同編 (附鳥取

市文化財団刊 鳥取市 2008，10 700円

鳥取士族の西南戦争、ラスト・サム ライの決

断 同編 同刊 鳥取市 2008，7800円

広島県立文書館

広島県立文書館だより 第32号同編同刊

広島市 2008，7 8 p 30cm 

広島県立文書館だより 第33号 同編 同刊

広島市 2009，1 8 p 30cm 

平成20年度収蔵文書展 江戸 ・明治商家文書

の世界 広島県立文書館の収蔵文書から一

同編同刊広島市 2009，3 8 p 30cm 

広島市公文書館

広島市公文書館所蔵資料目録第39集砂谷 ・

上水内・水内村外役場文書目録 同編 同刊

広島市 2009，3 123 p 30cm 

広島県立文書館紀要 第10号、開館20周年記

念号同編 同刊広島市 2009，3 172 p 

21cm 

山口県文書館

年報 平成19年度同編 同刊山口市

2008，7 24 p 29.7cm 

山口県文書館研究紀要 第36号同編同刊

山口市 2009，3 124 p 21cm 

山口県文書館諸家文書目録9 平生町佐合島

佐川家文書第二分冊同編 同刊 山口市

2009，3 233 p 25.7cm 

山口県文書館行政文書件名目録2 山口県布

達達書 明治1l~ 14年 同編 同刊

山口市 2009，3 185 p 25.7cm 

徳島県立文書館

史料集(八)明治三庚午年阿部興人日誌

庚午事変若き首謀者の記録 徳島の古文

書を読む会一班編 徳島県立文書館刊

徳島市 2008，5 360 p 25.7cm 1500円
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史料集(九) 嘉永七年大地震の記・南朝以来

地震抄録徳島の古文書を読む会五班編

徳島県立文書館刊 徳島市 2008，9

220 p 25.7 cm 1000円

文書館の逸品展秋本家文書同編同刊

徳島市 2008，4 12 p 29.7cm 

第35回企画展 写真で見る“ちょっと昔"の

阿波の名所 ~団塊の世代が若かったころ~

同編同刊徳島市 2008，8 8 p 29.7cm 

特別企画展芭蕉をめざした男 一酒井弥蔵

の旅日記一同編同刊徳島市 2008，10

8 p 29.7cm 

第36回企画展近代阿波の養蚕 一藍から繭

へ一同編同刊徳島市 2009，1 8 p 

29.7cm 

文書館だより 第30号 同 編 同刊

徳島市 2009，3 8 p 29.7cm 

徳島県立文書館年報 第11号平成19年度2007

同編同刊徳島市 2008，6 57 p 29.7cm 

香川県文書館

香川県立文書館紀要第13号2009 同編 同刊

高松市 2009，3 104 p 29.7cm 800円

香川県立文書館文書目録第12集小夫家文書

目録小夫孝之助家文書目録同編同刊

高松市 2009，3 21 p 29.7cm 300円

愛媛県歴史文化博物館

「愛媛と戦争」展図録伝えたい戦争の記憶・

平和な未来へ同編同刊西予市 2008，7

130 p 29.7cm 

「掘り出されたえひめの江戸時代」展図録

くらし百花綴乱同編同刊西予市

2008，10 132 p 29.7cm 1000円

資料目録第17集 「絵画資料目録」 同編

同刊西予市 2009，3 68 p 29.7cm 

1100円

研 究 紀 要第14号同編同刊西予市

2009，3 164 p 29.7cm 750円

高知市立自由民権記念館

高知市立自由民権記念館紀要第16号 同編

同刊高知市 2008，8 113 p 30cm 500円

(賊西日本文化協会福岡県地域史研究所

福岡県地域史研究第25号 同編財団法人西

日本文化協会刊 福岡市 2009，3 88 p 

21cm 

福岡県地域史研究所県史だより第127・128合

併号同編財団法人西日本文化協会刊

福岡市 2009，3 8 p 25.7cm 

福岡市総合図書館文学・文書課

福岡市総合図書館研究紀要第 9号 同編

同刊福岡市 2009，3 82 p 30cm 

福岡市総合図書館平成20年度古文書資料目

録14 同編同刊福岡市 2009，3 169 p 

30cm 3000円

大分県立公文書館

大分県立公文書館だより 同編 同刊

大分市 2008，12 

大分県立先哲資料館

史料館研究紀要第13号同編同刊

大分市 2008，6 82 p 30cm 1200円

天草市立天草アーカイブズ

平成20年度天草市立天草アーカイブズ年報第

6号同編同刊天草市 2008，5 51 p 

29.7cm 

沖縄県公文書館指定管理者側沖縄県文化振興
.，6.. 
.". 

沖縄県公文書館研究紀要第11号同編

同刊南風原町 2009，3 118 p 29.7cm 

沖縄県公文書館だより アーカイブズ第35

号 沖縄県公文書館指定管理者側沖縄県文化

振興会編 沖縄県公文書館指定管理者側沖

縄県文化振興会刊 南風原町

2008，8，8，29.7 

沖縄県公文書館だより アーカイブズ第36

号 沖縄県公文書館指定管理者側沖縄県文化

振興会編 沖縄県公文書館指定管理者側沖

縄県文化振興会刊 南風原町

2009，3，8，29.7 

院豊平磯関互王国務防情報国車詞

鎌ヶ谷市郷土資料館

平成20年度企画展初富 明治の下総台地開墾

同編同刊鎌ヶ谷市 2009，3 60p 



30cm 500円

鎌ヶ谷市史研究第22号 同編鎌ヶ谷市教育

委員会刊鎌ヶ谷市 2009，3 66 p 

21cm 300円

鎌ヶ谷市郷土資料館年報第21号平成19年度

同編同刊鎌ヶ谷市 2008，8 44 p 

30cm 

八王子市郷土資料館

郷土資料館資料シ リーズ第48号金子日記

二 同編八王子市教育委員会刊八王子市

2008，8 75 p 25.7cm 800円

平成20年度特別展図録 オリンピックがやっ

てきた ! 市民が支えた熱き日々 同編

八王子市教育委員会刊 八王子市 2008，9

51 p 29.8cm 600円

八王子市郷土資料館研究紀要 八王子の歴史

と文化 第21号同編

八王子市教育委員会刊 八王子市

2008，10 69 p 29.8cm 1000円

平成20年度特別展図録観光と開発の時代へ

昭和30~40年代の八王子の風景 同編

八王子市教育委員会刊 八王子市 2009，2

51 p 29.8cm 600円

神奈川大学資料編纂室

神奈川大学史資料集第25集 同編

学校法人神奈川大学刊 横浜市 2009，3 

212 p 21cm 

東京電力電気の史料館

二十世紀の文化と電気 音と映像の進化

同編同刊 横浜市 2008，4 20 p 20cm 

東近江市近江商人博物館

今、近江商人に学ぶこ と 再生する文化

会員刊行物情報 127

同編財団法人藤井協成会刊 東近江市

2008，10 16 p 29.9cm 500円

京都大学大学文書館

京都大学大学文書館だより 第14号 同編

同刊京都市 2008，4 8 p 30cm 

京都大学大学文書館だよ り 第15号同編

同刊京都市 2008，10 10 p 30cm 

京都大学大学文書館研究紀要第 7号 同編

同刊京都市 2009，2 100 p 30cm 

THE HISTORY OF KYOTO UNIVERSITY 

同編 同刊京都市 2009，3 24 p 30cm 

『第三高等学校関係資料J解説・目録 同編

同刊京都市 2009，3 192 p 30cm 

『吉田寮関係資料j解説 ・目録同編 同刊

京都市 2009，3 57 p 30cm 

大阪大学文書館設置準備室

大阪大学文書館設置準備室だより 第3号

同編同刊豊中市 2008，9 14 p 30cm 

大阪大学文書館設置準備室だより 第4号

同編 同刊 豊中市 2009，3 12 p 30cm 

大阪大学の歴史 高杉英一 ・阿部武司・ 菅真

城著大阪大学出版会刊 吹田市 2009，3

214 p 21cm 2100円

池田市教育委員会

新修池田市 史 第3巻、近代編 池田市史編

纂委員会編池田市刊池田市 2009，3

906 p 22.5cm 5400円

倉敷市総務課歴史資料整備室

倉敷の歴史 倉敷市文書館 (アーカイ ブズ)

研究会編 倉敷市総務局総務部総務課刊

倉敷市 2009，3 125 p 21cm 800円




