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会員刊行物情報

一文献案内 Part22ー
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、 2011(平成23)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、向上のもの。ただし、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れ以外に分けて、編集・発行の機関ごとに北から順に配列。

( 2 )以下の表にまとめた。なお、編集 ・著者(機関名と同じ場合は「同」と表記)

発行所(機関名と同じ場合は「同」と表記)、価格(空欄は無償配布・非売品)

機関会員名

書名

冨リタイト lレ

編集著者

発行所

恒土機関会軍司区EF寄金里tn:;昨情報玉司

札幌市文化資料室

札幌市文化資料室研究紀要 公文書館への道 同編

同刊

青森市総務部総務課市史編さん室

青森市史編集委員会編

青森市刊

横手地域局地域振興課

横手の歴史 I 横手市編

横手市史(普及版) I 2012.3 I横手市刊

能代市総務部総務課市史編さん室

能代市史資料編近世二

能代市

宮城県公文書館

宮城県公文書館だより 第18号 |同編 30cm 5 p 

宮城県公文書館だより

刊

一編

同

一同

4
.
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m
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仙台市

30cm 16p 

宮城県公文書館だより

2011.12 I同刊

第20号 |同編

仙台市

30cm I 5 p 

2012.3 I同刊 仙台市

茨城県立歴史館

茨城県立歴史館報
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茨城県立歴史館史料叢書 115 同館史料学芸部編 1 22cm 1452 p 

常陸編年 1 2012.3 1同刊 |水戸市 |￥4，070 

き竺里丘竺主雪旦空一一一一一一一一一一一一一一一一一一一E~________j_~里旦吐警窒型自_________j_?~竺 L~?日
行政資料目録16(1974) 1 2012.3 1問刊 |水戸市

旦of-t里雪 ↓竺 _J里竺主社竺主曹混一ー一一1?_~~~__一一一l-~~?-p_-一一
常陸水戸徳川家中 岡崎家文書目録 2012.3 1同刊 水戸市

目立市郷土博物館

目立市絵馬調査報告書 ひたちの絵馬

戸田市立郷土博物館

E里青豆塑主哩型塑主主1 lzq1JE l骨塑 l竺竺 _J_~_旦一一
2012.3 1同刊 |戸田市

第27回特別展図録 とだっこ、旅にでる 同編 130cm 159p 

~なつかしの教育旅行とその風景~ 12011.10 1同刊 |戸田市 |￥1， 000 

竺空開全型里 里杢mm三三Z ヒヱーし一一一一一一一|一一一一一一|ー骨塑一一一一一一一一一一一一一1型cm一一一一一l~坦'p一一一一
イレモノいろいろ ~うつわの今昔~ 1 2011. 7 1同刊 |戸岡市

成田市立図書館

成田市史研究

葛飾区郷土と天文の博物館

かつしか風土記

文化財からのメッセージ

武蔵野市総合政策部企画調整課

武蔵野市百年史続編 「資料編J

慶慮義塾福津研究センター

成田市教育委員会刊

同編

同刊

武蔵野市編

武蔵野市刊

j雪F雪空!音壁哩:1i;主乙Z二型~~~______一一一一一一一一一-1竺~~~____[_里j貫一一一一 一 --J 竺竺~----J-~?-JJ-
2011. 10 1同刊 |港区

慶磨義塾福浮研究センタ一通信 |第16号 |同編 130cm 112 p 

2012.3 I同刊 |港区

主生里杢型杢一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一J竺竺警一一_[里塑一一一一一一一一一一一一-_J_?-~~~-一一一一一日?ZE--

中央大学入学センタ一事務部大学史編纂課

中央大学史資料集

中央大学史紀要

日本女子大学成瀬記念館

2012.2 1同刊 |港区

第24集 |中央大学史料委員会専門 126cm 158 p 
委員会編

2012.2 

第17号

同刊 八王子市|￥1，000

中央大学史料委員会専門 I21cm I 130p 
委員会編

2012.3 1同刊 八王子市

型空1901一三空11 主空?竺立竺型竺型rap竺 ______J__________J里H雪一一一一一 ーー一__j_?~巴一一l_~?_JJ__
2011. 11 I日本女子大学刊 |文京区

f青空空壬竺智一唇二里~:生ーそざご一一ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー-1---ーー一一一ーl旦I*i 一ーーーーーーーーーー一一ーーーーーー_J_?-~~~--ーーーー-l~?-JJ--- -ー__

日本女子大学史資料集第五一(四)

日本女子大学校規則〔大正四年一大正八年〕

日本女子大学校長成瀬仁蔵先生述 実践倫理講話筆

記 明 治 四十二年度ノ部

2012. 1 I同干Ij I文京区 |￥1，000 

同編 21cm 256p 

2012.3 I同刊 文京区

同編 26cm 196 p 
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学校法人国士舘 国士舘史資料室

国士舘史研究年報 楓康 2011 第3号 |国士舘百年史編纂委員会 121cm 

専門委員会編
一一+一一一一---↓ー ー 一一←ーーー__J一一一一一一

学校法人国士舘

学習院大学大学院人文科学研究科アーカイフズ学専攻

同編

同刊

渋沢史料館

企画展図録 権浮倉庫株式会社と渋沢栄一 同編
ーーーーーーーーーーーーーーーー---・ー・-・ー.曲』ーーーーー』ーーー』ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー一ーーー ーーーーー』ーーーーーー

信ヲ万事ノ本ト為ス 2012.3 同刊

企画展 渋沢栄ーと「実業之日本」展不の記録 ・講演録 同編

2012.3 同刊

神奈川県立公文書館

平成22年度 神奈川県立公文書館年報 |同編 130cm 152 p 

神奈川県立公文書館だより

2011. 6 I同刊

第26号 |同編

横浜市

30cm 14p 

神奈川県立公文書館だより

2011. 11 I同刊

第27号 |同編

横浜市

30cm 14p 

2012.2 1同刊 横浜市

神奈川県立図書館

郷土神奈川 |第50号 |神奈川県立図書館企画

サービス部地域情報課編

同刊

横浜市総務局法制課市史資料室

横浜市史資料室紀要 第2号 同編

2012.3 同刊

報告書 同編

「横浜の文化人と戦後復興j 2012.3 同刊

川崎市公文書館

川崎市公文書ー館だより |第20号 |同編 130cm 1 4 p 

-Kawasaki City Archives News- 刊

一編

同

一
同

6
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川崎市

川崎市公文書館だより 30cm 1 4 p 

~Kawasaki City Archives News- I 2011. 10 I同刊 I }II崎市

}II堕T里会主雪曾主主_~____________________________________l竺22雪 Uîi]~ì雪 L~~:~-----J-~-_?-
-Kawasaki City Archives News - I 2012.2 同刊 1 }I11崎市

大和市役所文化スポーツ部文化振興課市史文化財担当

大和市史資料叢書

「高下日記」 第五集

寒川文書館

竺} II主雪塑主主 ~--------------------- ---------------------l竺10雪 L~~ì雪 L~-~:~-----J-~-_?-
2011. 9 1同刊 |寒川町

空}I 1主雪塑主哩L一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一|竺f豆一一一|一切塑一一一一一一一一一一一一一一一一一一ー一一一一一J~-~:~----ーー1~~-?
平成22年度 1 2011. 9 1同干IJ 寒川町

寒川文書館だより |第11号 |同編 I 30cm I 8 p 

大手口市史研究

2012.3 1同刊 寒川町
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新潟市文化スポーツ部歴史文化課

新潟市歴史資料だより

竺)11型;里型空一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一↓竺竺雪'---Jき:J11111J界塑竺杢里会塑一→一一一一一一十一一一一一一
寒川町刊

新潟市編

新潟市刊

新潟市編

新潟市刊

金沢市立玉川図書館近世史料館

二木文庫 中村石蘭亭文庫 目録

福井県文書館

福井県文書館企画展示 ちょっと昔のふくい 広報 同編 30cm 8 p 

写真展パンフレッ ト

福井県文書館研究紀要

2011. 10 I同刊

第9号 |同編

福井市

30cm 1114 p 

文書館だより

刊
一
編

同
一同

J
一
回す

っρ
一

Q
u

m
一第

福井市

30cm 18p 

2011.11 I同刊 |福井市

主雪曹ぎ王_~_______________________________________________1竺19雪 L~_l雪 - j?2T1L -l三旦ーー
2012.3 1同刊 |福井市

長野県立歴史館

空里堅主竺主理主翌一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一_l竺旦雪一一一L~塑一一一一一一一一一ー一一ー一一一一一一--J-~-~巴ーーーーー-l竺旦一一一ー-
2011. 6 1同刊 |千曲市

長野県立歴史館収蔵文書目録 111 同編 1 30cm 1158 p 

筑摩郡大池村大池家文書 安曇郡佐右村文書 12012.3 1同刊 |千曲市 |￥800 

j雪!H'堅主竺旦塑型窒担聖一一一一一ー-一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一J竺18雪一一一一l一切塑一一一一一一一一一ーーーーーーーー一一一ーj_~Q:~--- -ーー_l_~~!_~__ー--
2012.3 1同刊 |千曲市 |￥1，000 

信濃の風土と歴史 118 同編 1 26cm 164 p 

歴史館のお宝 ものが語る信濃の歴史 12012.3 1同刊 |千曲市 |￥1，000 

松本市文書館

松本市史研究

松本市文書館紀要

愛知県公文書館

愛知県公文書館年報 第25号 |同編 30cm 12 p 

愛知県公文書館だより

刊
一
編

同
一同

ι一口す
l
一

F
b

m
一第

名古屋市

30cm 18p 

2012.3 1同刊 名古屋市

竺型里会主雪'ÍÌg全@î唇型空!f一一一一一一一一一一一一|一一一一一一|一切塑一一一一一一一一一一一---J竺竺一一一U~-~-
古文書にみる尾張藩士 12012.2 1同刊 |名古屋市

名古屋市市政資料館

新修名古屋市史だより 第30号 |同編 30cm 16 p 

2012.3 1同刊 名古屋市

新修名古屋市史資料編現代 新修名古屋市資資料編編 126cm 11，028p 
集委員会編

ムよ J_____________L 
2012.3 1名古屋市刊 |名古屋市|￥4，500

南山大学史料室

南山アーカイブズニュース
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南山学園史料集

イルサ フォン ライスナーイ乍品集

アルケイア

記録 ・情報・歴史

向日市文化資料館

向日E陵の前期古墳(第 2刷)

尼崎市立地域研究史料館

第7号 |同編 30cm 

2012.2 I南山学園刊 名古屋市

第6号 |南山大学史料室運営委 I21cm 

員会編

2012.3 I同刊

同編

同刊

名古屋市

59p 

199 p 

地域史研究 |第111号|同編 1 21cm 1 102 p 

尼崎市立地域研究史料館紀要 12011.9 1同刊 |尼崎市 |￥850 

菰樽ものがたり 中村光夫 (尼崎市立地域研究 I21cm 

史料館)監修、榎本利明執筆

97p 

2012.3 I ，菰樽ものがたり」発刊|尼崎市 |￥1，200 

委員会刊

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 2巻 |三田市史編さん専門委員会編 122cm 11， 173p 

通史編E 近代・現代 I 2012.2 I三田市刊 |三田市 |￥2，500 

三田藩家老九鬼家文書詳細目録 |第 l集 |三田市神戸大学大学院人文 130cm 1306 p 

学研究科地減連携センター編
ー ーーート一 一一十一一一一一一一一一一一一一一一一一一寸一一一一一一一一一十

2012.3 I三田市刊 |三田市

奈良県立図書情報館

雪里堅?旦1 一一一-一一一-一-一-一一一-一一一-一-一-一一一-一一一一一一一-一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一-一一一一一一一一一一一一l上L一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一」上L一雪j塑翌雪里一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
平成22年度図書情報館年報 I 2011. 7 I同刊 1奈良市

第25回戦争体験文庫資料展示

「大和の隣組戦争を支えた地域組織J
第26回戦争体験文庫資料展示

，r大和錦』在郷軍人会奈良支部の活動j

第27回戦争体験文庫資料展示

同編

2011. 4 I同刊

同編

2011. 7 I同刊

同編

「産業組合から農協へ戦時・戦後の協同組合の再編JI 2011.10 I同刊

30cm 

奈良市

30cm 

奈良市

30cm 

奈良市

? p 

つP 

ヮp 

第28回戦争体験文庫資料展示 同編 30cm I?p 

「赤十字その成り立ちと展開j

(財)元興寺文化財研究所

2012.1 同刊 奈良市

型*宜空OH1土主三宝土一一一一一一一一一一一一一一一↓一一一一一一|切塑
火葬蔵骨器の世界

元興寺文化財研究所研究報告2011

同刊

和歌山県立文書館

型'ifk山里主主雪空主51 - -ij望~.1.~.._J型空一一一一一一一一一一一一一一一一E~~~---..J-?..~一一一一
2011. 7 I同刊 |和歌山市

;fD竺型堅主主雪一月号主51 ij望?竺 J骨j雪一一一一一一一一一一一-JREL---lE-E一一
2011.11 I同刊 |和歌山市

;fD雪):I.IJ竺rLx雪竺主主土一一一一一一一一一一一一一一...1竺竺雪- lFf里 l竺旦 L?--~-
2012.3 I同刊 |和歌山市

収蔵史料目録 l十一 |同編 1 26cm 1347p 

紀州家中系譜並に親類書書上げ(下) 1 2012.3 1和歌山県刊 |和歌山市 i￥1，400

型型竺主主塑担竺一一一一一 i竺主雪 l唖 l主旦 L~~-~. 
2012.3 I和歌山県刊 |和歌山市
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鳥取県立公文書館

里里墜さ全主雪里一一 M~号型空一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一J竺 7 雪一一一一L~塑一一一一一回目一一一一一一一一ーーーーーーー|ーn旦一一一 l_~?~_p.
2012.3 1同刊 |鳥取市 |￥500 

塑里型空旦 jff4塑一主主LZjR堂一一一一一一一一↓一一一一一一|ー空豆!君主土歪tl 一一一 1?-~~~------1~:???-?
2012.3 1鳥取県刊 |鳥取市 |￥5，000 

忍里里里里一空空塑一一主1t2一一一J里聖堅豆f42一一一一一一_J_一一一一一一一!一号一理塑三一合:?ê.塑一一一一一一一一一一一1?_~旦一一一一一一回35p 一一
2012.3 1鳥取県刊 |鳥取市 |￥5，000 

塑竺聖里旦一一雪空塑一主1t3 一 ，~里里旦f43 一一一一一一↓-一一一一一一一一一一|一号里塑空ーを窒貫一一一一一一一一一一」一21竺一一一一一一L~:l-~~-?-
2012.3 1鳥取県刊 |鳥取市 |￥5，000 

E里塑空ーと塑里望日空望日Eヱ7圭一一一一--1-一一一一一|ー里旦揮さ土呈豆一一一一--1竺~~----J-~~-?一一 ー
2011. 9 1鳥取県刊 |鳥取市

鳥取県史ブックレツ ト 110 県史編さん室編 121∞ 11l8p 
来見田博基著

:扇恥 扇 京一一一一一一一一一一一一一一一一一------t2OI2工|説副ー l扇面 l副長

鳥取市歴史博物館

図録庭先にひろがる中世 1 石井伸宏著 1 26cm 1100 p 

~因幡国荘園の世界- 12011.4 1同刊 |鳥取市 |￥700 

図録 因州兵の戊辰戦争 1 1同編 130cm 191 p 

~いくさと弔いの明治維新- 12011. 9 1同刊 |鳥取市 |￥800 

図 録 党 鐘 同編 1 26cm 163p 

~鐘をめぐる ものがたり - 12011.11 1同刊 |鳥取市 [￥750 

鳥取城跡とその周辺 同編 1 21cm 150p 

~遺構でつなぐ歴史と未来- 12012.3 1同刊 |鳥取市 |￥600 

樗議叢書資料集 1 1 1 r可編 1 26cm 1110 p 

戊辰戦争日記 1 2012.3 1同刊 |鳥取市 |￥500 

鳥取市文化財団叢書 |第 l集 |同編 1 19cm 1 165p 

因幡地方の歴史と文化~資料が語る鳥取の地域像 1 2012.3 1 (財)鳥取市文化財団刊 |鳥取市 |￥関O

岡山県立記録資料館

岡山県立記録資料館紀要 第7号 |同編 30cm 84p 

2012.3 1同刊 岡山市

1里雪!虫4主1堅E空号竺雪j竺7哩埜?杢空 t!________J 開!塑雪-一一一-一一一-一司一-一 -一一一-一一一-一-一-一一一-一-J
岡山県史料七 (北条県史.下) 12初01ロ2.3 1問刊 |岡山市

一岡山竺ーで二tJ17.三一一一一一一一一一一一一一一ーーーーーーーーJ_~_______ーーーL~_l豆一一一一一一一一一一ーーーJ~-?~~--ーーーー1~竺R
記録資料館活動成果資料集 1 2012.1 1同刊 |岡山市

山口県文書館

山口県文書館研究紀要

愛媛県歴史文化博物館

空-Fiti-E扉二 ーーー ----_ 一一一ヤ|お記扇記五而五E戸訂訂2工五五:三三了汁i5rγγ-一一一-一一-一-
資料目録 |第2託C集 |同編 13ωOc倒m 15臼2p

愛媛県出土木製品(古代.中世) 12初01ロ2.3 1同干刊リ |西予市 1 :￥￥65叩O 

型瞥窒担樫聖一一一一一一一一一_____Jヨz:2ZZZZZ:Z一一一→-一一一一t一
(財)土佐山内家宝物資料館

研究紀要
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2011. 6 1同刊 高知市

空?空王里 ー 一 一一一一一一一一一一一_J竺竺空一一l一切塑一一一一一一一一一一一__j_?_~~~__一一J-?-L一一一
2011. 10 1同刊 !高知市

一哩里王里一一一一 ↓竺空雪 U~~t~__一一一一一一一一一一一J虫色一一一L?--?一一一一一
福岡市総合図書館

福岡市総合図書館研究紀要

福岡市総合図書館平成22年度

古文書資料目録16

柳川古文書館

柳川古文書館史料目録

曾我祐準関係史料目録

天草市立天草アーカイブズ

平成23年度天草市立天草アーカイブズ年報

大分県公文書館

大分県公文書館事業年報

平成22年度

大分県公文書館だより

大分県立先哲史料館

2012. 1 1同干IJ 高知市

同編

同刊

文学 ・文書課編

文学 園文書課刊

同編

同刊

同編

同刊

同編

同刊

~T4曾F!iJf雪空警一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一_J竺盟主__j_~塑一一一一一一一一一一一_j_?_~~~__ ___J_~~_~竺E
2011. 6 1同刊 !大分市 |￥960 

収蔵史料目録 1 6 同編 1 30cm 1158 p 

2012.3 1同刊

大分県先哲叢書康瀬淡窓 同編

大分市

22cm 511 p + 
図版24枚

資料集書簡集成

沖縄県公文書館

2012.3 1大分県教育委員会刊 大分市 |￥6，300 

f空塑竺合主空理主2-E-2!?RI竺 (7二tJ1f三1↓竺41雪 |白血i<t塑堅Jc1U望号全習l型旦 L?--?-------
2011. 8 1向上干IJ 南風原町

J型!里竺竺主望:塑主J:~一一一主rchi vl竺 (7二7J 17"三~__J竺竺雪一一一l竺!坦 i<Þ翌堅x1U空宇全習_j_?_~~1Jl一一一 l-?--?-
2012.3 1向上刊 |南風原町

J型空空合主雪:哩空室坦聖 ー ーー 一一一-l竺!竺一一l竺:M)i<þ塑里主1t:J:塑全電_J_?-~~1Jl一一一一一l-~~-?一一
2012.3 1向上刊 |南風原町

障 再機開会員I捌合!情報卓中ヰヰ

東北大学大学院文学研究科

東北文化研究室紀要 |第53集 |大藤修編

仙台藩儒学者芦東山の生涯と関係史料の伝来・構成 1 2012.3 1東北大学文学研究科東北

付「芦東山記念館所蔵史料目録J 文化研究室刊

鎌ケ谷市郷土資料館

鎌ケ谷市史研究

鎌ヶ谷市教育委員会刊

絵図と地図でみた鎌ケ谷の400年 同編

鎌ケ谷市郷土資料館平成23年度企画展図録 12012.3 1同刊
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千葉県文書館

収蔵文書目録 |第25集 |同編

東金市台方有原家文書目録下 I 2012.3 I同刊

千葉県の文書館

千葉県史料保存活用連絡協議会

千葉史協だより

印旗郡市地域史料保存利用連絡協議会

同編

同刊

ト会報 知号 |同編 1-ii-*----r-~--?-------1 12012.3 I同刊 |富里市 I 

野田市郷土博物館

野田市郷土博物館・市民会館 年報・紀要 2010年|第4号 |同編

度

企業史料協議会

企業と史料

企業史料協議会創立30周年特集

東京大空襲戦災資料センター

同編

同刊

アメリカ軍無差別爆撃の写真記録東方社と国防写真隊 I 政治経済研究所著

2011年度 科学研究費助成事業 「学術研究助成基金 I2012.2 I同刊

助成金(基盤研究(C))J研究成果報告書

神奈川大学資料編纂室

神奈川大学史資料集 |第28集 |同編

神奈川大学会議録(13) I 2012.3 I学校法人神奈川大学刊

神奈川県歴史資料取扱機関連絡協議会

l会報 り 空 |明 |担問
|2012.3 I同刊 |横浜市 | 

新潟県歴史資料保存活用連絡協議会

新史料協だより I No17 同編

同刊

近江八幡市総合政策部文化観光課

近江八幡の歴史

商人と商い

京丹後市教育委員会

京丹後市史資料編
ー__一一一ーーーー『ー『ーーーーーーーーーーーーーー

京丹後市の伝承・方言

京都大学大学文書館

尽都大学大学文書館だより |第20号 |同編 130cm I 8 p 

2011. 4 I同刊 京都市

豆空き主主竺きj雪塑主主 ~------------------------------J竺21雪 l青空 ---_J_~-~巴 l_l_~_?_ ー

m11. 10 I同刊 |京都市

空型空竺主竺き雪塑liJf~塑里 一一一J竺10雪 |型空埜E青空日空宇塑竺52理l旦竺 -J-~~9-p---
2D12.3 I同刊 |京都市

大阪大学アーカイブズ

lさ堅主守主杢曹空空空:1íIiì室主主 ~______________________J竺2 雪 L~_l雪 ー ー ー 一一_____j_~_q~旦 L~~旦 ー __J
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大阪大学文書館設置準備室だより

池田市教育委員会

同刊

同編

同刊

新修池田市史 別巻 I池田市史編纂委員会編

年表・索引編 I 2012.3 I池田市刊

倉敷市総務局総務部総務課歴史資料整備室

倉敷の歴史

財団法人高知県文化財団高知県立坂本龍馬記念館

龍馬ハ生キテイル 同編 30crn 

高知県立坂本龍馬記念館-20年のあゆみ~ 開館20I 2011. 11 I同刊 |高知市

周年記念誌

70p 

里9:0里t芸竺?空事竺主舎:1Igij::埜 L__________L~~í雪一 一 一一一一 j旦竺一一l-~?-~-----
平成20年度・ 21年度 22年度 I 2012.3 I同刊 l 高知市




