
タイトル名 書名ヨミ 著者名 出版者

1 縣居落穂 アガタイ　オチボ
賀茂　真淵／著、土屋　祐学
／編

土屋祐学

2 赤穂義士伝　1 アコウギシ　デン 山崎　美成／校 不明

3 赤穂義士伝　2 アコウギシ　デン 山崎　美成／校 不明

4 赤穂義士伝　3 アコウギシ　デン 山崎　美成／校 不明

5 赤穂義士伝　4 アコウギシ　デン 山崎　美成／校 不明

6 熱海温泉図彙 アタミオンセン　ズイ
岩瀬　京山／編　岩瀬　京水、
渓斉  栄泉、歌川  国安／図

山口屋儀兵衛

7 天草征伐記　1 アマクサ　セイバツキ 田丸　具房（常山）／著 写本

8 天草征伐記　2 アマクサ　セイバツキ 田丸　具房（常山）／著 写本

9 天草征伐記　3 アマクサ　セイバツキ 田丸　具房（常山）／著 写本

10 天草征伐記　4 アマクサ　セイバツキ 田丸　具房（常山）／著 写本

11 天草征伐記　5 アマクサ　セイバツキ 田丸　具房（常山）／著 写本

12 いかもの趣味　1 イカモノ　シュミ 磯部　鎮雄／編 いかもの会

13 いかもの趣味　2 イカモノ　シュミ 磯部　鎮雄／編 いかもの会

赤松文庫
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14 十六夜日記残月抄　1 イザヨイニッキ　ザンゲツショウ
小山田　与清、北条　時鄰／
共著

出雲寺文治郎

15 十六夜日記残月抄　2 イザヨイニッキ　ザンゲツショウ
小山田　与清、北条　時鄰／
共著

出雲寺文治郎

16 十六夜日記残月抄　3 イザヨイニッキ　ザンゲツショウ
小山田　与清、北条　時鄰／
共著

出雲寺文治郎

17 伊豆国熱海温泉試験説
イズノクニ　アタミオンセン　シケン
セツ

鈴木　良三／編 熱海村

18 出雲日記（伊都母日記） イズモ　ニッキ
内山　真龍／著　小山　正／
解題

北遠報知社

19 雲萍雑志　1 ウンピョウ　ザッシ 柳沢　淇園／著 玉巌堂

20 雲萍雑志　2 ウンピョウ　ザッシ 柳沢　淇園／著 玉巌堂

21 雲萍雑志　3 ウンピョウ　ザッシ 柳沢　淇園／著 玉巌堂

22 雲萍雑志　4 ウンピョウ　ザッシ 柳沢　淇園／著 玉巌堂

23 瀛環志略　1 エイカン　シリャク
徐 継畬／著、井上 春洋ほか
／訓点

小西吉兵衛

24 瀛環志略　2 エイカン　シリャク
徐 継畬／著、井上 春洋ほか
／訓点

小西吉兵衛

25 瀛環志略　3 エイカン　シリャク
徐 継畬／著、井上 春洋ほか
／訓点

小西吉兵衛

26 瀛環志略　4 エイカン　シリャク
徐 継畬／著、井上 春洋ほか
／訓点

小西吉兵衛

27 瀛環志略　5 エイカン　シリャク
徐 継畬／著、井上 春洋ほか
／訓点

小西吉兵衛

28 瀛環志略　6 エイカン　シリャク
徐 継畬／著、井上 春洋ほか
／訓点

小西吉兵衛
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29 瀛環志略　7 エイカン　シリャク
徐 継畬／著、井上 春洋ほか
／訓点

小西吉兵衛

30 瀛環志略　8 エイカン　シリャク
徐 継畬／著、井上 春洋ほか
／訓点

小西吉兵衛

31 瀛環志略　9 エイカン　シリャク
徐 継畬／著、井上 春洋ほか
／訓点

小西吉兵衛

32 瀛環志略　10 エイカン　シリャク
徐 継畬／著、井上 春洋ほか
／訓点

小西吉兵衛

33 江戸名物みやげ エド　メイブツ　ミヤゲ 写本 写本

34 淮南鴻烈解　1,2,3 エナンコウレツカイ
高　誘／注、石斎鵜子直／訓
点

額田勝兵衛

35 淮南鴻烈解　4,5,6,7 エナンコウレツカイ
高　誘／注、石斎鵜子直／訓
点

額田勝兵衛

36 淮南鴻烈解　8,9,10 エナンコウレツカイ
高　誘／注、石斎鵜子直／訓
点

額田勝兵衛

37 淮南鴻烈解　11,12,13 エナンコウレツカイ
高　誘／注、石斎鵜子直／訓
点

額田勝兵衛

38 淮南鴻烈解　14,15,16,17 エナンコウレツカイ
高　誘／注、石斎鵜子直／訓
点

額田勝兵衛

39 淮南鴻烈解　18,19,20,21 エナンコウレツカイ
高　誘／注、石斎鵜子直／訓
点

額田勝兵衛

40 小笠原大諸礼集大全　1-3
オガサワラ　オオショレイシュウ　タ
イゼン

大江　文全／述 小林利兵衛

41 小笠原大諸礼集大全　4-6
オガサワラ　オオショレイシュウ　タ
イゼン

大江　文全／述 小林利兵衛

42 小笠原大諸礼集大全　7-9
オガサワラ　オオショレイシュウ　タ
イゼン

大江　文全／述 小林利兵衛

43 海国兵談　1 カイコク　ヘイダン 林　子平／著 写本
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44 海国兵談　2,3,4 カイコク　ヘイダン 林　子平／著 写本

45 海国兵談　5,6,7,8 カイコク　ヘイダン 林　子平／著 写本

46 海国兵談　9,10 カイコク　ヘイダン 林　子平／著 写本

47 海国兵談　11,12,13 カイコク　ヘイダン 林　子平／著 写本

48 海国兵談　14,15 カイコク　ヘイダン 林　子平／著 写本

49 海国兵談　16 カイコク　ヘイダン 林　子平／著 写本

50
甲斐方言　へエけエ一分集へエだアら
百韻

カイホウゲン　ヘエケエイチブシュウ
ヘエダアラヒャクイン

擂鉢葊　国丸／著

51 火功奏式 カコウ　ソウシキ 吉沢　勇四郎／訳 陸軍所

52 敵討二人長兵衛 カタキウチ　フタリ　チョウベエ 曲亭　馬琴（滝沢　馬琴）／著 蔦屋重三郎

53 活法経済論 カツホウ　ケイザイロン 岡田　良一郎／著 山内彦十

54 鎌倉紀行 カマクラ　キコウ 作者不詳 林甚右衛門板

55 官職知要 カンショク　チヨウ 里見　安直／著 蓍屋勘兵衛

56 がんとり帳 ガントリチョウ 奈蒔野馬乎人／著 蔦屋重三郎

57 漢隷字源　序・碑目 カンレイ　ジゲン （宋）婁　機／撰 前川六左衛門

58 漢隷字源　上平 カンレイ　ジゲン （宋）婁　機／撰 前川六左衛門
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59 漢隷字源　下平 カンレイ　ジゲン （宋）婁　機／撰 前川六左衛門

60 漢隷字源　上声 カンレイ　ジゲン （宋）婁　機／撰 前川六左衛門

61 漢隷字源　去声 カンレイ　ジゲン （宋）婁　機／撰 前川六左衛門

62 漢隷字源　入声 カンレイ　ジゲン （宋）婁　機／撰 前川六左衛門

63 救荒事宜 キュウコウ　ジギ 斎藤　拙堂（正謙）／著 積翠館

64 郷里の音容　1-3 キョウリノ　オンヨウ 磐田郡見付町振武会／編 磐田郡見付町振武会

65 郷里の音容　5 キョウリノ　オンヨウ 磐田郡見付町振武会／編 磐田郡見付町振武会

66 郷里の音容　6 キョウリノ　オンヨウ 磐田郡見付町振武会／編 磐田郡見付町振武会

67 曲亭 キョクテイ 曲亭　馬琴（滝沢　馬琴）／著 蔦屋重三郎

68 楠正成軍慮智輪
クスノキマサシゲ　グンリョノチエノ
ワ

曲亭　馬琴（滝沢　馬琴）／著 蔦屋重三郎

69 契沖法師富士百首 ケイチュウ　ホウシ　フジ　ヒャクシュ 釈　契沖／著

70 ゲルハルト・ハウプトマン ゲルハルト　ハウプトマン 森　林太郎／著

71 元寇紀略　乾 ゲンコウ　キリャク 大橋　訥庵／著 勝村治右衛門

72 元寇紀略　坤 ゲンコウ　キリャク 大橋　訥庵／著 勝村治右衛門

73 甲越古状揃大全 コウエツ　コジョウゾロエ　タイゼン
倉鼠　陳人／著　歌川　芳綱
／画

須原屋茂兵衛
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74 校訂　松平記　上 コウテイ　マツダイラキ
坪井　九馬三、日下　寛／共
校

青山堂雁金屋

75 校訂　松平記　下 コウテイ　マツダイラキ
坪井　九馬三、日下　寛／共
校

青山堂雁金屋

76 鼇頭　近思録　1 ゴウトウ　キンシロク 宇都宮　遯庵／著 吉野屋五兵衛

77 鼇頭　近思録　2 ゴウトウ　キンシロク 宇都宮　遯庵／著 吉野屋五兵衛

78 鼇頭　近思録　3 ゴウトウ　キンシロク 宇都宮　遯庵／著 吉野屋五兵衛

79 鼇頭　近思録　4 ゴウトウ　キンシロク 宇都宮　遯庵／著 吉野屋五兵衛

80 鼇頭　近思録　5 ゴウトウ　キンシロク 宇都宮　遯庵／著 吉野屋五兵衛

81 鼇頭　近思録　6 ゴウトウ　キンシロク 宇都宮　遯庵／著 吉野屋五兵衛

82 甲陽軍鑑　1 コウヨウ　グンカン 高坂　昌信（弾正）／撰 安田十兵衛

83 甲陽軍鑑　2 コウヨウ　グンカン 高坂　昌信（弾正）／撰 安田十兵衛

84 甲陽軍鑑　3,4 コウヨウ　グンカン 高坂　昌信（弾正）／撰 安田十兵衛

85 甲陽軍鑑　5,6 コウヨウ　グンカン 高坂　昌信（弾正）／撰 安田十兵衛

86 甲陽軍鑑　7,8 コウヨウ　グンカン 高坂　昌信（弾正）／撰 安田十兵衛

87 甲陽軍鑑　9上 コウヨウ　グンカン 高坂　昌信（弾正）／撰 安田十兵衛

88 甲陽軍鑑　9下 コウヨウ　グンカン 高坂　昌信（弾正）／撰 安田十兵衛
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89 甲陽軍鑑　10上 コウヨウ　グンカン 高坂　昌信（弾正）／撰 安田十兵衛

90 甲陽軍鑑　10下 コウヨウ　グンカン 高坂　昌信（弾正）／撰 安田十兵衛

91 甲陽軍鑑　11上 コウヨウ　グンカン 高坂　昌信（弾正）／撰 安田十兵衛

92 甲陽軍鑑　11下 コウヨウ　グンカン 高坂　昌信（弾正）／撰 安田十兵衛

93 甲陽軍鑑　12 コウヨウ　グンカン 高坂　昌信（弾正）／撰 安田十兵衛

94 甲陽軍鑑　13 コウヨウ　グンカン 高坂　昌信（弾正）／撰 安田十兵衛

95 甲陽軍鑑　14 コウヨウ　グンカン 高坂　昌信（弾正）／撰 安田十兵衛

96 甲陽軍鑑　15 コウヨウ　グンカン 高坂　昌信（弾正）／撰 安田十兵衛

97 甲陽軍鑑　16 コウヨウ　グンカン 高坂　昌信（弾正）／撰 安田十兵衛

98 甲陽軍鑑　17 コウヨウ　グンカン 高坂　昌信（弾正）／撰 安田十兵衛

99 甲陽軍鑑　18 コウヨウ　グンカン 高坂　昌信（弾正）／撰 安田十兵衛

100 甲陽軍鑑　19 コウヨウ　グンカン 高坂　昌信（弾正）／撰 安田十兵衛

101 甲陽軍鑑　20 コウヨウ　グンカン 高坂　昌信（弾正）／撰 安田十兵衛

102 晃嶺百図　巻1 コウレイ　ヒャクズ 北村　君講／編

103 晃嶺百図　巻2 コウレイ　ヒャクズ 北村　君講／編



タイトル名 書名ヨミ 著者名 出版者

104 晃嶺百図　巻3 コウレイ　ヒャクズ 北村　君講／編

105 晃嶺百図　巻4 コウレイ　ヒャクズ 北村　君講／編

106 御行幸図会 ゴギョウキョウ　ズエ 立花御殿森田蔵板

107 古今軍理問答　2 ココン　グンリモンドウ 江島　為信（漂白野人）／著

108 古今軍理問答　3 ココン　グンリモンドウ 江島　為信（漂白野人）／著

109 古今軍理問答　4 ココン　グンリモンドウ 江島　為信（漂白野人）／著

110 古今軍理問答　5 ココン　グンリモンドウ 江島　為信（漂白野人）／著

111 五大力三画訓読 ゴダイリキ　ミツノヨミチエ 曲亭　馬琴（滝沢　馬琴）／著 蔦屋重三郎

112 骨董集　上編上 コットウシュウ
岩瀬　醒（さむる：山東京伝）
／著

文渓堂

113 骨董集　上編中 コットウシュウ
岩瀬　醒（さむる：山東京伝）
／著

丁子屋平兵衛

114 坤與図識　天 コンヨズシキ 箕作　省吾／著 岡田屋嘉七

115 坤與図識　地 コンヨズシキ 箕作　省吾／著 岡田屋嘉七

116 坤與図識　人 コンヨズシキ 箕作　省吾／著 岡田屋嘉七

117 坤與図識補　1 コンヨズシキ　ホ 箕作　省吾／著 岡田屋嘉七

118 坤與図識補　2 コンヨズシキ　ホ 箕作　省吾／著 岡田屋嘉七
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119 坤與図識補　3 コンヨズシキ　ホ 箕作　省吾／著 岡田屋嘉七

120 坤與図識補　4 コンヨズシキ　ホ 箕作　省吾／著 岡田屋嘉七

121 西国太平記　1 サイゴク　タイヘイキ 橘　生齋（植木　悦）／著 中野五郎左衛門

122 西国太平記　2 サイゴク　タイヘイキ 橘　生齋（植木　悦）／著 中野五郎左衛門

123 西国太平記　3 サイゴク　タイヘイキ 橘　生齋（植木　悦）／著 中野五郎左衛門

124 西国太平記　4 サイゴク　タイヘイキ 橘　生齋（植木　悦）／著 中野五郎左衛門

125 西国太平記　5 サイゴク　タイヘイキ 橘　生齋（植木　悦）／著 中野五郎左衛門

126 西国太平記　6 サイゴク　タイヘイキ 橘　生齋（植木　悦）／著 中野五郎左衛門

127 西国太平記　7 サイゴク　タイヘイキ 橘　生齋（植木　悦）／著 中野五郎左衛門

128 西国太平記　8 サイゴク　タイヘイキ 橘　生齋（植木　悦）／著 中野五郎左衛門

129 西国太平記　9 サイゴク　タイヘイキ 橘　生齋（植木　悦）／著 中野五郎左衛門

130 西国太平記　10 サイゴク　タイヘイキ 橘　生齋（植木　悦）／著 中野五郎左衛門

131 栽茶説　1 サイチャセツ 杉田　晋／著 有隣堂

132 栽茶説　2 サイチャセツ 杉田　晋／著 有隣堂

133 栽茶説　3 サイチャセツ 杉田　晋／著 有隣堂
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134 栽茶説　4 サイチャセツ 杉田　晋／著 有隣堂

135 栽茶説　5 サイチャセツ 杉田　晋／著 有隣堂

136 栽茶説　6 サイチャセツ 杉田　晋／著 有隣堂

137 栽茶説図解 サイチャセツ　ズカイ 杉田　晋／著 有隣堂

138 山砲演式 サンポウ　エンシキ 訳者不明 陸軍所

139 静岡県管内全図 シズオカケン　カンナイゼンズ 静岡県／編 静岡県

140 下役以下勤方規則　1 シタヤクイカ　ツトメカタ　キソク 陸軍所

141 下役以下勤方規則　2 シタヤクイカ　ツトメカタ　キソク 陸軍所

142 下役以下勤方規則　3 シタヤクイカ　ツトメカタ　キソク 陸軍所

143 集古会誌 シュウコカイシ 集古会／編 集古会

144 十五番歌合 ジュウゴバン　ウタアワセ 橘 千蔭／著 自筆

145 十二番歌合 ジュウニバン　ウタアワセ 橘 千蔭／著 自筆

146 首書画入六諭衍義大意　1
シュショ　エイリ　リクユ　エンギ　タ
イイ

室　鳩巣／著　勝田　知郷／
増訂　勝田　知直、知之／共
校

商量軒勝田蔵梓

147 首書画入六諭衍義大意　附録1
シュショ　エイリ　リクユ　エンギ　タ
イイ　フロク

室　鳩巣／著　勝田　知郷／
増訂　勝田　知直、知之／共
校

商量軒勝田蔵梓

148 首書画入六諭衍義大意　附録2
シュショ　エイリ　リクユ　エンギ　タ
イイ　フロク

室　鳩巣／著　勝田　知郷／
増訂　勝田　知直、知之／共
校

商量軒勝田蔵梓



タイトル名 書名ヨミ 著者名 出版者

149 小学幾何画法　2巻 ショウガク　キカ　ガホウ
山田　昌邦／訳、　赤松　則良
／閲

丸屋善七

150 小学幾何初歩　2巻上 ショウガク　キカ　ショホ
山田　昌邦／編、　赤松　則良
／校閲

修静館

151 小学幾何初歩　2巻下 ショウガク　キカ　ショホ
山田　昌邦／編、　赤松　則良
／校閲

修静館

152 小学対数表 ショウガク　タイスウヒョウ
山田　昌邦／著　赤松　則良
／閲

早川新三郎

153 貞観政要　1 ジョウガン　セイヨウ
（唐）呉　兢／類輯、（元）戈　直／集
論、（清）席　世臣／校訂、（日本）日
治　天球／補訂

天游園

154 貞観政要　2 ジョウガン　セイヨウ
（唐）呉　兢／類輯、（元）戈　直／集
論、（清）席　世臣／校訂、（日本）日
治　天球／補訂

天游園

155 貞観政要　3 ジョウガン　セイヨウ
（唐）呉　兢／類輯、（元）戈　直／集
論、（清）席　世臣／校訂、（日本）日
治　天球／補訂

天游園

156 貞観政要　4 ジョウガン　セイヨウ
（唐）呉　兢／類輯、（元）戈　直／集
論、（清）席　世臣／校訂、（日本）日
治　天球／補訂

天游園

157 貞観政要　5 ジョウガン　セイヨウ
（唐）呉　兢／類輯、（元）戈　直／集
論、（清）席　世臣／校訂、（日本）日
治　天球／補訂

天游園

158 貞観政要　6 ジョウガン　セイヨウ
（唐）呉　兢／類輯、（元）戈　直／集
論、（清）席　世臣／校訂、（日本）日
治　天球／補訂

天游園

159 貞観政要　7 ジョウガン　セイヨウ
（唐）呉　兢／類輯、（元）戈　直／集
論、（清）席　世臣／校訂、（日本）日
治　天球／補訂

天游園

160 貞観政要　8 ジョウガン　セイヨウ
（唐）呉　兢／類輯、（元）戈　直／集
論、（清）席　世臣／校訂、（日本）日
治　天球／補訂

天游園

161 貞観政要　9 ジョウガン　セイヨウ
（唐）呉　兢／類輯、（元）戈　直／集
論、（清）席　世臣／校訂、（日本）日
治　天球／補訂

天游園

162 貞観政要　10 ジョウガン　セイヨウ
（唐）呉　兢／類輯、（元）戈　直／集
論、（清）席　世臣／校訂、（日本）日
治　天球／補訂

天游園

163 新皇居御拝賀之図 シンコウキョ　ゴハイガノズ
石斎　国保、瀬尾　文治郎／
画

横山良八



タイトル名 書名ヨミ 著者名 出版者

164 随筆奇事春雨譚　1-3
ズイヒツ　キジ　ハルサメ　モノガタ
リ

高井蘭山／著、速水春暁斉／
図画

丸屋善兵衛

165 随筆奇事春雨譚　4,5
ズイヒツ　キジ　ハルサメ　モノガタ
リ

高井蘭山／著、速水春暁斉／
図画

丸屋善兵衛

166 すきや風呂 スキヤブロ
鹿都部　真顔／編、銭屋　金
埒／跋

167 鈴屋大人都日記　上 スズノヤウシ　ミヤコニッキ 石塚　竜麿／編

168 鈴屋大人都日記　下 スズノヤウシ　ミヤコニッキ 石塚　竜麿／編

169 西算速知　上 セイサン　ソクチ
福田　理軒（泉）／述、花井
健吉／編、曽根 栄道／筆

順天堂

170 西算速知　下 セイサン　ソクチ
福田　理軒（泉）／述、花井
健吉／編、曽根 栄道／筆

順天堂

171 西説斥候 セイセツ　セッコウ 渡辺　国太郎／訳

172 製茶新説　前編 セイチャシンセツ　ゼンペン 増田　充績／著 有隣堂

173 制度通　1,2 セイドツウ 伊藤　東涯（長胤）／著 京都書林

174 制度通　3,4 セイドツウ 伊藤　東涯（長胤）／著 京都書林

175 制度通　5 セイドツウ 伊藤　東涯（長胤）／著 京都書林

176 制度通　6,7 セイドツウ 伊藤　東涯（長胤）／著 京都書林

177 制度通　8,9 セイドツウ 伊藤　東涯（長胤）／著 京都書林

178 制度通　10 セイドツウ 伊藤　東涯（長胤）／著 京都書林



タイトル名 書名ヨミ 著者名 出版者

179 制度通　11 セイドツウ 伊藤　東涯（長胤）／著 京都書林

180 制度通　12,13 セイドツウ 伊藤　東涯（長胤）／著 京都書林

181 前賢故実　1上 ゼンケン　コジツ 菊池　武保（容斎）／編・画 鳳文館

182 前賢故実　1下 ゼンケン　コジツ 菊池　武保（容斎）／編・画 鳳文館

183 前賢故実　2上 ゼンケン　コジツ 菊池　武保（容斎）／編・画 鳳文館

184 前賢故実　2下 ゼンケン　コジツ 菊池　武保（容斎）／編・画 鳳文館

185 前賢故実　3上 ゼンケン　コジツ 菊池　武保（容斎）／編・画 鳳文館

186 前賢故実　3下 ゼンケン　コジツ 菊池　武保（容斎）／編・画 鳳文館

187 前賢故実　4上 ゼンケン　コジツ 菊池　武保（容斎）／編・画 鳳文館

188 前賢故実　4下 ゼンケン　コジツ 菊池　武保（容斎）／編・画 鳳文館

189 前賢故実　5上 ゼンケン　コジツ 菊池　武保（容斎）／編・画 鳳文館

190 前賢故実　5下 ゼンケン　コジツ 菊池　武保（容斎）／編・画 鳳文館

191 前賢故実　6上 ゼンケン　コジツ 菊池　武保（容斎）／編・画 鳳文館

192 前賢故実　6下 ゼンケン　コジツ 菊池　武保（容斎）／編・画 鳳文館

193 前賢故実　7上 ゼンケン　コジツ 菊池　武保（容斎）／編・画 鳳文館



タイトル名 書名ヨミ 著者名 出版者

194 前賢故実　7下 ゼンケン　コジツ 菊池　武保（容斎）／編・画 鳳文館

195 前賢故実　8上 ゼンケン　コジツ 菊池　武保（容斎）／編・画 鳳文館

196 前賢故実　8下 ゼンケン　コジツ 菊池　武保（容斎）／編・画 鳳文館

197 前賢故実　9上 ゼンケン　コジツ 菊池　武保（容斎）／編・画 鳳文館

198 前賢故実　9下 ゼンケン　コジツ 菊池　武保（容斎）／編・画 鳳文館

199 前賢故実　10上 ゼンケン　コジツ 菊池　武保（容斎）／編・画 鳳文館

200 前賢故実　10下 ゼンケン　コジツ 菊池　武保（容斎）／編・画 鳳文館

201 撰集抄　上 センジュウショウ 澤田庄佐衛門

202 撰集抄　下 センジュウショウ 澤田庄佐衛門

203 前々太平記21巻　1 ゼンゼン　タイヘイキ 橘墩（平住　専庵）／著 須原屋茂兵衛

204 前々太平記21巻　2 ゼンゼン　タイヘイキ 橘墩（平住　専庵）／著 須原屋茂兵衛

205 前々太平記21巻　3 ゼンゼン　タイヘイキ 橘墩（平住　専庵）／著 須原屋茂兵衛

206 前々太平記21巻　4 ゼンゼン　タイヘイキ 橘墩（平住　専庵）／著 須原屋茂兵衛

207 前々太平記21巻　5 ゼンゼン　タイヘイキ 橘墩（平住　専庵）／著 須原屋茂兵衛

208 前々太平記21巻　6 ゼンゼン　タイヘイキ 橘墩（平住　専庵）／著 須原屋茂兵衛



タイトル名 書名ヨミ 著者名 出版者

209 全体新論　乾 ゼンタイ　シンロン　ケン 合信／著、南海　陳修堂／撰 須原屋茂兵衛

210 全体新論　坤 ゼンタイ　シンロン　コン 合信／著、南海　陳修堂／撰 須原屋茂兵衛

211 増修続王代一覧　1,2,3
ゾウシュウ　ゾク　オウダイ　イチラ
ン

栗原　信充／編 山城屋佐兵衛

212 増修続王代一覧　4,5,6
ゾウシュウ　ゾク　オウダイ　イチラ
ン

栗原　信充／編 山城屋佐兵衛

213 増修続王代一覧　7,8,9,10
ゾウシュウ　ゾク　オウダイ　イチラ
ン

栗原　信充／編 山城屋佐兵衛

214 総誉安西法師往生記
ソウヨ　アンザイ　ホウシ　オウジョ
ウキ

三縁山西渓竹叢軒蔵板

215 孫子詳解　1 ソンシ　ショウカイ 伊藤　鳳山（馨）／著 勝村治右衛門

216 孫子詳解　2 ソンシ　ショウカイ 伊藤　鳳山（馨）／著 勝村治右衛門

217 孫子詳解　3 ソンシ　ショウカイ 伊藤　鳳山（馨）／著 勝村治右衛門

218 孫子詳解　4 ソンシ　ショウカイ 伊藤　鳳山（馨）／著 勝村治右衛門

219 孫子詳解　5 ソンシ　ショウカイ 伊藤　鳳山（馨）／著 勝村治右衛門

220 孫子詳解　6 ソンシ　ショウカイ 伊藤　鳳山（馨）／著 勝村治右衛門

221 孫子詳解　7 ソンシ　ショウカイ 伊藤　鳳山（馨）／著 勝村治右衛門

222 孫子詳解　8 ソンシ　ショウカイ 伊藤　鳳山（馨）／著 勝村治右衛門

223 孫子詳解　9 ソンシ　ショウカイ 伊藤　鳳山（馨）／著 勝村治右衛門



タイトル名 書名ヨミ 著者名 出版者

224 孫子詳解　10 ソンシ　ショウカイ 伊藤　鳳山（馨）／著 勝村治右衛門

225 孫子詳解　11 ソンシ　ショウカイ 伊藤　鳳山（馨）／著 勝村治右衛門

226 孫子詳解　12 ソンシ　ショウカイ 伊藤　鳳山（馨）／著 勝村治右衛門

227 孫子詳解　13 ソンシ　ショウカイ 伊藤　鳳山（馨）／著 勝村治右衛門

228
大正8年５月19日室田老樹斎講演速記
江戸史跡電車案内

タイショウハチネンゴガツジュウクニ
チ　ムロタ　ロウジュサイ　コウエン
ソッキ　エドシセキ　デンシャ　アン
ナイ

室田　新次郎／述

229 台清紀事　2巻 タイシン　キジ 津田　左太郎／著 協力社

230 泰西国法論　1 タイセイ　コクホウロン 津田　真一郎（真道）／著 開成学校

231 泰西国法論　2 タイセイ　コクホウロン 津田　真一郎（真道）／著 開成学校

232 泰西国法論　3 タイセイ　コクホウロン 津田　真一郎（真道）／著 開成学校

233 泰西国法論　4 タイセイ　コクホウロン 津田　真一郎（真道）／著 開成学校

234 地学初歩 上 チガク　ショホ コルネル／著 渡部氏蔵版

235 致知啓蒙　1 チチ　ケイモウ 西　周／著 瑞穂屋卯三郎

236 致知啓蒙　2 チチ　ケイモウ 西　周／著 瑞穂屋卯三郎

237 茶道便蒙抄 1 チャドウ　ベンモウショウ 山田　宗徧／著 古沢良作



タイトル名 書名ヨミ 著者名 出版者

238 茶道便蒙抄 2 チャドウ　ベンモウショウ 山田　宗徧／著 古沢良作

239 茶道便蒙抄 3 チャドウ　ベンモウショウ 山田　宗徧／著 古沢良作

240 茶道便蒙抄 4 チャドウ　ベンモウショウ 山田　宗徧／著 古沢良作

241 茶道便蒙抄 置合図
チャドウ　ベンモウショウ　オキアワ
セズ

山田　宗徧／著 古沢良作

242 茶務僉載 チャム　センサイ
嶺　南胡／著　竹添　光鴻／
訳

内務省勧農局

243 町人嚢　附録底払（貝原町人嚢）1 チョウニンブクロ 西川　如見／著 岡田屋嘉七

244 町人嚢　附録底払（貝原町人嚢）2 チョウニンブクロ 西川　如見／著 岡田屋嘉七

245 町人嚢　附録底払（貝原町人嚢）3 チョウニンブクロ 西川　如見／著 岡田屋嘉七

246 町人嚢　附録底払（貝原町人嚢）4 チョウニンブクロ 西川　如見／著 岡田屋嘉七

247 通俗唐詩解　上 ツウゾク　トウシカイ 葛西　因是／著 上善堂蔵版

248 通俗唐詩解　下 ツウゾク　トウシカイ 葛西　因是／著 上善堂蔵版

249 鉄道沿線遊覧地案内
テツドウ　エンセン　ユウランチ　ア
ンナイ

鉄道省／編 鉄道省

250 東海道名所図会　1 トウカイドウ　メイショ　ズエ 秋里　籬嶌／著 東都書肆崇文堂

251 東海道名所図会　2 トウカイドウ　メイショ　ズエ 秋里　籬嶌／著 東都書肆崇文堂

252 東海道名所図会　3 トウカイドウ　メイショ　ズエ 秋里　籬嶌／著 東都書肆崇文堂



タイトル名 書名ヨミ 著者名 出版者

253 東海道名所図会　4 トウカイドウ　メイショ　ズエ 秋里　籬嶌／著 東都書肆崇文堂

254 東海道名所図会　5 トウカイドウ　メイショ　ズエ 秋里　籬嶌／著 東都書肆崇文堂

255 東海道名所図会　6 トウカイドウ　メイショ　ズエ 秋里　籬嶌／著 東都書肆崇文堂

256 読書の趣味　前編 ドクショノ　シュミ
ジェームズ・ボールドウィン／
原著、　生田　弘治（長江）／
訳述

内外出版社

257 読書の趣味（附録：読書論）　後編 ドクショノ　シュミ
ジェームズ・ボールドウィン／
原著、　生田　弘治（長江）／
訳述

内外出版社

258 土佐のに記（校異首書土佐日記）
トサノ　ニキ　コウイシュショトサニッ
キ

加藤　磯足／著、泰　鼎／撰 須原屋茂兵衛

259 徒歩旅行 トホ　リョコウ 中村　修一（中村　楽天）／著 俳書堂

260 南向茶話　2巻 ナンコウ　チャワ 酒井 忠昌／著 写

261 日本国開闢由来記　1 ニホンコク　カイビャク　ユライキ
平野　重政／著　歌川　国芳
／画

出雲寺文次郎

262 日本国開闢由来記　2 ニホンコク　カイビャク　ユライキ
平野　重政／著　歌川　国芳
／画

出雲寺文次郎

263 寝覚集　長谷川貞雄歌集 ネザメシュウ 長谷川　貞雄／著

264 禰むのや日記　日光之部 上 ネムノヤ　ニッキ　ニッコウノブ 北村　君講／編

265 禰むのや日記　ふたら山之部　下 ネムノヤ　ニッキ　フタラサンノブ 北村　君講／編

266 博物新編　1 ハクブツ　シンペン
合信（ベンジャミン・ホブソン）
／著

萬屋兵四郎

267 博物新編　2 ハクブツ　シンペン
合信（ベンジャミン・ホブソン）
／著

萬屋兵四郎



タイトル名 書名ヨミ 著者名 出版者

268 博物新編　3 ハクブツ　シンペン
合信（ベンジャミン・ホブソン）
／著

萬屋兵四郎

269 万国政表 バンコク　セイヒョウ
福沢　諭吉／校、岡本　節三
／訳

霑芳閣

270 符合泉志　1 フゴウ　ｾﾝｼ 一豊舎山孔章／著 東璧堂

271 符合泉志　2 フゴウ　ｾﾝｼ 一豊舎山孔章／著 東璧堂

272 符合泉志　3 フゴウ　ｾﾝｼ 一豊舎山孔章／著 東璧堂

273 武将花押帖 ブショウ　カオウチョウ 栗原　信充／編 自筆

274 畢酒林氏万国公法 フヒスリンクシ　バンコク　コウホウ
フィッセリング／口述、　西　周
助（周）／訳

竹苞楼瑞巌堂

275 法朗西文典 フランス　ブンテン 訳者不明 和泉屋半兵衛

276 兵学程式　根基兵法学　1
ヘイガクテイシキ　コンキヘイホウガ
ク

訳者不明 陸軍所

277 兵学程式　根基兵法学　2
ヘイガクテイシキ　コンキヘイホウガ
ク

訳者不明 陸軍所

278 兵学程式　根基兵法学　3上
ヘイガクテイシキ　コンキヘイホウガ
ク

訳者不明 陸軍所

279 兵学程式　根基兵法学　3下
ヘイガクテイシキ　コンキヘイホウガ
ク

訳者不明 陸軍所

280 平城宮大内裏跡坪割之図
ヘイジョウキュウ　ダイダイリアト　ツ
ボワリノ　ズ

北浦　定政／画 古書保存会

281 法語階梯 ホウゴ　カイテイ 開成所

282 砲術訓蒙　1,2 ホウジュツ　クンモウ 杉田　成卿（信）／訳 天真楼



タイトル名 書名ヨミ 著者名 出版者

283 砲術訓蒙　4,5 ホウジュツ　クンモウ 杉田　成卿（信）／訳 天真楼

284 砲術訓蒙　6,7 ホウジュツ　クンモウ 杉田　成卿（信）／訳 天真楼

285 砲術訓蒙　8 ホウジュツ　クンモウ 杉田　成卿（信）／訳 天真楼

286 砲術訓蒙　9 ホウジュツ　クンモウ 杉田　成卿（信）／訳 天真楼

287 砲術訓蒙　10 ホウジュツ　クンモウ 杉田　成卿（信）／訳 天真楼

288 砲術訓蒙　11,12 ホウジュツ　クンモウ 杉田　成卿（信）／訳 天真楼

289 砲兵程式　1馬具新式 ホウヘイ　テイシキ 陸軍所

290 砲兵程式　2四斤螺砲新式 ホウヘイ　テイシキ 陸軍所

291 砲兵程式　3調装則 ホウヘイ　テイシキ 陸軍所

292 砲兵程式　4剣銃使用法 ホウヘイ　テイシキ 陸軍所

293 砲兵程式　5馭者演則 ホウヘイ　テイシキ 陸軍所

294 砲兵程式　6砲手教則 ホウヘイ　テイシキ 陸軍所

295 砲兵程式　8甲騎馬筒組小隊教則 ホウヘイ　テイシキ 陸軍所

296 砲兵程式　9上大隊教則上 ホウヘイ　テイシキ 陸軍所

297 砲兵程式　9下大隊教則下 ホウヘイ　テイシキ 陸軍所



タイトル名 書名ヨミ 著者名 出版者

298 蓬莱園記 ホウライエン　キ 橘　守部／著

299 歩兵程式　1　（仏蘭西歩兵程式）
ホヘイ　テイシキ　フランス　ホヘイ
テイシキ

大鳥　圭介／訳 陸軍所

300 歩兵程式　2　（仏蘭西歩兵程式）
ホヘイ　テイシキ　フランス　ホヘイ
テイシキ

大鳥　圭介／訳 陸軍所

301
歩兵武器取扱打方稽古心得（歩兵心
得）

ホヘイ　テイシキ　フランス　ホヘイ
テイシキ

大築　保太郎／訳 陸軍所

302 歩兵練法　1帙 ホヘイ　レンポウ 大鳥　圭介／訳 陸軍所

303 歩兵練法　2帙 ホヘイ　レンポウ 大鳥　圭介／訳 陸軍所

304 室田老樹斎講演速記
ムロタ　ロウジュサイ　コウエン　ソッ
キ

室田　新次郎／述

305 見付町誌 ミツケチョウシ

306 明訓一斑抄　（写） メイクン　イッパンショウ 徳川　斉昭／著

307 夜窓鬼談　上 ヤソウ　キダン 石川　鴻斎／著 東陽堂

308 夜窓鬼談　下 ヤソウ　キダン 石川　鴻斎／著 東陽堂

309 有名無名 ユウメイ　ムメイ 宮武　外骨／編 雅俗社

310 用心蔵 ヨウジングラ 唐来　三和／著 蔦屋重三郎

311 楽訓　上 ラククン 貝原　益軒／著 柳枝軒茨城信晴

312 楽訓　中 ラククン 貝原　益軒／著 柳枝軒茨城信晴



タイトル名 書名ヨミ 著者名 出版者

313 楽訓　下 ラククン 貝原　益軒／著 柳枝軒茨城信晴

314 理学初歩 リガク　ショホ マリー・Ａ・スウィフト／著 亮功書屋

315 琉球国志略　首 リュウキュウコク　シリャク 周　煌／著

316 琉球国志略　1 リュウキュウコク　シリャク 周　煌／著

317 琉球国志略　2 リュウキュウコク　シリャク 周　煌／著

318 琉球国志略　3 リュウキュウコク　シリャク 周　煌／著

319 琉球国志略　4 リュウキュウコク　シリャク 周　煌／著

320 琉球国志略　5 リュウキュウコク　シリャク 周　煌／著

321 琉球国志略　6 リュウキュウコク　シリャク 周　煌／著

322 類聚婚礼式 ルイジュウ　コンレイシキ 有住　齊／著 東陽堂

323 蘆花浅水 ロカ　センスイ 早苗会／編 早苗会

324 和漢三才図絵 1-5 ワカン　サンサイ　ズエ 寺島　良安／編 須原屋茂兵衛他

325 和漢三才図絵 6-10 ワカン　サンサイ　ズエ 寺島　良安／編 須原屋茂兵衛他

326 和漢三才図絵 11-15 ワカン　サンサイ　ズエ 寺島　良安／編 須原屋茂兵衛他

327 和漢三才図絵 16-23 ワカン　サンサイ　ズエ 寺島　良安／編 須原屋茂兵衛他



タイトル名 書名ヨミ 著者名 出版者

328 和漢三才図絵 24-32 ワカン　サンサイ　ズエ 寺島　良安／編 須原屋茂兵衛他

329 和漢三才図絵 33-40 ワカン　サンサイ　ズエ 寺島　良安／編 須原屋茂兵衛他

330 和漢三才図絵 41-46 ワカン　サンサイ　ズエ 寺島　良安／編 須原屋茂兵衛他

331 和漢三才図絵 47-54 ワカン　サンサイ　ズエ 寺島　良安／編 須原屋茂兵衛他

332 和漢三才図絵 55-61 ワカン　サンサイ　ズエ 寺島　良安／編 須原屋茂兵衛他

333 和漢三才図絵 62-64 ワカン　サンサイ　ズエ 寺島　良安／編 須原屋茂兵衛他

334 和漢三才図絵 65-69 ワカン　サンサイ　ズエ 寺島　良安／編 須原屋茂兵衛他

335 和漢三才図絵 70-72 ワカン　サンサイ　ズエ 寺島　良安／編 須原屋茂兵衛他

336 和漢三才図絵 73-77 ワカン　サンサイ　ズエ 寺島　良安／編 須原屋茂兵衛他

337 和漢三才図絵 78-82 ワカン　サンサイ　ズエ 寺島　良安／編 須原屋茂兵衛他

338 和漢三才図絵 83-92 ワカン　サンサイ　ズエ 寺島　良安／編 須原屋茂兵衛他

339 和漢三才図絵 93-96 ワカン　サンサイ　ズエ 寺島　良安／編 須原屋茂兵衛他

340 和漢三才図絵 97-105 ワカン　サンサイ　ズエ 寺島　良安／編 須原屋茂兵衛他

341 和漢三才図絵 総目録 ワカン　サンサイ　ズエ 寺島　良安／編 須原屋茂兵衛他

地域資料（図書館所蔵）



タイトル名 書名ヨミ 著者名 出版者

342 掛塚まつり カケツカ　マツリ 竜洋町教育委員会／編 竜洋町教育委員会

343 町内史跡めぐり チョウナイ　シセキメグリ 豊田町郷土を研究する会／編 豊田町郷土を研究する会

344 天竜川池田の渡船 テンリュウガワ　イケダノトセン 豊田町郷土を研究する会／編 豊田町郷土を研究する会

345 磐南文化　1 バンナン　ブンカ 磐南文化協会／編 磐南文化協会

346 磐南文化　3 バンナン　ブンカ 磐南文化協会／編 磐南文化協会

347 磐南文化　6 バンナン　ブンカ 磐南文化協会／編 磐南文化協会

348 磐南文化　10 バンナン　ブンカ 磐南文化協会／編 磐南文化協会

349 磐南文化　14 バンナン　ブンカ 磐南文化協会／編 磐南文化協会

350 磐南文化　33 バンナン　ブンカ 磐南文化協会／編 磐南文化協会

351 磐南文化　34 バンナン　ブンカ 磐南文化協会／編 磐南文化協会

352 磐南文化　35 バンナン　ブンカ 磐南文化協会／編 磐南文化協会

353 磐南文化　36 バンナン　ブンカ 磐南文化協会／編 磐南文化協会

354 磐南文化　40 バンナン　ブンカ 磐南文化協会／編 磐南文化協会

355 標準漢文法（直筆原稿） ヒョウジュン　カンブンポウ 松下 大三郎／著 自筆

356 標準日本口語法（直筆原稿）1章から5章 ヒョウジュン　ニホン　コウゴホウ 松下 大三郎／著 自筆
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357 標準日本口語法（直筆原稿）6章から7章 ヒョウジュン　ニホン　コウゴホウ 松下 大三郎／著 自筆

358 ふるさと豊田　改訂版 フルサト　トヨダ　カイテイバン 豊田町教育委員会／編 豊田町教育委員会

359 ふるさと豊田町地名地図 フルサト　トヨダチョウ　チメイチズ 豊田町郷土を研究する会／編 豊田町郷土を研究する会

360 ふる里の石碑 フルサトノ　セキヒ 豊田町郷土を研究する会／編 豊田町郷土を研究する会

361 見付志料 ミツケ　シリョウ 赤松　範一／著 自筆

362 見付に関する見聞雑記 ミツケニ　カンスル　ケンブンザッキ 赤松　範一／著 自筆

363
竜洋のいまとむかし～史蹟地図（平成16
年3月改訂）

リュウヨウノ　イマト　ムカシ　シセキ
チズ

竜洋町教育委員会／編 竜洋町教育委員会

364 赤松範一あてハガキ　1903年 アカマツ　ハンイチ　アテ　ハガキ 山中 共古／著

365 赤松範一あてハガキ　1905年 アカマツ　ハンイチ　アテ　ハガキ 山中 共古／著

366 遠々見ます（磐田市旧赤松家記念館蔵） トオトオミマス 七代目市川団十郎／著

367 遠々見ます（磐田市歴史文書館蔵） トオトオミマス 七代目市川団十郎／著

368

今之浦川通　方崎ヨリ三ツ合新田迄　御
普請就川幅間数定杭絵図面

イマノウラガワドオリ　ホウサキヨリ
ミツアイシンデンマデ ゴフシン　カワ
ハバケンスウジョウクイニツキ　エ
ズメン

地域資料（歴史文書館所蔵）

絵図（歴史文書館所蔵）
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369 絵図面　天竜川沿岸入会荒地絵図
エズメン　テンリュウガワ　エンガン
イリアイアレチ　エズ

370 絵図面　天竜川堤防絵図
エズメン　テンリュウガワ　テイボウ
エズ

371
遠州天竜川通鹿島より池田まで両縁麁
絵図

エンシュウ　テンリュウガワドオリ
カジマヨリ　イケダマデ　リョウエン
アラエズ

372 遠州天竜川通両縁御普請所絵図
エンシュウ　テンリュウガワドオリ
リョウエン　ゴフシンジョ　エズ

373 遠州豊田郡清庵新田立合絵図
エンシュウ　トヨダグン　セイアンシ
ンデン　タチアイエズ

374 大嶋村雁代村入会浜砂
オオシマムラ　ガンジロムラ　イリア
イ　ハマスナ

375 太田川・今之浦川・諸井川流域絵図
オオタガワ　イマノウラガワ　モロイ
ガワ　リュウイキエズ

376 国分寺絵図 コクブンジ　エズ

377 小嶋方村絵図面 コジマカタムラ　エズメン

378 小嶋方村外７ヶ村絵図面
コジマカタムラホカ　ナナカソン　エ
ズメン

379
小嶋方村（村絵図）　欠川御預り所之節
永引御吟味被仰付□ニ付

コジマカタムラ　ﾑﾗｴｽﾞ　カケツカ　オアズカリショノ
セツ　エイビキ　ゴギンミオオセツケラレソウロウ
□ニツキ

380
山論裁許状（裏面絵地図） または岩室
村等山論裁許絵図

サンロン　サイキョジョウ　イワムロ
ヤマトウ　サンロンサイキョ　エズ

381 大見寺中心見付地図
ダイケンジ　チュウシン　ミツケ　チ
ズ

382 堤切所絵図 ツツミキレショ　エズ

383 手鑑「拾遺手鏡」 テカガミ　シュウイ　テカガミ
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384 手鑑「拾遺手鏡」付属品木箱
テカガミ　シュウイ　テカガミ　フゾク
ヒン　キバコ

385 天龍川欠壊絵図 テンリュウガワ　ケッカイ　エズ

386
〔天竜川洪水に付被害状況絵図〕（三家
村、下神増村、松木島村）

テンリュウガワ　コウズイニツキ　ヒ
ガイジョウキョウ　エズ

387 天龍川堤防絵図 テンリュウガワ　テイボウ　エズ

388
天竜川通東西村々池田村より下川村々
絵図面

テンリュウガワドオリ　トウザイムラムラ　イ
ケダムラヨリ　シモカワムラムラ　エズメン

389 天竜川・仿僧川堤切所絵図
テンリュウガワ　ボウソウガワ　ツツ
ミキレショ　エズ

390 天龍川流域新田絵図
テンリュウガワ　リュウイキ　シンデ
ン　エズ

391 天竜東川通敷地村川欠絵図
テンリュウガワ　ヒガシカワドオリ
シキジムラ　カワカケ　エズ

392

遠江国山名郡今浦見付受　同郡同見付
持　同郡同切添　同郡同所新田　豊田
郡久保請所　并麁絵図面　当未田方内
見帳

トオトウミノクニ　ヤマナグン　イマノ
ウラ　ミツケウケ　ドウグンドウミツケ
モチ　ドウグンドウキリソエ　ドウグ
ンドウショシンデン　トヨダグン　クボ
ウケショ　ナラビニアラエズメン　ト
ウヒツジタガタ　ナイケンチョウ

393 遠江国豊田郡敷地村絵図
トオトウミノクニ　トヨダグン　シキジ
ムラ　エズ

394 西平松絵図１ ニシヒラマツ　エズ

395 西平松絵図２ ニシヒラマツ　エズ

396 浜部村宿村絵図 ハマベムラ　シュクソン　エズ

397 浜部村新田付近松林絵図
ハマベムラ　シンデンフキン　マツバ
ヤシ　エズ
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398
浜部村の沖合で捕獲された鯨の図と届
書

ハマベムラノ　オキアイデ　ホカクサ
レタ　クジラノズト　トドケガキ

399 平間村絵図 ヒラマムラ　エズ

400 平松村絵図 ヒラマツムラ　エズ

401 巻物　二条之亭江行幸之図　上
マキモノ　ニジョウノテイエ　ギョウコ
ウノズ　ジョウ

402 巻物　二条之亭江行幸之図　下
マキモノ　ニジョウノテイエ　ギョウコ
ウノズ　ゲ

403 三家村絵図（立合改絵図）
ミツエムラ　エズ　タチアイ　アラタメ
エズ

404
〔三家村耕地水害状況絵図〕（位置図と
明細図）

ミツエムラ　コウチ　スイガイ　ジョウ
キョウ　エズ

405
〔三家村、松之木島村水害状況絵図〕
（堤切、流敷）

ミツエムラ　マツノキジマムラ　スイ
ガイ　ジョウキョウ　エズ　ツツミ

406 見付宿絵図 ミツケシュク　エズ

407
明治五年　[遠江国豊田郡第四拾壱区
絵地図」

メイジゴネン トオトウミウミノクニ ト
ヨダグン ダイヨンジュウイチク エチ
ズ

408 磐田市統計書　平成18年版 イワタシ　トウケイショ 磐田市企画財政部企画調整課
イワタシ　キカクザイセイ
ブ　キカクチョウセイカ

409 磐田市統計書　平成19年版 イワタシ　トウケイショ 磐田市企画財政部企画調整課
イワタシ　キカクザイセイ
ブ　キカクチョウセイカ

410 磐田市統計書　平成20年版 イワタシ　トウケイショ 磐田市企画財政部企画調整課
イワタシ　キカクザイセイ
ブ　キカクチョウセイカ

411 磐田市統計書　平成21年版 イワタシ　トウケイショ 磐田市総務部総務課
イワタシ　ソウムブ　ソウ
ムカ

行政資料（市統計書）



タイトル名 書名ヨミ 著者名 出版者

412 磐田市統計書　平成22年版 イワタシ　トウケイショ 磐田市総務部総務課
イワタシ　ソウムブ　ソウ
ムカ

413 磐田市統計書　平成23年版 イワタシ　トウケイショ 磐田市総務部総務課
イワタシ　ソウムブ　ソウ
ムカ

414 磐田市統計書　平成24年版 イワタシ　トウケイショ 磐田市総務部総務課
イワタシ　ソウムブ　ソウ
ムカ

415 磐田市統計書　平成25年版 イワタシ　トウケイショ 磐田市総務部総務課
イワタシ　ソウムブ　ソウ
ムカ

416 磐田市統計書　平成26年版 イワタシ　トウケイショ 磐田市総務部総務課
イワタシ　ソウムブ　ソウ
ムカ

417 磐田市統計書　平成27年版 イワタシ　トウケイショ 磐田市総務部総務課
イワタシ　ソウムブ　ソウ
ムカ

418 磐田市統計書　平成28年版 イワタシ　トウケイショ 磐田市総務部総務課
イワタシ　ソウムブ　ソウ
ムカ

419
一の谷中世墳墓群遺跡　磐田文化財
マップ

イチノタニ　チュウセイコフングン　イ
セキ

磐田市教育委員会文化財課
／編

磐田市教育委員会文化
財課

420 磐田市指定史跡　社山城跡
イワタシ　シテイシセキヤシロヤマ
ジョウ　アト

磐田市教育委員会文化財課
／編

磐田市教育委員会文化
財課

421
磐田原台地西縁の遺跡　磐田文化財
マップ

イワタバラダイチ　セイヘンノ　イセ
キ

磐田市教育委員会文化財課
／編

磐田市教育委員会文化
財課

422
いわたふるさと散歩東部編　磐田文化
財マップ

イワタ　フルサトサンポ　トウブヘン
磐田市教育委員会文化財課
／編

磐田市教育委員会文化
財課

423
いわたふるさと散歩豊岡編　磐田文化
財マップ

イワタ　フルサトサンポ　トヨオカヘ
ン

磐田市教育委員会文化財課
／編

磐田市教育委員会文化
財課

424
いわたふるさと散歩豊田編　磐田文化
財マップ

イワタ　フルサトサンポ　トヨダヘン
磐田市教育委員会文化財課
／編

磐田市教育委員会文化
財課

425
いわたふるさと散歩中泉編　磐田文化
財マップ

イワタ　フルサトサンポ　ナカイズミ
ヘン

磐田市教育委員会文化財課
／編

磐田市教育委員会文化
財課

市刊行物（文化財課）



タイトル名 書名ヨミ 著者名 出版者

426
いわたふるさと散歩南部編　磐田文化
財マップ

イワタ　フルサトサンポ　ナンブヘン
磐田市教育委員会文化財課
／編

磐田市教育委員会文化
財課

427
いわたふるさと散歩福田編　磐田文化
財マップ

イワタ　フルサトサンポ　フクデヘン
磐田市教育委員会文化財課
／編

磐田市教育委員会文化
財課

428
いわたふるさと散歩北部編　磐田文化
財マップ

イワタ　フルサトサンポ　ホクブヘン
磐田市教育委員会文化財課
／編

磐田市教育委員会文化
財課

429
いわたふるさと散歩見付編　磐田文化
財マップ

イワタ　フルサトサンポ　ミツケヘン
磐田市教育委員会文化財課
／編

磐田市教育委員会文化
財課

430
いわたふるさと散歩竜洋編　磐田文化
財マップ

イワタ　フルサトサンポ　リュウヨウ
ヘン

磐田市教育委員会文化財課
／編

磐田市教育委員会文化
財課

431 国史跡　御厨古墳群 クニ　シセキ　ミクリヤ　コフングン
磐田市教育委員会文化財課
／編

磐田市教育委員会文化
財課

432 国指定史跡　新豊院古墳群
クニ　シテイシセキ　シンポウイン
コフングン

磐田市教育委員会文化財課
／編

磐田市教育委員会文化
財課

433 静岡県指定史跡　土器塚古墳
シズオカケン　シテイシセキ　カワラ
ケヅカ　コフン

磐田市教育委員会文化財課
／編

磐田市教育委員会文化
財課

434 特別史跡　遠江国分寺跡
トクベツシセキ　トオトウミ　コクブン
ジアト

磐田市教育委員会文化財課
／編

磐田市教育委員会文化
財課

435 みーつけた！近所の遺跡 ミツケタ　キンジョノイセキ
磐田市教育委員会文化財課
／編

磐田市教育委員会文化
財課

436 見付天神裸祭 天下の奇祭
ミツケ　テンジン　ハダカ　マツリ　テ
ンカノ　キサイ

磐田市教育委員会文化財課
／編

磐田市教育委員会文化
財課

437
いわたの新鮮素材・磐田市の旬の農産
物カレンダー

イワタノ　シンセンソザイ・イワタシノ
シュンノ　ノウサンブツ　カレンダー

磐田市産業部農林水産課／
編

磐田市産業部農林水産
課

438 いわたの特産物 イワタノ　トクサンブツ
磐田市産業部農林水産課／
編

磐田市産業部農林水産
課

市刊行物（農林水産課）

市民の作品（中学生）磐田第一中学校



タイトル名 書名ヨミ 著者名 出版者

439 あわてんぼうのはっぽくん アワテンボウノ　ハッポクン 福本　奈々歩／作
磐田市立磐田第一中学
校

440 いろえんぴつのそらのたび イロエンピツノ　ソラノタビ 松井　実友／作
磐田市立磐田第一中学
校

441 おかあさん　どこ？ オカアサン　ドコ 駒形　俊樹／作
磐田市立磐田第一中学
校

442 おさるのふうせん オサルノ　フウセン 大場　なつ／作
磐田市立磐田第一中学
校

443 おだいりさまとおひなさま オダイリサマ　ト　オヒナサマ 玉川　実京／作
磐田市立磐田第一中学
校

444 くろうさぎのくろくん クロウサギノ　クロクン みずぐち　まりな／作
磐田市立磐田第一中学
校

445 しーちゃんのバス シーチャンノ　バス イソベ　レナ／作
磐田市立磐田第一中学
校

446 はみがきできるかな？ ハミガキ　デキルカナ 丸山　香々萌／作
磐田市立磐田第一中学
校

447 ひけた！ ヒケタ 榛葉　日那／作
磐田市立磐田第一中学
校

448 ひとりぼっちのクロくん ヒトリボッチノ　クロクン 白井　花楓／作
磐田市立磐田第一中学
校

449 ピーマンＭＡＮとねぎのすけ ピーマンマン　ト　ネギノスケ とくもと　なつき／作
磐田市立磐田第一中学
校

450 ぼく　むかで ボク　ムカデ 青木　啓祥／作
磐田市立磐田第一中学
校

451
もちぬしがいないとき・・・は　なにして
る？

モチヌシガ　イナイトキハ　ナニシテ
ル

山下　詩野／作
磐田市立磐田第一中学
校

452 もりのおかしやさん モリノ　オカシヤサン 永田　舞／作
磐田市立磐田第一中学
校

453 ゆめのぼうけん ユメノ　ボウケン 鈴木　颯一郎／作
磐田市立磐田第一中学
校



タイトル名 書名ヨミ 著者名 出版者

454 わたしは　だあれ？ ワタシハ　ダアレ もり　みなみ／作
磐田市立磐田第一中学
校

455 あいさつ アイサツ みしま　ひろと／作 磐田市立豊田中学校

456 あめ アメ 袴田　陽香／作 磐田市立豊田中学校

457 イモムシ イモムシ 加藤　里菜／作 磐田市立豊田中学校

458 かくれんぼ カクレンボ すずき　だいき／作 磐田市立豊田中学校

459 くまちゃんとともちゃん クマチャント　トモチャン 藤本　知花／作 磐田市立豊田中学校

460 このおようふく　だぁ～れの？ コノ　オヨウフク　ダアレノ 大石　祥佳／作 磐田市立豊田中学校

461 じいじとばあば ジイジト　バアバ 戸田　奈摘／作 磐田市立豊田中学校

462 どうぶつやまへピクニック ドウブツヤマエ　ピクニック 根津　渚／作 磐田市立豊田中学校

463 なかよし ナカヨシ 一ノ宮　志帆／作 磐田市立豊田中学校

464 なないろのたま ナナイロノ　タマ 山田　安美／作 磐田市立豊田中学校

465 まほうのこびん マホウノ　コビン たじま　りな／作 磐田市立豊田中学校

466 みいちゃんのはみがき ミイチャンノ　ハミガキ 太田　陽与／作 磐田市立豊田中学校

467 ミーちゃんのあいさつ ミーチャンノ　アイサツ さかい　ことみ／作 磐田市立豊田中学校

市民の作品（中学生）豊田中学校



タイトル名 書名ヨミ 著者名 出版者

468 もりのなかのかくれんぼ モリノナカノ　カクレンボ 益子　優羽／作 磐田市立豊田中学校

469 やさいのおしゃべり ヤサイノ　オシャベリ 市川　想大／作 磐田市立豊田中学校

470 ようせいのおともだち ヨウセイノ　オトモダチ 安間　朱音／作 磐田市立豊田中学校

471 磐田万葉歌碑めぐり イワタ　マンヨウ　カヒ　メグリ
磐田万葉学習サークル／協
力

磐田市立図書館

市民の作品（一般）


