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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 阿迦雲　第2巻第11号（昭和6年11月） アカグモ 子規庵歌会

3 赤穂義士伝　（全4冊） アコウギシ　デン 山崎　美成／校 不明

4 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

5 熱海唱和集 アタミ　ショウワシュウ 柳沢　信大／編 磯部太郎兵衛

6 熱海調音詩歌集　巻2 アタミ　チョウオン　シイカシュウ 小島　泰堂／編 小島泰堂

7 天草征伐記　（全5冊） アマクサ　セイバツキ 田丸　具房（常山）／著 写本

8 いかもの趣味　（全2冊） イカモノ　シュミ 磯部　鎮雄／編 いかもの会

9 十六夜日記残月抄　（全3冊） 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

10 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

11 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

12 出雲路日記 イズモジ　ニッキ 藤井　高尚／著 京阪書林

13 一路居士酔翠溌墨 イチロコジ　スイスイ　ハツボク
一路居士（馬場　一郎）／著、
馬場　辰雄／編

和風堂

14 逸伝六種 イツデン　ロクシュ 近藤圭造（存採叢書）

15 威力ある国防と精鋭なる国軍
イリョクアル　コクボウト　セイエイナ
ル　コクグン

三宅　覚太郎／著 兵林館

16 印旛沼開疎論 インバヌマ　カイソロン 野口　勝一／著 金原明善

17 迂言 ウゲン 広瀬　淡窓（建）／著 写本

18 雲萍雑志　（全4冊） ウンピョウ　ザッシ 柳沢　淇園／著 玉巌堂

19 瀛環志略　（全10冊） 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

20 英仏連合征清戦史
エイフツ　レンゴウ　セイシン　セン
シ

松井　広吉／著 博文館

21 江戸史蹟電車案内 エドシセキ　デンシャアンナイ 室田　新次郎（老樹斎）／講話 豊文社

22 江戸名物みやげ エド　メイブツ　ミヤゲ 写本 写本
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23 淮南鴻烈解　（全6冊） エナンコウレツカイ
高　誘／注、石斎鵜子直／訓
点

額田勝兵衛

24 王政復古戊辰始末　（全2冊） オウセイフッコ　ボシンシマツ 岡本　武雄／編 金港堂

25 欧米管見談 オウベイ　カンケンダン 伊藤　長次郎／述 伊藤長次郎

26 往来物　（全6冊） オウライモノ 写本

27 大関肥後守増裕公略記
オオゼキ　ヒゴノカミ　マスヒロコウ
リャキ

小林　華平／著 小林　華平

28 小笠原大諸礼集大全　（全3冊）
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

29 海軍趨勢 カイグン　スウセイ 小栗　孝三郎／著 海運通覧発行所

30 海軍兵学校教育参考館図録
カイグンヘイガッコウ　キョウイクサ
ンコウカン　ズロク

海軍兵学校教育参考館／編 海軍兵学校教育参考館

31 甲斐国志　（全30冊） カイコクシ 松平　定能／編 内藤伝右衛門

32 海国兵談　（全7冊） カイコク　ヘイダン 林　子平／著 写本

33 海上国際条規 カイジョウ　コクサイ　ジョウキ
我爾社蘭／著、海軍参謀本部
／編

海軍参謀本部

34 改正西国立志論　自助論
カイセイ　サイゴクリッシロン　ジジョ
ロン

スマイルズ／著、中村　正直
／訳

博文館

35 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

36 火功奏式 カコウ　ソウシキ 吉沢　勇四郎／訳 陸軍所

37 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

38 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

39 鎌倉紀行 カマクラ　キコウ 作者不詳 林甚右衛門板

40 寛延奇談 カンエン　キダン 作者不詳

41 韓国鉄道線御案内 カンコク　テツドウセン　ゴアンナイ 総督府鉄道管理局／編 総督府鉄道管理局

42 漢字三音考 カンジ　サンオン　コウ 本居　宣長／著 柏屋兵助

43 官職知要 カンショク　チヨウ 里見　安直／著 蓍屋勘兵衛

44 がんとり帳 ガントリチョウ 奈蒔野馬乎人／著 蔦屋重三郎

45 漢隷字源　（全6冊） カンレイ　ジゲン （宋）婁　機／撰 前川六左衛門

46 北支那戦争記 キタシナ　センソウキ
ゼームス・スウィンホー ／著
箕作　麟祥／著
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47 救荒事宜 キュウコウ　ジギ 斎藤　拙堂（正謙）／著 積翠館

48 狂言記（絵入り狂言記）（6冊） キョウゲンキ（エイリ　キョウゲンキ） 鷲頭辰三郎

49 郷里の音容　（3冊） 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

50 曲亭 キョクテイ 曲亭　馬琴（滝沢　馬琴）／著 蔦屋重三郎

51 寓簡 グウカン 近藤圭造（存採叢書）

52 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

53 国造本紀考　（全5巻） クニツミヤツコ　ホンギ　コウ 栗田　寛／著 近藤圭造（存採叢書）

54 国造本紀考別記 クニツミヤツコ　ホンギ　コウ　ベッキ 栗田　寛／著 近藤圭造（存採叢書）

55 クロパトキン回想録　（全3冊） クロパトキン　カイソウロク
クロパトキン／著　参謀本部
／訳

偕行社

56 軍隊 グンタイ 志賀　覚治／著 山海堂

57 経済問答秘録　（30冊） ケイザイ　モンドウ　ヒロク 正司　考祺／著 西肥碩溪堂

58 経世学論　（全2冊） ケイセイ　ガクロン 鈴木　善教（益堂）／著

59 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

60 京釜鉄道案内 ケイフ　テツドウ　アンナイ 京釜鉄道株式会社／編 京釜鉄道株式会社

61 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

62 元寇紀略　（全2冊） ゲンコウ　キリャク 大橋　訥庵／著 勝村治右衛門

63 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

64 皇居年表（全5冊） コウキョ　ネンピョウ 裏松　光世／著 近藤圭造（存採叢書）

65 攻守略説 コウシュ　リャクセツ
ウ・ア・ファン・レース／著　新
井　鉄之助　佐々木　貞葊／
共訳

陸軍兵学寮

66 校正三体詩　（全3冊） コウセイ　サンタイシ 英松軒

67 校註　明倫歌集 コウチュウ　メイリン　カシュウ 佐々木　信綱／校註 東京堂書房

68 校訂　松平記　（全2冊） 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

69 鼇頭　近思録　（全6冊） ゴウトウ　キンシロク 宇都宮　遯庵／著 吉野屋五兵衛

70 洽聞録　（全9冊） コウブンロク 近藤圭造（存採叢書）



No. タイトル名 書名ヨミ 著者名 出版者

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

72 甲陽軍鑑20巻　（全10冊） コウヨウ　グンカン 高坂　昌信（弾正）／撰 駿河屋伝左衛門

73 晃嶺百図　（全4冊） コウレイ　ヒャクズ 北村　君講／編

74 御行幸図会 ゴギョウコウ　ズエ 立花御殿森田蔵板

75 古今和歌集　（全２冊） コキンワカシュウ 須原屋伊八

76 国防と軍制 コクボウト　グンセイ 三宅　覚太郎／著 報効学舎

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

78 古今要覧稿抄　草木部（10冊） ココンヨウランコウショウ 屋代　弘賢／著 近藤圭造（存採叢書）

79 古今要覧稿抄　器材部（5冊） ココンヨウランコウショウ 屋代　弘賢／著 近藤圭造（存採叢書）

80 御写本譜・慶長勅版考
ゴシャホンフ　ケイチョウチョクハン
コウ

近藤　重蔵／著 近藤圭造（存採叢書）

81 五事略2巻　（全2冊） ゴジリャク 新井　君美（白石）／著

82 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

83 古鋳百印 コチュウヒャクイン 写本（山中共古による）

84 骨董集　上編（存2冊） コットウシュウ
岩瀬　醒（サムル：山東京伝）
／著

文渓堂

85 子ども コドモ ブロッス／著　山根　正次／訳 育成会

86 梧坡教諭　（全2冊） ゴハキョウユ 新井　尭民／著 和泉屋金右衛門

87 御本日記続録　（全2冊） ゴホンニッキ　ゾクロク 近藤　重蔵／著 近藤圭造（存採叢書）

88 御本日記附注　（全2冊） ゴホンニッキ　フチュウ 近藤　重蔵／著 近藤圭造（存採叢書）

89 坤與図識　（全3冊） コンヨズシキ 箕作　省吾／著 岡田屋嘉七

90 坤與図識補　（全4冊） コンヨズシキ　ホ 箕作　省吾／著 岡田屋嘉七

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

92 栽茶説　（全6冊） サイチャセツ 杉田　晋／著 有隣堂

93 栽茶説図解 サイチャセツ　ズカイ 杉田　晋／著 有隣堂

94 在孟買帝国領事館調査最新印度事情
ザイ　ムンバイ　テイコク　リョウジカ
ン　チョウサ　サイシン　インド　ジ
ジョウ

外務省通商局 外務省通商局
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95 佐賀征討戦記 サガ　セイトウ　センキ 陸軍参謀局／編 陸軍参謀局

96 山海里　（全21冊） サンカイリ 信暁／著 大行寺蔵版

97 三州志　（全7冊） サンシュウシ 富田　景周／著 宇都宮書店

98 山州名跡志　（全20冊） サンシュウ　メイセキシ 白慧／撰 出雲寺和泉掾

99 残太平記　（全3冊） ザンタイヘイキ 南　宗庵／編 前川善兵衛

100 山砲演式 サンポウ　エンシキ 訳者不明 陸軍所

101 地方盲節 ジカタ　モウセツ

102 地方要集録 ジカタ　ヨウシュウロク 写本

103 四述奇（附航海述奇）（全4冊）
シジュツキ　ツケタリ　コウカイジュツ
キ

張　德彝／著 近藤圭造（存採叢書）

104 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

105 下役以下勤方規則　（全3冊） シタヤクイカ　ツトメカタ　キソク 陸軍所

106 集古会誌 シュウコカイシ 集古会／編 集古会

107 十五番歌合 ジュウゴバン　ウタアワセ 橘 千蔭／著 自筆

108 十三朝記紀聞　（全2冊） ジュウサンチョウ　キブン 安田　照矩（其親）／編 其親楼活版

109 十二番歌合 ジュウニバン　ウタアワセ 橘 千蔭／著 自筆

110 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

111 首書画入六諭衍義大意　附録（全2冊）
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

112 出定笑語附録　（全3冊） シュツジョウショウゴ　フロク 平田　篤胤／述、門人／記

113 春湊浪話 シュンソウロウワ 土肥　経平／著 近藤圭造（存採叢書）

114 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

115 小学幾何初歩　2巻（全2冊） ショウガク　キカ　ショホ
山田　昌邦／編、　赤松　則良
／校閲

修静館

116 小学生理篇　（全3冊） ショウガク　セイリヘン 榧木　寛則／訳 榧木寛則

117 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

118 商家必携 ショウカ　ヒッケイ ブラヲン／著、久保　扶桑／訳 和泉屋金右衛門
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119 貞観政要　（全10冊） 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

120 職原抄　改正　（全2冊） ショクゲンショウ　カイセイ 北畠　親房／著 須原屋伊八

121 徐蝗録 ジョコウロク 大蔵　永常／著 黄葉園

122 徐蝗録後編 ジョコウロク　コウヘン 大蔵　永常／著

123 女流文学史 ジョリュウ　ブンガクシ
小森　甚作、上地　信成／共
編

東洋社

124 白河結城氏歴世事実　（全2冊） シラカワユウキシ　レキセイジジツ 広瀬　典／著 近藤圭造（存採叢書）

125 新刊　吾妻鏡　（全25冊） シンカン　アズマカガミ 野田庄右衛門

126 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

127 新抄格勅符第十巻抄神事諸家封戸
シンショウキャクチョクフ　ダイジッカ
ンショウ　シンジシャカフコ

大同元年牒 近藤圭造（存採叢書）

128 新題林和歌集　（全16冊） シン　ダイリン　ワカシュウ 須原屋平助

129 清朝及其革命党 シンチョウ　オヨビ　ソノ　カクメイトウ 石山　福治／著 奉公会

130 新版　拾芥抄　（全6冊） シンパン　シュウガイショウ 洞院　公賢／編 風月荘左衛門

131 随筆奇事春雨譚　（全2冊） 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

132 すきや風呂 スキヤブロ
鹿都部　真顔／編、銭屋　金
埒／跋

133 鈴屋大人都日記　（全2冊） スズノヤウシ　ミヤコニッキ 石塚　竜麿／編

134 鈴屋翁畧年譜 スズノヤオウ　リャクネンプ 伴　信友／編

135 駿府豪商松木新左衛門
スンプ　ゴウショウ　マツキ　シンザ
エモン

柘植　清／編 麗澤叢書刊行会

136 星学図説　（全2冊） セイガク　ズセツ
スミット／著、　神田　孝平（孟
恪）／訳

紀伊国屋源兵衛

137 西算速知　（全2冊） 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

138 西説斥候 セイセツ　セッコウ 渡辺　国太郎／訳

139 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

140 制度通　（全8冊） セイドツウ 伊藤　東涯（長胤）／著 京都書林

141 西洋百工新書　前編
セイヨウ　ヒャッコウ　シンショ　ゼン
ペン

西宮　柳条／編 和泉屋善兵衛

142 前賢故実　（全20冊） ゼンケン　コジツ 菊池　武保（容斎）／編・画 鳳文館



No. タイトル名 書名ヨミ 著者名 出版者

143 撰集抄　（全2冊） センジュウショウ 澤田庄佐衛門

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

145 全体新論　（全2冊） 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

146 船闘記　（全3冊） セントウキ 小須賀　瀬兵衛／著 写本

147 増修続王代一覧　（全3冊）
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

148 総誉安西法師往生記
ソウヨ　アンサイ　ホウシ　オウジョ
ウキ

三縁山西渓竹叢軒蔵板

149 曽我物語（1-3） ソガ　モノガタリ 近藤圭造（存採叢書）

150 続修東大寺正倉院文書（全6冊）
ゾクシュウ　トウダイジ　ショウソウイ
ン　モンジョ

近藤圭造（存採叢書）

151 俗神道大意　4巻　（全4冊） ゾクシントウ　タイイ 平田　篤胤／述、門人等／筆

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

153 戴恩記 タイオンキ 松永　貞徳／著 近藤圭造（存採叢書）

154
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

155 台清紀事　2巻 タイシン　キジ 津田　左太郎／著 協力社

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

157 泰西三才正蒙　（全3冊） タイセイ　サンサイ　セイヨウ 永井　則／著 皥如楼

158 台湾軍記　5（全2冊） タイワン　グンキ 田代　幹夫／編 堺屋仁兵衛等

159 沢庵和尚　玲瓏随筆　（全4冊）
タクアン　オショウ　レイロウ　ズイヒ
ツ

沢庵　宗彭／述 出雲寺文治郎

160 たけとり物語　2巻　（全2冊） タケトリ　モノガタリ 沢庵　宗彭／述

161 地学初歩 上 チガク　ショホ コルネル／著 渡部氏蔵版

162 致知啓蒙　（全2冊） チチ　ケイモウ 西　周／著 瑞穂屋卯三郎

163 茶道便蒙抄 （全4冊） チャドウ　ベンモウショウ 山田　宗徧／著 古沢良作

164 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

165 中東戦紀本末（その1）（2冊） チュトウセンキホンマツ
林楽知（ヤング・ジョン・アレ
ン）／著　藤野　房次郎／訳

藤野房次郎

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



No. タイトル名 書名ヨミ 著者名 出版者

167 通俗唐詩解　（全2冊） ツウゾク　トウシカイ 葛西　因是／著 上善堂蔵版

168 帝王編年紀（全7冊） テイオウ　ヘンネンキ 近藤圭造（存採叢書）

169 帝室論 テイシツロン 福沢　諭吉／立案 丸善

170 隄防溝洫志 テイボウ　コウキョクシ
佐藤　信季／著、佐藤　信淵
／校

171 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

172 鉄道作業局線路案内
テツドウ　サギョウキョク　センロ　ア
ンナイ

鉄道作業局運輸部／編 鉄道作業局運輸部

173 てにをは童訓 テニヲハ　ワラワノサトシ 橘　守部／撰

174 鉄木真帖木児用兵論　（全2冊） テムジン　チムール　ヨウヘイロン イワニン（露）／著、参謀本部／訳陸軍文庫

175 典籍之研究　第1～5号 テンセキノ　ケンキュウ 玉樹　安造（玉樹　芦城）／編 典籍之研究社

176 東奥紀行（赤水先生東奥紀行） トウオウ　キコウ 長久保　玄珠（赤水）／著 北澤　伊八

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

178 東都著聞集　（全6冊） トウト　チョモンシュウ 写本

179 遠江国風土記伝 トオトウミノクニ　フドキデン
内山　真龍／著、岡部　譲／
校

内山友治

180 東遊記　（全2冊） トウユウキ 橘　南谿／著 勝村治右衛門

181 徳川氏御実紀附録　（巻1-17） トクガワシ　ゴジッキ　フロク 甫喜山　景雄／編 我自刊我書

182 読書の趣味　（全2冊） 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

183 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

184 利根川図志　（全6冊） トネガワ　ズシ 赤松　宗旦義知／著 須原屋茂兵衛

185 徒歩旅行 トホ　リョコウ 中村　修一（中村　楽天）／著 俳書堂

186 屠竜工随筆 トリョウコウ　ズイヒツ 小栗　百万／著 近藤圭造（存採叢書）

187 長等の山風　（全2冊） ナガラノ　ヤマカゼ 伴　信友／著 近藤圭造（存採叢書）

188 長等の山風　附録　（全3冊） ナガラノ　ヤマカゼ　フロク 伴　信友／著 近藤圭造（存採叢書）

189 南向茶話　2巻 ナンコウ　チャワ 酒井 忠昌／著 写

190 南遊紀行 ナンユウ　キコウ
高橋　克庵／著　関根　孔年
等／画

日新書屋
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191 日露海戦記 ニチロ　カイセンキ 佐世保海軍勲功表彰会／編 佐世保海軍勲功表彰会

192 日本国開闢由来記　（全2冊） 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

193 日本書紀　（全15冊） ニホンショキ
舎人親王／撰　大関　増業／
校

須原屋茂兵衛

194 日本書紀文字錯乱備考 ニホンショキ　モジサクラン　ビコウ 大関　増業／校

195 日本戦史　姉川役 ニホンセンシ　アネガワノエキ 参謀本部／編 参謀本部

196 日本戦史　姉川役　補伝
ニホンセンシ　アネガワノエキ　ホデ
ン

参謀本部／編 参謀本部

197 日本戦史　姉川役　附表・附図
ニホンセンシ　アネガワノエキ　フズ
フヒョウ

参謀本部／編 参謀本部

198 日本戦史　大阪役 ニホンセンシ　オオサカノエキ 参謀本部／編 参謀本部

199 日本戦史　大阪役　補伝
ニホンセンシ　オオサカノエキ　ホデ
ン

参謀本部／編 参謀本部

200 日本戦史　大阪役　附表・附図
ニホンセンシ　オオサカノエキ　フ
ヒョウ　フズ

参謀本部／編 参謀本部

201 日本戦史　桶狭間役　 ニホンセンシ　オケハザマノエキ 参謀本部／編 参謀本部

202 日本戦史　桶狭間役　附表・附図
ニホンセンシ　オケハザマノエキ　フ
ヒョウ　フズ

参謀本部／編 参謀本部

203 日本戦史　関ケ原役 ニホンセンシ　セキガハラノエキ 参謀本部／編 参謀本部

204 日本戦史　関ケ原役　文書
ニホンセンシ　セキガハラノエキ　モ
ンジョ

参謀本部／編 参謀本部

205 日本戦史　関ケ原役　補伝
ニホンセンシ　セキガハラノエキ　ホ
デン

参謀本部／編 参謀本部

206 日本戦史　関ケ原役　附表・附図
ニホンセンシ　セキガハラノエキ　フ
ヒョウ　フズ

参謀本部／編 参謀本部

207 日本戦史　中国役 ニホンセンシ　チュウゴクノエキ 参謀本部／編 参謀本部

208 日本戦史　中国役　年月表・姓名表・地名表・附図
ニホンセンシ　チュウゴクノエキ　ネ
ンゲツヒョウ　セイメイヒョウ　チメイ
ヒョウ　フズ

参謀本部／編 参謀本部

209 日本戦史　長篠役 ニホンセンシ　ナガシノノエキ 参謀本部／編 参謀本部

210 日本戦史　長篠役　附表・附図
ニホンセンシ　ナガシノノエキ　フヒョ
ウ　フズ

参謀本部／編 参謀本部

211 日本戦史　三方原役 ニホンセンシ　ミカタハラノエキ 参謀本部／編 参謀本部

212 日本戦史　三方原役　附表・附図
ニホンセンシ　ミカタハラノエキ　フ
ヒョウ　フズ

参謀本部／編 参謀本部

213 日本地誌提要　（7冊） ニホン　チシ　テイヨウ 地誌課／編 日報社

214 寝覚集　長谷川貞雄歌集 ネザメシュウ 長谷川　貞雄／著
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215 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

216 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

217 配所残筆 ハイショ　ザンピツ 山鹿　素行／著 近藤圭造（存採叢書）

218 幕朝年中行事歌合
バクチョウ　ネンジュウギョウジ　ウ
タアワセ

北村　季文／撰、堀田　正敦
／註

219 博物新編　（全3冊） 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

220 八体配文篆刻宝典　（全4冊）
ハッタイ　ハイブン　テンコク　ホウテ
ン

石原　宗平／編 甲斐物産商会

221 流行物 ハヤリモノ

222 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

223 万宝書画全書6巻序目1巻　（全7冊） バンポウ　ショガ　ゼンショ 清斎主人／編 青木恒三郎

224 比古婆衣　（全6冊） ヒコバエ 伴　信友／著 近藤圭造（存採叢書）

225 常陸帯　（全2冊） ヒタチオビ 藤田　東湖（彪）／著 写本

226 比売鑑　（全6冊） ヒメカガミ 中村　欽（惕斎）／著 須原屋茂兵衛

227 風俗見聞録　（全5冊） フウゾク　ケンモンロク

228 符合泉志　（全3冊） フゴウ　センシ 一豊舎山孔章／著 東璧堂

229 武将花押帖 ブショウ　カオウチョウ 栗原　信充／編 自筆

230 筆のすさび　（全3冊） フデノ　スサビ 橘　泰／著 野田七兵衛

231 武徳安民記　（全5冊） ブトク　アンミンキ 木村　高敦／著 写本

232 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

233 仏蘭西絵画展覧会目録
フランスカイガ　テンランカイ　モクロ
ク

鈴木　里一郎／編 青樹社

234 法朗西文典 フランス　ブンテン 訳者不明 和泉屋半兵衛

235 兵学程式　根基兵法学　（全4冊）
ヘイガクテイシキ　コンキヘイホウガ
ク

訳者不明 陸軍所

236 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

237 兵論 ヘイロン 福沢諭吉／立案 飯田平作

238 法越交兵記 ホウエツ　コウヘイキ 曽根　俊虎／著 報行社
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239 法語階梯 ホウゴ　カイテイ 開成所

240 砲術訓蒙　（全7冊） ホウジュツ　クンモウ 杉田　成卿（信）／訳 天真楼

241 砲兵程式　（9冊、第7巻欠） ホウヘイ　テイシキ 陸軍所

242 蓬莱園記 ホウライエン　キ 橘　守部／著

243 牡丹百首 ボタン　ヒャクシュ 福原　俊丸／著 福原俊丸

244 歩兵程式　　（仏蘭西歩兵程式）（全2冊）
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

245 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

246 歩兵練法　（全2冊） ホヘイ　レンポウ 大鳥　圭介／訳 陸軍所

247 撲児酒児氏分権論（ポル・セール氏分権論） ポル　セール　シ　ブンケンロン
ポル・セール／著　ジ・ブスケ
／訳

元老院

248 本朝文鑑　（6冊） ホンチョウ　ブンカン
蓮二房、渡部ノ狂（ともに各務
支考）／編

小川彦九郎

249 松蔭の日記　（1-4） マツカゲ　ノ　ニッキ 正親町　町子／著 近藤圭造（存採叢書）

250 万葉集代匠記　（巻1-6） マンヨウシュウ　ダイショウキ 契沖／撰　木村　正辞／校訂 四海堂

251 万葉集代匠記　惣釈 マンヨウシュウ　ダイショウキ 契沖／撰　木村　正辞／校訂 四海堂

252 万葉集代匠記　4諿-12諿 マンヨウシュウ　ダイショウキ 契沖／撰　木村　正辞／校訂 早稲田大学出版部

253 万葉集目録代匠記
マンヨウシュウ　モクロク　ダイショウ
キ

契沖／撰　木村　正辞／校訂 早稲田大学出版部

254 水の一すち　（全2冊） ミズノ　ヒトスジ 吉田　令世／著 近藤圭造（存採叢書）

255 道の幸 ミチノ　サチ 屋代　弘賢／著 近藤圭造（存採叢書）

256 見付町誌 ミツケチョウシ

257 美濃乃家累（美濃の家づと） （全5冊） ミノノ　イエズト 本居　宣長／著 風月堂庄左衛門

258 昔々物語 ムカシムカシ　モノガタリ 財津　種莢／著 近藤圭造（存採叢書）

259 むかしむかしの物語 ムカシムカシノ　モノガタリ 新見　正朝／著 写本

260 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

261 明訓一斑抄　（写） メイクン　イッパンショウ 徳川　斉昭／著

262 明君享保録 メイクン　キョウホウロク 馬場　文耕／著
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263 〔名士揮毫〕 メイシ　キゴウ

264 明良帯録 メイリョウ　タイロク 山形　豊寛／著

265 野史　（全100冊） ヤシ
飯田　忠彦／修　飯田　文彦
／訓点　竹中　邦香／校

国文社

266 野戦要務 ヤセン　ヨウム 大鳥　圭介／訳 陸軍所

267 夜窓鬼談　（全2冊） ヤソウ　キダン 石川　鴻斎／著 東陽堂

268 矢奈比売天神記外 ヤナヒメテンジンキ　ホカ 赤松　範一／著 アカマツ　ハンイチ

269 有名無名 ユウメイ　ムメイ 宮武　外骨／編 雅俗社

270 幼学詩韻 ヨウガクシイン 成　徳隣、桧　長裕／同輯 植村藤右衛門

271 幼学詩韻　続 ヨウガクシイン　ゾク 林　龔、大前　彬／同輯 植村藤右衛門

272 養生訓　（全4冊） ヨウジョウクン 貝原　益軒／著 須原屋茂兵衛

273 用心蔵 ヨウジングラ 唐来　三和／著 蔦屋重三郎

274 養兎富国論 ヨウト　フコクロン 青池　晁太郎／著 大日本養兎協会

275 楽訓　（全3冊） ラククン 貝原　益軒／著 柳枝軒茨城信晴

276 理学初歩 リガク　ショホ マリー・Ａ・スウィフト／著 亮功書屋

277 陸海軍連合必戦論　上 リクカイグンレンゴウ　ヒッセンロン
陸軍参謀本部、海軍参謀本部
／共編

陸軍参謀本部、海軍参謀本部

278 琉球国志略　（全7冊） リュウキュウコク　シリャク 周　煌／著

279 立表測景暦日諺解
リュウヒョウショクケイ　レキジツゲン
カイ

柳　精子／識 英　平吉

280 類聚婚礼式 ルイジュウ　コンレイシキ 有住　齊／著 東陽堂

281 歴代和歌勅撰考（全5冊） レキダイワカ　チョクセンコウ 吉田　令世／著 近藤圭造（存採叢書）

282 列国陸軍の現況 レッコクリクグンノ　ゲンキョウ 参謀本部／編 偕行社

283 蘆花浅水 ロカ　センスイ 早苗会／編 早苗会

284 我津衛　（全3冊） ワガツエ 手島　堵庵／著 伏見屋半三郎

285 和漢三才図絵 （全18冊） ワカン　サンサイ　ズエ 寺島　良安／編 須原屋茂兵衛他

286 和語陰隲録 ワゴ　インシツロク 袁　了凡（明）／著 植村藤右衛門



No. タイトル名 書名ヨミ 著者名 出版者

287 和名抄諸国郡郷考（全12）
ワミョウショウ　ショコク　グンゴウ
コウ

富永　春部／著 近藤圭造（存採叢書）

288 草鞋日記 ワラジ　ニッキ 伊藤　銀月／著 金尾文淵堂

 

No. タイトル名 書名ヨミ 著者名 出版者

1 歩いて・・・敷地村 アルイテ　シキジムラ 豊岡東地区環境保全協議会
トヨオカヒガシチク　カンキョウホ
ゼン　キョウギカイ

2 磐田市立図書館　赤松文庫目録
イワタシリツトショカン　アカマツブン
コモクロク

磐田市立図書館／編 磐田市立図書館

3 いわた文化財だより　第51号～第100号 イワタ　ブンカザイ　ダヨリ
磐田市教育委員会文化財課
／編

磐田市教育委員会

4 いわた文化財だより　第100号～第150号 イワタ　ブンカザイ　ダヨリ
磐田市教育委員会文化財課
／編

磐田市教育委員会

5 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

6 新いわた文化財だより　第1号～第50号 シン　イワタ　ブンカザイ　ダヨリ
磐田市教育委員会文化財課
／編

磐田市教育委員会

7 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

8 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

9 磐南文化　（1-46巻） バンナン　ブンカ 磐南文化協会／編 磐南文化協会

55 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

56 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

57 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

58 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

59 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

60 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

61 ふるさとの土 フルサトノ　ツチ 敷地村／編 敷地村

62 見付志料 ミツケ　シリョウ 赤松　範一／著 自筆

63 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

64
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

地域資料（図書館所蔵）



No. タイトル名 書名ヨミ 著者名 出版者

1 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

2 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

3
旧敷地村役場文書鉄道関係書類　遠美鉄道
速成ニ関スル請願

キュウシキジムラヤクバ　テツドウカ
ンケイショルイ　エンビテツドウ　ソク
セイニカンスルセイガン

4
旧敷地村役場文書鉄道関係書類　遠美鉄道
測量変更ニ関スル陳情書

キュウシキジムラヤクバ　テツドウカ
ンケイショルイ　エンビテツドウ　ソク
リョウヘンコウニカンスル　チンジョ
ウショ

5
旧敷地村役場文書鉄道関係書類　遠美鉄道
敷設停車場設置請願書

キュウシキジムラヤクバ　テツドウカ
ンケイショルイ　エンビテツドウ　フセ
ツテイシャジョウ　セッチセイガンショ

6
旧敷地村役場文書鉄道関係書類　国鉄二俣
線工事着手の件

キュウシキジムラヤクバ　テツドウカ
ンケイショルイ　コクテツ　フタマタセ
ン　コウジチャクシュノケン

7
旧敷地村役場文書鉄道関係書類　書簡（掛
川二俣線の現況報告　通過地についてなど）

キュウシキジムラヤクバ　テツドウカン
ケイショルイ　ショカン（カケガワフタマタ
センノゲンキョウホウコク　ツウカチニツ
イテナド）

8
旧敷地村役場文書鉄道関係書類　職工人夫
賃取調方之件回報

キュウシキジムラヤクバ　テツドウカ
ンケイショルイ　ショッコウ　ニンプチ
ン　トリシラベカタノケン　カイホウ

9
旧敷地村役場文書鉄道関係書類　鉄道開通
祝賀会ノ件

キュウシキジムラヤクバ　テツドウカ
ンケイショルイ　テツドウカイツウ
シュクガカイノ　ケン

10
旧敷地村役場文書鉄道関係書類　鉄道工事
踏切施設ニ関スル請願書

キュウシキジムラヤクバ　テツドウカ
ンケイショルイ　テツドウコウジ　フミ
キリシセツ　ニ　カンスル　セイガン
ショ

11
旧敷地村役場文書鉄道関係書類　遠江一宮
敷地駅経済調

キュウシキジムラヤクバ　テツドウカ
ンケイショルイ　トオトウミイチノミヤ
シキジエキケイザイシラベ

12 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

13 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

1 （青山御領分天竜川流域絵図）
アオヤマゴリョウブン　テンリュウガ
ワ　リュウイキエズ

2

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

3 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

4 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

5 絵図面（三家村絵図） エズメン　ミツエムラ　エズ

6 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

7 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

8 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

9 遠州豊田郡平松村古絵図
エンシュウ　トヨダゴオリ　ヒラマツム
ラ　コエズ

地域資料（歴史文書館所蔵）

絵図/古文書（歴史文書館所蔵）



No. タイトル名 書名ヨミ 著者名 出版者

10 遠州見付国府問屋之事
エンシュウ　ミツケ　コクフ　トイヤノ
コト

11 遠州見付府問屋宿屋并屋敷等之事－包紙入－
エンシュウ　ミツケフ　トイヤ　ヤドヤ
ナラビニ　ヤシキトウノコト

12 （大絵図－御領分村々絵図　上島村～倉中瀬村）
オオエズ　ゴリョウブンムラムラエズ
カミジマムラ　クラナカゼムラ

13 （大絵図）（西鹿島村～掛下村）
オオエズ　ニシカジマムラ　カケシタ
ムラ

14 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

15 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

16 国分寺絵図 コクブンジ　エズ

17 小嶋方村絵図面 コジマカタムラ　エズメン

18 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

19
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

20 匂坂中村絵図 サギサカナカムラ　エズ

21
定（江戸幕府老中連署伝馬掟書）－包紙入
－

サダメ　エドバクフ　ロウジュウ　レン
ショ　テンマ　オキテガキ

22 定（見付宿宛伝馬朱印状）　—包紙入—
サダメ　ミツケシュク　アテ　テンマ
シュインジョウ

23
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

24 治部大輔　花押（今川義元　花押） ジブダユウ　カオウ

25 新開御願場 シンカイ　オンネガイバ

26 添書山絵図面堺之事 ソエガキ　ヤマズメン　サカイノコト

27 大見寺中心見付地図
ダイケンジ　チュウシン　ミツケ　チ
ズ

28 堤切所絵図 ツツミキレショ　エズ

29 手鑑「拾遺手鏡」 テカガミ　シュウイ　テカガミ

30 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

31 （天竜川絵図） テンリュウガワ　エズ

32 天龍川欠壊絵図 テンリュウガワ　ケッカイ　エズ

33
〔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



No. タイトル名 書名ヨミ 著者名 出版者

34 天竜川築堤絵図 テンリュウガワ　チクテイエズ

35 天龍川堤防絵図 テンリュウガワ　テイボウ　エズ

36
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

37 天竜東川ダシ絵図
テンリュウガワ　ヒガシカワ　ダシ
エズ

38 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

39 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

40 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

41 東海道五十三次絵巻(下巻、見付から京都)
トウカイドウゴジュウサンツギ　エマ
キ

42 灯台付近海岸図 トウダイフキン　カイガンズ

43 遠江国掛塚灯台及び吏員退息所附近平面図
トオトウミノクニ　カケツカトウダイ
オヨビ　リインタイソクジョ　フキン
ヘイメンズ

44
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

45 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

46 西平松絵図１ ニシヒラマツ　エズ

47 西平松絵図２ ニシヒラマツ　エズ

48 浜部村宿村絵図 ハマベムラ　シュクソン　エズ

49 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

50 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

51 平松村・掛下村絵図 ヒラマツムラ　カケシタムラ　エズ

52 平間村絵図 ヒラマムラ　エズ

53 平松村絵図 ヒラマツムラ　エズ

54 豊長社碇泊場及荷置場之図
ホウチョウシャ　テイハクバ　オヨビ
ニオキバノズ

55 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

56 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

57 （三家村絵図）天保4年4月 ミツエムラ　エズ



No. タイトル名 書名ヨミ 著者名 出版者

58 （三家村絵図）天保7年3月 ミツエムラ　エズ

59 （三家村絵図）天保7年11月 ミツエムラ　エズ

60 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

61 （三家村絵図面） ミツエムラ　エズメン

62 （三家村川添状況図） ミツエムラ　カワゾエジョウキョウズ

63 （三家村居村新開図） ミツエムラ　キョソン　シンカイズ

64 （三家村近郷村落道路絵図）
ミツエムラ　キンゴウ　ソンラク　ドウ
ロ　エズ

65
〔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

66 （三家村堤防工事水害状況図）
ミツエムラ　テイボウコウジ　スイガ
イジョウキョウズ

67 （三家村水害絵図） ミツエムラ　スイガイジョウキョウズ

68 （三家村天竜川堤図） ミツエムラ　テンリュウガワ　ツツミズ

69 （三家村畑・居屋敷・荒地場所絵図）
ミツエムラ　ハタケ　イヤシキ　アレ
チバショ　エズ

70
〔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

71 於見付国府新酒屋弐間之事　－包紙入－
ミツケ　コクフニオイテ　シンサカヤ
ニケンノコト

72 見付宿絵図 ミツケシュク　エズ

73
見付町・岩井村原堺絵図（遠州磐田郡見付
町と同山名郡岩井村原坂井論之事）

ミツケチョウ　イワイハラムラハラ
サカイエズ

74 見付町万覚書 ミツケチョウ　ヨロズ　オボエガキ

75 向笠原岩井野入会馬草場（争論）絵図
ムカサハラ　イワイノ　イリアイマグ
サバ　ソウロン　エズ

76 村絵図（平松村） ムラエズ　ヒラマツムラ

77
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

78 (湧水のため水腐場絵図） ワキミズノタメノ　フスイバ　エズ

No. タイトル名 書名ヨミ 著者名 出版者

磐田市統計書



No. タイトル名 書名ヨミ 著者名 出版者

1 磐田市統計書　（平成18年版～令和3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、磐田市総務部総務課

磐田市企画財政部企画調整
課、磐田市総務部総務課

2 グラフで見る磐田市のすがた　(令和2-3年版) グラフデミル　イワタシノ　スガタ 磐田市総務部総務課 磐田市総務部総務課

No. タイトル名 書名ヨミ 著者名 出版者

1
広報いわた　（平成17年4月15日号から最新
号）

コウホウ　イワタ 磐田市 磐田市

No. タイトル名 書名ヨミ 著者名 出版者

1 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

2 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

3 磐田市内文化財案内図
イワタシナイ　ブンカザイ　アンナイ
ズ

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

4
いわた東海道見て歩き　是より西島～見付宿
～池田

イワタ　トウカイドウ　ミテアルキ　コ
レヨリ　ニシジマ　ミツケシュク　イケ
ダ

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

5 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

6 磐田百年物語 イワタ　ヒャクネン　モノガタリ
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

7
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

8
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

9
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

10
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

11
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

12
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

13
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

14
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

15
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

広　報　い　わ　た

市刊行物（文化財課）



No. タイトル名 書名ヨミ 著者名 出版者

16 海を渡ってきた技術と文化
ウミヲ　ワタッテキタ　ギジュツトブン
カ

磐田市教育委員会／編 磐田市教育委員会

17 おっかさの民俗誌 オッカサノ　ミンゾクシ 磐田市教育委員会／編 磐田市教育委員会

18 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

19 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

20 ここまでわかった三ヶ野・明ヶ島の遺跡
ココマデワカッタ　ミカノ　ミョウガジ
マノ　イセキ

磐田市教育委員会／編 磐田市教育委員会

21 甑塚古墳とその周辺 コシキヅカコフント　ソノ　シュウヘン 磐田市教育委員会／編 磐田市教育委員会

22 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

23 前方後円墳とイワタの時代
ゼンポウコウエンフント　イワタノジ
ダイ

磐田市教育委員会／編 磐田市教育委員会

24 大磐田展 ダイイワタテン
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

25 台地を掘る ダイチヲ　ホル 磐田市教育委員会／編 磐田市教育委員会

26 土の造形 ツチノゾウケイ 磐田市教育委員会／編 磐田市教育委員会

27 堂山古墳 ドウヤマ　コフン 磐田市教育委員会／編 磐田市教育委員会

28 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

29 西貝塚から半世紀 ニシカイヅカカラ　ハンセイキ 磐田市教育委員会／編 磐田市教育委員会

30 人形 ニンギョウ 磐田市教育委員会／編 磐田市教育委員会

31 発掘調査の歩み ハックツチョウサノ　アユミ 磐田市教育委員会／編 磐田市教育委員会

32 平成の発掘調査から ヘイセイノ　ハックツチョウサカラ 磐田市教育委員会／編 磐田市教育委員会

33 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

34 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

35 明ヶ島土製品の世界 ミョウガジマ　ドセイヒンノ　セカイ
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

36 民具にみる匠と技 ミングニミル　タクミトワザ 磐田市教育委員会／編 磐田市教育委員会

37 弥生時代げＧＯ！　2000年前のイワタ
ヤヨイジダイヘ　ゴー　ニセンネンマ
エノイワタ

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

38 よみがえる古代の神々 ヨミガエル　コダイノ　カミガミ 磐田市教育委員会／編 磐田市教育委員会

39 黄泉の世界 ヨミノ　セカイ 磐田市教育委員会／編 磐田市教育委員会



No. タイトル名 書名ヨミ 著者名 出版者

40 和鏡 ワキョウ
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

1
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

2 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

3 獅子ヶ鼻トレッキングコース シシガハナ　トレッキングコース
磐田市産業部農林水産課／
編

磐田市産業部農林水産課

No. タイトル名 書名ヨミ 著者名 出版者

1 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

2 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

3 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

4 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

5 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

6 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

7 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

8 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

9 ひけた！ ヒケタ 榛葉　日那／作 磐田市立磐田第一中学校

10 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

11 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

12 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

13 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

14 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

15 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

16 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

市刊行物（農林水産課）

市民の作品（中学生）　磐田第一中学校



No. タイトル名 書名ヨミ 著者名 出版者

1 あいさつ アイサツ みしま　ひろと／作 磐田市立豊田中学校

2 あいさつちゃんとできるかな。 アイサツ　チャント　デキルカナ よしだ　あやね／作 磐田市立豊田中学校

3 あいさつできるかな アイサツ　デキルカナ 齋木　陽菜／作 磐田市立豊田中学校

4 あなたはだあれ？ アナタワ　ダアレ いわもと　まや／作 磐田市立豊田中学校

5 あまいものがだいすきなたけしくん
アマイモノガ　ダイスキナ　タケシク
ン

須藤　愛帆／作 磐田市立豊田中学校

6 あめ アメ 袴田　陽香／作 磐田市立豊田中学校

7 あんくんのふく アンクンノ　フク 牧野　千瑛里／作 磐田市立豊田中学校

8 イモムシ イモムシ 加藤　里菜／作 磐田市立豊田中学校

9 海の仲間達 ウミノ　ナカマタチ 岡田　菜月／作 磐田市立豊田中学校

10 おおきなさつまいも オオキナ　サツマイモ 米田　朱里／作 磐田市立豊田中学校

11 おようふく オヨウフク 鈴木　心優／作 磐田市立豊田中学校

12 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

13 きょうはなんのひ キョウワ　ナンノヒ 桝田　朋伽／作 磐田市立豊田中学校

14 くだものさんのうんどうかい クダモノサンノ　ウンドウカイ すずき　あいな／作 磐田市立豊田中学校

15 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

16 ケーキをつくろう！ ケーキオ　ツクロウ ながた　はるな／作 磐田市立豊田中学校

17 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

18 これ、だーれ？ コレ　ダーレ 市川　舜／作 磐田市立豊田中学校

19 さきちゃんのカレーライス サキチャンノ　カレーライス 佐藤　結理／作 磐田市立豊田中学校

20 サンタさんへ サンタサンエ 冨樫　陽菜／作 磐田市立豊田中学校

21 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

22 だぁ～れだ？ ダアーレダ 鈴木　詩／作 磐田市立豊田中学校

23 だれのぼうし？ ダレノ　ボウシ おおいし　かのん／作 磐田市立豊田中学校

市民の作品（中学生）　豊田中学校



No. タイトル名 書名ヨミ 著者名 出版者

24 であい デアイ 平松　七葉／作 磐田市立豊田中学校

25 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

26 なかよし ナカヨシ 一ノ宮　志帆／作 磐田市立豊田中学校

27 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

28 ねこくんのたからさがし ネコクンノ　タカラサガシ ながせ　まゆき／作 磐田市立豊田中学校

29 ねこたくんのたんじょうかい ネコタクンノ　タンジョウカイ 青山　もえ／作 磐田市立豊田中学校

30 ねこのいちにち ネコノ　イチニチ ささき　なみ／作 磐田市立豊田中学校

31 はみがきちゃんとできるかな。 ハミガキ　チャント　デキルカナ むらい　あやね／作 磐田市立豊田中学校

32 ＨＡＬＬＯ　ＷＥＥＮ ハロウィーン たなか　あや／作 磐田市立豊田中学校

33 ヒーローになるための本 ヒーローニ　ナルタメノ　ホン 大桒　澄武／作 磐田市立豊田中学校

34 ヒーローになれるかな？ ヒーローニ　ナレルカナ 棚橋　未絢／作 磐田市立豊田中学校

35 ピンクのハンカチ ピンクノ　ハンカチ つかもと　ゆうこ／作 磐田市立豊田中学校

36 ふしぎなあな フシギナ　アナ かとう　りん／作 磐田市立豊田中学校

37 ぼくのかぞくはなんにん？ ボクノ　カゾクハ　ナンニン 鈴木　ひか理／作 磐田市立豊田中学校

38 僕の大好きな川 ボクノ　ダイスキナ　カワ 中田　夕羅／作 磐田市立豊田中学校

39 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

40 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

41 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

42 みんなともだち ミンナ　トモダチ きむら　ひなか／作 磐田市立豊田中学校

43 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

44 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

45 やさしいシャチ ヤサシイ　シャチ 鈴木　晴人／作 磐田市立豊田中学校

46 ヤドカリのヤドちゃん ヤドカリノ　ヤドチャン 大橋　咲来／作 磐田市立豊田中学校

47 ゆうたくんのたんけん ユウタクンノ　タンケン 田中　慈恵／作 磐田市立豊田中学校



No. タイトル名 書名ヨミ 著者名 出版者

48 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

49 らんくんのなやみ ランクンノ　ナヤミ 小永井　花／作 磐田市立豊田中学校

50 ランちゃんのぼうし ランチャンノ　ボウシ こながい　こころ／作 磐田市立豊田中学校

51 りんごのあぽちゃん リンゴノ　アポチャン 山田　瑠圭／作 磐田市立豊田中学校

1 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）


