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種別 発行年月日 書名 編著者 発行元 形態 備考

埼玉関係
　史料集

昭和45年10月10日 秩父事件史料　第一巻 埼玉新聞社出版部 A5

昭和52年5月15日
大日本地誌大系⑦　新編式蔵風土記稿
第一巻（豊島・葛飾郡）

蘆田伊人編集校訂 雄山閣 A5

昭和52年5月15日
大日本地誌大系⑧　新編式蔵風土記稿
第二巻（葛飾・荏原郡）

蘆田伊人編集校訂 雄山閣 A5

昭和52年5月15日
大日本地誌大系⑨　新編式蔵風土記稿
第三巻（荏原・橘樹郡）

蘆田伊人編集校訂 雄山閣 A5

昭和52年5月15日
大日本地誌大系⑩　新編式蔵風土記稿
第四巻（久良岐・都筑・多磨郡）

蘆田伊人編集校訂 雄山閣 A5

昭和52年5月15日
大日本地誌大系⑪　新編式蔵風土記稿
第五巻（多磨郡）

蘆田伊人編集校訂 雄山閣 A5

昭和52年5月15日
大日本地誌大系⑫　新編式蔵風土記稿
第六巻（多磨郡）

蘆田伊人編集校訂 雄山閣 A5

昭和52年5月15日
大日本地誌大系⑬　新編式蔵風土記稿
第七巻（多磨・新座・足立郡）

蘆田伊人編集校訂 雄山閣 A5

昭和52年5月15日
大日本地誌大系⑭　新編式蔵風土記稿
第八巻（足立・入間郡）

蘆田伊人編集校訂 雄山閣 A5

昭和52年5月15日
大日本地誌大系⑮　新編式蔵風土記稿
第九巻（入間・高麗・比企郡）

蘆田伊人編集校訂 雄山閣 A5

昭和52年5月15日
大日本地誌大系⑯　新編式蔵風土記稿
第十巻（比企・横見・埼玉郡）

蘆田伊人編集校訂 雄山閣 A5

昭和52年5月15日
大日本地誌大系⑰　新編式蔵風土記稿
第十一巻（埼玉・大里・男衾・幡羅・
榛沢・那賀・児玉郡）

蘆田伊人編集校訂 雄山閣 A5

昭和52年5月15日
大日本地誌大系⑱　新編式蔵風土記稿
第十二巻（児玉・賀美・秩父郡）

蘆田伊人編集校訂 雄山閣 A5

平成8年9月25日再版 武蔵史料銘記集 稲村坦元編著 東京堂出版 A5
平成13年9月1日 翻刻　武蔵七党系図 加藤　功 B5

　辞典類
昭和26年4月1日 埼玉県地名辞典 韮塚一三郎 関東図書 B6
昭和43年8月20日 埼玉史料辞典 埼玉新聞社出版部 B5
昭和49年3月1日 埼玉大百科事典　1 埼玉新聞社 B5
昭和49年8月15日 埼玉大百科事典　2 埼玉新聞社 B5



昭和49年11月15日 埼玉大百科事典　3 埼玉新聞社 B5
昭和50年3月10日 埼玉大百科事典　4 埼玉新聞社 B5
昭和50年5月1日 埼玉大百科事典　5 埼玉新聞社 B5

昭和55年7月8日 角川日本地名大辞典 11　埼玉県
「角川日本地名大辞
典」編纂委員会編

角川書店 A5

昭和57年11月20日 改訂　郷土史辞典11　埼玉県 大村進・秋葉一男 昌平社 B6

平成5年11月15日
日本歴史地名大系　第11巻　埼玉県の
地名

平凡社地方資料セン
ター編

平凡社 B5

平成2年10月25日 埼玉年鑑　1991 埼玉新聞社 B5

平成2年10月25日
1991年版　埼玉年鑑　別冊　人名録・
企業総覧

埼玉新聞社 B5

　地図類

昭和38年6月20日
埼玉県市街地図集　地名・公共施設便
覧

人文社 B4

昭和50年1月10日
50年版　首都圏地域地図集　№1　東
京都・埼玉県編

人文社 A3

昭和58年2月15日再版
明治二十二年四月改正　埼玉県管内全
図

童心舎　斎藤秀次郎 舗

　歴史全般
昭和41年3月15日 武州物語 読売新聞社浦和支局 B6

昭和46年7月15日 平方史話
（平方）明治百年記
念顕彰碑建設委員会

A5

昭和49年
カラー・スライド百科　われらの郷土
№1　埼玉の歴史（上）

埼玉新聞社 A4

昭和49年
カラー・スライド百科　われらの郷土
№2　埼玉の歴史（下）

埼玉新聞社 A4

昭和52年7月23日 畠山重忠公
畠山重忠公史蹟保存
会

A5

昭和56年11月30日2版16 埼玉県の歴史　県史シリーズ11 小野文雄 山川出版社 B6
昭和56年2月20日 御鷹場 本間清利 埼玉新聞社 A5
昭和58年4月1日 利根川 本間清利 埼玉新聞社 B6
昭和58年12月31日 埼玉の古城址 中田正光 有峰書店新社 B6
平成2年12月31日 さいたま歴史街道 吉本富男編 埼玉新聞社 B5

平成4年3月1日 熊谷の絵馬（庶民の祈りと暮らし）
立正大学北埼玉地域
研究センタ－

B5

平成5年3月31日 観音巡礼 山田計司 さきたま出版会 B6

平成7年9月20日
江戸時代　人づくり風土記⑪　ふるさ
との人と知恵　埼玉

農山漁村文化協会 B5



平成9年11月1日
日本の城郭城址に関する調査報告書Ⅱ
関東編

日本城郭協会 A4

平成12年2月20日
埼玉の遺跡　－土の中からのメッセー
ジ－

塩野　博編 さきたま出版会 A5

平成13年3月22日
埼玉ふるさと散歩　日光道・古利根流
域編

秋葉一男編 さきたま出版会 B6

平成19年1月1日 埼玉の力石 高橋愼助 岩田書院 A5

平成18年11月30日 野外調査研究所報告　11
NPO法人野外調査研
究所

A4

平成20年6月30日 野外調査研究所年報　5　平成18年度
NPO法人野外調査研
究所

A4

平成20年9月30日
野外研叢書1　日本の龍勢＆世界のバ
ンブーロケット

NPO法人野外調査研
究所

A5

平成27年4月10日
野外研叢書6　井澤弥惣兵衛為永　－
見沼新田開発指導者　その人と実績

青木義脩
NPO法人野外調査研
究所

Ａ5

平成19年6月15日
森田武教授退官記念論文集　近世・近
代日本社会の展開と社会諸科学の現在

森田武教授退官記念
会編

新泉社 A5

平成25年2月28日
南中野遺跡出土遺物の研究　－さいた
ま市見沼区所在遺跡－

日本大学文理学部
（浜田晋介・山本孝
文）

日本大学法学部 A4

平成27年3月改訂
新座歴史探訪　野火止用水/平林寺/ひ
るねの森/菅沢稲荷神社

十文字学園女子大学 A4 ﾘｰﾌﾚｯﾄ

平成27年12月30日 近世武蔵野の農業経営と河川改修 黒須　茂 さきたま出版会 A5
　文化財

昭和57年3月1日
埼玉県　国・県・市町村指定　郷土の
文化財

柳田敏司ほか編著
財団法人国土地理協
会

B5

昭和57年5月1日
さいたまの文化財　街角の歴史を訪ね
て

赤松哲彦・奥田裕 瑞光舎 A5

昭和63年7月29日 石仏地図手帖　埼玉篇 日本石仏協会 国書刊行会 B6
平成17年3月 毛呂のお天王様とお囃子 毛呂本郷囃子保存会 A4
平成26年8月1日 近世以前の土木・産業遺産 馬場俊介 A4 付DVD

　寺社
昭和60年10月19日 さきたま文庫1　妻沼聖天山 田島一郎・飯田一雄 さきたま出版会 B6
平成1年11月20日 さきたま文庫11　勝願寺 水村孝行 さきたま出版会 B6
平成12年9月30日 平林寺 藤井孝文 平林寺 B6

平成14年4月吉日 足立坂東三十三ヵ所観音霊場巡礼歌
龍谷山知足院現住
清水興隆

B5

平成26年3月吉日 足立坂東三十三ヵ所観音霊場巡礼歌
龍谷山知足院現住
清水興隆

A4



平成13年10月15日 埼玉県寺院全集　埼玉のお寺 埼玉県佛教会監修 千秋社 A4
平成18年3月18日 長久寺 長久寺 A4

鴻巣檀林誌　抄 檀林　勝願寺 B6
平林禅寺 平林寺 A5

檀林　巡路記　全
弘所　芝神明前　和
泉屋新八

変型

　その他

昭和42年8月1日
埼玉軍政部と教育－（その施策と
人々）－

木村　泰夫 変型

昭和52年12月20日
ふるさとの植物　埼玉県指定天然記念
物他

加藤亮明 B5

昭和57年7月3日 和顔愛語－新しい豊かさを求めて－ 畑　和 ぎょうせい B6

昭和59年3月15日
昭和五十八年度埼玉県教育委員会長期
研修教育報告　中山道熊谷宿助郷の展
開と変容

柏浦勝良 A5

昭和59年3月20日
昭和五十八年度埼玉県教育委員会長期
研修教員報告　北武蔵における小物成
の分布と変遷

飯塚　昇 B5

昭和59年3月25日
昭和五十八年度埼玉県教育委員会長期
研修教員報告　荒川大橋の変遷－明治
以降　県北交通の発展－

神山喜義 B5

昭和61年3月25日
昭和六十年度埼玉県教育委員会長期研
修報告　見沼新田開発の一考察

相澤儀郎 A5

昭和62年2月26日第2刷 私の履歴書　努力六分と運四分 畑　和 滴翠社 B6
昭和63年7月20日 忍郷友会八十年史 市川良一編 忍郷友会 A5

平成2年8月30日
熱き想いを－二十一世紀へつなぐ地方
自治－

畑　和 ぎょうせい B6

平成2年9月30日 埼玉四季の植物 永野　巌 埼玉新聞社 B6

平成6年2月
復刻　其志遠李集－越生の遊俳　新井
角丈　追悼句集－

仲　静治編 新井清次郎 A5大

平成7年1月8日 田畑と雑木林の民俗 大舘勝治 慶友社 A5

平成8年3月20日
春祈檮・夏祈檮の諸相　－埼葛地域の
分布と特徴

板垣時夫 B5

（平成10年）
21世紀への都心づくりと大都市づくり
政策提言

聖学院大学埼玉都市
政策研究会

B5

平成10年9月18日 埼玉県昆虫誌　Ⅰ（第1分冊） 埼玉昆虫談話会 A4
平成10年9月18日 埼玉県昆虫誌　Ⅰ（第2分冊） 埼玉昆虫談話会 A4
平成9年7月1日 埼玉県昆虫誌　Ⅱ 埼玉昆虫談話会 A4
平成10年3月6日 埼玉県昆虫誌　Ⅲ 埼玉昆虫談話会 A4



平成11年3月31日 埼玉県昆虫誌　別巻 埼玉昆虫談話会 A4

平成11年6月19日 教弘文庫48　教育文化講演集15
埼玉県教育公務員弘
済会

B5

平成12年3月10日 家康公死後暗殺－日光御遷葬異聞－ 松井雅雄 新人物往来社 B6

平成12年10月1日
備前堀の歴史－400年間にわたる用水
史－

茂木　悟 博字堂 A5

平成14年10月20日
武蔵国足立郡倉田村真言宗明星院等住
僧系譜之事－南部岳妙泉寺住、本国出
羽仙北神宮寺僧「快遍」を逐う－

神宮　滋 B5

平成19年10月 埼玉を歩く良寛さん 五十嵐咲彦 A5
平成20年12月3日 俺がやらなきゃ誰がやる！！ 大島　清 変型

平成21年10月10日
幻の南部領　岩槻御舊地探索秘記の世
界

まつお十平 人文社 A5

平成22年5月18日 ばてれん山 関根和美 埼玉新聞社 B6
平成23年5月15日 句文集　歓喜寺の鐘 小山喜八 文芸社 B5

平成23年2月11日
歓喜寺の鐘の声　陸軍騎兵曹長　矢部
喜八

小山喜八 ユー・エイド B5

平成23年5月14日 家族－この一年 赤石光資 A5

平成23年10月25日
齋藤甲馬と宮代　世界のどこにもない
まちを創る

齋藤甲馬の本制作委
員会

変型

彫刻家・佐藤栄太郎と日本美術専門学
校展

サトエ記念21世紀美
術館

財団法人サトエ記念
21世紀美術館

B5

　雑誌類

平成7年10月1日
埼玉史談　第42巻第3号（通巻243号）
深谷地域特集号

埼玉県郷土文化会 A5

平成24年4月1日 埼玉史談　第59巻第1号（通巻309号） 埼玉県郷土文化会 A5
平成24年10月1日 埼玉史談　第59巻第3号（通巻311号） 埼玉県郷土文化会 A5
平成15年5月18日 埼玉地方史　第50号 埼玉県地方史研究会 A5

平成18年5月10日
備蓄古銭の検討－出土地点の詳細から
－（『埼玉考古学会50周年記念論文集
埼玉の考古学Ⅱ』抜刷）

赤石光資 埼玉考古学会 B5

平成31年3月31日 埼玉考古　第54号
青木　弘・鬼塚和典・和
久裕昭・西井幸雄・藤野
一之・吉田幸一

埼玉考古学会 A4

昭和47年8月31日 埼玉文化史研究　2 埼玉文化史研究会 A5
平成4年1月31日 埼玉民俗　第17号 埼玉民俗の会 A5
平成13年3月31日 埼玉民俗　第26号 埼玉民俗の会 A5
平成17年3月31日 埼玉民俗　第30号 埼玉民俗の会 A5
平成18年3月31日 埼玉民俗　第31号 埼玉民俗の会 A5
平成20年3月31日 埼玉民俗　第33号 埼玉民俗の会 A5



平成23年3月31日 埼玉民俗　第36号 埼玉民俗の会 A5
平成24年3月31日 埼玉民俗　第37号 埼玉民俗の会 A5

昭和55年5月20日 浦和歴史文化叢書⑥　見沼通船堀
青木　義脩
中沢袈裟吉

浦和市郷土文化会 B5

平成7年12月3日
大宮の郷土史　特別号（大宮－宿場と
交通Ⅱ－）

大宮郷土史研究会 B5

平成5年3月24日 大宮の郷土史　第18号 大宮郷土史研究会 A5

平成18年3月31日
川口史林　川口市郷土史会々誌　第71
号

川口市郷土史会 B5

平成19年3月31日
川口史林　川口市郷土史会々誌　第72
号

川口市郷土史会 B5

平成20年3月31日
川口史林　川口市郷土史会々誌　第73
号

川口市郷土史会 B5

　 平成16年4月1日 あゆみ　第30号 毛呂山郷土史研究会 B5

平成2年3月31日
立正大学　北埼玉地域研究センター年
報　第13号

立正大学北埼玉地域
研究センター

B5

平成4年3月31日
立正大学　北埼玉地域研究センター年
報　第15号

立正大学北埼玉地域
研究センター

B5

平成7年3月31日
立正大学　北埼玉地域研究センター年
報  第18号

立正大学地域研究セ
ンター

B5

平成8年3月31日
立正大学　北埼玉地域研究センター年
報  第19号

立正大学地域研究セ
ンター

B5

平成11年1月29日
立正大学　地域研究センター年報　第
22号

立正大学地域研究セ
ンター年報編集室

B5

一般
　史料集

昭和58年2月1日第7刷 日本史料選書①　地方凡例録　上巻 大石慎三郎校訂 近藤出版社 B6
昭和55年12月20日第6刷 日本史料選書④　地方凡例録　下巻 大石慎三郎校訂 近藤出版社 B6
昭和52年9月30日 日本史料選書⑮　武蔵田園簿 北島正元校訂 近藤出版社 A5

昭和56年4月20日
日本史料選書21　江戸幕府郡代代官史
料集

村上　直校訂 近藤出版社 A5

昭和59年7月20日 日本史料選書23　御家人分限帳 鈴木　壽校訂 近藤出版社 B6

昭和63年9月5日 日本史料選書27　関東甲豆郷帳
関東近世史研究会校
訂

近藤出版社 B6

昭和60年10月12日 明治二十二年埼玉県知事巡視録 吉本富男編 埼玉新聞社 A5

平成5年12月20日
東京都古代中世古文書金石文集成　第
一巻　古文書編一

角川文化振興財団編 角川書店 A5



平成6年10月20日
東京都古代中世古文書金石文集成　第
二巻　古文書編二

角川文化振興財団編 角川書店 A5

平成7年5月20日
東京都古代中世古文書金石文集成　第
三巻　古文書編三

角川文化振興財団編 角川書店 A5

平成9年5月20日
東京都古代中世古文書金石文集成　第
四巻　金石文編

角川文化振興財団編 角川書店 A5

　考古・歴史・民俗関係
昭和44年4月1日 日本文化の歴史　第1巻　大地と呪術 国文直一・岡本太郎 学研（学習研究社） 変型
昭和44年5月1日 日本文化の歴史　第2巻　古墳と神々 増田精一・岡本太郎 学研（学習研究社） 変型

昭和44年6月1日 日本文化の歴史　第3巻　飛鳥と斑鳩
和歌森太郎・町田甲
一

学研（学習研究社） 変型

昭和44年7月1日
日本文化の歴史　第4巻　南都のロマ
ン

和歌森太郎・町田甲
一

学研（学習研究社） 変型

昭和44年8月1日 日本文化の歴史　第5巻　密教と王城 竹内理三・佐和隆研 学研（学習研究社） 変型

昭和44年9月1日
日本文化の歴史　第6巻　王朝のみや
び

竹内理三・宮次男 学研（学習研究社） 変型

昭和44年10月1日 日本文化の歴史　第7巻　武門の道理 林屋辰三郎・森暢 学研（学習研究社） 変型
昭和44年11月1日 日本文化の歴史　第8巻　阿弥と町衆 林屋辰三郎・岡田譲 学研（学習研究社） 変型

昭和44年12月1日 日本文化の歴史　第9巻　わびと黄金
林屋辰三郎・武田恒
夫

学研（学習研究社） 変型

昭和45年1月1日
日本文化の歴史　第10巻　閉ざされた
社会

奈良本辰也・赤井達
郎

学研（学習研究社） 変型

昭和45年2月1日
日本文化の歴史　第11巻　近代への溶
明

奈良本辰也・赤井達
郎

学研（学習研究社） 変型

昭和45年3月1日 日本文化の歴史　第12巻　開花の日本 小西四郎・宮川寅雄 学研（学習研究社） 変型
昭和45年4月1日 日本文化の歴史　第13巻　自我と国家 小西四郎・宮川寅雄 学研（学習研究社） 変型
昭和45年5月1日 日本文化の歴史　第14巻　重き流れ 小西四郎・宮川寅雄 学研（学習研究社） 変型

昭和45年7月1日
日本文化の歴史　第15巻　参加する大
衆

針生一郎・加藤秀俊 学研（学習研究社） 変型

昭和45年8月1日 日本文化の歴史　第16巻　伝統と創造
和歌森太郎・奈良本
辰也・宮川寅雄・針
生一郎

学研（学習研究社） 変型

昭和59年6月30日
決定版　昭和史　昭和前史・文明開化
幕末－明治18年　第1巻

永井康夫 毎日新聞社 A4

昭和59年7月30日
決定版　昭和史　昭和前史・富国強兵
明治19－33年　第2巻

永井康夫 毎日新聞社 A4

昭和59年8月30日
決定版　昭和史　昭和前史・日露戦争
明治34－45年　第3巻

永井康夫 毎日新聞社 A4



昭和59年9月30日
決定版　昭和史　昭和前史・関東大震
災　大正元年－15年　第4巻

永井康夫 毎日新聞社 A4

昭和59年1月30日
決定版　昭和史　昭和の幕開く　昭和
元年－5年　第5巻

永井康夫 毎日新聞社 A4

昭和59年2月29日
決定版　昭和史　満州事変　昭和6－8
年　第6巻

永井康夫 毎日新聞社 A4

昭和59年3月30日
決定版　昭和史　二・二六事件前後
昭和9－11年　第7巻

永井康夫 毎日新聞社 A4

昭和59年4月30日
決定版　昭和史 日中戦争勃発　昭和
12－13年　第8巻

永井康夫 毎日新聞社 A4

昭和60年11月30日
決定版　昭和史　戦線と銃後　昭和14
－15年　第9巻

永井康夫 毎日新聞社 A4

昭和58年10月30日
決定版　昭和史　太平洋戦争開戦
昭和16－17年　第10巻

牧野喜久男 毎日新聞社 A4

昭和58年11月30日
決定版　昭和史　破局への道　　昭和
18－19年　第11巻

牧野喜久男 毎日新聞社 A4

昭和58年9月30日
決定版　昭和史　空襲・敗戦・占領
昭和20年　第12巻

牧野喜久男 毎日新聞社 A4

昭和58年12月30日
決定版　昭和史　廃墟と欠乏　昭和21
－25年　第13巻

牧野喜久男 毎日新聞社 A4

昭和59年10月30日
決定版　昭和史　講和・独立　昭和26
－30年　第14巻

牧野喜久男 毎日新聞社 A4

昭和59年11月30日
決定版　昭和史　高度成長　昭和31－
38年　第15巻

牧野喜久男 毎日新聞社 A4

昭和59年12月30日
決定版　昭和史　昭和元禄　　昭和39
－45年　第16巻

永井康夫 毎日新聞社 A4

昭和60年1月30日
決定版　昭和史　経済大国と石油
ショック　　昭和46－52年　第17巻

永井康夫 毎日新聞社 A4

昭和60年2月28日
決定版　昭和史　不確実性の時代　昭
和53－59年　第18巻

永井康夫 毎日新聞社 A4

昭和60年3月30日
決定版　昭和史　日本植民地史　満
州・朝鮮・台湾　別巻Ⅰ

永井康夫 毎日新聞社 A4

昭和60年4月30日
決定版　昭和史 アメリカ兵の見た占
領日本　別巻Ⅱ

永井康夫 毎日新聞社 A4

昭和63年12月20日第6刷 日本史総覧Ⅰ　考古・古代一 新人物往来社 B5
平成元年11月25日第5刷 日本史総覧Ⅱ　古代二・中世一 新人物往来社 B5
昭和63年7月30日第4刷 日本史総覧Ⅲ　中世二 新人物往来社 B5
昭和61年7月30日第3刷 日本史総覧Ⅳ　近世一 新人物往来社 B5
昭和63年6月15日第3刷 日本史総覧Ⅴ　近世二 新人物往来社 B5



昭和63年6月1日第3刷 日本史総覧Ⅵ　近代・現代 新人物往来社 B5
昭和62年8月20日第3刷 日本史総覧補巻Ⅰ　中世三・近世三 新人物往来社 B5
昭和61年5月30日 日本史総覧補巻Ⅱ　通史 新人物往来社 B5
昭和61年8月5日 日本史総覧補巻Ⅲ　近世四・近代二 新人物往来社 B5

昭和53年9月1日第3刷
＜地方史マニュアル1＞地方史の思想
と視点

児玉幸多・林英夫・
芳賀登編

柏書房 B6

昭和52年12月5日第4刷
＜地方史マニュアル2＞文献資料調査
の実務

木村礎編 柏書房 B6

昭和53年7月1日第6刷
＜地方史マニュアル4＞郷土資料の活
用

杉山博・芳賀登・池
永二郎編

柏書房 B6

昭和58年6月25日
＜地方史マニュアル5＞考古資料の見
方<遺跡編>

甘粕健編著 柏書房 B6

昭和58年6月25日
＜地方史マニュアル6＞考古資料の見
方<遺物編>

甘粕健編著 柏書房 B6

昭和53年3月31日第5刷
＜地方史マニュアル8＞民具資料調査
整理の実務

宮本馨太郎編 柏書房 B6

昭和53年7月1日第3刷
＜地方史マニュアル9＞地方史と考古
学

甘粕健編 柏書房 B6

昭和54年8月25日 古文書参考図録
古文書解読指導研究
会編

柏書房 A5

昭和55年3月18日 異体字の基礎知識
古文書解読指導研究
会編

柏書房 A5

昭和55年4月10日 古文書への招待２<応用編> 藤本篤 柏書房 A5
昭和56年4月25日第5刷 図録　古文書の基礎知識 若尾俊平 柏書房 A5
昭和58年3月20日 古文書調査バンドブック 児玉幸多編 吉川弘文館 B6

平成6年12月22日第15刷 実例　古文書判読入門
北島正元監修　樋口
政則著

名著出版 A5

平成7年2月24日新装版第
3刷

実例　古文書判読演習 樋口政則 名著出版 A5

昭和3年6月8日普及版 日本民家史 藤田元春 刀江書院 A5

昭和57年6月10日
考古学選書20　日本の木造塔跡　心礎
集成とその分析

長坂一雄 雄山閣出版 A5

平成4年12月13日
シンポジウム　江戸出土の陶磁器・土
器の諸問題　Ⅰ発表要旨

江戸出土陶磁土器研
究グループ

B5 付図

平成4年12月13日
シンポジウム　江戸出土の陶磁器・土
器の諸問題　Ⅰ　資料集

江戸出土陶磁土器研
究グループ

B5



平成6年3月31日

江戸在地系土器の研究Ⅱ
付．シンポジウム　江戸出土の陶磁
器・土器の諸問題　Ⅰ　～対比と討論
の記録～

江戸在地系土器研究
会
江戸出土陶磁土器研
究グループ

B5

平成8年12月23日
シンポジウム　江戸出土の陶磁器・土
器の諸問題　Ⅱ　発表要旨　資料集

江戸出土陶磁土器研
究グループ

B5 付図

平成10年5月20日 江戸在地系土器の研究　Ⅲ
江戸在地系土器研究
会

B5

平成13年6月5日 土師器と須恵器　普及版・季刊考古学 中村浩・望月幹夫 長坂　慶子 B5

平成15年7月10日 改訂版　考古学を知る事典
熊野正也・堀越正行
著

東京堂出版 A5

平成21年5月31日 江戸在地系土器の研究　Ⅶ
江戸在地系土器研究
会

B5

平成23年12月25日
古墳時代の考古学　1　古墳時代史の
枠組み

一瀬和夫・福永伸
哉・北條芳隆

山脇　洋亮 B5

平成28年3月12日 埼玉の考古学入門 藤野龍宏（監修）
株式会社さきたま出
版会

A5

平成29年4月10日
加瀬台遺跡群の研究　－第4地点、第7
地点、第8地点－

浜田晋介・山本孝文
日本大学文理学部史
学科研究室

A4

昭和40年11月15日 日本の歴史10　下剋上の時代 永原　慶二 中央公論社 B6

昭和40年12月15日 日本の歴史11　戦国大名 杉山　博 中央公論社 B6

昭和45年6月10日 古代の日本　第7巻関東
杉原　荘介　竹内
理三

株式会社角川書店 A5 付図

昭和46年12月25日 埼玉県の歴史　県史シリーズ11 小野　文雄 株式会社山川出版社 B6
昭和47年3月15日 武蔵の古社 菱沼　勇 有峰書店 B6
昭和52年5月1日 日本歴史地理総説　近世編 藤岡謙二郎編 吉川弘文館 B5
昭和52年5月21日 日本の仏教宗派 仏教伝道教会 B6
昭和56年6月25日 徳川幕府県治要略 安藤　博 柏書房株式会社 B5

昭和57年4月1日 浦和の歴史と文化を知る本 青木　義脩
株式会社さきたま出
版会

A5

昭和57年2月10日第24刷 近世地方史研究入門 地方史研究協議会編 岩波書店 B6
昭和57年4月30日 地名研究のすすめ 落合重信 国書刊行会 B6
昭和61年10月31日 日本の古代遺跡31埼玉 金井塚　良一 株式会社保育者 B6



昭和61年11月10日
講座・日本技術の社会史　別巻１　人
物篇　近世

永原慶二・山口啓二
ほか編

日本評論社 変型

昭和62年1月31日
杖刀人のふる里に生まれて－埼玉の歴
史と文化財－

柳田　敏司
柳田敏司先生還暦記
念「杖刀人のふる里
に生まれて」刊行会

B6

平成元年11月30日第7刷 値段史年表　明治・大正・昭和 週刊朝日編 朝日新聞社 B6
平成12年3月 村のなかの古代史 野田嶺志 岩田書院 A5

平成12年3月20日
戦国大名から将軍権力へ　－転換期を
歩く－

所　理喜夫 吉川弘文館 A5

平成12年6月30日 隅田川の伝説と歴史
すみだ郷土文化資料
館

東京堂出版 A5

平成14年4月1日第8版 日本史年表・地図 児玉幸多編 吉川弘文館 B5

平成18年3月15日
中世武蔵人物列伝　時代を動かした武
士とその周辺

埼玉県立歴史資料館
株式会社さきたま出
版会

A5

平成20年4月25日
東畑精一の経済思想　協同組合、企業
者、そして地域

篠崎尚夫 日本経済評論社 A5

平成22年1月20日 埼玉平野の成立ち・風土 松浦　茂樹 （株）埼玉新聞社 B5
平成22年9月1日 松平信綱　人物叢書新装版 大野瑞男 吉川弘文館 B6
平成22年11月25日 埼玉の城址めぐり 西野　博道 幹書房（関　泰邦） A5

平成25年3月3日 さいたま・水とみどりのアカデミー
NPO法人水のフォル
ム

見山再生保全イニシ
アチブ

新書
版

平成27年3月20日
ミュージアムヴィレッジ大宮公園トー
クイベントブックレット　氷川神社の
歴史を語る　－自然と文化－

「ミュージアムヴィ
レッジ大宮公園」連
絡協議会

A5

平成27年5月31日
さいたま市誕生　知られざる真実　旧
大宮市長が語る四市一町構想の果て-
兵どもが夢のあと

進藤　享弘
知玄舎（小堀　英
一）

B6

平成29年6月9日 江戸始図でわかった「江戸城」の真実
千田　嘉博
森岡　知範

株式会社　宝島社
新書
版

平成29年9月19日
徳川四代　大江戸を建てる！　驚きの
江戸の町づくり

河合　敦
株式会社実業之日本
社

新書
版

平成30年3月16日
悪代官はじつは正義の味方だった　時
代劇が描かなかった代官たちの実像

山本　博文
株式会社実業之日本
社

新書
版

市町村史発刊作業のあらまし－計画か
ら発刊まで－

B6



昭和47年1月10日 日本の民俗　埼玉 倉林　正次
第一法規出版株式会
社

B６

昭和54年9月6日 図録　民具の基礎知識 宮本馨太郎 柏書房 A5

昭和58年4月10日第9刷 民俗調査ハンドブック
上野和男・高桑守
史・福田アジオ・宮
田登編

吉川弘文館 B6

　文化財関係

昭和40年1月10日第7版 日本の文化財
文化財保護委員会監
修

第一法規 B5 Ⅰ・Ⅱ分冊

昭和40年7月25日 仏像のみかた<技法と表現> 倉田文作 第一法規 変型

昭和42年8月10日 文化財の鑑賞
文化財保護委員会監
修

第一法規 B5

昭和60年5月30日第10刷 日本の建築－歴史と伝統－ 太田博太郎 筑摩書房 B6
昭和47年3月20日3版 神社建築 山内泰明 神社新報社 A5
昭和56年6月30日 東京美術選書25　社殿のみかた図典 前　久夫 東京美術 B6
昭和57年10月15日第16刷 民家のみかた調べかた 文化庁監修 第一法規 B6
昭和58年5月1日第6刷 仏像の再発見－鑑定への道 西村公朝 吉川弘文館 A5
昭和62年2月25日3刷 図解　文化財の見方－歴史散歩の手引 人見春雄外2名編 山川出版社 新書
平成13年8月25日 文化財探訪クラブ10　陶磁器の世界 吉岡康暢監修 山川出版社 A5

平成27年3月20日
城を極める　中世城郭の縄張と空間
土の城が語るもの

松岡　進 吉川弘文館 A5

平成29年6月29日 カラー図解　城の攻め方・つくり方 中井均監修 宝島社 A5

平成30年1月29日
学研ムック　大きな縄張図で歩く！楽
しむ！　完全詳解　山城ガイド

加藤理文監修 学研プラス A4

　その他書籍
昭和46年1月20日 遠州幡鎌家とその一族　補遺 幡鎌芳三郎 A5
昭和57年9月10日改訂第5
刷

原色日本の美術　第1巻　原始美術 斎藤忠・吉川逸治 小学館 B4

昭和54年7月25日 日本の原始美術　4　須恵器 原口正三 講談社 A4
昭和59年11月15日 図録　日本教育の源流 石川松太郎監修 第一法規 B4

昭和60年9月20日
目で見る天理教案内　ようこそおかえ
り

天理教道友社 B6

昭和62年1月1日
読売カラー百科109　歴史の旅　伊達
政宗

読売新聞東京本社宣
伝部編

読売新聞社販売局 B6

昭和63年4月10日 公文書館への道 岩上二郎 共同編集室 B6

平成元年1月25日
記録遺産を守るために－公文書館法の
意義と今後の課題－

全国歴史資料保存利
用機関連絡協議会

B5

平成4年11月16日第6刷
古文書修補六十年－和装本の修補と造
本

遠藤諦之輔 汲古書院 A5



平成20年4月1日
古城の風景Ⅰ－菅沼の城　奥平の城
松平の城－

宮城谷昌光 新潮社 文庫

平成21年12月
劣化する戦後写真　－写真の資料化と
保存・活用－

全国歴史資料保存利
用機関連絡協議会編

岩田書院 A5

平成22年1月 写真保存の実務
全国歴史資料保存利
用機関連絡協議会編

岩田書院 A5

平成23年7月29日改訂版
初版発行

改訂　逐条解説　公文書管理法・施行
令

ぎょうせい A5

平成24年8月20日
タツミムック　お城の手帖　戦国武将
編

小林智広 廣瀬　和二 A4

平成29年6月15日
別冊宝島2578号　江戸城　天下普請の
謎

株式会社宝島社 A4

平成28年10月16日
サンエイムック　男の隠れ家別冊「古
地図で読み解く！城下町の秘密」

株式会社三栄書房 A4

平成29年1月26日
時空旅人　2017voｌ．36　400年の礎
をいな、歩くー。江戸の町づくり

株式会社三栄書房 A4

平成30年3月26日
時空旅人　2018voｌ．43　明治東京町
づくり

株式会社三栄書房 A4

ものがたり　空海上人　弘法大師千百
五十年御遠忌　大本山川崎大師大開帳
奉修　記念版

青山書院
大本山川崎大師平間
寺　御遠忌並大開帳
奉修事務局

B5

　雑誌類

昭和61年12月20日 文教大学教育学部紀要　第20集
文教大学教育学部紀
要委員会編

文教大学 B5

平成3年12月20日 文教大学教育学部紀要　第25集
文教大学教育学部紀
要委員会編

文教大学 B5

平成5年2月20日 文教大学教育学部紀要　第26集
文教大学教育学部紀
要委員会編

文教大学 B5

平成3年12月20日 文教大学人間科学研究　第13号
人間科学部紀要委員
会編

文教大学 B5

平成元年10月1日
日本の生物　1989　10月号　特集－蒲
生海岸の生物

文一総合出版 B5

平成7年3月24日 法政地理　第23号 法政大学地理学会 B5

平成11年10月31日
長岡短期大学地域研究センター年報
地域研究<第９号>

長岡短期大学地域研
究センター

B5

平成13年6月27日 城郭史研究　21号 日本城郭史学会 B5
平成14年2月1日 歴史読本　2002年2月号 新人物往来社 A5

平成15年5月29日
週刊　おくのほそ道を歩く vol.7　壬
生街道　栃木・古河

角川書店 変型



平成16年10月5日 週刊　名城をゆく33　福岡城　小倉城 小学館 変型

平成27年4月14日 週刊　日本の城　№116
株）デアゴスティー
ニ・ジャパン

A4

平成19年6月1日 月刊　歴史街道 辰本清隆 江口克彦 B5
平成17年4月1日 地方史研究　第314号 地方史研究協議会 A5
平成17年6月1日 地方史研究　第315号 地方史研究協議会 A5

平成18年6月30日 武蔵野　第82巻　第1号　通巻343号
武蔵野文化協会　会
長　坂詰秀一

A5

平成18年7月20日 長岡大学　研究論叢　第4号
長岡大学学術研究委
員会

B5

　抜刷

平成11年11月1日
月刊　文化財　発掘出土情報　1999
11　通巻210号　[巻頭グラビア]　三
内丸山(6)遺跡　－青森県青森市ー

㈱東都文化財保存研
究所

B5

平成19年4月
戦前期鉄道企業家の観光・娯楽戦略―
小林一三を中心に―（交通史研究第62
号抜刷）

松本和明 A5

平成19年9月30日
戦国大名後北条氏の支城領制と北条氏
照（『史叢　第77号』抜刷）

井上恵一 日本大学史学会 A5

　辞典類
昭和63年11月3日 大辞林 松村　明編 三省堂 B5
昭和58年12月6日 広辞苑　第三版 新村　出編 岩波書店 A5
平成10年11月11日第5版 広辞苑　第五版 新村　出編 岩波書店 B5
昭和58年1月10日「常
用」新版2刷

新選古語辞典　－新版－ 中田祝夫編 小学館 B6

昭和56年4月10日280版 増補　字源 簡野道明 角川書店 B6
平成3年1月20日229版 角川漢和中辞典 貝塚茂樹外2名編 角川書店 B6
昭和62年1月20日268版 角川　新字源 小川環樹外2名編 角川書店 B6
平成6年1月20日344版 角川　新字源 小川環樹外2名編 角川書店 B6
昭和61年8月30日137版 角川　書道字典 伏見冲敬編 角川書店 B6
昭和57年2月16日第2刷 かな用例字典 中田易直外３名編著 柏書房 B6
昭和58年2月5日第21刷 近世古文書解読辞典 林英夫・若尾俊平編 柏書房 B6
昭和61年4月25日5版 くずし字用例辞典　机上版 児玉幸多編 近藤出版社 A5
平成6年2月10日新装4版 くずし字用例辞典　普及版 児玉幸多編 東京堂出版 B6
平成5年2月10日第3刷 異体字解読字典 山田勝美監修 柏書房 A6

昭和53年11月1日第4刷 日本史用語大辞典　Ⅰ用語編
日本史用語大辞典編
集委員会編

柏書房 B5

昭和53年11月1日第4刷
日本史用語大辞典　Ⅱ参考資料編　Ⅲ
検索編

日本史用語大辞典編
集委員会編

柏書房 B5



平成4年7月10日新装版第
4刷

日本史用語辞典
日本史用語辞典編集
委員会編

柏書房 B6

平成9年11月15日第2刷 日本史広辞典
日本史広辞典編集委
員会編

山川出版社 B5

平成11年10月26日 岩波　日本史辞典 永原慶二監修 岩波書店 A5
昭和56年9月20日第二版
13版

角川日本史辞典　第二版
高柳光寿・竹内理三
編

角川書店 B6

平成16年6月10日再版 角川新版　最新版　日本史辞典 朝尾直弘外2名編 角川書店 B6
平成13年7月20日第3刷 日本史総合年表 加藤友康外3名編 吉川弘文館 B5
平成13年11月26日第4版 近代日本総合年表　第四版 岩波書店編集部編 岩波書店 B5

昭和58年12月8日 角川日本地名大辞典 8　茨城県
「角川日本地名大辞
典」編纂委員会編

角川書店 A5

昭和59年12月8日 角川日本地名大辞典 9　栃木県
「角川日本地名大辞
典」編纂委員会編

角川書店 A5

平成3年2月15日再版 角川日本地名大辞典 10　群馬県
「角川日本地名大辞
典」編纂委員会編

角川書店 A5

昭和53年10月27日 角川日本地名大辞典 13　東京都
「角川日本地名大辞
典」編纂委員会編

角川書店 A5

平成2年7月10日再版 角川日本地名大辞典 22　静岡県
「角川日本地名大辞
典」編纂委員会編

角川書店 A5

平成元年3月8日 角川日本地名大辞典 23　愛知県
「角川日本地名大辞
典」編纂委員会編

角川書店 A5

明治36年8月5日5版 訂正増補　大日本人名辭書 経濟雑誌社 B5
昭和61年1月20日4版 仏具辞典 清水　乞 東京堂出版 B6
昭和61年6月20日第2版5 日本石仏事典<第二版> 庚申懇話会編 雄山閣出版 A5
昭和57年11月20日8版 仏像事典 久野　健編 東京堂出版 A5
平成12年7月10日増補版
第5刷

仏像図典 佐和隆研編 吉川弘文館 A5

昭和53年3月10日第5刷 宗教学辞典
小口偉一・堀一郎監
修

東京大学出版会 A5

昭和54年9月30日 日本仏教史辞典 大野達之助編 東京堂出版 B6
昭和58年4月30日 神社祭神辞典 千葉琢穂 展望社 B6
昭和60年12月1日再版 新宗教辞典 松野純孝編 東京堂出版 B6
昭和61年1月20日13版 仏教宗派辞典 金岡秀友編 東京堂出版 B6

昭和61年6月5日7版 神社辞典
白井永二・土岐昌訓
編

東京堂出版 A5

昭和61年7月10日12版 仏教儀礼辞典 藤井正雄編 東京堂出版 B6
昭和62年5月20日覆刻第1
刷

神道辭典
安津素彦・梅田義彦
監修

神社新報社 A5



昭和62年9月25日6版 民間信仰辞典 桜井徳太郎編 東京堂出版 B6
昭和61年2月20日5刷 図説　民俗探訪事典 大島暁雄外4名編 山川出版社 新書
昭和61年8月1日2刷 図説　仏像巡礼事典 久野　健編 山川出版社 新書
昭和62年1月10日2版26刷 図説　歴史散歩事典 井上光貞監修 山川出版社 新書
昭和61年11月10日4版 故事成語辞典 山田勝美編 東京堂出版 B6
昭和61年12月15日3版 名数数詞辞典 森　睦彦編 東京堂出版 B6
昭和62年6月20日11版 日本史小百科1　神社 岡田米夫 近藤出版社 B6
昭和52年11月5日 日本史小百科2　女性 赤木志津子 近藤出版社 B6
昭和60年4月20日再版 日本史小百科3　荘園 安田元久編 近藤出版社 B6
昭和61年6月20日4版 日本史小百科4　墳墓 斎藤　忠 近藤出版社 B6
昭和62年1月30日5版 日本史小百科5　暦 広瀬秀雄 近藤出版社 B6
昭和60年4月10日再版 日本史小百科6　書道 春名好重 近藤出版社 B6
昭和62年8月30日10版 日本史小百科7　家系 豊田　武 近藤出版社 B6
昭和58年6月10日6版 日本史小百科8　天皇 児玉幸多編 近藤出版社 B6
昭和60年3月20日3版 日本史小百科9　遊女 西山松之助編 近藤出版社 B6
昭和60年3月20日3版 日本史小百科10　農村 大石慎三郎編 近藤出版社 B6
昭和55年12月15日 日本史小百科11　工芸 遠藤元男・竹内淳子 近藤出版社 B6
昭和56年7月10日 日本史小百科12　政変 奈良本辰也編 近藤出版社 B6

昭和57年8月10日 日本史小百科13　国土
藤岡謙二郎・南出真
助

近藤出版社 B6

昭和54年11月20日 日本史小百科14　動物 岡田章雄 近藤出版社 B6
昭和60年2月4日5版 日本史小百科15　学校 海原　徹 近藤出版社 B6
昭和58年11月15日 日本史小百科16　飲食 遠藤元男・谷口歌子 近藤出版社 B6
昭和62年7月24日3版 日本史小百科17　家具 小泉和子 近藤出版社 B6
昭和59年6月25日 日本史小百科18　戦乱 安田元久編 近藤出版社 B6
昭和62年4月20日2版 日本史小百科19　庭園 森　蘊 近藤出版社 B6
昭和60年3月10日 日本史小百科20　医学 服部敏良 近藤出版社 B6
昭和57年5月20日 原色牧野植物大図鑑 牧野富太郎 北隆館 A4
昭和58年5月10日 原色牧野植物大図鑑　続編 牧野富太郎 北隆館 A4

昭和47年8月1日8刷 標準原色図鑑全集3　貝
波部忠重・小菅貞男
著

保育社 A5

野外観察図鑑6　貝と水の生物　改訂
版

旺文社 B6

平成18年5月15日 新版　遺跡保存の事典
文化財保存全国協議
会

平凡社 B6

昭和60年10月10日32版 年中行事辞典 西角井正慶編 東京堂出版 B6
平成10年8月20日5版 日本民具辞典 日本民具学会 ぎょうせい B5

　地図類



昭和37年3月5日復刊63版
昭和三十七年度版　大日本分縣地図併
地名総覧

国際地学協会 B4
小針小学校
旧蔵

昭和48年1月20日第2版 日本都道府県地図 国際地学協会 A3
小針小学校
旧蔵

教科書
平成19年2月10日 新編新しい社会　6上 佐々木毅ほか42名 東京書籍 B5
平成19年7月10日 新編新しい社会　6下 佐々木毅ほか42名 東京書籍 B5

平成20年1月15日 小学生の社会　日本のあゆみ　6上
水越敏行・加藤幸次
ほか23名

日本文教出版 B5

平成20年3月15日 小学生の社会　世界の中の日本　6下
水越敏行・加藤幸次
ほか23名

日本文教出版 B5

平成20年1月20日 小学社会　6上
伊東光晴・佐島群巳
ほか34名

教育出版 B5

平成20年6月20日 小学社会　6下
伊東光晴・佐島群巳
ほか34名

教育出版 B5

平成20年6月5日 社会6下　小学校社会科 森隆夫ほか10名 光村図書出版 B5
平成17年3月30日検定済 中学社会　歴史的分野 鈴木正幸ほか12名 大阪書籍 B5
平成17年3月30日文部科
学省検定済

わたしたちの中学社会　歴史的分野 峯岸賢太郎ほか14名 日本書籍新社 B5

平成17年3月30日文部科
学省検定済

社会科　中学生の歴史　日本の歩みと
世界の動き　＜初訂版＞

黒田日出男ほか7名 帝国書院 B5

平成21年1月20日
社会科　中学生の歴史　日本の歩みと
世界の動き　＜初訂版＞

黒田日出男ほか7名 帝国書院 B5

平成21年3月5日 高校日本史　改訂版日本史B
石井進・五味文彦・
笹山晴生・高埜利彦
ほか9名

山川出版社 A5

平成21年3月5日 新日本史　改訂版日本史B
大津透・久留島典
子・藤田覚・伊藤之
雄

山川出版社 A5

平成21年3月5日 詳説日本史　改訂版日本史B
石井進・五味文彦・
笹山晴生・高埜利彦
ほか9名

山川出版社 A5

その他
昭和57年12月10日 長坂端午旧蔵書目録 文教大学図書館 B5
昭和58年9月10日 内山敬二郎旧蔵書目録 文教大学図書館 B5
昭和60年2月9日 野島秀義旧蔵書目録 文教大学図書館 B5
昭和61年12月10日 大野清四郎旧蔵書目録 文教大学越谷図書館 B5



昭和62年12月10日 五月女惣一旧蔵書目録 文教大学越谷図書館 B5

平成2年7月1日
Shelley and Shelleyana　古岡記念
シェリー・コレクション図書目録

文教大学越谷図書館 B5
挿入文書1
点

平成2年9月10日 ワープロ漢字辞典 学習研究社 新書
平成2年11月5日新版第9 地方公務員のための　法制執務の知識 山本　武 ぎょうせい B6
平成9年2月15日第8版 97-'98年版　最新パソコン用語事典 岡本茂外5名 技術評論社 B6
平成9年7月10日 最新版　朝日新聞の用語の手引 朝日新聞社 B6
平成5年1月1日 現代用語の基礎知識　1993 自由国民社 B5
平成13年1月1日 現代用語の基礎知識　2001 自由国民社 B5

「現代用語の基礎知識」2001年版・別
冊付録　NPO・NGOガイド

自由国民社 B6

「現代用語の基礎知識」2001年版・特
別付録　日本国憲法

自由国民社 B6

平成17年1月1日 現代用語の基礎知識　2005 自由国民社 A5

ＩＭハンドブック＜2010年版＞
関東イメージ情報業
連合会

新書

映像

ビジュアル歳時記　日本の暦
ワールドエール株式
会社

日本ネットワーク
サービス

VTR
付ガイド
ブック


