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凡例

・この目録は、平成 26年 12月 31日現在、当館北方資料室において所蔵している道内市町

村部落史誌について収録したo

－収録した市町村部落史誌は当館で市町村史として受け入れたものにとどめ、双書類・学

校の副読本、産業史等はそれぞれの分野に整理しているため、本目録には収録していな

し、。

－記述は次の項目で構成した。

市町村名、請求記号、書名、高IJ書名、版表示、著（編）者名、出版者名、出版年月、

注記

・不明や推定した事項は［ ］により補い記入した。

－市町村名及び掲載順については、当館で定めている北海道地域区分表に拠った。

・合併等により市町村名が変遷したものについては（ ）に現在の市町村名を記入した0

・扱っている範囲が広く、市町村の限定できないものは旧支庁名のみとした。



注記

折り本

出版年月

1959 
1951 
1935 
［出版年不明］
2004.7 
2004 

出版者名

宗谷郷土史研究会
稚内市中学校長会
宗谷教育会

［出版者不明］

郷土出版社
猿払村統計協議会

著（編）者名

編立早
一

時
二晴

著
一昨
一会

H
H
一a侮
寄

勇
一興
一称

田
一沢
一谷

飯
一黒
一宗

版表示副書名書名

京谷郷土史上巻
宗谷郷土史年表
北海道宗谷歴史年表
我等の宗谷

目で見る留萌・宗谷の100年
時流の華蹟

請求記号

211.1/1 
211.1/KU 
211.1/SO 
211.1/W 
211.6/ME 
211.11/ J 

名4
1
一

町
一

市
一三

一谷
一谷
一谷
一谷
一谷
一州

一宮小
｛示
宗
一宗
一宗
｛示
一猿

謄写刷
福士広志｜｜編委員
猿払村統計協議会｜｜編 猿払村統計調査四十五年

記録
1993.7 
1973 
1976 

猿払村
猿払村

猿払村役場 年表：p611～684文献：

p685～688 

清明記念史編集委員会｜｜
編

庄内開拓30周年記念実行
委員会｜｜編

豊富町史編さん委員会｜｜

編
豊富町史編さん委員会｜｜

編
佐々木登｜｜著

浜頓別町企画調整課｜｜監

盤
浜頓別町史編集委員会｜｜

編

吉野政吉｜｜著

吉野政吉｜｜著

中頓別町史編纂委員会｜｜

編
［歌登町史編さん委員会 II
編］

歌登町総務部総務課｜｜編
歌登町史編さん委員会｜｜
編

歌登町史（第三巻）編さん委枝幸町
員会｜｜編

枝幸町開基100年記念編

纂委員会，枝幸町企画課｜｜

編
佐藤久夫｜｜編

2014.3 

1983.11 
1975 

企画・製作／坂野印刷

猿払村役場

猿払村

清明部落

［猿払村｜｜編］

猿払村｜｜編

猿払村史編纂発行委員会
｜｜編纂

猿払村史編さん発行委員
会｜｜編

「「】
霊
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念
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払

誌
一村

猿

念
一開朔北に生き抜くさるふつ

猿払開村50年村史年表

猿払村史

211.11/SA 
211.11/SA 
211.11/SA 

猿払村

猿払村

猿払村

開村六十周年記念誌
開基20周年記念史

猿払村史第2巻

わが愛すべき故郷さるふつ

清明

211.11/SA/2 

211.11/W 
211.12/SE 

猿払村

猿払村

豊富町

庄内開拓30周年記念実 1978
行委員会

豊富町史編さん委員会

庄内開拓30周年記念誌211.12/SH 豊富町

1986.3 豊富町史211.12/TO 豊富町

2002.10 

1968 
2002.2 

豊富町史編さん委員会

サ口ベツ原野刊行会
浜頓別町郷土史研究会

わが開拓の回顧

豊富町史 2巻

サ口ベツ原野

筆しずく

211.12/T0/2 

211.4/SA 
211.13/F 

豆皇官主・町T
S三LE自凶』

豊富町

浜頓別町

1995 

1917 
1917 
1997.5 

浜頓別町

一誠社

一誠社

中頓別町

浜頓別町史

頓別村発達史
頓別村発達史

中頓別町史

211.13/HA 

211.13/Y 
211.13/Y 
211.14/NA 

浜頓別町

頓別村（浜頓別町）

頓別村（浜頓別町）

中頓別町

編集：富沢英1980.11 

1997 
1996.7 

歌登町

歌登町

歌登町

歌登町開基百年記念誌

歌登町史

百年えがお

歌登町史第2巻

211.15/U 

211.15/U 
211.15/U/2 

歌登町（枝幸町）

歌登町（枝幸町）

歌登町（枝幸町） 自昭和五十五年至平成

六年

自平成七年至平成十八
年

2009.3 歌登町史第3巻211.15/U/3 枝幸町

枝幸図書館創立100周年
記念・協賛

1978 

2002.10 

1967 

枝幸町

［出版者不明］

枝幸町枝幸町史編纂委員会｜｜編

百年とその未来枝幸

枝幸今昔（いまむかし）三O話
第1集
枝幸町史上巻

211.16/E 

211.16/E/1 

211.16/E/1 

枝幸町

枝幸町

枝幸町



市町村名 請求記号 書名 副書名 版表示 著（編）者名 出版者名 出版年月 注記
枝幸町 211.16/E/2 枝幸町史下巻 枝幸町史編纂委員会｜｜編枝幸町 1971 
枝幸町 211.16/E/3 枝幸町史第3巻 枝幸町史編纂委員会｜｜編枝幸町 2010.3 至昭和45年
枝幸町 211.16/E/4 枝幸町史第4巻 枝幸町史編纂委員会｜｜編枝幸町 2010.3 自昭和46年至平成18年
枝幸町 211.16/E 枝幸町史材料 ［出版者不明］ 綴込資料
枝幸町 211.16/E/2 枝幸のあゆみ第2号 古老談話集 枝幸町教育委員会｜｜編 枝幸町教育委員会 1997.2 
枝幸町 211.16/E 枝幸村沿革概要 ［出版者不明］ ［出版年不明］ 複写本
枝幸町 211.16/E 新枝幸町史年表 枝幸のあゆみ 佐藤久夫｜｜編 ［出版者不明］ 1997.12 
稚内市 211.2/MA 開拓大判官松本十郎北見州経 松本十郎｜｜著 稚内市 1963 共同刊行稚内市教育委

験誌・巡回誌抄 稚内図書館郷土資料室｜｜ 貝会

編
稚内市 211.2/MA ますほろ 協賛会記念誌部会｜｜編 増幌開基100周年記念 1996.11 

協賛会
稚内市 211.2/NI 宗谷海峡史 自然環境・地史初期石 新阿武彦｜｜著 稚内市 1965 

器時代 稚内市史編集室｜｜編
稚内市 211.2/NO 稚内百年史中巻 野中長平｜｜著 北方文化協会 1959 
稚内市 211.2/NU 沼川のあゆみ より豊かな明日をめざし 高津貢｜｜編 沼川羊会 1990.4 

て
稚内市 211.2/NU 沼川の生いたち 高津貢｜｜著 稚内市沼川中学校 1955.11 謄写版
稚内市 211.2/0 道標は消えず ぬまかわ風雪70年 大橋幸男｜｜著 大橋幸男 1980.12 背の書名：ぬまかわ風雪

70年
稚内市 211.2/TA わっかない 稚内市制十周年稚内開 高津豊｜｜著 雑誌そうや社 1959 

基八十周年
稚内市 211.2/TO とよべつ 後藤俊雄｜｜編 稚内市立豊別小・中学 1970 稚内市上・下豊別部落会

校
稚内市 211.2/W 新らしき稚内 稚内町教育会｜｜編 稚内町教育会 1923.5 
稚内市 211.2/W 郷土史（稚内町） 稚内北尋常高等小学校｜｜ 稚内北尋常高等小学校［出版年不明］ 謄写刷

編
稚内市 211.2/W 稚内市史 稚内市史編纂室｜｜編 稚内市 1968 
稚内市 211.2/W 稚内市史年表 稚内市｜｜編 稚内市 1965 
稚内市 211.2/W 稚内百年史 稚内市百年史編さん委員 稚内市 1978.10 

会｜｜編
稚内市 211.2/W/2 稚内市史第2巻 稚内市史編さん委員会｜｜ 稚内市 1999.1 

編
稚内市 211.2/Y 躍進 創立30周年記念誌 ［ひかり町内会｜｜編］ ひかり町内会 2005.12 
礼文町 211.31/A あのとき躍文 礼文町｜｜編 礼文町 2010.12 附・DVD
礼文町 211.31/TA 礼文町史 礼文町 1972 
礼文村 211.31/R ［礼文村］郷土 ［出版者不明］ ［出版年不明］ 謄写印刷
礼文村 211.31/R ［礼文村］郷土 ［出版者不明］ ［出版年不明］謄写印刷複写本
香深村（礼文町） 211.31/W 銃後の香深 渡辺利ニ郎｜｜著 渡辺利二郎 1940 抜粋複写本
香深村（礼文町） 211.31/W 銃後の香深 渡辺利二郎｜｜著 渡辺利二郎 1940 複写本
香深村（礼文町） 211.32/NA 趣味の香深村 中村明月｜｜著 礼文観光協会 1948 

［礼文観光協会｜｜編］
利尻町 211.32/R 利尻島誌 ［出版者不明］ ［出版年不明］ 罫紙に手書き複写本
利尻町 211.32/0 りしり郷土史雑考 大森好男｜｜著 ［大森好男］ 1988 
利尻町 211.32/R/1 利尻町史史料編 利尻町史編集室｜｜編 利尻町 1989.3 
利尻町 211.32/R 利尻町史通史編 利尻町史編集室｜｜編 利尻町 2000.3 

2 



市町村名 請求記号 書名 副書名 版表示 著（編）者名 出版者名 出版年月 ；主記
利尻町 211.32/R ［利尻の沿革史］ ［出版者不明］ ［出版年不明］
利尻町 211.32/R 利尻の語り 先人たちの聞き語りで綴 西谷／栄治｜｜著 西谷栄治 2010.10 

るもうひとつの島の歴史
利尻町 211.32/R 手lj尻百年物語 利尻町開基－00年記 利尻町 1999.8 年表：p38～48

念誌
鴛泊村（手lj尻富士町） 211.32/0 ［鴛泊村沿革史］ ［出版者不明］ ［出版年不明］
利尻富士町 211.32/R 利尻富士町史 利尻富士町史編纂委員会利尻富士町 1998 

｜｜編

網走
網走 211.5/KI 北見・網走今昔写真帖 保存版 石川／博｜｜監修 郷土出版社 2010.11 
網走 211.5/ME 目で見る北見・網走・紋別の100写真が語る激動のふるさ 水津仁郎｜｜監修 郷土出版社 2003.12 

年 と一世紀
網走 211.5/NI 北海道北見地方開拓年表 似内盛蔵｜！著 似内盛蔵 1964 
網走 211.5/SU 常呂川の先駆者 鈴木ニ郎｜｜著 幸文堂坂井印刷（印刷） 1976 
網走 211.5/SU 常呂川の先駆者 鈴木三郎｜｜著 幸文堂坂井印刷（印刷） 1976.11 B5版サイズ
網走 211.5/Y 北見郷土史話 米村喜男衛｜｜著 北見郷土博物館 1943 
網走 211.5/Y 北見郷土史話 米村喜男衛｜｜著 北見郷土研究会 1933 
網走 211.5/Y 北見郷土史話 米村喜男衛｜｜著 北見郷土研究会 1933 複写本
雄武町 211.51/HI 雄武文献目録 地域教材開発のための 広瀬隆人｜｜編 雄武高等学校 1984 研究紀要「永光」第8号（雄

基礎的資料 武高等学校編）抜粋
雄武町 211.51/0 雄武 雄武町八O年のあゆみ 雄武町｜｜編 雄武町 1980 資料編もあり

と未来
雄武町 211.51/0 雄武町の歴史 日塔聡｜｜編著 雄武町役場 1962 
雄武町 211.51/0 雄武町百年史 雄武町史編纂委員会｜｜編雄武町 2006.3 布装
雄武町 211.51/0 北海道の歴史と文化 雄武を中心として資料 北海道雄武高等学校 1984.3 監修．田端宏1宇田川洋編

編 集責任・執筆：広瀬隆人
興部町 211.51/0 興部町史 興部町史編纂委員会｜｜編興部町 1961 
興部町 211.51/0 おこっぺ100年 興部町開基百年記念誌 ［興部町企画課｜｜編］ 興部町 1988 
興部町 211.51/0 興部町百年史 興部町史編さん委員会｜｜ 興部町 1993 

編
興部町 211.51/0 新聞でみる興部100年のあゆみ 興部町立図書館｜｜編 興部町立図書館 1990.7 明治32年～昭和63年
興部町 211.51/0 新聞にみる平成おこっぺの歩 興部町住民生活課広報広興部町 2004.3 平成冗年1月～平成16年2

み 聴係｜｜編 月
西興部村 211.51/NI 開拓よもやま話 古老談話 西興部村｜｜編 西興部村 1977 
西興部村 211.51/NI 西興部村史 西興部村史編纂委員会｜｜ 西興部村役場 1977 西興部村史年表：p901～

編 930 
西興部村 211.51/Nl/2 西興部村史続 続西興部村史編纂委員会西興部村 2008.10 年譜：p493～513

｜｜編
白滝村（遠軽町） 211.52/0 白滝村誌 社会科学習資料 大西勘之助｜｜著 ［出版者不明］ 1963序

支勇別小学校｜｜編
白滝村（遠軽町） 211.52/SH しゆうべつ 郷土の生いたち（1) 支湧別小学校｜｜編 支湧別小学校 1956 
白滝村（遠軽町） 211.52/SH 白滝村史 白滝村史編さん委員会｜｜ 白滝村 1971 

編
白滝村（遠軽町） 211.52/W 私たちが白滝です。 開基80周年記念誌 白滝村企画調整課｜｜編 白滝村企画調整課 2000 
丸瀬布町（遠軽町） 211.52/MA/1 丸瀬布郷土史第1集 丸瀬布郷土史研究会｜｜編丸瀬布郷土史研究会 1963 

3 



市町村名 請求記号 書名 副書名 版表示 著（編）者名 出版者名 出版年月 注記
丸瀬布町（遠軽町） 211.52/MA/2 丸瀬布町史下巻 丸瀬布町史編集委員会｜｜ 丸瀬布町役場 1974 別冊付録：丸瀬布町史年

編 表・補遺（41p21cm) 
丸瀬布町（遠軽町） 211.52/MA/1 丸瀬布町史上巻 丸瀬布町史編集委員会｜｜ 丸瀬布町役場 1974 

編
丸瀬布町（遠軽町） 211.52/MA／ヘツ 丸瀬布町史別冊 丸瀬布町史編集委員会！｜ 丸瀬布町 1974 

編
丸瀬布町（遠軽町） 211.52/MA/2 丸瀬布郷土史料第2集 丸瀬布郷土史研究会｜｜編丸瀬布郷土史研究会 1958 
丸瀬布町（遠軽町） 211.52/MA/3 丸瀬布郷土史料第3集 丸瀬布郷土史研究会｜｜編丸瀬布町史編纂委員会 1963

丸瀬布町史編纂委員会｜｜

編
丸瀬布町（遠軽町） 211.52/MA/3－ヘツ 丸瀬布郷土史料第3集別冊 丸瀬布郷土史研究会｜｜編丸瀬布町史編纂委員会 1963.9 自明治45年6月至大正6年

集 12月
丸瀬布町（遠軽町） 211.52/MA/ 4 丸瀬布郷土史料第4集 丸瀬布郷土史研究会｜｜編丸瀬布町史編纂委員会 1963
丸瀬布町（遠軽町） 211.52/MA/5 丸瀬布郷土史料第5集 丸瀬布郷土史研究会｜｜編丸瀬布町史編纂委員会 1966

丸瀬布町史編纂委員会｜｜

編
丸瀬布町（遠軽町） 211.52/MA/6 丸瀬布郷土史料第6集 丸瀬布郷土史研究会｜｜編丸瀬布郷土史研究会 1966.5 

丸瀬布町史編纂委員会｜｜

編
丸瀬布町（遠軽町） 211.52/MA/7 丸瀬布郷土史料第7集 丸瀬布郷土史研究会｜｜編丸瀬布町史編纂委員会 1969

丸瀬布町史編纂委員会｜｜

編
丸瀬布町（遠軽町） 211.52/MA 丸瀬布町武利部落史料 丸瀬布郷土史研究会｜｜編北海道地方史研究会 1963 「北海道地方史研究」臨時

増刊（5)
丸瀬布町（遠軽町） 211.52/MA/1 新丸瀬布町史上巻 丸瀬布町史編集委員会｜｜ 丸瀬布町 1994 

編
丸瀬布町（遠軽町） 211.52/MA/2 新丸瀬布町史下巻 丸瀬布町史編集委員会｜｜ 丸瀬布町 1994 

編
滝上村 211.52/TA 滝上村誌 滝上村｜｜編 滝上村 1940 
滝上町 211.52/MI 未来への願い 滝上町100年祭記念事業 ［滝上町100年祭記念事業滝上町100年祭記念事 2009.2 

文集 協賛会｜｜編］ 業協賛会
［滝上町開発振興室｜｜編］

滝上町 211.52/TA 新撰滝上町史 滝上町史編さん委員会｜｜ 滝上町 1976.8 はり込図1枚
編

滝上町 211.52/TA 滝西郷土史 滝西郷土史編集委員会｜｜ 滝西郷土史編集委員会 1969
編

滝上町 211.52/TA 滝上町史 滝上町｜｜編 滝上町 1962 共著者：渡辺茂河野広道
更科源蔵｜｜［ほか］著 日塔聡編

滝上町 211.52/TA/2 滝上町史続 滝上町史編集委員会｜｜編滝上町 2001.3 
湧別町 211.53/F ふるさと登栄床のあゆみ 登栄床地区郷土史 登栄床郷土史編集委員会湧別町登栄床自治会 1994.3 

｜｜編
湧別町 211.53/KA 川西六拾年のあゆみ 川西校開校50周年記念祝川西校開校50周年記念 1959

典協賛会｜｜編 祝典協賛会
湧別町 211.53/KE けろち郷土史 計目地開基八十五周年 計呂地開基八十五周年計計百地開基八十五周年 1986

計百地小学校開校八十 目地小学校開校八十周年計百地小学校開校八十
周年記念誌 記念事業協賛会｜｜編 周年記念事業協賛会
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注記

巻末に年表あり

出版年月

2003.3 
出版者名

計百地開拓百年記念事

業実行委員会

湧別町志撫子部落

著（編）者名

郷土史追録編集部会｜｜編

版表示副書名

計百地開拓百年記念誌
一董~

けろち郷土史追録

ロ可
一

『

H
」
一

求
一院

主

E
U

市町村名
湧別町

共同刊行：西芭露小中学

校

1962 

1974 
1982 
1965 
1963 

1982 湧別町

1920 
1953 

巴露部落史編集委員会

湧別町

湧別町

湧別町西芭露部落会

上湧別村

上湧別村

志撫子部落｜｜編

志撫子小中学校｜｜編

湧別町｜｜編

湧別町｜｜編

湧別町｜｜編

湧別町西芭露部落会｜｜編

西芭露小中学校｜｜編

湧別町史編さん委員会｜｜

編
上湧別村｜｜編

上湧別村誌編纂委員会｜｜

編

開基100年記念要覧

開基55周年・開校50周年

部落開基五十周年学校開校五

十周年（四十九年）記念誌

芭露八十年の歩み

湧別

湧別町史

湧別町西芭露部落会・西芭露

小中学校記念誌

湧別町百年史

211.53/SH 

211.53/Y 
211.53/Y 
211.53/Y 
211.53/Y 

湧別町

湧別町

湧別町

湧別町

湧別町

211.53/Y 

211.53/KA 
211.53/KA 

湧別町

上湧別村

上湧別村
上湧別村誌

上湧別村誌

書名は表紙よる開盛自治会開基開盛小 1972.8
学校創立六十周年記念

事業協賛会

上富美自治会

開盛郷土史211.53/KA 上湧別町

付：上湧別町管内図（1枚）1986 上富美部落史編集委員会
｜｜編

上湧別町史編纂委員会｜｜

編

上富美部落史211.53/KA 上湧別町

1968 

付（図3枚袋入）1979.11 
1997 
1996.9 別冊資料屯田兵及家族

関係者一覧

上湧別屯田百年史別冊

資料
1980 
1929 
1957 
1977 
1998.8 
1983.4 
1981 

上湧別町

上湧別町

上湧別屯田百年史発刊

委員会

上湧別屯田百年史発刊 1996

歪量全
南兵村1区自治会

瀬戸瀬・野上青年団

遠軽町

遠軽町

遠軽町

遠軽新聞社

豊里自治会創立五十周

年記念協賛会

生田原村

上湧別町上湧別町史211.53/KA 上湧別町

上湧別町
樋口雄幸｜｜編著

開基百年
上湧別町史

上湧別町史

上湧別屯田百年史

211.53/KA 
211.53/KA 
211.53/KA 

上湧別町

上湧別町

上湧別町

上湧別屯田百年史発刊委
員会｜｜編

郷土誌編集委員会｜｜編

寒河江太郎｜｜編

遠軽町｜｜編

遠軽町｜｜編

遠軽町｜｜編

遠軽町｜｜編

豊里自治会｜｜編

屯田兵及家族関係者一覧

郷土誌拓魂八十年

上瀬戸瀬・瀬戸瀬・野上郷土誌

遠軽町史

遠軽町史

遠軽町百年史

一枚の写真

豊里郷土史

211.53/KA／ヘツ

211.53/MI 
211.54/SE 
211.54/E 
211.54/E 
211.54/E 
211.54/1 
211.54/TO 

上湧別町

上湧別町

遠軽村

遠軽町

遠軽町

遠軽町

遠軽町

遠軽町

1952 生田原村史編纂委員会｜｜

編
生田原町｜｜編

生田原村史211.54/1 生田原村（遠軽町）

付（図1枚）：町制記念・生田

原町市街図

稿本の複写本

1981.3 

1997.2 
1923.1 
1937 

生田原町

生田原町

手師学部落

常目村

生田原町｜｜編

生田原町史

生田原町史続

手師学村誌

常目村史

211.54/1 

211.54/1/2 
211.55/TE 
211.55/TO 

生田原町（遠軽町）

生田原町（遠軽町）

常日村（北見市）

常呂村（北見市）

2001.7 常目町

常呂村史編纂委員会｜｜編
渡辺要｜｜編

『

H
」年n

H
U
 

「
hu

一寸施＆
巾町町田

誌

円吊
A
芯

明日へと続く道211.55/A 常呂町（北見市）



市町村名 請求記号 書名 副書名 版表示 著（編）者名 出版者名 出版年月 注記
常巴町（北見市） 211.55/G 闘墾 開基百年記念史 岐阜区開基百年記念事業岐阜区開基百年記念事 1997.12

実行委員会記念誌編｜｜編業実行委員会
常日町（北見市） 211.55/1 イワケシュ郷土史 イワケシュ郷土史編集委員豊川部落 1974.2 共同刊行：共立部落富丘

会｜｜編 部落福山部落
常巴町（北見市） 211.55/TE 手師学村誌 手師学部落 1923 大正12年編の複写本標

題紙の書名は手師村村誌
常呂町（北見市） 211.55/TO 小史常呂 常目町百年史編さん委員 常呂町 1984.2 常呂町開基百年記念

会｜｜編
常呂町（北見市） 211.55/TO 常目町史 常呂町史編さん委員会｜｜ 常呂町 1969 

編
常巴町（北見市） 211.55/TO 常目町百年史 常呂町百年史編さん委員 常呂町 1989.3 

会｜｜編
常呂町（北見市） 211.55/TO 土佐郷土史 土佐郷土史編さん委員会 土佐区 1974.12 年表：p192～198参考引

｜｜編 用文献：p199
佐呂間村 211.55/SA 佐呂間村史 佐自問村｜｜編 佐自問村 1949.11 

福士信二｜｜編輯
佐呂間町 211.55/C 知来郷土史 知来郷土史編纂委員会｜｜ 知来部落開基八O年知 1979

編 来小学校開校七五年記
念事業協賛会

佐日間町 211.55/F ふるさとのおもかげ 浪速開拓裏面史 吉本洋子｜｜著 吉本洋子 1969 謄写印刷
佐呂間町 211.55/NI 仁倉部落史 仁倉部落開基仁倉小学校仁倉部洛開基仁倉小学 1974

開校七O周年記念協賛会 校開校七O周年記念協
｜｜編 賛会

佐呂間町 211.55/SA 佐呂間町史 佐目間町史編纂委員会｜｜ 佐呂間町 1966 

編
佐呂間町 211.55/SA さろまむかしむかし 佐呂間町開基100年記念 佐日間町郷土研究会｜！編佐目間町郷土研究会 1994 
佐呂間町 211.55/SA 佐呂間町百年史 佐呂間町史編さん委員会 佐呂間町 1995 

｜｜編
佐呂間町 211.55/KA 開拓四代暮らしの歴史館 佐目間町開基100年記念 佐呂間町｜｜編 佐自問町 1994 

要覧
佐E間町 211.55/SA さろま物語 写真で語る開基百年小 佐自問町史編さん委員会 佐自問町 1995 奥付の書名 ：佐目間町小

史 ｜｜編 史
佐自問町 211.55/TO 栃木のあゆみ 栃木部落市編集委員会｜｜ 栃木開基開校70周年記 1982

編 念協賛会
佐自問町 211.55/TO 風雪に耐え 富武士開基80周年富武 富武士開基80周年富武士富武士開基80周年富武 1993 富武士のあゆみ

士小学校開校75周年 小学校開校75周年記念事士小学校開校75周年記
業協賛会｜｜編 念事業協賛会

佐目間町 211.55/W わかさの人々 若佐郷土史 ［若佐地区間基・若佐小学 若佐地区開基・若佐小 2006.2 
校開校百周年記念協賛会学校開校百周年記念協
｜｜編］ 賛会

佐呂間町 211.55/W わかさの人々 若佐郷土史 若佐郷土史編集委員会｜｜ 若佐地区開基八十周年 1985.9
編 記念協賛会

佐呂間町 211.55/W わかさと郷土史 若里開基九十周年若里 若里開基九十周年若里小若里開基九十周年若里 1991.3
小学校開校八十周年 学校開校八十周年記念事小学校開校八十周年記

業協賛会｜｜［編］ 念事業協賛会
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市町村名 請求記号 書名 副書名 版表示 著（編）者名 出版者名 出版年月 注記
留辺薬町（北見市） 211.56/F 富士見・厚和史 富士見・厚和史編集委員 富士見・厚和史編集委 2003.9 

会｜｜編 員会
留辺薬町（北見市） 211.56/I イトム力史 留辺菜町イトム力史編集委留辺薬町イ卜ム力史編 2001.2 

員会｜｜編 集委員会
留辺薬町（北見市） 211.56/MI 瑞穂のあゆみ 開基六十周年記念編纂 瑞穂沿革史編集委員会｜｜ 瑞穂沿革史編集委員会 1954.10

編
留辺薬町（北見市） 211.56/MI 瑞穂のあゆみ 開基八十一周年開拓七 留辺薬町郷土史研究会 1977.8 共同刊行．瑞穂地区記念

十周年記念編纂 事業実行委員会瑞穂郷
土史編纂委員会

留辺薬町（北見市） 211.56/MI 宮下町史 ［宮下町史編集委員会｜｜ 宮下町史編集委員会 [2006] 
編］

留辺薬町（北見市） 211.56/R アルバム留辺菜百年 留辺薬町｜｜編 留辺薬町 1991 
留辺薬町（北見市） 211.56/R 郷土資料集 1 留辺薬地区編 留辺薬小学校｜｜編 留辺薬小学校 1962 
留辺薬町（北見市） 211.56/R 年輪 留辺菜閉町記念誌 留辺薬町役場 2006.2 
留辺薬町（北見市） 211.56/R 留辺薬町史 留辺薬町｜｜編 留辺薬町 1964 
留辺薬町（北見市） 211.56/R 留辺薬町史 新留辺薬町史編さん委員 留辺薬町 1985.3 

会｜｜編
留辺薬町（北見市） 211.56/R 留辺薬町史 続留辺薬町史編集編纂委続留辺菜町史編集編纂 2014.3 年表（1984年～2006年3月

員会｜｜編 委員会 5日）: p269～282文献：
p284 

留辺薬町（北見市） 211.56/R 留辺菜、鉄南史 留辺薬町鉄南史編集委員留辺薬町鉄南史編集委 2008.9
会｜｜編 員会

留辺薬町（北見市） 211.56/R 留辺薬のあけぼの 菅原政雄｜｜著 札幌るべしべ会 2001.8 札幌るべしべ会創立一十
五周年記念出版

留辺薬町（北見市） 211.56/R 留辺薬町泉区史 ［留辺薬町］泉区史編集委 ［留辺菜、町］泉区 1992.4 
員会｜｜編

留辺薬町（北見市） 211.56/R/1 留辺薬町開拓小史第1集 留辺薬郷土史研究会｜｜編留辺薬郷土史研究会 1974 
留辺薬町（北見市） 211.56/R/2 留辺薬町開拓小史第2集 留辺薬町開基100年記念 留辺薬町開基100年記 1992 

事業実行委員会， 念事業実行委員会
留辺薬町郷土史研究会｜｜

［共］編
留辺薬町（北見市） 211.56/R/1 るべしべ史報碑集 留辺薬町教育委員会1留辺留辺薬町 1973.3 

薬町郷土史研究会｜｜編
留辺薬町（北見市） 211.56/R/2 るべしべ史報開拓資料集第1 留辺薬町開拓資料館，留辺留辺薬町開拓資料館 1976.3 共同刊行：留辺菜、町郷土

集 薬町郷土史研究会｜｜編 史研究会
留辺薬町（北見市） 211.56/R/3 るべしべ史報開拓資料集第2 留辺薬町郷土史研究会｜｜ 留辺菜町郷土史研究会 1987.11

集 編
留辺薬町（北見市） 211.56/R/4 るべしべ史報碑集第2集 留辺薬町教育委員会留辺留辺薬町開基100年記 1992.3 開基100年記念刊行

薬町郷土研究会｜｜編 念事業実行委員会
留辺薬町（北見市） 211.56/TO 富岡区史 留辺薬町富岡区史編集委留辺薬町富岡区史編集 1997.3

員会｜｜編 委員会
留辺薬町（北見市） 211.56/W 留辺薬町の沿革と現勢 渡辺龍男｜｜著 北見新報社 1949 
訓子府村 211.56/KU 訓子府村史 訓子府村史編纂委員会｜｜ 訓子府村 1951 

編
訓子府町 211.56/E 栄光 高園開拓百年記念史 開拓百年史編集委員会｜｜ 訓子府町 2012.11 

編
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市町村名 請求記号 書名 副書名 版表示 著（編）者名 出版者名 出版年月 注記
訓子府町 211.56/HO 報恩 柏E入植百年記念誌 柏丘部落史編集委員会｜｜ 柏丘部落史編集委員会 2011.8

編
訓子府町 211.56/KU 開基90年記念要覧 みんなで築いた90年未 訓子府町｜｜編 訓子府町 1986.11 奥付の書名．訓子府町開

来にはばたけ訓子府 基90年記念要覧
訓子府町 211.56/KU 訓子府村史 訓子府町｜｜編 訓子府町 2012.2 復刻版冗の刊年昭和26

年
訓子府町 211.56/KU 訓子府町史 訓子府町史編さん委員会訓子府町 1967 

｜｜編
訓子府町 211.56/KU 訓子府町開基100年記念事業 訓子府町｜｜編 訓子府町 1997.9 

実績集
訓子府町 211.56/KU 訓子府町の生活と文化 富良高弘｜｜編著 訓子府町教育委員会 2001.10 町制施行50周年記念
訓子府町 211.56/KU/2 続訓子府町史 続訓子府町史編纂委員会訓子府町 1998 

｜｜編
訓子府町 211.56/MI 美園開拓30年誌 ［美園農事実践会｜｜編］ 美園農事実践会 1975.3 複製本
訓子府町 211.56/Y /2 弥 生 史 続 開拓百年 続弥生史編集委員会｜｜編弥生実践会 2010.11 
置戸町 211.56/A 秋田地区開基90周年記念誌住 秋田地区住民協議会 2001.12 

民マップ
置戸町 211.56/0 置戸叢書 置戸町郷土史研究会結 ［置戸町郷土史研究会｜｜ 置戸町郷土史研究会 1991.3 

成二十周年記念 編］
置戸町 211.56/0 置戸村史 置戸村役場 1925.5 
置戸町 211.56/0 置戸タイムス叢書 置戸タイムスが伝え続け ［置戸タイムス社｜｜編］ 置戸タイムス社 [2001] 

た50年より
置戸町 211.56/0 置戸町史続 続置戸町史編さん委員会置戸町 2009.3 

｜｜編さん
置戸町 211.56/0 置戸町史 置戸町史編纂委員会｜｜編置戸町 1957 
置戸町 211.56/0 置戸の事典 置戸タイムスが伝え続け 置戸タイムス社｜｜編 置戸タイムス社 2001.10 

た50年より
置戸町 211.56/0 置戸町の五十年 置戸町開町五十年記念誌置戸町 1965 

編集委員会｜｜編
置戸町 211.56/0 豊住五十年史 置戸町｜｜編 豊住史編纂委員会 1958 
置戸町 211.56/0/1 置戸町史上巻 置戸町史編纂委員会｜｜編置戸町 1985.8 

纂
置戸町 211.56/0/2 置戸町史下巻 置戸町史編纂委員会｜｜編置戸町 1987.12 

纂
置戸町 211.56/Y 秋田史 由手IJ鶴造｜｜編 由利鶴造 1953 
端野村（北見市） 211.57/TA 端野村誌 端野村｜｜編 端野村 1926 
端野町（北見市） 211.57/KA 川向部落史 川向部落｜｜編 川向部落 1962 
端野町（北見市） 211.57 /Ml みんなで創った川向百年史 [J 11向ふるさと百年記念事 川向ふるさと百年記念 2005.11 p183～223: JI I向百年史年

業協賛会｜｜編］ 事業協賛会 表
端野町（北見市） 211.57/NA 開拓夜話 中沢広｜｜著 端野町開基70年記念事 1966

業企画委員会
端野町（北見市） 211.57/NA 開拓夜話 中沢広｜｜著 端野町開基70年記念事 1966 複写本

業企画委員会
端野町（北見市） 211.57/SH 新端野町史 端野町｜｜［編］ 端野町 1998.10 
端野町（北見市） 211.57/TA 一区部落史 一区部落史編集委員会｜｜ 端野町一区部落会 1981.12 執筆：中沢広

編
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市町村名 請求記号 書名 副書名 版表示 著（編）者名 出版者名 出版年月 ；主記
端野町（北見市） 211.57 /TA 新一区部落史 一区110周年記念事業協 一区110周年記念事業 2006.11 

賛会｜｜編 協賛会
端野町（北見市） 211.57 /TA 端野町史 端野町｜｜編 端野町 1965 

鈴木三郎｜｜編
端野町（北見市） 211.57/TA 端野の夜明け第1集 端野小史 端野小史編集委員会｜｜編端野町 1987.2 
端野町（北見市） 211.57 /TA/1 端野の夜明け第1集 端野小史 端野小史編集委員会｜｜編端野町 1988.3 
端野町（北見市） 211.57 /TA/2 端野の夜明け第2集 端野小史 端野小史編集委員会｜｜編端野町 1989.3 
端野町（北見市） 211. 5 7 /TA/ 3 端野の夜明け第3集 端野小史 端野小史編集委員会｜｜編端野町 1990.8 
端野町（北見市） 211.57/TA/4 端野の夜明け第4集 端野小史 端野小史編集委員会｜｜編端野町 1993.3 
女満別村（大空町） 211.57 /ME 女満別村誌 女満別村誌編纂委員会｜｜ 女満別村 1950 

編
女満別町（大空町） 211.57/ME 女満別小史 町開基百年記念 女満別町史編纂委員会｜｜ 女満別町 1992.2 

編さん
女満別町（大空町） 211.57 /ME 女満別小史 女満別町史編纂委員会｜｜ 女満別町 1993 

編纂
女満別町（大空町） 211.57/ME 女満別町史 女満別町史編さん委員会 女満別町 1969 限定版

｜｜編
女満別町（大空町） 211.57 /TA 拓矧 大成開基八十周年大成 記念誌編集委員会｜！編 記念事業協賛会 1992.2 

校開校七十五周年記念
女満別町（大空町） 211.57 /TO 豊里住吉「郷土誌」 豊里自治会｜｜編 豊里自治会 1987 共同刊行：住吉自治会

住吉自治会｜｜編
東；桑琴村（大空町） 211.57/HI 東海琴村史 東；呆琴村史編集委員会｜｜ 東藻琴村 1972 

編
東j桑琴村（大空町） 211.57 /HI 東海琴の歴史 殖民軌道の周辺を探る 東海琴中学校第2学年｜｜ 東藻琴中学校第2学年 1990 

編
東；桑琴村（大空町） 211.57/HI 東；呆琴村誌 東藻琴村｜｜編纂 東藻琴村役場 1959 文献：p398
東漂琴村（大空町） 211.57 /HI 私の開拓の歩み 東漁琴村開基70年村制 東藻琴村郷土史研究グ 東海琴村 1977.8 共同刊行．東藻琴村教育

史施行＝十年記誌 ループ｜｜編 委員会東藻琴村寿大学
東；呆琴村（大空町） 211.57 /Hl/2 東海琴村史 東：呆琴村第二巻編さん委 東濠琴村 1999 

員会｜｜編
東藻琴村（大空町） 211.57/ME 明生部落開拓史大正編 ［佐藤料寛｜｜編］ 東藻琴村明生小学校 1975 
東藻琴村（大空町） 211.57/ME 明生部落開拓史昭和編1 ［佐藤将寛｜｜編］ 東；呆琴村明生小学校 1976 
東；呆琴村（大空町） 211.57/MU 村の百年 我が村の軌跡 東海琴村 2006.2 東藻琴村開拓百年記念誌
東；桑琴村（大空町） 211.57 /SU すえひろ 開拓90年誌 末広開拓記念誌編集委員東濠琴村末広自治会 2000.9 

会｜｜編
美幌町 211.58/B 美幌 阿寒国立公園 美幌町 1953 
美幌町 211.58/B 美幌町誌 美幌町開基50年記念準備美幌町 1937 

委員会｜｜編
美幌町 211.58/B 美幌町百年史 美幌町役場｜｜編 美幌町役場 1989 
美幌町 211.58/B 美幌町史 美幌町史編さん委員会｜｜ 美幌町 1972 年表：p1304～1337

編
美幌町 211.58/B 美幌町史 美幌町｜｜編 美幌町 1953 
美幌町 211.58/B 美幌町史年表 美幌町役場｜｜編 美幌町役場 1989 
美幌町 211.58/TO 豊岡部落史 豊岡開基開校記念協賛会豊岡開基開校記念協賛 1967.3

｜｜編 f三b、
津別町 211.58/TS 津別町史 ［津別町｜｜編］ 津別町 1954 
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市町村名 請求記号 書名 副書名 版表示 著（編）者名 出版者名 出版年月 注記
津別町 211.58/TS 津別町史 新訂 ［津別町｜｜編］ 津別町 1971 編集．倉橋一夫監修．津

別町史編纂専門部会限
定版

津別町 211.58/TS 津別町百年史 津別町百年史編さん委員 津別町 1985.12 執筆・山地肇治
会｜｜編

小清水町 211.59/KO 小清水町史 小清水町史編纂委員会｜｜ 小清水町 1955 
編

小清水町 211.59/KO 小清水町百年史 小清水町｜｜編 小清水町 1981 
小清水町 211.59/KO 新小清水町史 小清水町史編さん委員会 小清水町 2000.3 

｜｜編
小清水町 211.59/KY 郷土史砥草原 小清水町上徳地区の生 宮良高広｜｜編 郷土史砥草原編纂委員 1998.3 共同刊行：北海道みんぞく

活史を綴る f>三、 文化研究会
小清水町 211.59/NA 郷土史なかとみ 中斗美地区郷土史編集委中斗美地区社会教育推 1985.1 折り込図2枚

員会｜｜編 進協議会
斜里町 211.59/KA 川上郷土史 斜里町川上開基八十周年斜里町川上開基八十周 1983.10 川上郷土年表：p323～338

記念事業協賛会｜｜編 年記念事業協賛会
斜里町 211.59/KY 郷土史以久科 開基九十周年開校八十 記念誌編集委員会｜｜編 以久科開基九十年小学 1988

周年記念 校開校八十年記念事業

協賛会
斜里町 211.59/KY 郷土史朱円 朱円開拓百二十周年記 斜里町 1997.12 郷土朱円の歩み（年表）

d’·~~ L，、 p377～412 
斜里町 211.59/SH しゃり歴史再考 報告集知床博物館開館 斜里町立知床博物館｜｜編斜里町立知床博物館 1999.3 会期・会場．平成10年11月

20周年記念フォーラム 22日ゆめホール知床（公民
館ホーjレ）

斜里町 211.59/SH 斜里・わが町の戦後50年 知床博物館特別企画展 知床博物館｜｜編 斜里町立知床博物館 1995.12 
斜里町 211.59/SH/1 斜里町史 斜里町史編纂委員会｜｜編斜里町 1955 
斜里町 211.59/SH/2 斜里町史第2巻 斜里町史編纂委員会｜｜編斜里町 1970.3 
斜里町 211.59/SH/3 斜里町史第3巻 斜里町史第三巻編纂委員斜里町 2004.11 

会｜｜編
上斜里村（清里町） 211.59/KA 上斜里村史 上斜里村史編纂委員会｜｜ 上斜里村史編纂委員会 1953.4

編
清里町 211.59/KI 清里町史 清里町史編纂委員会｜｜編清里町 1978.8 
清里町 211.59/KI 清里町百年史 清里町百年史編さん委員 清里町 1998.6 

会｜｜編
清里町 211.59/Kl/1 開拓の足跡第1巻（老松第5 清里町ことぶき大学自治会清里町ことぶき大学 1984 

集） ｜｜編
清里町 211.59/KO 江南開拓史 江南開拓史編纂委員会｜｜ 江南開拓史編纂委員会 1970

編
清里町 211.59/KO 江南開拓史 「江南開拓史」編纂委員会江南部落 1971 

｜｜編
網走市 211.61/A 網走市稲富郷物語 東部北海道開拓余話 成ケ沢宏之進｜｜著 オホーツク書房 2002.7 
網走市 211.61/A/1 網走市史上巻 網走市史編纂委員会｜｜編網走市 1958 
網走市 211.61/A/2 網走市史下巻 網走市史編纂委員会｜｜編網走市役所 1971 

纂
網走市 211.61/A/2－フー1 網走市史下巻別冊附録1 網走市史編纂委員会｜｜編網走市 1970 
網走市 211.61 I A/2-7-2 網走市史下巻別冊附録2 網走市史編纂委員会｜｜編網走市 1970 
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市町村名 請求記号 書名 副書名 版表示 著（編）者名 出版者名 出版年月 注記
網走市 211.61/A 網走市年表 網走市市制施行50年記 網走市総務部｜｜編 網走市総務部 1997.10 

，忍凸、、

網走市 211.61/A 網走市年表 網走市市制施行60年記 網走市企画総務部総務課網走市企画総務部総務 2008.3
a店b、 ｜｜編 課

網走市 211.61/A 網定小史 網走市史編纂委員会｜｜編網走市 1955 
網走市 211.61/A 網走の碑（網定叢書 1) 網走歴史の会｜｜編 網走市 1982 共同刊行：網走市教育委

員会
網走市 211.61/A 網走百話 秘められた庶民の歴史 網走叢書編纂委員会｜｜調網走市教育委員会 1988.3 

査・編集
網走市 211.61/A 網走百話 秘められた庶民の歴史 ［復刻版］ 網走叢書編纂委員会｜｜調網走市教育委員会 2011.12 

査・編集
網走市 211.61/A あばしりものがたり 埋もれた歴史をひろう 鋼地慶一｜｜著 菊地慶一 2012.9 
網走市 211.61/A 網走歴史散歩 史跡標柱ガイド ［復刻版］ 網走歴史の会｜｜調査・執 網走市教育委員会 2011.12 網走市市制施行50年記念

筆
網走市 211.61/A 新網走小史 網走小史編集委員会｜｜編網走市総務部 1987.12 市制施行40年記念
網走市 211.61/A 新網走史年表 網走小史編集委員会｜｜編網走市総務部 1987.12 市制施行40年記念
網走市 211.61/A/2 続網走百話 秘められた庶民の歴史 網走叢書編纂委員会｜｜編網走市教育委員会 1992.3 
網走市 211.61/KA 嘉多山越歳郷土誌 嘉多山越歳郷土誌編集委嘉多山越歳郷土誌編集 1960.7

員会｜｜編 委員会
網走市 211.61/KI 北浜・郷寄開基100年史 北浜・郷寄部落開基100周北浜・郷寄開基100周年北 1986 

年記念記念誌編集委員会浜小学校開校84周年北浜
｜｜編 中学校開校35周年北浜は

まなす老人クラブ15周年記
念事業協賛会

網走市 211.61/MA 丸万・実豊部落史 丸万・実豊部洛開基75周年丸 丸万・実豊部洛開基75周年 1981
万小学校開校60周年丸実老人丸万小学校開校60周年丸
クラブ発足10周年記念事業協 実老人クラブ発足10周年記
賛会｜｜編 念事業協賛会

網走市 211.61/0 明日への足跡 音根内開基百年記念誌 音根内開基百周年記念事音根内開基百周年記念 2009.4 背の書名：音根内開基百
業協賛会｜｜編 事業協賛会 年記念誌

網走市 211.61/0 音根内部落史 開基60周年記念 音根内部落史編纂委員会音根内部落 1968 
｜｜編

網走市 211.61/SH 写真で見る網走市五十年 網走市市制施行50年記 網走市 1997.10 
4心￥品圭目士，μ 

網走市 211.61/U うばらない 郷土史 記念誌編集委員会｜｜編 開基・開校八十周年記 1987.9 卯原開基八十周年卯原内

念事業協賛会 小学校開校八十周年記念
網走市 211.61/U 卯原内開拓史 川村俊雄｜｜著 緑の笛豆本の会 1994 附：地図2枚
網走市 211.61/U 浦士別部落史 開基満五十周年記念 浦士別部落｜｜編 浦士別部落 1965 電子複写本
網走市 211.61/Y ふるさと呼人 呼人百年史 「ふるさと呼人J編集委員会呼人区会百年記念事業 1999.11 呼人年表：p420～437参

｜｜編 実行委員会 考資料：p487～488
網走市 211.61/Z 続網走百話 秘められた庶民の歴史 ［復刻版］ 網走叢書編纂委員会｜｜編網走市教育委員会 2011.12 
相内村（北見市） 211.62/A 相内村誌 相内村，河原鶴造｜｜編 斎藤隆 2009.2 昭和2年発行の復刻版功

労表彰者小伝あり（p217-
478) 

相内村（北見市） 211.62/A 相内村史 相内村，河原鶴造｜｜編 相内村 1950 
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市町村名 請求記号 書名 副書名 版表示 著（編）者名 出版者名 出版年月 注記
相内村（北見市） 211.62/A 相内村誌 相内村｜｜編 相内村 1927 功労表彰者小伝あり

河原鶴造｜｜編 (p217-478) 
相内村（北見市） 211.62/ A/M24-S33 相内村史年表 伊藤公平｜｜編 北見市史編さん事務室 2011.9 

野付牛村（北見市） 211.62/NO 野付牛村誌 ［出版者不明］ ［出版年不明］
野付牛村（北見市） 211.62/NO 野付牛村誌 ［出版者不明］ ［出版年不明］ 複製版
野付牛村（北見市） 211.62/NO 野付牛町誌 野付牛町｜｜編 斎藤隆 2009.2 大正15年刊の復刻版
野付牛村（北見市） 211.62/NO 野付牛町誌 野付牛町｜｜編 野付牛町 1926 
北見市 211.6/0 北見発達史 大場篤二郎｜｜著 高田助次郎 1913 
北見市 211.62/E 写真集明治大正昭和北見 遠田恭行｜｜編 国書刊行会 1979 
北見市 211.62/F ふるさとの歴史を訪ねて北見 清水昭典｜｜著 北見市 1996 

開基百年記念
北見市 211.62/HA 這かなときから 喜びも苦しみも北見とと 北見ふるさと100年委員会北見ふるさと100年委員 1996 北見開基100年記念事業

もに思い出のエッセイ 実行委員会｜｜編 fエ』 圭ロコ」~圭ロ，士... 

集
北見市 211.62/HO 豊地の記録 豊地開基八十周年開校 北見市立豊地小学校｜｜編豊地開基八十周年開校 1975.9

六十周年記念 六十周年記念協賛会
北見市 211.62/KA 開拓百年美里の歴史 美里自治会美里開拓百年美里自治会 2012.1 

実行委員会｜｜編
北見市 211.62/KA 風は自由ですか大地は緑です北見市開基100年記念事 北見ふるさと100年委員会北見市 1997.3 

か 業記録 実行委員会｜｜編
北見市 211.62/KA 語りつぐ上仁頃 開拓90年記念誌 上仁頃区自治連合会｜｜編上仁頃区自治連合会 1993 
北見市 211.62/KA/2 語りつぐ上仁頃続 開拓100年記念誌 開拓100年記念誌編纂委 上仁頃区自治連合会 2006.2 

員会｜｜編
北見市 211.62/KA 川東90年のあゆみ 川東90年記念事業協賛会川東90年記念事業協賛 1994.11 共同刊行：北見市川東連

｜｜編 ~ 必E』コ·1コ~、
北見市 211.62/KI 開拓90年のあゆみ 北見市総務部｜｜編 北見市総務部 1986.6 . 
北見市 211.62/KI 開拓小史 北見市総務部総務課 II編北見市 1966.8 
北見市 211.62/KI 北見現代史 北見現代史編集委員会｜｜ 北見市 2007.1 附：『北見現代史』略年表

編 文献：p1047～1060
北見市 211.62/KI 北見市史 安藤武雄｜｜著 北見市 1957 
北見市 211.62/KI 北見市史に於ける再考につい 史稿 ［久保勝範｜｜著］ 北見市史編さん事務室 2010.10 
北見市 211.62/KI 北見市史年表 北見市史編纂委員会｜｜編北見市 1977 
北見市 211.62/KI きたみ70年 ［北見市史編さん事務室｜｜ 北見市史編さん事務室 2005.8 「北海道新聞（北見版）J昭

編］ 和41年7月12日～8月26日

連載記事の複製綴
北見市 211.62/KI 北見の歴史を見つめる 清水昭典｜｜著 北見市 2007.2 
北見市 211.62/KI きたみ六十八町 北見市史編さん事務室 2005.8 「北海道新聞（北見版）」昭

和40年7月20日～9月2日

連載記事の複製綴
北見市 211.62/KI 北見市開成五十年の歩み 北見市開成｜｜編 北見市開成 1958 
北見市 211.62/KI 北見市総合年表 明治2年（1869年）～平成 北見市総務部市史編さん 北見市 2010.4 

18年（2006年） ｜｜著
北見市 211.62/KI 北見市三輪八十年の歩み 北見市三輪農事組合連 1979.3 編集委員：竹口武雄ほか

－＆泊コ、~、 折り込図2枚
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市町村名 請求記号 書名 劃書名 版表示 著（編）者名 出版者名 出版年月 ；主記
北見市 211.62/KI 手づくりの祝祭「開基100年記念 北見ふるさと100年委員会北見ふるさと100年委員 1997.3 平成4年9月8日～平成9年

事業」活動報告書 ｜｜編 ~ 、 3月～31日
北見市 211.62/KI 歴史の散歩道 北見市開基九十年市制 北見市市民部市民の声を北見市 1986.6 

施行四十五年記念 きく課｜｜編
北見市 211.62/Kl/1 北見市史上巻 北見市史編さん委員会｜｜ 北見市役所 1981 附：（地図4枚）

編
北見市 211.62/Kl/2 北見市史下巻 北見市｜｜編 北見市 1983.12 
北見市 211.62/Kl/3 北見市史年表編 北見市史編さん委員会｜｜ 北見市 1981 

編
北見市 211.62/Kl/3-2 北見市史年表編2 北見市総務部市史編さん 北見市 2009.3 

｜｜編
北見市 211.62/KI/ 4 北見市史資料編 北見市 1984.11 
北見市 211.62/KO 古写真で語る北見の歴史（明 いとうさとる｜｜著 北綱圏北見文化セン 2004.3 

治・大正編） 北網圏北見文化センター タ－協力会
協力会博物部会｜｜編

北見市 211.62/NI 北見国風土記 似内盛蔵｜｜著 似内盛蔵 1984 
北見市 211.62/NI 西相内記念誌 北見市西相内開基55周 北見市西相内開基55周 1965.7

年開校50周年記念誌 年開校50周年記念事業

協賛会
北見市 211.62/NI 西村肇画集 野付牛の思い出 田丸誠｜｜解説 北見市史編さん事務室 2004.11
北見市 211.62/SH 北の開拓80年 座談会 真貝四郎｜｜編 ふだん記と自分史さい 1985 

吉田邦子｜｜編 はてグループ
北見市 211.62/SH 写真集北見 砂田明｜｜編著 福村書店 1983.11 
北見市 211.6 2/SH/2 写真集北見パート2 ふるさと北見 下斗米ミチ｜｜編著 福村書店 1986.12 
北見市 211.62/SH 大正・昭和初期相内村の発達と 清水昭典｜｜著 北見市史編さん室 ［出版年不明］

有力者達
北見市 211.62/SU/1 北見市市街地発達史上 鈴木三郎｜｜著 北見市史編纂室 1977 
北見市 211.62/W 若松史誌 若松史誌編さん委員会｜｜ 若松開基若松小学校記 1963

編 念事業協賛会
紋別町（紋別市） 211.63/MO 紋別町史 紋別町｜｜編 紋別町 1944 付録：紋別推進会の結成

大政翼賛会その他
紋別町（紋別市） 211.63/MO 紋別町史 紋別町｜｜編 紋別町 1944 付録：紋別推進会の結成

大政翼賛会その他
紋別町（紋別市） 211.63/NI 北見紋別町誌 新沼文治郎｜｜著 新沼文治郎 1921 付録に紋別漁港調査書あ

り
紋別町（紋別市） 211.63/Y 夜ぱなし紋別物語 山田一太郎｜｜著 紋別郷土史研究会 1978 

加藤章｜｜編
紋別市 211.63/A 渚滑JII 栗田又吉｜｜著 栗田又吉 1960 
紋別市 211.63/MO ；呆別乃あゆみ ；呆別部落｜｜編 ；呆別小学校 1975 
紋別市 211.63/MO 紋別市史 紋別市史編纂委員会｜｜編紋別市 1960 
紋別市 211.63/MO 紋別の歴史 紋別市立郷土博物館｜｜編紋別市立郷土博物館 1991 
紋別市 211.63/MO 紋別百科事典 紋別百科事典編纂委員会紋別百科事典編纂委員 2005.3

｜｜編 ~コt
紋別市 211.63/M0/1 もんべつに生きて第1集 わたしのむかし語り 紋別新聞社企画室｜｜著 紋別新聞社 1994.10 
紋別市 211.63/M0/2 もんべつに生きて第2集 わたしのむかし語り 紋別新聞社企画室｜｜著 紋別新聞社 1996.6 

鷲頭幹夫｜｜聞き書き
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市町村名 請求記号 書名 副書名 版表示 著（編）者名 出版者名 出版年月 ；主記
紋別市 211.63/M0/3 もんべつに生きて第3集 わたしのむかし語り 紋別新聞社企画室｜｜著 紋別新聞社 1998.6 

鷲頭幹夫｜｜聞き書き
紋別市 211.63/MO/ 4 もんべつに生きて第4集 わたしのむかし語り 紋別新聞社企画室｜｜著 紋別新聞社 1999.7 

鷲頭幹夫｜｜聞き書き
紋別市 211.63/M0/5 もんべつに生きて第5集 わたしのむかし語り 紋別新聞社企画室｜｜著 紋別新聞社 2000.3 

鷲頭幹夫｜｜聞き書き
紋別市 211.63/M0/6 もんべつに生きて第6集 わたしのむかし語り 紋別新聞社企画室｜｜著 紋別新聞社 2001.11 

鷲頭幹夫｜｜聞き書き
紋別市 211.63/M0/7 もんべつに生きて第7集 わたしのむかし語り 紋別新聞社企画室｜｜著 紋別新聞社 2003.3 

鷲頭幹夫｜｜聞き書き
紋別市 211.63/M0/1 新紋別市史上巻 紋別市史編さん委員会｜｜ 紋別市 1979.7 

編
紋別市 211.63/M0/2 新紋別市史下巻 紋別市史編さん委員会｜｜ 紋別市 1983.3 

編
紋別市 211.63/SH 新修紋別市史 紋別市市史編さん委員会 紋別市 2007.3 

｜｜編
紋別市 211.63/U 宇津々郷土史 紋別市宇津々部落開基 宇津々郷土史編纂委員会紋別市宇津々部落開基 1986.2

90周年紋別市立宇津々 ｜｜編 90周年紋別市立宇津々
小学校開校80周年 小学校開校80周年記念

事業協賛会

根室
根室 212/ME 目で見る釧路・根室の100年 写真が語る激動のふるさ 高嶋弘志｜｜監修 郷土出版社 2003.7 

と一世紀
根室 212.1/HO 根室千島両国郷土史 本城玉津｜｜編 本城寺 1933 奥付編者：本城文雄
根室 212.1/HO 根室千島両国郷土史 本城玉濠｜｜編 本城寺 1933 奥付編者．本城文雄
根室 212.1/NE 根室切開事歴書明治十八年 付ケ条答書 ［出版年不明］ 明治十八年「諸用日記Jに

有柳田家文書和罫紙に

筆書き複写本
根室 212.1 /NE 根室切開事歴書明治十八年 付ケ条答書 ［出版年不明］ 明治十八年「諸用日記」に

有柳田家文書和罫紙に

筆書き青焼き複写本
根室 212.1/TE 根室郷土史話 寺島柾史｜｜著 文洋堂能瀬商店 1950 
根室 212.11/MU 国後よもやま話 村田吾－｜｜編 みすづ印刷（印刷） 1988.1 
羅臼村 212.11/R 羅臼村郷土史 羅臼青年連盟｜｜編 羅臼青年連盟 1950 

佐藤盛雄｜｜編輯
羅臼村 212.11/R 羅臼村郷土史 羅臼青年連盟｜｜編 羅臼青年連盟 1950 複写本
羅臼町 212.11/R 羅臼町史 羅臼町史編纂委員会｜｜編羅臼町 1970 
羅臼町 212.11/R 羅臼町史第2巻 羅臼町 II編 羅臼町 1983.9 
羅臼町 212.11/R 羅臼町百年史 羅臼町百年史編集委員会羅臼町 2001.5 

｜｜編
標津町 212.12/C 胸中常存太陽魂 入植10周年記念誌 茶志骨パイロット部落会｜｜ 茶志骨パイロッ卜部落会 1977

編
標津町 212.12/HO 北辺の会津藩旗 幕末会津藩史外伝会津 小野哲也中村憲二｜｜編著標津の歴史と文化を知 2013.2 

藩蝦夷地御領分シベツ ろう会
元陣屋創建150年記念
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市町村名 請求記号 書名 副書名 版表示 著（編）者名 出版者名 出版年月 ；主記
標津町 212.12/SH 標津町百年記念誌 標津町開発振興室｜｜編 標津町 1979 書名は奥付・背表紙によ

る表紙の書名：標津一百年
雪回コし~ニ；ト、圭同土，心

標津町 212.12/SH/1 標津町史［第1巻］ 標津町史編纂委員会｜｜編標津町 1968.10 付（別冊 25p）：年表標津町
標津町 212.12/SH/2 標津町史第2巻 標津町史編纂委員会｜｜編標津町 1979.3 付（別冊 26p）：年表標津町
標津町 212.12/TA 薫別 武田和雄｜｜編 標津町教育委員会 1982 小中学生のための郷土の歴

外山久美子｜｜イラスト 史「薫別浜古多糠崎無異J

標津町 212.12/TO 標津ひとむかし 標津・野付の明治・大正・ 北海道標津町郷土研究 1991.8
昭和史話 :zゐコZ、

中標津町 212.13/A あかし 二十年の変遷 計根別地区開基70周年計 1998.11 
根別小学校開校70周年計
根別中学校開校50周年記
念事業協賛会

中標津町 212.13/E 栄光の五十年 養老牛開基50.周年・養老 養老牛開基記念祝賀協 1978.5
牛小学校開校50周年・養 賛会
老牛中学校開校30周年
記念

中標津町 212.13/F ふるさとなかしべつ不惑の四十中標津町開町四十年記 総合企画 1986 
歳 念写真集

中標津町 212.13/G 五十年のあかし 計根別地区開基計根別小計根別地区開基計根別 1978
学校開校五十周年記念協小学校開校五十周年記
賛会｜｜編 念協賛会

中標津町 212.13/KA 伸陽 開陽九十周年記念誌 ［開陽開基九十周年記 [2005] 年譜：p104～106

念実行委員会］
中標津町 212.13/KA ひらけゆく郷土 開陽五十年史 開陽郷土史編集委員会｜｜ 開陽開基五十周年・開陽小 1965 巻末に年譜あり

編 学校々舎落成・開陽小学校
開校五十周年記念協賛会

中標津町 212.13/MU 永久の流れ 武佐郷土誌 武佐郷土誌編集委員会｜｜ 武佐開基50周年・武佐 1964 
編 小中学校々舎落成記念

協賛会
中標津町 212.13/MU 武佐百年のあゆみ 武佐地区開基百年武佐 武佐百周年記念事業実 2013.2 付：武佐開基100年武佐小

小学校開校百周年記念 行委員会 学校開校100周年記念誌
圭岡土,c_. 付録DVD(1枚 12cm)

中標津町 212.13/NA 五十路のなかしべつ 中標津町開町五十年記 中標津町｜｜編 m 1995 
念写真集

中標津町 212.13/NA 中標津町史 中標津町｜｜編 中標津町 1981.6 
中標津町 212.13/NA 中標津町史年表 中標津町史編さん委員会 中標津町 1980.11 

｜｜編
中標津町 212.13/NA 中標津町五十年史 中標津町五十年史編さん 中標津町 1995 

委員会｜｜編
中標津町 212.13/NA 中標津町小史郷土の生い立ち 中標津町史編纂委員 ｜｜ 編 中標津町 1960 

吉井宣｜｜執筆
中標津町 212.13/TS/2 土のふるさと第2号 俣落の歩み 俣落開基六十周年記念誌俣落開基六十周年記念 1977

編集委員会｜｜編 協賛会
別海村 211.62/F 郷土（ふるさと）の歩み 戸田信竜｜｜編著 野付漁業協同組合 1969 複写本
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市町村名 請求記号 書名 副書名 版表示 著（編）者名 出版者名 出版年月 注記
別海町 212.14/B 西別川流嘩 別海市街開基60周年記 別海連合町内会｜｜編 別海連合町内会 1982 

4川2二：ト、号両士.... 

別海町 212.14/B ふれあいと希望と繁栄と 別海町町制施行10周年 別海町｜｜編 別海町 1981 
記念誌

別海町 212.14/B 別海町＝十年史 町制施行＝十周年 別海町｜｜編 別海町 2003.3 年表p812～827
別海町 212.14/B 別海町百年史 別海町百年史編さん委員 別海町 1978 附・男IJ冊附録（80p)

会｜｜編
別海町 212.14/B 別海村小史 ふるさとの歩み 別海村役場総務課企画係別海村役場総務課企画 1966

｜｜編 係
別海町 212.14/F 風雪に耐えて 33部落開拓50周年記念 33部落開拓50周年記念行 33部落開拓50周年記念 1982

三ロ±•l:i、 事実行委員会｜｜編 行事実行委員会
別海町 212.14/F 風連川源流汗拓の輝跡 別海町光進郷土史 別海町光進開基50周年 2000.2 沿革年表：p37～45

記念実行委員会編集委

員会
別海町 212.14/HA 走古丹 星霜百十五年史 走古丹開基百十五年記念走古丹開基百十五年記 1990.12

誌編集委員会｜｜編 念行事実行委員会
別海町 212.14/HA 我が部落生いたちの記 芳賀金六｜｜著 芳賀信一 1981 
別海町 212.14/KA 上春別四十年郷土の生いたち 上春別郷土史編纂委員会上春別地区連合部落会 1972

｜｜編 札幌北書房（製作）
別海町 212.14/KI 輪廻の砂噛 きちく墓地献歌碑建立に きらく先人を偲ぶ会｜｜編 きらく先人を偲ぶ会 1984.8 きらく先人を偲ぶ会代表

ついて 荒辺勝太郎編集責任西

潟弘子
別海町 212.14/MO もう一つの西別 吉川新一｜｜著 吉川新一 1993.6 
別海町 212.14/NA 大いなる町別海 その華麗なる歩み記録 楢山満夫｜｜編 楢山満夫 1981.7 折り込図1枚

写真集
別海町 212.14/NA 50年のあゆみ 中西別開拓50周年記念 中西別連合部落会｜｜編 中西別連合部落会 1976 
別海町 212.14/NA 中春別のあゆみ 中春別酪農振興会 1981.10 
別海町 212.14/NA みどり踊る北の園 ガイドブック別海 楢山満夫｜｜編企画 楢山満夫 1979.5 限定版
別海町 212.14/SH 昭和部落八十八年史 昭和部落八十八年史編集昭和部落開拓八十八周 1985.11

部会｜｜編 年記念事業実行委員会
別海町 212.14/TA/1 旅路 別海沿革誌 ［楢山満夫｜｜編著］ 楢山満夫 2005.9 
別海町 212.14/TA/1 旅路 別海沿革誌 改訂 ［楢山満夫｜｜編著］ 楢山満夫 2005.9 限定300冊
別海町 212.14/TA/2 旅路 別海沿革誌 ［楢山満夫｜｜編著］ 楢山満夫 2005.9 
別海町 212.14/TA/2 旅路 別海沿革誌 改訂 ［楢山満夫｜｜編著］ 楢山満夫 2005.9 限定300冊
根室市 212.2/B 別当賀の歩み 「別当賀の歩み」編集委員「別当賀の歩み」編集委 1976

会｜｜編 員会
根室市 212.2/1 和田村誌 伊藤初太郎｜｜著 根室市教育委員会 1966 昭和13年刊の再版
根室市 212.2/KO 根新で見る根室五十年史 竹内春雄｜｜編著 根室新聞社 1997.6 
根室市 212.2/KY 郷土ねむろ繁栄の時代を伝え イラスト・写真で見る歴史 大地みらい信用金庫地域 大地みらい信用金庫 2007.8 大地みらい信用金庫創立

る 探訪 振興室｜｜編 90周年記念文化事業根室

市制施行50周年記念協賛

事業
根室市 212.2/NE 春国岱物語 根室高等学校地理研究部根室高等学校地理研究 1984 謄写印刷

｜｜編 部
根室市 212.2/NE 大人たちのねむろ史 根室温故知新講座 福井富士雄｜｜編 北海道中小企業家同友 1994

会根室支部
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市町村名 請求記号 書名 副書名 版表示 著（編）者名 出版者名 出版年月 注記
根室市 212.2/NE 根室郷土誌 根室教育会｜｜編 根室教育会 1918 
根室市 212.2/NE 根室郷土誌 根室教育会｜｜編 根室教育会 1918 複写本
根室市 212.2/NE/1 根室市史上巻 渡辺茂｜｜編著 根室市 1968 監修： I笥倉新一郎
根室市 212.2/NE/2 根室市史下巻 渡辺茂｜｜編著 根室市 1968 
根室市 212.2/NE/3 根室市史史料編 渡辺茂｜｜編著 根室市 1968 年表：p507～524
根室市 212.2/NE/4 根室市史年表編 根室市史編さん室｜｜編 根室市 1988.3 
根室市 212.2/TA 写真集明治大正昭和根室 谷正一｜｜編 国書刊行会 1983.6 
根室市 212.2/TE 根室郷土史 寺島柾史｜｜著 岩崎書店 1951 
根室市 212.2/W 根室市街発達史図鑑 若松忠之助｜｜著 「根室市街発達史図鑑」 1979 附：根室市市街図1枚

「根室市街発達史図鑑J干lj 刊行会

行会｜｜編
根室市 212.2/W 和田村誌 ［和田村｜｜編］ 和田村 1938.3 
歯舞・色丹・国後・択捉 212.2/HA 花咲郡歯舞村概要 歯舞村｜｜編 歯舞村 1959 
歯舞・色丹・国後・択捉 212.3/E 工ト口フ島 つくられた国境 菊池勇夫｜｜著 吉川弘文館 1999.11 
歯舞・色丹・国後・択捉 212.3/E 択捉島沿革誌［写］ 渡辺正綱｜｜筆写 ［出版者不明］ 1916 「明治25年頃編纂 謄写

本」を複製したもの
歯舞・色丹・国後・択捉 212.3/E 択捉島沿革誌［写］ 渡辺正綱｜｜筆写 ［出版者不明］ 1916 明治25年頃編纂 謄写
歯舞・色丹・国後・択捉 212.3/HA 小学校ヲ中心トセル歯舞村郷 歯舞村｜｜編 歯舞村 ［出版年不明］ 謄写刷

土誌
歯舞・色丹・国後・択捉 212.3/HO 戦前における歯舞・色丹・国後・ 北海道総務部領土復帰北北海道総務部領土復帰 1958序

択捉諸島の概況 方漁業対策本部｜｜編 北方漁業対策本部
歯舞・色丹・国後・択捉 212.3/KI 択捉沿革誌 北代盛之｜｜著 ［出版者不明］ ［出版年不明］ 謄写刷複写本
歯舞・色丹・国後・択捉 212.3/KU 国後郡泊外三ヶ村村勢摘要録 ［出版者不明］ ［出版年不明］ 千嶋国国後郡の泊、東

沸、米戸賀、秩別村北海

庁掛紙使用
歯舞・色丹・国後・択捉 212.3/MU 郷土夢物語 村田吾－ II編 村田吾－ 1934序 千島植内小学校、村田吾

ーとあり
歯舞・色丹・国後・択捉 212.3/NE 択捉島 根室公論社｜｜編 根室公論社 1930 
歯舞・色丹・国後・択捉 212.3/NE 根室支庁管内町村誌 ［出版者不明］ ［出版年不明］ 北海道史編纂掛の印あり
歯舞・色丹・国後・択捉 212.3/SH 紗那外二ヶ村沿革誌 大正9年10月 ［出版者不明］ 1920 ぺン書き択捉島の択捉、

振別、紗那、薬取の4郡誌

釧路
釧路 212.5/F 釧路発達史 古川忠一郎｜｜著 古川忠一郎 1923 
釧路 212.5/F 釧路発達史 古川忠一郎｜｜著 古川忠一郎 1923 複写本
釧路 212.5/HI 鷹の羽風 北海道釧路国開拓用務 平沢道次｜｜著 平沢道次 1920 

日記
釧路 212.5/KU 釧路郷土史考 佐々木米太郎｜｜編著 東天社 1979.8 釧路市役所昭和11年刊の

複製折り込図3枚付（地

図1枚）
釧路 212.5/KU 釧路郷土史考 釧路市役所 1936 付．図（2枚）
釧路 212.5/KU 釧路国郷土誌 釧路教育会｜｜編 釧路教育会 1917 
釧路 212.5/KU 釧路国郷土誌 釧路教育会｜｜編 釧路教育会 1917 複写本
釧路 212.5/KU/1 道東戦後四十年史上巻 釧路新聞社｜｜編 釧路新聞社 1986.11 創刊40周年
釧路 212.5/KU/2 道東戦後四十年史下巻 釧路新聞社｜｜編 釧路新聞社 1986.11 創刊40周年
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市町村名 請求記号 書名 副書名 版表示 著（編）者名 出版者名 出版年月 注記
弟子屈町 212.51/B 望郷 弟子屈会35年記念誌 弟子屈会35年記念誌編集弟子屈会 1993 

委員会｜｜編
弟子屈町 212.51/TA 硫黄山と鉄道百年物語 弟子屈町むかしむか史 種市佐改｜｜著 種市佐改 1989 弟子屈町広報紙連載

(1987.12.1～1989.1) 
弟子屈町 212.51 /TE 弟子屈町史 更科源蔵｜｜編 弟子屈町 1949 
弟子屈町 212.51/TE 弟子屈町史 弟子屈町史編さん委員会 弟子屈町役場 1981 略年表：p886～893

｜｜編
弟子屈町 212.51 /TE/3 弟子屈町史第3巻 弟子屈町史編さん委員会 弟子屈町役場 2005.3 弟子屈町100年記念事業

｜｜編 巻号は標題紙にのみ表記
あり内容：自然環境編、行

政編
標茶村 212.52/SH 標茶記念誌 開村五十年製糖工場新 ［高橋虎｜｜編著］ 洗硯書院 1936.11 

呈r;.＇又l. 

標余町 212.52/A 阿歴内原野標余町の歴史 11 橋本勲｜｜著 釧路短期大学生涯教育 2004.3 釧路短期大学生涯教育セ

センタ－ ンター第5講座テキスト共
同刊行：標茶町教育委員
~ζ .. 

標茶町 212.52/C 茶安別原野 橋本勲｜｜著 釧路短期大学生涯教育 2006.3 釧路短期大学生涯教育セ

センタ－ ンター第5講座テキスト共
同刊行：標茶町教育委員

~ 
標余町 212.52/HO 標茶わがふるさと 北海道放送映画株式会社北海道放送映画 1984 

｜｜編
標茶町 212.52/1 磯分内郷土資料集 くまうし 磯分内郷土誌編集委員｜｜ 磯分内郷土誌発行検討 1990 附図1枚：磯分内市街略

編 委員会 図、既存農家・戦後入殖者

位置図
標茶町 212.52/1 拓魂三十年 弥栄のあゆみ 弥栄部落会｜｜編 弥栄部落会 1977 
標余町 212.52/KU 釧路川文化論 標茶町の歴史 6 佐藤宥紹｜｜著 釧路短期大学生涯教育 1996.3 釧路短期大学生涯教育セ

センター ンター第5講座テキス卜
標茶町 212.52/MI 標茶の明治・大正そして昭和初古老が語った思い出の 三栖達夫｜｜編 ＝栖達夫 1986.3 

期 話
標茶町 212.52/MI 標茶の歴史を探る 熊牛村字標茶から始ま 三栖達夫｜｜編 ［＝栖達夫］ ［出版年不明］

る
標余町 212.52/NI 虹別原野 橋本勲｜｜著 釧路短期大学生涯教育 2005.3 釧路短期大学生涯教育セ

センタ－ ンター第5講座テキスト共
同刊行：標茶町教育委員

~ 
標茶町 212.52/NI 虹別五十年 虹別開拓50周年記念事業虹別開拓50周年記念事 1979

実行委員会｜｜編 業実行委員会
標茶町 212.52/SH 足跡 茶安別入植90年、中茶 ［茶安別記念事業協賛会｜｜茶安別記念事業協賛会 2006.3

安別小学校開校75年、 編］
旧太田村分村標茶町合

併50年
標茶町 212.52/SH 郷土資料昭和9年度調 標茶尋常高等小学校｜｜編標茶尋常高等小学校 1934 郷土史の他各教科の郷土

関係を収録
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市町村名 請求記号 書名 副書名 版表示 著（編）者名 出版者名 出版年月 ；主記
標余町 212.52/SH 郷土資料 標茶尋常高等小学校｜｜編標茶尋常高等小学校 1934 郷土史の他各教科の郷土

関係を収録複写本
標茶町 212.52/SH 標茶 1985 標茶町開基百年記念実行標茶町開基百年記念実 1985

委員会｜｜編 行委員会
標余町 212.52/SH/1 標茶町史 標茶町史編さん委員会｜｜ 標茶町役場 1998.3 

編
標余町 212.52/SH/2 標茶町史第2巻通史 編 標茶町史編さん委員会｜｜ 標茶町 2002.3 

編
標余町 212.52/SH/3 標茶町史第3巻 通史編 標茶町史編さん委員会｜｜ 標茶町 2006.3 

編
標茶町 212.52/SH 標茶町史資料編年表 標茶町史編さん委員会｜｜ 標茶町 2006.3 出典：p145～151

編
標余町 212.52/SH 標茶町史資料第2集一第4集 標茶町史編纂委員会｜｜編標茶町 1953-1954 
標茶町 212.52/SH 標茶町史資料第3集 標茶町史編纂委員会｜｜編標茶町 1954 
標余町 212.52/SH 標茶歴史点描 寺島敏治｜｜著 釧路短期大学生涯教育 1990.9 釧路短期大学生涯教育セ

センター ンタ－第5講座テキスト共

同刊行：標茶町教育委員
dヱbミ． 

標茶町 212.52/SH 標茶町開基百年（町制施行35周 標茶町開基百年記念事業標茶町開基百年記念事 1985
年町村合併30周年）記念式典 推進委員会｜｜編 業推進委員会

標茶町 212.52/SH 標茶町開基百年（町制施行35周 標茶町開基百年記念事業標茶町開基百年記念事 1985
年町村合併30周年）記念式典 推進委員会｜｜編 業推進委員会

標茶町 212.52/SH/1 標茶町史考前篇 標茶町史編纂委員会｜｜編標茶町 1966 
標茶町 212.52/SH/2 標茶町史考後篇 標茶町史編纂委員会｜｜編標茶町 1978 
標余町 212.52/SH/3 標茶町史考続篇 標茶町史編纂委員会｜｜編標茶町 1985 
標茶町 212.52/SH/1 標茶むかしむかし物語第1集 標茶町老人クラブ連合会 標茶町老人クラブ連合 1969 

｜｜編 ~ 
標茶町 212.52/SH/2 標茶むかしむかし物語第2集 標茶町老人クラブ連合会 標茶町老人クラブ連合 1984.3 

｜｜編 f>エ、
標余町 212.52/TA 標茶開村五十年史 製糖工場新設大釧路国 高橋虎｜｜編 高橋虎 1935 

号日ヲじ4江皇z，、、τロヲ

標余町 212.52/TA 標茶開村五十年史 製糖工場新設大釧路国 高橋虎｜｜編 高橋虎 1935 複写本
記念号

標茶町 212.52/TO 塘路の昔話 塘路老人クラブ鶴友会 [198-] 共同刊行：標茶町塘路地

区公民館
鶴居村 212.53/HO 幌呂開拓五拾周年記念誌 幌呂開拓五拾周年記念協幌呂開拓五拾周年記念 1968

賛会｜｜編 協賛会
鶴居村 212.53/TS 鶴居村史 鶴居村｜｜編 鶴居村 1966 編者：渡辺茂
鶴居村 212.53/TS 鶴居村史 鶴居村史編さん委員会｜｜ 鶴居村 1987.9 

編
阿寒村（釧路市） 212.54/ A 阿寒村史 阿寒村｜｜編 阿寒村 1952 執筆者高橋功北村達太

田清
阿寒町（釧路市） 212.54/A 阿寒町史 阿寒町史編纂委員会｜｜編阿寒町 1966 
阿寒町（釧路市） 212.54/A 阿寒町百年史 阿寒町史編纂委員会｜｜編阿寒町 1986.10 奥付の書名 －阿寒町史
浜中町 212.55/ A 姉別開拓の歩み 姉別部落｜｜編 姉別部落 1970 
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浜中町 212.55/A 姉別南のあゆみ 姉別南小中学校開校20周姉別南小中学校開校20 1970 

年記念行事推進委員会｜｜ 周年記念行事推進委員
編 f"三． 

浜中町 212.55/C 郷土のあゆみ あれから10年 茶内第一区開拓60周年記茶内第一区開拓60周年 1980
念事業実行委員会｜｜編 記念事業実行委員会

浜中町 212.55/C 余内郷土誌 茶内郷土誌編纂委員会｜｜ 余内郷土誌編纂委員会 1970 浜中町史編纂の一環とし
編 てつくられたもの

浜中町 212.55/C 茶内第一開拓史 茶内第一地区開拓史編集余内第一部洛連合会 1975.2 
委員会｜｜編

浜中町 212.55/C ［余内第一地区］開拓50年のあ 茶内第一部落連合会｜｜編茶内第一部落連合会 1970 
ゆみ

浜中町 212.55/HA 浜中町史 浜中町役場｜｜編 浜中町役場 1975 浜中町史年表：p827～831
浜中町 212.55/NI 西円朱別開拓40年のあゆみ 西円朱別連合会（浜中町） 西円朱別連合会 1971 

｜｜編
浜中町 212.55/NI 西円朱別開拓史 開拓30周年記念 西円朱別連合会（浜中町） 西円朱別連合会 1961 

｜｜編
浜中町 212.55/P 奔幌戸開基百年のあゆみ 奔幌戸開基百年記念誌 奔幌戸開基百年協賛会｜｜ 奔幌戸開基百年協賛会 1991

編
厚岸町 212.56/ A/1 厚岸町史上巻 厚岸町史編さん委員会｜｜ 厚岸町 1975 

編
厚岸町 212.56/ A/2 厚岸町史下巻 厚岸町史編さん委員会｜｜ 厚岸町 1975 

編
厚岸町 212.56/ A 厚岸町百年のあゆみ 町政施行100周年 厚岸町企画財政課公報広厚岸町町政施行百周年 2000

聴｜｜編 記念事業実行委員会
厚岸町 212.56/ A/1 古老が語るあっけし昔ものがた 厚岸町教育委員会｜｜編 厚岸町教育委員会 1991 

り第1集
厚岸町 212.56/ A/2 古老が語るあっけし昔ものが 厚岸町教育委員会｜｜編 厚岸町教育委員会 1992 

たり第2集
厚岸町 212.56/ A/3 古老が語るあっけし昔ものがた 厚岸町教育委員会｜｜編 厚岸町教育委員会 1993 

り第3集
厚岸町 212.56/ A／シー1 新厚岸町史資料編1 厚岸町史編集委員会｜｜編厚岸町 2003.3 
厚岸町 212.56/ A／シー2 新厚岸町史資料編2 厚岸町史編集委員会｜｜編厚岸町 2009.3 
厚岸町 212.56/ A／シ－3 新厚岸町史資料編3 厚岸町史編集委員会｜｜編厚岸町 2007.3 
厚岸町 212.56/ A／ツウー1 新厚岸町史通史編第1巻 厚岸町史編集委員会｜｜編厚岸町 2012.11 
厚岸町 212.56/ A 平成冗年厚岸町開基190年記 役場庁舎・海事記念館・ 厚岸町開基190年記念等 厚岸町 1990.3 共同刊行：厚岸町開基190

念事業記録集 町民広場落成記念 事業計画実行本部事務局 年等事業計画実行委員会
｜｜編

厚岸町 212.56/0 厚岸今昔物語 大谷乾一郎｜｜著 大谷乾一郎 1973 
厚岸町 212.56/0 厚岸の史実 大谷乾一郎｜｜編 厚岸町 1968.4 
厚岸町 212.56/SA 太田村のれきし 佐々木真幸｜｜著 太田村史編纂委員会 1967 
厚岸町 212.56/SH 真実のかたりべ 厚岸歴史講座 ［北海道中小企業家同友会北海道中小企業家同友 2005.10

釧路支部厚岸地区会｜｜編］会釧路支部厚岸地区会
厚岸町 212.56/TO 屯田百年史 太田屯田開基百年記念 1991 書名は表紙から標題紙の

協賛会 題名「大地とともに」
厚岸町 212.56/TO 半世紀 卜フイベツ開拓50周年記 トフイベツ開拓50周年記 2003.5

4’~，、呈闘士•i:> 念協賛会
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市町村名 請求記号 書名 副書名 版表示 著（編）者名 出版者名 出版年月 注記
釧路村（釧路町） 212.57 /KU 釧路村誌 釧路村村誌編纂委員会｜｜ 割｜｜路村 1949 

編
釧路村（釧路町） 212.57 /0 老者舞百年記念誌 老者舞百年記念誌編纂委老者舞開基記念事業協 1984

員会｜｜編 賛会
釧路町 212.57 /KU あゆみ 町制施行記念 釧路町｜｜編 釧路町 1980 
釧路町 212.57 /KU 釧路町史 釧路町史編集委員会｜｜編釧路町 1990 
白糠町 212.58/SH 事始め白糠 白糠町開基百年記念 白糠町史編集委員会｜｜編白糠町 1984 
白糠町 212.58/SH しらぬか 風雪の歴史が語るこの 白糠町開基百年記念事業白糠町開基百年記念事 1984

百年二世紀へ託そう夢 協賛会｜｜編 業協賛会

と喜びを
白糠町 212.58/SH 白糠町史 渡辺茂｜｜編 白糠町役場 1954 
白糠町 212.58/SH/1 白糠町史上巻 白糠町史編集委員会｜｜編白糠町役場 1987 
白糠町 212.58/SH/2 白糠町史下 白糠町史編集委員会｜｜編白糠町 1989 
音別町（釧路市） 212.59/0 音別町史 音別町史編さん委員会｜｜ 音別町 1985 文献：p1194～1196音別

編 町史略年表：p1197～1361
音別町（釧路市） 212.59/0/1 音別町史上巻 音別町史編さん委員会｜｜ 音別町 2006.3 

編
音別町（釧路市） 212.59/0/2 音別町史下巻 音別町史編さん委員会｜｜ 音別町 2006.3 引用・参考文献：p1383～

編 1196略年表：p1386～
1573 

音別町（釧路市） 212.59/0 育ち来し郷土 音別町遺跡保護保存会｜｜ 音別町遺跡保護保存会 1961

編
音別町（釧路市） 212.59/R 繁明 町制施行30周年記念誌 音別町役場総務課｜｜編 音別町 1989.6 年表：p67～79
釧路市 212.6/A 愛国中央町内会創立20周年記 [20周年記念実行委員会｜｜愛国中央町内会 1984 

~：，ト、号両士，乙、 編］
釧路市 212.6/A あゆみ ［愛国中央町内会］25周 愛国中央町内会｜｜編 愛国中央町内会 1989 自昭和59年度至昭和63年

年記念 度
釧路市 212.6/F ふるさと釧路 保存版 郷土出版社 2012.8 
釧路市 212.6/HI 伸びゆく釧路 開基90年、開港60年、割｜｜ 東北海道社｜｜編 東北海道社 1959 

鳥合併10年記念特集号
釧路市 212.6/KU 釧路市郷土誌 釧路市教育会｜｜編 釧路市教育会 1932 
釧路市 212.6/KU 釧路市史 渡辺茂｜｜編 釧路市 1957 
釧路市 212.6/KU 釧路市史研究紀要 釧路市史編さん事務局｜｜ 釧路市史編さん事務局 1976 

編
釧路市 212.6/KU 釧路市統合年表 釧路市・阿寒町・音別町 釧路市地域史研究会｜｜編釧路市 2006.10 

合併1周年記念 釧路市地域史料室｜｜編
釧路市 212.6/KU 釧路市年表稿昭和40年一昭和 釧路市史編さん事務局｜｜ 釧路市 1987.3 

60年 編
釧路市 212.6/KU/1 釧路市史資料集第1号 釧路市｜｜編 釧路市 1953 
釧路市 212.6/KU/1 釧路市史資料集第1号 釧路市｜｜編 釧路市 1953 複写本
釧路市 212.6/KU/2 釧路市史資料集第2号 釧路市｜｜編 釧路市 1953 
釧路市 212.6/KU/2 釧路市史資料集第2号 釧路市｜｜編 釧路市 1953 複写本
釧路市 212.6/KU/3 釧路市史資料集第3号 釧路市｜｜編 釧路市 1954 
釧路市 212.6/KU/3 釧路市史資料集第3号 釧路市｜｜編 釧路市 1954 複写本
釧路市 212.6/KU くしろ百年 釧路市開基百年記念 北海道新聞社｜｜企画・編 釧路市開基百年記念事 1969.7 年表：p113～138文献：

集 業事務局 p140 
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釧路市 212.6/KU 久摺 松本成美｜｜編 釧路アイヌ文化懇話会 2005.2 
釧路市 212.6/KU 久摺［第1集］ 20の話 釧路生活文化伝承保存研釧路生活文化伝承保存 1992 奥付書名 ：久摺一二十話一

究会｜｜編 研究会
釧路市 212.6/KU/2 久摺第2集 釧路生活文化伝承保存研釧路生活文化伝承保存 1992

究会｜｜編 研究会
釧路市 212.6/KU/3 久摺第3集 釧路生活文化伝承保存 1994

研究会
釧路市 212.6/KU/4 久摺第4集 釧路生活文化伝承保存研釧路生活文化伝承保存 1995.5

究会｜｜編 研究会
釧路市 212.6/KU/5 久摺第5集 釧路生活文化伝承保存研釧路生活文化伝承保存 1996.6

究会｜｜編 研プ内LムM 

釧路市 212.6/KU/6 久摺第6集 釧路生活文化伝承保存研釧路生活文化伝承保存 1997.5
究会｜｜編 研プ内L.6.. Z玄

釧路市 212.6/KU/7 久摺第7集 釧路生活文化伝承保存研釧路生活文化伝承保存 1998.11
究会｜｜編 研究会

釧路市 212.6/KU/8 久摺第8集 釧路アイヌ文化懇話会｜｜ 釧路アイヌ文化懇話会 2000.2 

編
釧路市 212.6/KU/9 久摺第9集 釧路アイヌ文化懇話会｜｜ 釧路アイヌ文化懇話会 2001.11 

編
釧路市 212.6/KU/10 久摺第10集 釧路アイヌ文化懇話会｜｜ 釧路アイヌ文化懇話会 2003.12 

編
釧路市 212.6/KU/11 久摺第11集 釧路アイヌ文化懇話会｜｜ 釧路アイヌ文化懇話会 2005.8 

編
釧路市 212.6/KU/12 久摺第12集 ［割｜｜路アイヌ文化懇話会｜｜ 釧路アイヌ文化懇話会 2008.9 

編］
釧路市 212.6/KU/13 久摺第13集 ［割｜｜路アイヌ文化懇話会｜｜ 釧路アイヌ文化懇話会 2010.10 

編］
釧路市 212.6/KU/1 新釧路市史第1巻 釧路市｜｜編 釧路市 1974 
釧路市 212.6/KU/2 新釧路市史第2巻 釧路市 1973 
釧路市 212.6/KU/3 新釧路市史第3巻 釧路市 1972 
釧路市 212.6/KU/4 新釧路市史第4巻 釧路市 1974 
釧路市 212.6/KU／ヘツ 新釧路市史別冊 釧路市｜｜編 釧路市 1975 表紙・背の書名：新釧路市

史年表別冊付図（3枚）：
「到｜｜路市街案内」「釧路市

街明細図」（明治39年発行）
「自｜｜路市街図」

釧路市 212.6/KU/S59 夏・くしろ 1984 釧路北高等学校調査記録釧路北高等学校調査記 1985
班｜｜編 録班

釧路市 212.6/KU/S60-1 夏・くしろ 1985part1 釧路北高等学校調査記録釧路北高等学校調査記 1986
班｜｜編 録1リI

釧路市 212.6/KU/S60-2 夏・くしろ 1985pa吋2 釧路北高等学校調査記録釧路北高等学校調査記 1986
班｜｜編 録班

釧路市 212.6/KU/S60-3 夏・くしろ 1985part3 釧路北高等学校調査記録釧路北高等学校調査記 1986
班｜｜編 録班

釧路市 212.6/KU/S60-4 夏・くしろ 1985part4 釧路北高等学校調査記録釧路北高等学校調査記 1986
班｜｜編 録班
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釧路市 212.6/KU/S60-5 夏・くしろ 1985pa吋5 釧路北高等学校調査記録釧路北高等学校調査記 1986

班｜｜編 録班
釧路市 212.6/KU/S61 夏・くしろ 1986 釧路北高等学校調査記録釧路北高等学校調査記 1987

班｜｜編 S棄却I
釧路市 212.6/KU/S62 夏・くしろ 1987 釧路北高等学校調査記録釧路北高等学校調査記 1988

班｜｜編 録班
釧路市 212.6/KU 昔を今に語る釧路史談会 釧路市談会｜｜編 釧路図書館 ［出版年不明］ 昭和5年集会記録
釧路市 212.6/KU 目で見る釧路の歴史 釧路市審議室市史編さん 釧路市 1992.8 市制施行70周年記念

事務局｜｜編
釧路市 212.6/MI 30年の歩み 創立30年記念誌 ニ富繁夫｜｜編 釧路市緑ケ丘北部町内 1996.10

£: 』
釧路市 212.6/SH 新富士の歩み 新富士町内会（割｜｜路市）｜｜ 釧路市新富士町内会 1970 

編

浄土与四雄｜｜編

中野正敏｜｜編
釧路市 212.6/SH/1 新修釧路市史第1巻（総論・政 釧路市史編さん員会議｜｜ 釧路市 1993.3 折り込図1枚

治行政編） 編
釧路市 212.6/SH/2 新修釧路市史第2巻 釧路市史編さん員会議｜｜ 釧路市 1995 

編
釧路市 212.6/SH/3 新修釧路市史第3巻 釧路市史編さん員会議｜｜ 釧路市 1996.3 

編
釧路市 212.6/SH/4 新修釧路市史第4巻 釧路市史編さん員会議｜｜ 釧路市 1997.3 

編
釧路市 212.6/SO 釧路・鳥取報恩、会創立百年記 曽根樫次｜｜編・著 釧路・鳥取報思会 1989.6 

4’，~.ト、雪両，土v 

釧路市 212.6/SO 桜田八十五年史 桜田八十五年記念事業 1980.10 編集：首根樫次監修：桜

協賛会 田八十五年史編集委員一

同
釧路市 212.6/TO 写真集明治大正昭和釧路（ふ 鳥居良四郎｜｜編 国書刊行会 1979 

るさとの思い出 27)
釧路市 212.6/TO 鳥取北町内会二十周年記念誌 鳥取北町内会｜｜編 鳥取北町内会 1989 
釧路市 212.6/Y 躍進くしろ 釧路市・鳥取町・白糠村 1979.11 釧路市・鳥取町・白糠村

（一部編入）合併30周年 （一部編入）合併30周年記

記念写真集発行委員会 念写真集
釧路市 212.6/Y 山花・美濃郷土誌 山花・美濃郷土誌編纂委 山花・美濃開基80年山 1971 

員会｜｜編 花小学校開校70周年記

念事業協賛会
釧路市 212.6/Y 山花美濃開拓百年史 首根樫次｜｜著 釧路市山花美濃町内会 1998.8
鳥取村（釧路市） 212.6/TO 釧路郡鳥取村関係史料 北海道史原稿用紙にぺン

書き
鳥取村（釧路市） 212.6/TO 鳥取村五十年史 鳥取町誌編纂委員会，福本鳥取村 1934 

猿三｜｜編
鳥取町（釧路市） 212.6/TO 鳥取町誌 鳥取町誌編纂委員会｜｜編鳥取町 1943 

福本猿三｜｜編
鳥取町（釧路市） 212.6/TO 鳥取町誌 鳥取町誌編纂委員会｜｜編鳥取町 1943 複写本

福本猿三｜｜編
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十勝
十勝 213/C 十勝・帯広における集落の形成 千葉小太郎日沼穣｜｜編十勝郷土研究会 1986.2 

4 
十勝 213/ME 目で見る帯広・十勝の100年 写真が語る激動のふるさ 井上寿｜｜監修 郷土出版社 2003.8 

と一世紀
十勝 213/0 帯広・十勝の昭和 写真アルバム 千葉／章仁｜｜監修 いき出版 2013.7 文献：p179

しなのき書房｜｜編
十勝 213/SH 新十勝史 十勝郷土研究会新十勝史十勝毎日新聞社 1991.3 

編集委員会｜｜編
十勝 213/TO 十勝大百科事典 十勝大百科事典刊行会｜｜ 北海道新聞社 1993.5 付（図1枚袋入）：十勝の郷

編 土ガイドマップ
十勝 213/TO 十勝二万年史 十勝川流域史研究会｜｜編十勝川流域史研究会 1985.3 
十勝 213/Z 図説帯広・十勝の歴史（北海道 後藤秀彦｜｜監修 郷土出版社 2009.8 

の歴史シリーズ）
十勝 213.1/D/1 大平原の忘れ得ぬ人々 1 十勝創生叢書 相李庵書房 1992 
十勝 213.1 /D/2 大平原の忘れ得ぬ人々 2 十勝創生叢書 柏李庵書房 1992 
十勝 213.1/D/3 太平原の忘れ得ぬ人々 3 十勝創生叢書 柏李庵書房 1992 
十勝 213.1/D/4 大平原の忘れ得ぬ人々 4 十勝創生叢書 柏李庵書房 1992 
十勝 213.1/D/5 大平原の忘れ得ぬ人々 5 十勝創生叢書 柏李庵書房 1993 
十勝 213.1/D/6 大平原の忘れ得ぬ人々 6 十勝創生叢書 柏李庵書房 1993.4 
十勝 213.1/D/7 大平原の忘れ得ぬ人々 7 十勝創生叢書 柏李庵書房同人 1993.7 
十勝 213.1/D/8 太平原の忘れ得ぬ人々 8 十勝創生叢書 相李庵書房同人 1993.12 
十勝 213.1/HA 十勝開拓史話 萩原実｜｜著 道南歴史研究協議会 1964 
十勝 213.1/HA 十勝開拓史話 萩原実｜｜著 道南歴史研究協議会 1964 複写本
十勝 213.1/HA 十勝開拓史 依田勉三｜｜著 名著出版 1975 日誌「備忘」明治26年1月

萩原実｜｜編 ～35年10月を収録
十勝 213.1/HA 北海道十勝開拓史話 萩原実｜｜著 晩成社 1975 
十勝 213.1/HA 北海道晩成社十勝開発史 萩原実｜｜編 萩原実 1937 
十勝 213.1/HA 北海道晩成社十勝開発史 萩原実｜｜編 萩原実 1937 複写本
十勝 213.1/HO 十勝国誌 北海道十勝支庁｜｜編 北海道十勝支庁 ［出版年不明］ 謄写印刷
十勝 213.1/HO 十勝国誌 北海道十勝支庁｜｜編 北海道十勝支庁 ［出版年不明］ 謄写印刷複写本
十勝 213.1/1/1 十勝地方史研究所研究資料第 井上寿｜｜著 十勝地方史研究所 1985.2 

1号
十勝 213.1 /1/2 十勝地方史研究所研究資料 井上寿｜｜著 十勝地方史研究所 1985.2 

第2号
十勝 213.1/KI 静岡藩の十勝支配 君手彦｜｜著 ［~ t海道史編集所］ 1971 「新しい道史」通巻47号抜

席lj

十勝 213.1/SA 十勝史 酒井章太郎｜｜編 酒井章太郎 1907 
十勝 213.1/SA 十勝史 酒井章太郎｜｜編 酒井章太郎 1907 複写本
十勝 213.1/TE 十勝平原 帯広を中心とした 寺田真一｜｜編 十勝行政相談所 1963 十勝国市町村治沿革一覧

あり
十勝 213.1/TO とかち戦後・昭和の記録写真集 帯広百年記念館｜｜編 帯広百年記念館 2010.2 
十勝 213.1/TO 十勝20世紀 激動100年の軌跡 十勝毎日新聞社｜｜編 十勝毎日新聞社 2001 
十勝 213.1/TO とかちの百年その瞬間（とき） 写真でみるとかちの20世 帯広百年記念館｜｜［編］ 帯広百年記念館 2000.7 第23回特別企画展

来E

24 



市町村名 請求記号 書名 副書名 版表示 著（編）者名 出版者名 出版年月 注記
十勝 213.1/TO 十勝晩成会二十年の歩み 十勝晩成会20年の歩み編十勝晩成会 1991.10 

集委員会｜｜編
十勝 213.1/TO 十勝風土記ふるさと百年 古きを訪ねてのれん訪 十勝毎日新聞社｜｜編 十勝毎日新聞社 1969 開道百年記念

問
十勝 213.1/W/1 十勝史夜話上 渡部哲雄｜｜著 東北海道新聞社 1983.11 限定版
十勝 213.1/W/2 十勝史夜話中 渡部哲雄｜｜著 東北海道新聞社 1984.8 限定版
十勝 213.1/W/3 十勝史夜話下 渡部哲雄｜｜著 東北海道新聞社 1985.6 限定版
陸別町 213.11/R/1 陸男IJ1 陸別町史資料開拓の先 陸別町史編さん室｜｜編 陸別町史編さん室 [1991] 

人回顧談
陸別町 213.11/R/2 陸月IJ2 陸別町史資料開拓の先 陸別町史編さん室｜｜編 陸別町史編さん室 [1991] 

人回顧談
陸別町 213.11/R/3 陸別 3 陸別町史資料開拓の先 陸別町史編さん室｜｜編 陸別町史編さん室 [1991] 

人回顧談
陸別町 213.11/R 陸別町史 陸別町広報聴町史編さん 陸別町 1991.3 付（図1枚袋入）：殖民地区

室｜｜編 画図注別地域合成作図
陸別町 213.11/R 陸別町小史 五O年のあゆみ 陸別町小史編集委員会｜｜ 陸別町役場 1968 年表.p7～23

編
陸別町 213.11/R/1 陸別町史通史編 陸別町広報広聴町史編さ陸別町 1994 付図：殖民地区画図差別

ん室｜｜編 地域合成作図
陸別町 213.11/R/2 陸別町史別巻 陸別町広報広聴町史編さ陸別町 1994 

ん室｜｜編
陸別町 213.11/SE 開拓のあけぼの 陸別町開拓小史 関寛翁ブロンズ像建立期 関寛翁ブロンズ像建立 1978 

成会｜｜編 期成会
西足寄村（足寄町） 213.11/NI 郷土誌 西足寄尋常高等小学校 ｜｜ 西足寄尋常高等小学校 1933 謄写印刷

編
足寄町 213.11/A 足寄町史 足寄町町史編纂臨時専門足寄町 1973 

委員会｜｜編
足寄町 213.11/A/1 足寄百年史上巻 足寄町史編さん委員会｜｜ 足寄町 2007.3 

編
足寄町 213.11/A/2 足寄百年史下巻 足寄町史編さん委員会｜｜ 足寄町 2010.3 

編
足寄町 213.11/A/シ 足寄百年史資料編 足寄町史編さん委員会｜｜ 足寄町 2011.3 

編
足寄町 213.11/F ふるさとのあしあと まちのおいたちシリーズ 足寄町｜｜編 足寄町 1979.3 開基70周年記念

総集編
足寄町 213.11/Y 開拓の歩み 山形圧内開拓国入植20周山形庄内開拓団 1966 足寄町茂喜登牛山形庄内

年記念誌編纂委員会｜｜編 開拓国
足寄町茂喜登牛山形庄内
開拓国｜｜編

本別町 213.11/HO 本別町五十年史 本別町史編纂委員会｜｜編本別町 1953.10 
本別町 213.11/HO 本別町五十年史 本別町史編纂委員会｜｜編本別町 1953 
本別町 213.11/HO 本別町新開拓20年 本別町戦後開拓20年記念本別町戦後開拓20年記 1965

事業実行委員会｜｜編 念事業実行委員会
本別町 213.11/HO 本別町史 本別町町史編さん委員会 本別町役場 1977 

｜｜編
本別町 213.11/HO 本別町史追補 本別町史編纂委員会｜｜編本別町 1992 
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本別町 213.11 /H0/2 本別町史追補第二巻 本別町史編さん委員会｜｜ 本別町 2012.10 年表：巻末

編
本別町 213.11/HO 本別60年の歩み 本別町史編纂委員会｜｜編本別町 1961 
浦幌村 213.12/MO 郷土の温故 森直樹｜｜著 森直樹 1943 電子式複写
浦幌村 213.12/U 浦幌村五十年沿革史 自明治33年至昭和24年 ；甫幌村社会教育協会｜｜編浦幌村 1949 編纂担当者：間宮不二雄
浦幌村 213.12/U 20年のあゆみ 町制施行20周年記念誌 浦幌町｜｜編 浦幌町 1974.10 
浦幌町 213.12/TO 川流布史 戸野部七郎｜｜執筆 川流布小学校 1977 附図2枚
浦幌町 213.12/U 浦幌町史 浦幌町史編さん委員会｜｜ 浦幌町 1971.3 

編
浦幌町 213.12/U 浦幌町百年史 浦幌町百年史編さん委員 浦幌町 1999.12 

会｜｜編
大津村（豊頃町） 213.12/SA/1 大津村史稿第1輯 斉藤米太郎｜｜著 大津村 ［出版年不明］
大津村（豊頃町） 213.12/SA/2 大津村史稿第2輯 斉藤米太郎｜｜著 大津村 ［出版年不明］
大津村（豊頃町） 213.12/SA/3 大津村史稿第3輯 斉藤米太郎｜｜著 大津村 ［出版年不明］
大津村（豊頃町） 213.12/SA/4 大津村史稿第4輯 斉藤米太郎｜｜著 大津村 ［出版年不明］
大津村（豊頃町） 213.12/SA/5 大津村史稿第5輯 斉藤米太郎｜｜著 大津村 ［出版年不明］
豊頃町 213.12/0 大津村史 斎藤米太郎｜｜著 大津村 2000.3 
豊頃町 213.12/TO 豊頃町史 豊頃町史編さん委員会｜｜ 豊頃町 1971 

編
豊頃町 213.12/T0/2 豊頃町史追補 豊頃町史編さん委員会｜｜ 豊頃町 1987.3 

編
豊頃町 213.12/TO 豊頃村郷土誌 豊頃村｜｜編 豊頃村 1934 謄写刷
豊頃町 213.12/TO 豊頃村郷土資料集 豊頃村教育研究所｜｜編 豊頃村教育研究所 1959 
幕別町 213.13/A 歩み 幕別町錦町第二公区 [2007] 
幕別町 213.13/F 古舞開基百年史 開基百年記念史編纂委員古舞開基百年記念事業 2001.3

会｜｜編 協賛会
幕別町 213.13/HI 東春日 創立＝十周年記念誌 東春日公区創立三十周年［東春日公区］ 2004.1 

記念事業実行委員会｜｜編
幕別町 213.13/KO 百年史こまはた 駒畠開基百周年記念誌 駒畠公区開基百周年事業駒畠公区開基百周年事 2010.3

協賛会記念誌編集部｜｜編業協賛会
幕別町 213.13/MA 幕別村誌 幕別村役場 1919.5 別冊付：幕別村図（38×

45cm) 
幕別町 213.13/MA 幕別町史 幕別町史編纂委員会｜｜編幕別町 1967.9 
幕別町 213.13/MA 幕別町百年史 幕別町｜｜編 幕別町 1996 
幕別町 213.13/MA 幕別風土記 幕別町 1981.3 折り込図1枚
幕別町 213.13/R 理想郷 軍岡開基百年史 記念史編集委員会｜｜編 軍岡開拓功労顕彰碑移 1997.9

転・神社造営等協賛会
幕別町 213.13/SA 猿別原野 西猿別開拓百年記念誌編西猿別開拓百年記念事 1997.2

纂部｜｜編 業協賛会
幕別町 213.13/Y 夢のつづきは－－． ［吉田正司｜｜編］ ［吉田正司］ 2001あとがき
池田町 213.13/1/1 ［池田町史］第1編 池田町史編纂委員会｜｜編池田町 1978.2 
池田町 213.13/1/2 ［池田町史］第2編 池田町史編纂委員会｜｜編池田町 1974 
池田町 213.13/1/3-1 ［池田町史］第3編一［1] 池田町史編纂委員会｜｜編池田町 1975.6 
池田町 213.13/1/3-2 ［池田町史］第3編ー［2] 池田町史編纂委員会｜｜編池田町 1974.7 
池田町 213.13/1/3-3 ［池田町史］第3編－［3] 池田町史編纂委員会｜｜編池田町 1980.1 
池田町 213.13/1/4-1 ［池田町史］第4編一［1] 池田町史編纂委員会｜｜編池田町 1979.5 
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池田町 213.13/1/ 4-2 ［池田町史］第4編－［2] 池田町史編纂委員会｜｜編池田町 1974.3 
池田町 213.13/1/5 ［池田町史］第5編 池田町史編纂委員会｜｜編池田町 1979.5 
池田町 213.13/1/6 ［池田町史］第6編 池田町史編纂委員会｜｜編池田町 1979.5 
池田町 213.13/1/7 ［池田町史］第7編 池田町史編纂委員会｜｜編池田町 1978.2 
池田町 213.13/1/8 ［池田町史］第8編－［1] 池田町史編纂委員会｜｜編池田町 1976 
池田町 213.13/1/8-2 ［池田町史］第8編－［2] 池田町史編纂委員会｜｜編池田町 1979.2 
池田町 213.13/1/9 ［池田町史］第9編 池田町史編纂委員会｜｜編池田町 1976.12 
池田町 213.13/1/10 ［池田町史］第10編 池田町史編纂委員会｜｜編池田町 1979.5 
池田町 213.13/1/1 池田町史上巻 池田町｜｜編 池田町 1988.10 
池田町 213.13/1/2 池田町史下巻 池田町｜｜編 池田町 1989 
池田町 213.13/1 池田町史 池田町企画振興課町史編池田町 1998.10 

纂室｜｜編
池田町 213.13/1 池田町史年表 池田町史編纂委員会｜｜編池田町 1979.9 
池田町 213.13/1 池田町懐かしのアルバム 写真で綴る池田町史 池田町企画振興課町史編池田町 1992.3 

纂室｜｜編
池田町 213.13/KA 開拓八十五年開校三十年川合 川合のあゆみ編集委員会川合のあゆみ編集委員 1978

のあゆみ ｜｜編 i三~ 
池田町 213.13/Ml/1 池田町誌考第1輯 三好勲｜｜著 生田原歴史研究会 1968 謄写印刷
池田町 213.13/Ml/2 池田町誌考第2輯 三好勲｜｜著 生田原歴史研究会 1969 謄写印刷
池田町 213.13/TO 東台校下開拓七十年史 東台小学校開校七十周年東台小学校開校七十周 1975

校舎落成記念協賛会開拓年校舎落成記念協賛会

史部｜｜編 開拓史部
上士幌村 213.14/KA 上士幌郷土誌 上士幌村教育委員会 1937.10 孔版付図3枚：上士幌村

地勢大観、明治四十年中

島見取図、元小屋以北の

状況（大正五・六年当時）
上士幌町 213.14/KA 上士幌町史 上士幌町史編さん委員会 上士幌町 1970 

｜｜編
上士幌町 213.14/KA 上士幌町史補追版 上士幌町史編さん委員会 上士幌町 1992.1 

｜｜編
上士幌町 213.14/SH 信愛五十年の歩み 信愛農事組合創立50周年信愛農事組合創立50周 1982

記念協賛会｜｜編 年記念協賛会
上士幌町 213.14/W わが町片隅の半世紀 ［上士幌町地域の宝さがし上士幌町地域の宝さが 2007.6 既干1J3編抜粋と新編の合

の会｜｜編］ しの会 冊
士幌村 213.14/SH 士幌村史 士幌村史編纂委員会｜｜編士幌村 1962 書名は背・奥付による標

題紙書名 ：しほろ村史
士幌町 213.14/HY 拓魂 百戸分開拓八十年記念 百戸分開拓八十年記念 1987.3

圭ロ±，ω 誌編集委員会
士幌町 213.14/HY 百戸史 百戸開拓百年記念誌 百戸開拓百年記念事業 2007.4

協賛会
士幌町 213.14/KA 懐山 新田開基・開校五十周年 新田開基開校五十周年 1981.8 奥付書名．『新田開基・開

記念協賛会記念誌部｜｜編記念協賛会 校五十年誌』付：『新田開

基開校50周年記念式典』

プログラムあり
士幌町 213.14/NA 開拓百周年中士幌の歩み ［中士幌］開拓百周年記 1999.2 

念事業実行委員会
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士幌町 213.14/SA 貴跡 佐倉地区開基七十年佐倉佐倉地区開基七十年佐 1985

小学校開校七十年農協佐倉小学校開校七十年農
倉事業所開所二十年記念協佐倉事業所開所二十

協賛会｜｜編 年記念協賛会
士幌町 213.14/SH 協心 ［新栄常会創立四十周年記新栄常会創立四十周年 1980.9

念協賛会｜｜編］ 記念協賛会
士幌町 213.14/SH 士幌のあゆみ 町制施行二十年史 士幌町 1981.10 
士幌町 213.14/SH/2 士幌のあゆみ続 士幌町史へんさん委員会 士幌町役場企画課 1992 続の副書名：開基70周年

｜｜編 記念誌町制施行三十年

史
音更町 213.15/C 千野農場と千野市街の形成 音更郷土史研究会｜｜編 音更郷土史研究会 1998.12 
音更町 213.15/HI 拓魂悠久 東士幌開拓百年記念誌 東士幌開拓100年事業 奥付の書名東士幌開拓

協賛会 百年記念誌
音更町 213.15/HI 花さける郷 東士狩開基八十五周年 ［出版者不明］ [1981] 

圭ロコL..~、
音更町 213.15/HI 東士狩百年史 田守隆俊｜｜編 東土狩開基百年協賛会 1996.6 奥付の書名・東士狩開基

百年記念誌
音更町 213.15/KI 北駒場 開拓八十周年記念誌 北駒場開基80周年記念事北駒場開基八十周年記 2009.3

業実行委員会｜｜編 念事業実行委員記念誌

編纂部会
音更町 213.15/MA 続・栄光 万年開基九十周年記念 ［音更町万年地区］協賛会 万年開基九十周年記念 1994.8

圭ロ士,.:_. 記念誌部｜｜編 協賛会
音更町 213.15/MA 万年百年史 万年百周年協賛会記念誌万年百周年協賛会 2004.12 

部｜｜編
音更町 213.15/MU 武儀史 武儀開拓八十周年記念協武儀開拓八十周年記念 1977

賛会記念誌係｜｜編 協賛会
音更町 213.15/NI 仁稽農場物語 ［ト力プチの森｜｜編］ トカプチの森 2003.5 共同刊行：仁稽農場を讃

える住民の集い
音更町 213.15/NI 流嘩 西上音更地区開拓70周 ［西上音更地区記念事業協西上音更地区記念事業 1979.2 付 ：記念式典プ口グフム、

年・西上音更小学校開校 賛会］記念誌編集部会｜｜編協賛会 封筒

60周年・士幌町農協西上

支所開設15周年記念誌
音更町 213.15/0 音更郷土史研の活動記録 音更町郷土史研究会 2006.4 

2005（平成17)年
音更町 213.15/0 音更町史 音更町史編纂委員会｜｜編音更町 1961 
音更町 213.15/0 音更町史 音更町｜｜編 音更町 1980.12 
音更町 213.15/0 音更百年史 音更町史編さん委員会｜｜ 音更町 2002.9 

編
音更町 213.15/0 ［音更町］郷土史年表 音更町｜｜編 音更町 1970 
音更町 213.15/0 音幌五十周年記念誌 松田泰弘｜｜編 音幌五十周年記念事業 1999.4

実行委員会
音更町 213.15/0 百年の詩 鎮錬 鎮錬開拓100年記念協賛 鎮錬開拓100年記念協 2006.9 

会記念誌部｜｜編 賛会
音更町 213.15/SE 先人百年の歩み 上然別開基百年・上然別 ［上然別開基百年・上然別 上然別開基百年・上然 2000.8 

小学校開校九十周年記 小学校開校九十周年記念別小学校開校九十周年
4’4昼4、、吾ロ士，山 協賛会｜｜編］ 記念協賛会
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音更町 213.15/SH 然別地区八十年史 然別地区八十年史編纂委然別部落 1969 

員会｜｜編
音更町 213.15/SH 然別百年 然別地区開拓使 然別地区開拓百年記念事然別地区開拓百年記念 1989.12

業協賛会｜｜編 事業協賛会
音更町 213.15/SU 住吉のあゆみ 音更町住吉開拓記念史 住吉開拓記念史編さん委 ［住吉開拓記念史編さん 1984.9

員会｜｜編 委員会］
音更町 213.15/TO 富Eの生い立ち 郷土史 ［音更町富丘区｜｜編］ 富丘区創立五十周年協 1997.3

賛会
音更町 213.15/TO 豊旗雲 音更町豊田地区百年記 豊田地区百年記念実行 2002.2

~.ト、号両士·~ 協賛会
音更町 213.15/Y 矢部の生い立ち 開拓百年史 矢部開拓百年記念誌編纂 矢部開拓百年記念実行 1996.6 共同刊行：音更町矢部

委員会｜｜編 委員会
鹿追町 213.15/D 台地 上幌内郷土史 上幌内郷土史編纂委員会上幌内農事行政区 1989.12 

｜｜編
鹿追町 213.15/KA ふるさとの記録 上然別連合会｜｜編 上然別連合会 ［出版年不明］
鹿追町 213.15/SA 笹川 豊郷和暢鹿追町笹川開 鹿追町笹川部落史編纂委［鹿追町笹川部洛史編 1983.8 

拓記念誌 員会｜｜編 纂委員会］
鹿追町 213.15/SH クテクウシ 下鹿追郷土史 下鹿追郷土史編纂委員会下鹿追郷土史編纂委員 1992

｜｜編 ~ 、

鹿追町 213.15/SH 鹿の角 開拓想い出の記 鹿追町開拓想い出の会｜｜ 鹿追町開拓想い出の会 1970

編
鹿追町 213.15/SH 鹿追町史 鹿追町史編纂委員会｜｜編鹿追町 1978.3 
鹿追町 213.15/SH 鹿追町70年史 鹿追町史編纂委員会｜｜編鹿追町 1994 
鹿追町 213.15/SH 鹿追村郷土誌 鹿追村教育研究会｜｜編 鹿追町教育委員会 1989 複刻版もとの発行は昭和

12年鹿追村教育研究会
鹿追町 213.15/TA/3 眼で見る郷土史第3集 碑とその周辺 高橋行夫｜｜著 高橋行夫 1987.1 
新得町 213.16/KA 狩勝線百年物語 「しんとく」の峠物語実行委新得町観光協会 2008.3 

員会｜｜編
新得町 213.16/KE 毛根七十年史 毛根部落史編纂委員会｜｜ 毛根部落 1966 

編
新得町 213.16/SH 新得町史 新得町史編纂委員会｜｜編新得町 1955 
新得町 213.16/SH 新得町史 新得町史編さん委員会｜｜ 新得町 1990.11 

編
新得町 213.16/SH 新得町七十年史 新得町史編さん専門委員 新得町 1972 

会｜｜編
新得町 213.16/SH 新得町百年史 新得町百年史編さん委員 新得町 2000.1 

会｜｜編
新得町 213.16/SH 目で見る八十年しんとく 開基八十周年記念写真 新得町｜｜編 新得町 1979 共同刊行．新得町開基八

集 十周年記念事業推進委員

~ 
新得町 213.16/SO 双互会史 坂下通り 双互会｜｜編 双互会 2005.8 創立65周年記念
清水町 213.16/B 愛郷学友 美蔓郷土史 美蔓開基八十周年美蔓小美蔓開基八十周年美蔓 1990 附図2枚（大正12年に於け

学校開校七十五周年記念小学校開校七十五周年 る美蔓地域土地所有者状

事業協賛会｜｜編 記念事業協賛会 況清水町美蔓地域図）
清水町 213.16/HA はおびの流れ 羽帯地域開基百年記念 羽帯開基百年記念協賛 1998.3

圭周±'"' 
~』E． 
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清水町 213.16/KU 熊牛開拓七十年記念史 熊牛農業協同組合｜｜編 熊牛農業協同組合 1964 
清水町 213.16/KU 熊牛の百年 熊牛地域開拓百年記念事熊牛地域百年記念事業 1998.2 年表：p797～813

業記念誌委員会｜｜編 協賛会
清水町 213.16/MA 松沢開拓農民の歩み 松沢開拓70周年記念誌編松沢開拓70周年記念誌 1970.9

集委員会｜｜編 編集委員会
清水町 213.16/MI みかげの百年 御影百年事業記念誌 御影百年事業記念誌部会御影地域百年記念事業 2008.12

｜｜編 実行委員会
清水町 213.16/SE 先人に聞くその頃のわが町 清水町開基九十年記念 記念文集実行委員会｜｜編清水町文化協会 1992 
清水町 213.16/SH 清水町史 清水町｜｜編 清水町 1982.1 
清水町 213.16/SH 清水町五十年史 土屋宗達｜｜編纂 清水町役場 1953 清水町年表：p925～937
清水町 213.16/SH 清水町百年史 清水町史編さん委員会｜｜ 清水町 2005.2 布装

編さん
清水町 213.16/Y ホネオップ開墾記 羽帯を拓いた人々 米国勝次郎｜｜著 米国勝次郎 1975 
芽室村 213.16/ME 芽室村史 治部博之｜｜著 北海旭新聞社印刷部 1910.3 
牙室町 213.16/HE 平和部落史 平和中学校｜｜編 芽室町平和中学校（写） 1967 複写本（原本は芽室町立

平和中学校所蔵）
芽室町 213.16/KA 開拓のあゆみ 毛根百年史 毛根百年史編集委員会｜｜ 毛根開拓百年記念事業 1997.12

編 協賛会
牙室町 213.16/KA 上美生郷土史 開拓百年記念 ［上美生地区開拓百年記念上美生地区開拓百年記 2006.10

事業］協賛会記念史部｜｜編念事業協賛会
牙室町 213.16/KE 毛根牙室太部落史 毛根牙室太部落｜｜編 毛根牙室太部落 1916序
牙室町 213.16/ME 史 正岡明｜｜編 芽室町栄町町内会 1995 
牙室町 213.16/ME 芽室町五十年のあゆみ 芽室町｜｜編 芽室町 1953 
牙室町 213.16/ME 牙室町五十年史 芽室町｜｜編 芽室町 1952.12 
牙室町 213.16/ME 牙室町八十年史 牙室町役場 1982 芽室町年表：p721～736
牙室町 213.16/ME 牙室町百年史 牙室町役場 2000.3 
芽室町 213.16/NA 朔け悠久の郷 中伏古開拓百年記念誌 ［中伏古開拓百年協賛会］ 中伏古開拓百年協賛会 2002.7

記念誌部｜｜編
牙室町 213.16/NI 一世紀 西士狩開拓史 西土狩開拓史編集委員会西士狩開拓百年記念協 1986.3 奥付の書名：西士狩開拓

｜｜編 賛会 史「一世紀」
芽室町 213.16/NI 西士狩史 西士狩史編纂委員会｜｜編西士狩部落 1964 
牙室町 213.16/NI 西士狩史抄 西土狩史編纂委員会｜｜編西士狩史編纂委員会 ［出版年不明］
牙室町 213.16/NI 人間の大地まちの記憶 めむろ20世紀 芽室町 1999.10 芽室町百年記念誌
牙室町 213.16/SA 芽室村発達史 坂清三郎｜｜編 牙室村史刊行会 1925 
牙室町 213.16/SH 風雪百年下美生史 下美生史編集委員会｜｜編下美生開拓百年記念事 1995

業実行委員会
牙室町 213.16/Y 沃土 栄小学校開校七十周年 栄小学校開校七十周年記栄小学校開校七十周年 1980 共同刊行：栄地区郷土史

圭ロコLz-、圭両士，ι、 念協賛会｜｜編栄地区郷 記念協賛会 編纂委員会

土史編纂委員会｜｜編
中札内村 213.17/HI 部落史 神社改築記念 東戸蔦部落史編集委員 1980.12 年表：p134～142

~ 
中札内村 213.17/KA 源流 開基八十周年記念誌 「上札内開基八十周年記 上札内開基八十周年記 1986.9

念誌」編さん委員会｜｜編 念協賛会
中札内村 213.17/NA 新中札内村史 新中札内村村史編纂委員中札内村 1998.3 

会｜｜編
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中札内村 213.17 /NA 1997年そのとき私たちの村は 開村50周年記念誌次代 開村50周年記念誌編集委中札内村 1997 

に引き継ぐ村のE見況 員会｜｜編
中札内村 213.17 /NA 中札内村史 中札内村史編纂委員会｜｜ 中札内村役場 1968 

編
中札内村 213.17 /TA 河西郡大正村郷土史（大正6年5 大正村教育協議会｜｜編纂中札内郷土史研究会 1980 復表lj

月大正村教育協議会編纂）郷土 大正村教育研究会｜｜編

誌資料（昭和6年8月大正村教育

研究会編）
更別村 213.17/A 旭八十年史 旭開拓八十年記念誌 旭開拓八十年記念事業 1998.9

協賛会
更別村 213.17 /D どんぐりの里さらべつ 更別村開村50周年記念 ［更別村開村記念事業推進更別村開村50周年記念 1997.9

再発見フォトコンテスト写 室｜｜編］ 事業推進実行委員会

真集
更別村 213.17/SA 更別村史 更別村｜｜編 更別村 1972 
更別村 213.17/SA/2 更別村史続編 更別村｜｜編 更別村 1998 
更別村 213.17/SE 勢雄開基百年記念誌 せお ［勢雄開基百年記念実行委勢雄開基百年記念実行 2004.5

員会記念誌部｜｜編］ 委員会
忠類村（幕別町） 213.18/C 忠類村史 忠類村史編さん委員会｜｜ 忠類村 2000.12 

編
忠類村（幕別町） 213.18/C 忠類村の二十年 忠類村｜！編 忠類村 1969 附録：忠類村全戸別明細

図（五万分の－）忠類市街

図（五万分の－）
忠類村（幕別町） 213.18/C チョマナイの詩 この地・忠類に生きて 忠類村教育委員会｜｜編 忠類村教育委員会 1985 
大樹町 213.18/TA 新・大樹町史 新・大樹町史編さん委員会大樹町役場 1995 

｜｜編
大樹町 213.18/TA 大樹五十話 わが愛するふるさとの大 大樹教育委員会｜｜編 ［大樹町教育委員会］ 1997.3 古老は語る

地よ
大樹町 213.18/TA 大樹町史 大樹町史編纂委員会｜｜編大樹町 1953 

井浦徹人｜｜編
大樹町 213.18/TA 大樹町史 大樹町｜｜編 大樹町 1969.3 
大樹町 213.18/TA 拓北部落開基50周年記念誌 拓魂 拓北部落開基50周年記念拓北部落開基50周年記 1987

実行委員会｜｜編 念実行委員会
広尾町 213.18/HI 郷土（広尾）の生いたち 広尾史年表の部 広尾町教育委員会｜｜編 広尾町教育委員会 ［出版年不明］
広尾町 213.18/HI 新広尾町史資料 温故知新 ［広尾町］企画情報課｜｜編広尾町 2003.3 
広尾町 213.18/HI 新広尾町史年表史 広尾町｜｜編 広尾町 1993 
広尾町 213.18/HI 広尾町史 広尾町史編纂委員会｜｜編広尾町 1960 
広尾町 213.18/HI 広尾町史年表 広尾町史編さん委員会｜｜ 広尾町 1977.3 付（図1枚袋入）：昭和初期

編 (5年頃）の広尾市街図
広尾町 213.18/Hl/1 新広尾町史第1巻 広尾町史編さん委員会｜｜ 広尾町 1978.10 

編
広尾町 213.18/Hl/2 新広尾町史第2巻 広尾町史編さん委員会｜｜ 広尾町 1980.3 

編
広尾町 213.18/Hl/3 新広尾町史第3巻 広尾町史編さん委員会｜｜ 広尾町 1982.9 

編
広尾町 213.18/KA 開拓史「私たちの紋別」 開拓史「私たちの紋月ljJ編紋別開拓九O周年記念 1989

集委員会｜｜編 協賛会
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広尾町 213.18/KY 郷土史とよに 太田善繁執筆記念事業協豊似市街開基90周年記 1992

賛会編纂部｜｜編 念事業協賛会
広尾町 213.18/TA/1 風雪に耐えて［1J 広尾町広富部落の移住 ［竹腰幸雄｜｜著］ 竹腰幸雄 1983.6 折り込図2枚

と開拓
広尾町 213.18/TA/2 風雪に耐えて 2 広尾町広富部落の移住 ［竹腰幸雄｜｜著］ 竹腰幸雄 1985.9 折り込図3枚

と開拓
帯広市 213.2/F ふる里の歴史年表 帯広市大正農業者トレーニ大正農業者トレーニング 2000.2 巻末に『大正村郷土史』

ングセンター｜｜編 センタ－ （大正村教育協議会編纂）
の1部掲載

帯広市 213.2/HO 豊栄町内会創立30周年記念誌 創立30周年記念誌編集委豊栄町内会 2000 
員会｜｜編

帯広市 213.2/1 伊勢団体 開拓九十年 ［出版者不明］ 1988 
帯広市 213.2/1 以来開拓百年史 以来町開拓百年史編集委以来町開拓百周年記念 2005.12 郷土の歴史年表：p432～

員会｜｜編 事業協賛会 444 
帯広市 213.2/1 おびひろ・今と昔 井浦徹人｜｜著 十勝毎日新聞社 1958 
帯広市 213.2/KA 加賀開拓百年史 加賀開拓100年事業協賛 加賀開拓100年記念事 1998 

会｜｜編 業協賛会
帯広市 213.2/KA 加賀部落のあゆみ 加賀部落開拓八十年記念加賀部落会 1977.8 奥付の書名：加賀部落開

誌編集委員会｜｜編 拓八十年のあゆみ複写

本
帯広市 213.2/KA 加賀部落のあゆみ 加賀団体開拓七十年 加賀団体移住史編集委員加賀団体開拓七十年記 1967.8 複写本

会｜｜編 念式典委員長
帯広市 213.2/KA 加賀部落の歩み 加賀団体開拓七十年 加賀団体移史編集委員会［加賀団体開拓七十年 1967.8 複写本（帯広図書館蔵）

｜｜編 記念式式典委員会］
帯広市 213.2/KA 上帯広百年記念史 記念史編集委員｜｜編 ［上帯広－00年記念 2000.3 年表：p354～367文献：巻

史編集委員会］ 末
帯広市 213.2/KA 川西いまむかし 川西地区合併50周年記 川西地区合併50周年記念川西地区合併50周年記 2008.3

;f午b、圭酌士白 事業実行委員会 念事業実行委員会
川西地区環境衛生協力会
｜｜編

帯広市 213.2/KO 公栄町内会発足30年記念誌 ［公栄町内会｜｜編］ 公栄町内会 1981.5 
帯広市 213.2/KY 郷土史 岐阜県団体渡道四十年 中橋国太｜｜編 ［出版者不明］ ［出版年不明］ 復刻版原本の発行年：

記念 1935年
帯広市 213.2/KY 郷土史 岐阜県団体渡道四十年 中橋国太｜｜編 ［出版者不明］ 1935 複写本

＝ロZ「F」·~噌... 、

帯広市 213.2/NA 中島開拓九十年史 中島開拓90年記念史編集中島開拓90周年記念協 1990.3 書名は標題紙・背による
部｜｜編 賛会 奥付の書名：中島開拓90

年記念史
帯広市 213.2/NI 西帯広郷土史 西帯広郷土史編集委員会西帯広郷土史編集委員 1980

｜｜編 ~コh' 

帯広市 213.2/0 帯広市史 帯広市史編纂委員会｜｜編帯広市 1960 
帯広市 213.2/0 帯広市史 帯広市史編纂委員会｜｜編帯広市 1976 
帯広市 213.2/0 帯広市史 帯広市 1984.2 
帯広市 213.2/0 帯広市史 帯広市史編纂委員会｜｜編帯広市 2003.12 
帯広市 213.2/0/1 帯広市史稿 1 帯広市史編纂委員会｜｜編帯広市 1943序
帯広市 213.2/0/2 帯広市史稿 2 帯広市史編纂委員会｜｜編帯広市 1943序
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帯広市 213.2/0/3 帯広市史稿 3 帯広市史編纂委員会｜｜編帯広市 1943序
帯広市 213.2/0/ 4 帯広市史稿 4 帯広市史編纂委員会｜｜編帯広市 1943序
帯広市 213.2/0/5 帯広市史稿 5 帯広市史編纂委員会｜｜編帯広市 1943序
帯広市 213.2/0 帯広市町内会のあゆみ 帯広市町内会連絡協議 1982.4 帯広市開基100年記念協

i三::... 賛事業
帯広市 213.2/0 帯広のあゆみ 開基90年市制施行40年 十勝毎日新聞社｜｜編 十勝毎日新聞社 1972.10 奥付の書名：開基90年市

告ロコL..~， よbれ 制施行40年記念写真史
帯広市 213.2/0 帯広の生い立ち 帯広市史編纂委員会｜｜編帯広市史編纂委員会 1952 
帯広市 213.2/0 帯広の百年 帯広市史編纂委員会｜｜編帯広市 1982 帯広市開基百年市制施行

50年記念事業
帯広市 213.2/0 おびひろの街並／昨日・今日・明 おびひろの街並を考える実帯広一建会 1992 奥付書名．写真集おびひ

日 行委員会｜｜編十勝毎日 ろの街並／昨日・今日・明
新聞社｜｜編 日

帯広市 213.2/0 ［上帯広基松］郷土八十年のあ 上帯広基松地区郷土史編上帯広基松地区郷土史 1974
ゆみ 纂委員会｜｜編 編纂委員会

帯広市 213.2/0 川西村史 帯広市史編纂委員会｜｜編帯広市 1964 執筆者：小林正雄
帯広市 213.2/0 北のフロンティア都市帯広 帯広市市民公室企画調整帯広市市民公室企画調 1983 ガイドブック・おびひろ

課｜｜編 整課
帯広市 213.2/0 大正村史 帯広市史編纂委員会｜｜編帯広市 1964 執筆者ソj、林正雄
帯広市 213.2/0/1 ふるさとの語り部第1号 帯広百年記念館編 帯広百年記念館 1986.12 
帯広市 213.2/0/2 ふるさとの語り部第2号 帯広百年記念館編 帯広百年記念館 1987.12 
帯広市 213.2/0/3 ふるさとの語り部第3号 帯広百年記念館編 帯広百年記念館 1989.2 
帯広市 213.2/0/ 4 ふるさとの語り部第4号 帯広百年記念館編 帯広百年記念館 1989.12 
帯広市 213.2/0/5 ふるさとの語り部第5号 帯広百年記念館編 帯広百年記念館 1990.9 
帯広市 213.2/0/6 ふるさとの語り部第6号 帯広百年記念館編 帯広百年記念館 1991.7 
帯広市 213.2/0/7 ふるさとの語り部第7号 帯広百年記念館編 帯広百年記念館 1991.11 
帯広市 213.2/0/8 ふるさとの語り部第8号 帯広百年記念館編 帯広百年記念館友の会 1992
帯広市 213.2/0/9 ふるさとの語り部第9号 帯広百年記念館編 帯広百年記念館 1993 
帯広市 213.2/0/10 ふるさとの語り部第10号 帯広百年記念館編 帯広百年記念館 1994 
帯広市 213.2/0/11 ふるさとの語り部第11号 帯広百年記念館編 帯広百年記念館 1995 
帯広市 213.2/0/12 ふるさとの語り部第12号 帯広百年記念館編 帯広百年記念館 1996 
帯広市 213.2/0/13 ふるさとの語り部第13号 帯広百年記念館編 帯広百年記念館 1997.3 
帯広市 213.2/0/14 ふるさとの語り部第14号 帯広百年記念館編 帯広百年記念館 1998.3 
帯広市 213.2/0/15 ふるさとの語り部第15号 帯広百年記念館編 帯広百年記念館 1999.3 
帯広市 213.2/0/16 ふるさとの語り部第16号 帯広百年記念館編 帯広百年記念館 2000.3 
帯広市 213.2/0/17 ふるさとの語り部第17号 帯広百年記念館編 帯広百年記念館 2001.3 
帯広市 213.2/0/18 ふるさとの語り部第18号 帯広百年記念館編 帯広百年記念館 2002.3 
帯広市 213.2/0/19 ふるさとの語り部第19号 帯広百年記念館編 帯広百年記念館 2003.3 
帯広市 213.2/0/20 ふるさとの語り部第20号 帯広百年記念館編 帯広百年記念館 2004.3 
帯広市 213.2/0/21 ふるさとの語り部第21号 帯広百年記念館編 帯広百年記念館 2008.1 
帯広市 213.2/0/22 ふるさとの語り部第22号 帯広百年記念館編 帯広百年記念館 2010.1 
帯広市 213.2/F /23 ふるさとの語り部第23号 帯広百年記念館編 帯広百年記念館 2011.8 
帯広市 213.2/SA 桜木町開拓百年史 桜木町開拓100年史編纂 桜木町開拓100年記念 1997.7 

委員会｜｜編 事業協賛会
帯広市 213.2/TA 写真集明治大正昭和帯広 棚瀬善一｜｜編 国書刊行会 1978 
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帯広市 213.2/TA 拓人 幸福開拓百年史 幸福開拓百年記念史「拓 幸福開拓百年記念事業 2001.7 書名は奥付による

人」編纂委員会｜｜編 協賛会
帯広市 213.2/TA 「辿る・蘇る昭和の帯広」 写真を見ながら楽しく語 「辿る・蘇る昭和の帯広」 2009.2 平成20年度文部科学省委

りませんか 実行委員会 託事業「学びあい、支えあ
~＼」地域活性化推進事業

帯広市 213.2/TA ふるさと九十年 帯広物語 棚瀬善一｜｜著 帯広千秋庵製菓 1972 
帯広市 213.2/TE 鉄南 設立20周年記念誌 ［帯広市鉄南地区連合町内帯広市鉄南地区連合町 1976.8

会設立20周年記念実行委内会設立20周年記念実
員会記念誌編纂部｜｜編］ 行委員会

帯広市 213.2/TE 鉄南 設立50周年記念誌 創立50周年記念事業実行帯広市鉄南地区連合町 2006.10

委員会記念誌編纂部｜｜編内会
大空町（帯広市） 213.2/0 大空の10年 大空団地10周年記念誌 ［大空町連合自治会］10周 大空町連合自治会 1980.7 

年記念誌編集委員会｜｜編

上川
上川 214.1/HO 上川旭川開拓年表 社会科郷土教材 北海道郷土史研究会｜｜編北海観光タイムス社 1952 旭川郷土博物館郷土室校

閲
上川 214.1/HO 上川開発史 上川開発史刊行委員会｜｜ 北海道上川支庁 1961 

編
上川 214.1/KO 上川開発史 鴻上覚ー｜｜著 鴻上覚ー 1940 付録．人物と事業
上川 214.1/ME 目で見る旭川・上川の100年 尾池隆男｜｜監修 郷土出版社 2004.8 
上川 214.1/SU 上川発達史 鈴木規矩男｜｜著 上条虎之甫 明36.11
上川 214.1/SU 上川発達史 鈴木規矩男｜｜著 上条虎之甫 明36.11 複写本
中川町 214.11/NA 中川町開基80年記念誌 中川町企画課｜｜企画・編 中川町 1982.8 書名は奥付による表紙

集 の書名 ：開基80年記念誌

中川’82
中川町 214.11/NA 中川町史 ［中川町｜｜編集］ 中川町 1975.4 
中川町 214.11/NA 中川町100周年記念誌 中川町 2003.9 
中川町 214.11/NA 中川の歴史小冊子 目で見るふるさと中川の 中川町工コミュ－ジアムセ 中川町工コミュ－ジアム 2006.2 年表：p44～47

記録 ンター｜｜編 センター
音威子府村 214.11/0 音威子府村史 音威子府村史編さん委員 音威子府村 1976.12 

会｜｜編
音威子府村 214.11/0/1 音威子府村史上巻 音威子府村史編纂委員会音威子府村 2007.7 

｜｜編
音威子府村 214.11/0/2 音威子府村史下巻 音威子府村史編纂委員会音威子府村 2007.7 

｜｜編
美深町 214.11/B びふか 美深町百年記念写真集 開基100年記念事業出版 美深町 1998.10 

部会｜｜編
美深町 214.11/B 美深町史 美深町史編纂委員会｜｜編美深町 1951 美深町年譜：p271～285
美深町 214.11/B 美深町史 昭和46年版 美深町史編さん事務局｜｜ 美深町 1971.11 

編
美深町 214.11 /B/[H23] 美深町史 平成23年刊 美深町史編さん室｜｜編 美深町 2011.7 
美深町 214.11/B 美深ふるさと散歩 美深町郷土研究会｜｜編 美深町郷土研究会 1988.10 折り込図1枚
美深町 214.11/B/2 美深ふるさと散歩続 美深町郷土研究会 1993.10 折り込図1枚
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美深町 214.11/F 清水部落の60年 藤井幸一郎｜｜編 清水小学校 1967 社会科郷土資料清水小

学校s清水部落沿革史（年

表）あり
美深町 214.11/F ふるさと今昔ものがたり 美深のヘソ・西紋の歩み ［美深町西紋自治会｜｜編］ 美深町西紋自治会 2014.3 限定120部
下名寄村（美深町） 214.22/SH 下名寄村誌全 下名寄村誌編纂会｜｜編 下名寄村 1918 
風連町（名寄市） 214.12/F 赤い川 風連ふるさとこぼれ話集 風連ふるさとこぼれ話の会風連ふるさとこぼれ話の 1988.8

｜｜編 f玄』
風連町（名寄市） 214.12/F 新里農場（風連開拓ノート 5) 新たな遠野物語 風連高等学校郷土研究部風連高等学校郷土研究 1978

｜｜編 部
風連町（名寄市） 214.12/F ふうれん旭開拓史 ［風連町旭地区開拓史編集風連町公民館旭分館 1990 

委員会｜｜編］
風連町（名寄市） 214.12/F 風連御料地開拓・開校五十年 風連御料部落｜｜編 ［風連御料地開拓五十 1957 

史 周年記念祝典協賛会］
風連町（名寄市） 214.12/F 風連町史 風連町史編さん事務局｜｜ 風連町 1967 

編
風連町（名寄市） 214.12/F 風連町史年表 風連町役場｜｜編 風連町 1953 町制施行記念
風連町（名寄市） 214.12/F/2 風連町史第2巻 風連町史編さん委員会｜｜ 風連町 1999.8 年表（昭和42年以降）・文

編 献・資料：p966～979
風連町（名寄市） 214.12/TA 拓北の史九十年 風連町第三区第五部落 ［風連町第三区第五部落｜｜風連町第三区第五部落 1988.3 年表：巻末

編］
風連町（名寄市） 214.12/Y 夢はるかなる道のりなつかしき風連町第9行政区開拓 ［風連町第9行政区開拓100風連町第9行政区開拓 2000 

日々 100年記念誌 年誌発行実行委員会｜｜編］ 100年誌発行実行委
下川町 214.12/F ふるさと珊留風物語 サンルダムふるさと誌 サンルダムふるさと記念誌北海道開発協会 2000.12 

刊行委員会｜｜編
下川町 214.12/KA 懐古譜 桑の；畢百年記念実行委員刈谷産業合資会社（印 2005.11 

会｜｜編 刷）
下川町 214.12/KA 上名寄開拓五十年史 上名寄開拓五十年史編さ上名寄婦人会 1963 

ん委員会｜｜編
下川町 214.12/NI 郷土の歩み 二の橋公区沿革誌 ーの橋公区沿革誌編集委ーの橋公区 1968 

員会｜｜編

山崎勲｜｜編
下川町 214.12/R 新下川の歴史 菱光小学校5.6年生｜｜編 菱光小学校5,6年生 1981 謄写刷
下川町 214.12/SH 下川町史 下川町史編纂委員会｜｜編下川町 1968 
下川町 214.12/SH 下川町史 復刻版 下川町史編纂委員会｜｜編下川町 1990.8 原本の発行年：昭和43年
下川町 214.12/SH/2 下川町史第2巻 下川町史編さん室 II編 下川町 1980 開基八十年町制施行ニ

十周年記念
下川町 214.12/SH/3 下川町史第3巻 下川町 1991 
下川町 214.12/SH/ 4 下川町史第4巻 ［下川町｜｜編］ 下川町 2002.3 下川町開拓百年記念
下川町 214.12/SH/5 下川町史第5巻 ［下川町｜｜編］ 下川町 2013.3 下川町開拓－－0年記念

圭ロ士，ι、

下川町 214.12/SH 風雪五十年 下川町郷土読本 下川町｜｜編 下川町 1974 下川町独立五十周年記念
朝日町（士別市） 214.13/A 朝日町史 朝日町｜｜編 朝日町 1981 
朝日町（士別市） 214.13/ A/2 朝日町史続 士別市｜｜編 士別市 2008.6 年譜：p672～680
愛別町 214.13/A 愛別町史 愛別町史編集委員会｜｜編愛別町 1969 
愛別町 214.13/A 愛別町百年記念史 愛別町｜｜編 愛別町 1994 
愛別町 214.13/A アイペット 故郷ものがたり 愛別町郷土史研究会｜｜編愛別町教育委員会 1991 
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愛別町 214.13/A 開拓記念碑移築記念誌 愛山開拓記念碑再建委員愛山開拓記念碑再建委 1977

会｜｜編 員c:，宏，内‘

愛別町 214.13/ A/2 愛別町史第2巻 ［愛別町史編集委員会｜｜ 愛別町 1985.3 編集：奥村時要

編］
愛別町 214.13/ A/2 アイペップト第2集 開基100年記念 愛別郷土史研究会｜｜編 愛別町教育委員会 1994 
剣淵村 214.14/KE 剣淵村史 剣淵村｜｜編 剣淵村 1953 

加藤鉄雄｜｜編著
剣淵町 214.14/D 第四区郷土沿革誌 第四区郷土誌編集委員会第四区郷土史編集委員 2003.3

｜｜編 ~ 
剣淵町 214.14/KE/1 埋れ木第1集 けんぶち町・郷土逸話集 郷土逸話集「埋れ木」編集剣淵町教育委員会 1986.3 

委員会｜｜編
剣淵町 214.14/KE/2 埋れ木第2集 けんぶち町・郷土逸話集 郷土逸話集「埋れ木」編集剣淵町教育委員会 1987 

委員会｜｜編
剣淵町 214.14/KE/3 埋れ木第3集 けんぶち町・郷土逸話集 郷土逸話集「埋れ木」編集剣淵町教育委員会 1991 

委員会｜｜編
剣淵町 214.14/KE 剣淵町開基百年記念誌 写真でつづる百年のあ 剣淵町役場企画開発課｜｜ 剣淵町 1998.8 剣淵町年表：p62～64

ゆみ 企画・編集
剣淵町 214.14/KE 剣淵町史 剣淵町｜｜編 剣淵町 1979 
剣淵町 214.14/KE 剣淵町史 百年のあゆみ 剣淵町史編さん委員会｜｜ 剣淵町 1999.12 年表・文献：p1132～1168 

編
和寒村 214.14/W 和寒村沿革概誌 和寒村｜｜編 和寒村 1935 置村二十周年記念出版

丹野獄二｜｜著
和寒町 214.14/TA 我が郷和寒 丹野獄二｜｜著 和寒村誌刊行会 1928 
和寒町 214.14/W 凍裂のひびき 和寒町民逸話集 和寒町民逸話集編集委員和寒町教育委員会 1993.3 

会｜｜編
和寒町 214.14/W 和寒町史 北海道上川郡和寒町｜｜編北海道上川郡和寒町 1975.9 
和寒町 214.14/W 和寒町百年史 和寒町｜｜編 和寒町 2000.3 和寒町百年史年表：巻末
和寒町 214.14/W/2 凍裂のひびき 和寒町民逸話集 和寒町民逸話集編集委員和寒町教育委員会 2005.12 

会｜｜編
鷹栖村 214.15/E 越中鷹栖村史 北海道石狩国上川郡鷹 松田光春｜｜著 松田光春 2011.9 

栖村字近文との関わり
鷹栖村 214.15/HI 東鷹栖村報 発行から開戦まで 松田光春｜｜編 松田光春 2002.5 
鷹栖村 214.15/TA 鷹栖村史全 鷹栖村｜｜編 鷹栖村 1914 

貞光公明｜｜著
鷹栖村 214.15/TA 鷹栖村史 鷹栖村史刊行委員会｜｜編 鷹栖村 1963.11 
鷹栖村 214.15/TA 鷹栖町史 鷹栖町｜｜編 鷹栖町 1973.7 年表：巻末
鷹栖町 214.15/KU 草わけ道 鷹栖町共和町内会百年 草分け道編集委員会｜｜編 鷹栖町共和町内会 2007.9 背書名 ：集落郷土誌草分

圭ロ士，ι、 け道
鷹栖町 214.15/TA/1 オサラッペ慕情 1 鷹栖町郷土誌 鷹栖町郷土誌編集委員会 鷹栖町郷土誌編集委員 1982

｜｜編 f'コE.. 
鷹栖町 214.15/TA/2 オサラッぺ慕情 2 鷹栖町郷土誌 鷹栖町郷土誌編集委員会 鷹栖町郷土誌編集委員 1982

｜｜編 必Zコ益E、

鷹栖町 214.15/TA/3 オサラッペ慕情 3 鷹栖町郷土誌 鷹栖町郷土誌編集委員会 鷹栖町郷土誌編集委員 1982
｜｜編 f玄.. 

鷹栖町 214.15/TA/4 オサラッペ慕情 4 鷹栖町郷土誌 鷹栖町郷土誌編集委員会 鷹栖町郷土誌編集委員 1982
｜｜編 ~ 
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鷹栖町 214.15/TA 鷹栖町開基100年記念記録誌 美わしき大地の讃歌 ［鷹栖町］自治・広報課｜｜編 鷹栖町 1993.3 
鷹栖町 214.15/TA/2 鷹栖町史第2巻 鷹栖町自治広報課｜｜編 鷹栖町 1992.7 編集：田村稔
鷹栖町 214.15/TA たかす百科事典 たかす百科事典編集委員 鷹栖町 1992.2 

会｜｜編
鷹摘町 214.15/TA わがふるさと知遠別 鷹栖町知遠別郷土誌 知遠別郷土誌編集委員会 鷹栖町知遠別 1992 

｜｜編
鷹楠町 214.15/Y 嵐山年表稿 吉田友吉｜｜編 嵐山ビジターセンター 1989.2 
東鷹楢村（旭川市） 214.15/HI 東鷹栖鷹栖分村記載録村史 松田光春｜｜編 松田光春 2014.9 
東鷹栖村（旭川市） 214.15/Hl/2 東鷹栖村報 非常時下の村況 松田光春｜｜編 松田光春 2002 
東鷹栖村（旭川市） 214.15/HI 東鷹栖雑記録 松田光春｜｜編 松田光春 2007.9 
東鷹栖村（旭川市） 214.15/HI 東鷹栖村史 東鷹栖村史編集委員会｜｜ 東鷹栖村史編集委員会 1955

編
東鷹栖町（旭川市） 214.15/HI 東鷹栖町史 東鷹栖町史編集委員会｜｜ 東鷹栖町 1971 

編
比布村 214.16/KA 比布村郷土誌 上川教育会比布教育部会上川教育会比布教育部 1936

｜｜編 f>三、
比布村 214.16/P 比布村郷土誌 昭和二十九年八月開基 比布村｜｜編 比布村 1954 

六十周年記念
比布町 214.16/P 郷土誌 比布町第五区｜｜編 比布町第五区 1972 
比布町 214.16/P それからの10年 ぴっぷ110年記念誌 比布町総務企画課広報係比布町 2004.12 

｜｜編
比布町 214.16/P 比布町史 比布町史刊行委員会｜｜編比布町 1964 
比布町 214.16/P/2 比布町史第2巻 比布町史編さん委員会｜｜ 比布町 1985.11 

編
比布町 214.16/P/3 比布町史第3巻 百年記念史 比布町｜｜編 比布町 1997.9 付（図1枚袋入）
比布町 214.16/P 比布町第四区郷土誌 比布町第四区｜｜編 比布町第四区 1970 
当麻村 214.16/HI 東当麻兵村史 東当麻兵村史編纂委員会東当麻兵村 1910 

｜｜編

片山善三郎，水野富太郎
｜｜著

当麻村 214.16/HI 東当麻兵村史 東当麻兵村史編纂委員会東当麻兵村 1910 複写本
｜｜編

片山善三郎，水野富太郎
｜｜著

当麻村 214.16/T0/1 当麻村史上巻 山下竜門｜｜編 当麻村 1945 
当麻町 214.16/TO 郷土史礎 当麻町郷土史研究会｜｜編当麻町郷土史研究会 1988 附図 ：当麻市街地図（終戦

直後昭和20年頃）
当麻町 214.16/T0/2 郷土史礎第2巻 当麻町郷土史研究会｜｜編当麻町郷土史研究会 1992 
当麻町 214.16/T0/3 郷土史礎第3巻 当麻町郷土史研究会｜｜編当麻町郷土史研究会 1997 
当麻町 214.16/T0/4 郷土史礎第4巻 当麻町郷土史研究会｜｜編当麻町郷土史研究会 2003.3 
当麻町 214.16/T0/1 当麻村史上巻 山下竜門｜｜編 当麻村 1945 複写本
当麻町 214.16/T0/2 当麻村史下巻 山下竜門｜｜編 当麻村 1945 
当麻町 214.16/T0/2 当麻村史下巻 山下竜門｜｜編 当麻村 1945 複写本
当麻町 214.16/TO 当麻町史 当麻町史編纂委員会｜｜編当麻町 1975 付：地図（9枚）

纂
当麻町 214.16/TO 当麻町100年 開基100年誌念誌 当麻町｜｜編 当麻町 1992 
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当麻町 214.16/TO 当麻屯田百年史 当麻屯田会｜｜編 当麻屯田会 1992.3 
当麻町 214.16/TO 当麻百年史 当麻町史編さん委員会｜｜ 当麻町 1993 

編
上川町 214.17 /KA 上川町 開基70周年記念 上川町企画課｜｜編 上川町 1965 
上川町 214.17 /KA 上川町開基100年記念誌拓か 写真で見る町の歩み 上川町開基百年記念事業上川町開基百年記念事 1994

れた大地 実行委員会｜｜編 業実行委員会
上川町 214.17 /KA 上川町史 上川町｜｜編 上川町 1966 
上川町 214.17 /KA/2 上川町史第2巻 上川町｜｜編 上川町 1984.8 編者：都竹一衛ほか
上川町 214.17 /KA/3 上川町史第3巻 上川町｜｜編 上川町 2006.3 編者：谷越伍ーほか、別に

CD-ROM版あり
上川町 214.17 /KA 上川町史年表 西暦1年～1992年 ［上川町百年記念事業事務上川町 1993.11 

局｜｜編］
上川町 214.17 /KA 風雪の譜 上川町郷土資料収集協力上川町 1994 上川町開基100年記念

員会｜｜編
東川村 214.17/F 東川村発達史 藤崎常治郎｜｜著 上条虎之甫 1910 
東川村 214.17 /HI 東川村史 東川村村史編集委員会｜｜ 東川村 1954 

編
東川町 214.17 /HI 内原 共に拓いた東川 記念誌「内原」編集委員会東川町内原会 1985.3 

｜｜編
東川町 214.17 /HI ひがしかわ第二の開拓 ほ場整備事業記念誌 ほ場整備事業記念誌編集東川町 1983 

委員会｜｜編
東川町 214.17 /HI 東川町開拓百年記念誌 北海道東川町｜｜編 北海道東川町 1994 
東川町 214.17 /HI 東川町古老聞き取り調査報告 東川町郷土史編集委員会東川町教育委員会 1987.10 

書 1 ｜｜編
東川町 214.17/HI 東川町史 東川町史編集委員会｜｜編東川町 1975 
東川町 214.17 /Hl/2 東川町史第2巻 東川町史編纂委員会｜｜編東川町 1995 
東川町 214.17/KYI1 郷土史ふるさと東川 1 東川町郷土史編集委員会東川町 1994 

｜｜編
東川町 214.17 /KY /2 郷土史ふるさと東川 2 東川町郷土史編集委員会東川町 1994 

｜｜編
東川町 214.17/KY/3 郷土史ふるさと東川 3 東川町郷土史編集委員会東川町 1994 

｜｜編
東川町 214.17/KY/4 郷土史ふるさと東川 4 東川町郷土史編集委員会東川町 1994 

｜｜編
東神楽村 214.17/HI 東神楽村開基60年史 神楽村東神楽村村史編集東神楽村 1953 

委員会｜｜編
東神楽町 214.17 /HI 東神楽一二O年記念誌 ゆるらか ［東神楽町］まちづくり推進 東神楽町 2013.8 書名は背による標題紙

課｜｜編 及び表紙の書名 ：ゆるらか

東神楽120年
東神楽町 214.17 /HI 東神楽町開基100年記念誌 東神楽町｜｜編 東神楽町 1993 
東神楽町 214.17 /HI 東神楽町史 東神楽町｜｜編 東神楽町 1973 年表：p977～1014
東神楽町 214.17 /HI 東神楽町百年史 東神楽町｜｜編 東神楽町 1994 
東神楽町 214.17 /Y 八千代50年のあゆみ 東神楽町八千代公民館 1986.11
東神楽町 214.17 /Y 八千代40年のあゆみ 東神楽町八千代公民館 1976.12
美瑛村 214.18/B 美瑛村史 照井八重治｜｜編 照井八重治 1917 
美瑛村 214.18/B 美瑛村史 照井八重治｜｜編 照井八重治 1917 複写本
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美瑛町 214.18/A 愛郷百穣 北瑛開基百周年記念誌 記念誌編集委員会｜｜編 北瑛開基百周年記念事 2001.12 表紙・標題紙書名：愛郷百

業協賛会 穣背書名：美瑛町北瑛百

年史
美瑛町 214.18/B びえい 開基八十周年記念 美瑛町｜｜編 美瑛町 1980 
美瑛町 214.18/B 美瑛村史 美瑛町郷土史料保存会｜｜ 美瑛町郷土史料保存会 1985 復刻版元の編者：照井八

編 重治編元の刊年：大正6
年附録：「北海道小野農

場」
美瑛町 214.18/B 美瑛村史 現代かなづかい版 石川匡彦｜｜編著 美瑛町郷土史研究会 2005.11 「美瑛村史J大正6年刊行

の現代かなづかい版
美瑛町 214.18/B 美瑛町赤羽百年史 ［村上康喜！｜編］ 村上康喜 2007.3 巻末付図：大正～平成時

代の居住図大正～昭和
初期の居住図平成18年
12月現在の居住図

美瑛町 214.18/B 美瑛町旭開基百年史 旭開基百周年記念事業協旭開基百周年記念事業 1994 旭行政区年表：p459～479
賛会｜｜編 協賛会

美瑛町 214.18/B 美瑛町置杵牛史 置杵牛史編集委員会｜｜編置杵牛行政区 1995 
美瑛町 214.18/B/1 ［美瑛町］郷土史料第1集 美瑛町｜｜編 美瑛町郷土史研究会 1964 
美瑛町 214.18/B/2 ［美瑛町］郷土史料第2集 美瑛町｜｜編 美瑛町郷土史研究会 1964 
美瑛町 214.18/B/3 ［美瑛町］郷土史料第3集 美瑛町｜｜編 美瑛町郷土史研究会 1964 
美瑛町 214.18/B/4 ［美瑛町］郷土史料第4集 美瑛町郷土史研究会 1971あとがき
美瑛町 214.18/8/1 ［美瑛町］郷土資料［1] ［美瑛町郷土資料館編］ 美瑛町郷土資料館 1990 
美瑛町 214.18/B/2 ［美瑛町］郷土資料［2] ［美瑛町郷土資料館編］ 美瑛町郷土資料館 1991 
美瑛町 214.18/B/3 ［美瑛町］郷土資料［3] ［美瑛町郷土資料館編］ 美瑛町郷土資料館 1991c 
美瑛町 214.18/B/ 4 ［美瑛町］郷土資料 4 ［美瑛町郷土資料館編］ 美瑛町郷土資料館 1991 
美瑛町 214.18/8/10 ［美瑛町］郷土資料 10 ［美瑛町郷土資料館編］ 美瑛町郷土史研究会 1992 
美瑛町 214.18/B/5 ［美瑛町］郷土資料 5 ［美瑛町郷土資料館編］ 美瑛町郷土資料館 1992 
美瑛町 214.18/B/7 ［美瑛町］郷土資料 7 ［美瑛町郷土資料館編］ 美瑛町郷土資料館 1992 
美瑛町 214.18/B/8 ［美瑛町］郷土資料 8 ［美瑛町郷土資料館編］ 美瑛町郷土資料館 1992 
美瑛町 214.18/B/9 ［美瑛町］郷土資料 9 ［美瑛町郷土資料館編］ 美瑛町郷土資料館 1992 
美瑛町 214.18/B/12 ［美瑛町］郷土資料 12 美瑛町郷土資料館｜｜編 美瑛町郷土資料館 1993.5 
美瑛町 214.18/8/13 ［美瑛町］郷土資料 13 美瑛町郷土資料館｜｜編 美瑛町郷土資料館 [199-] 
美瑛町 214.18/8/14 ［美瑛町］郷土資料 14 美瑛町郷土資料館｜｜編 美瑛町郷土資料館 [199-] 
美瑛町 214.18/8/15 ［美瑛町］郷土資料 15 美瑛町郷土資料館｜｜編 美瑛町郷土資料館 1994 
美瑛町 214.18/8/16 ［美瑛町］郷土資料 16 ［美瑛町郷土資料館｜｜編］ 美瑛町郷土史研究会 1994 
美瑛町 214.18/8/17 ［美瑛町］郷土資料 17 ［美瑛町郷土資料館｜｜編］ 美瑛町郷土資料館 1995 
美瑛町 214.18/8/18 ［美瑛町］郷土資料 18 ［美瑛町郷土資料館｜｜編］ 美瑛町郷土資料館 1996 
美瑛町 214.18/8/19 ［美瑛町］郷土資料 19 美瑛町史編纂室｜｜編 美瑛町史編纂室 1996.9 
美瑛町 214.18/8/20 ［美瑛町］郷土資料 20 美瑛町史編纂室｜｜編 美瑛町史編纂室 1997.3 
美瑛町 214.18/B 美瑛町湖底のふるさと 新区画とダムの歴史編 1989.3 背の書名 ：美瑛町新区画

纂委員会 とダムの歴史
美瑛町 214.18/B 美瑛町栄町二丁目町内抄史 栄町二丁目町内会 2004.11 書名は奥付による表紙書

名表記町内抄史市街地

開拓の夜明け
美瑛町 214.18/B/1 美瑛町史［第1巻］ 美瑛町｜｜編 美瑛町 1957 
美瑛町 214.18/B/1 美瑛町史［第1巻］ 復刻版 美瑛町役場｜｜編 美瑛町 1991.3 原本の出版年：昭和32年

39 



市町村名 請求記号 書名 副書名 版表示 著（編）者名 出版者名 出版年月 注記
美瑛町 214.18/B/2 美瑛町史第2巻 美瑛町｜｜編 美瑛町 1959 
美瑛町 214.18/B/3 美瑛町史第3巻 美瑛町史研究編纂会｜｜編美瑛町 1970 限定版
美瑛町 214.18/B/4 美瑛町史第4巻 美瑛町郷土史研究会｜｜編美瑛町 1980 
美瑛町 214.18/B/5 美瑛町史第5巻 美瑛町郷土史研究会｜｜編美瑛町 1991 
美瑛町 214.18/B/6 美瑛町史第6巻 美瑛町郷土史研究会｜｜編美瑛町 2000.12 平成元年4月から同11年3

月まで
美瑛町 214.18/B/7 美瑛町史第7巻 美瑛町郷土史研究会｜｜編美瑛町 2011.3 平成11年4月から同20年3

月まで巻末｛p.701～
729）：年表

美瑛町 214.18/B 美瑛町百年史 美瑛町郷土史研究会｜｜編美瑛町 2000.12 
美瑛町 214.18/B 美瑛町藤野開基百年史 ［藤野開基百年史実行委員藤野開基百年史実行委 2001.10

会｜｜編］ 員会
美瑛町 214.18/B 美瑛町北瑛八十八年史 美瑛町北瑛八十八年史編美瑛町北瑛八十八年史 1987 年代表：p311～330

集委員会｜｜編 編集委員会
美瑛町 214.18/B 美瑛町美沢郷土史 美瑛町美沢郷土史編集委美瑛町美沢郷土史編集 1989 年代表：p522～545参考

員会｜｜編 委員会 文献：p548～549
美瑛町 214.18/B 美瑛町朗根内史 美瑛町朗根内史編集委員美瑛町朗根内史編集委 1983

会｜｜編 員会
美瑛町 214.18/G 開拓 五稜開拓50年記念誌 ［五稜開拓50年記念誌編集五稜開基50周年協賛会 1996

委員会｜｜編］
美瑛町 214.18/HY 100年ふるさとびえい 人びとのくらしとともに 美瑛町郷土資料保存会｜｜ 美瑛町郷土史料保存会 2000.3

編
美瑛町 214.18/I いきいき輝け瑠辺薬の丘に 瑠辺薬地区開基88周年 1999.11

西美小学校開校80周年
記念協賛会

美瑛町 214.18/MI 美田百年のあゆみ 開基百周年記念誌 美田開基百周年記念事業美田開基百周年記念事 2001.12
協賛会｜｜編 業協賛会

美瑛町 214.18/NO 歴史のなかの北海道・美瑛 社会経済史・民俗学的ア 野村武雄｜｜著 野村武雄 1986.9 
ブローチ

美瑛町 214.18/R 朗根内百年史 朗根内開基100年記念事 朗根内開基100年記念 2006.9 
業協賛会記念誌部｜｜編 事業協賛会

美瑛町 214.18/SE 星霜百年 美瑛町置杵牛百年史 美瑛町置杵牛地区開基百置杵牛地区間基百周年 2006.3
年史編集委員会｜｜編 記念協賛会

美瑛町 214.18/SH 詳説美瑛町年代表 美瑛町郷土史研究会｜｜編郷土美瑛発行所 1956.3 
美瑛町 214.18/SH 新星 新星開拓50年史 ［新星開拓50年記念史編集美瑛町新星開拓50年記 1996.4

委員会｜｜編］ 念史編集委員会
美瑛町 214.18/TA 俵真布八十年史 俵真布八十年史編纂委員俵真布開基・開校八十 1994 年表：p459～472付属資

会｜｜編 周年記念協賛会 料：俵真布小学校八十年
略史・俵真布小学校卒業
生名簿（39p22cm) 

美瑛町 214.18/U 宇莫別百年史 宇莫別開基百年・小学校 宇莫別地区開基百周年記宇莫別地区開基百周年 1998.9 奥付書名：美瑛町宇莫別
開校九十周年記念 念事業協賛会｜｜編 記念事業協賛会 百年史

宇莫別小学校開校九十周
年記念事業協賛会｜｜編

美瑛町 214.18/W 和歌山県人会記念誌 村上美紀｜｜編 和歌山県人会 1985 
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出版者名
江幌誌編纂会

著（編）者名
一年一周

己
一基

王
附一野

賛

一良
協

一宮
田

A
芯

上
記

出版年月
1998.3 

版表示副書名
開拓90年を記念して

書名
江幌誌

請求記号
214.18/E 

市町村名
上富良野町

上富良野郷土をさぐる会

誌第15号別冊上富良野
開基100年記念協賛

上富良野町開基100年記
念誌

江幌開拓百年記念事業 2007.3

実行委員会
上富良野町郷土を探る
.6. 
Z玄

1998.3 上富良野町郷土を探る会
｜｜編

江幌開拓百年記念誌

昭和11年頃の町並みと
地区の家々

江幌の一世紀

ふるさと上富良野

214.18/E 

214.18/F 上富良野町

上富良野町

1997 上富良野町上富良野町｜｜編かみふらの這かなる夢の連なり214.18/HA 上富良野町

上富良野町十二年生丑 1979

年会

上富良野町

上富良野町十二年生丑年
会｜｜編

上富良野町｜｜編

かみふ物語214.18/KA 上富良野町

年表：p6～15

1977 

2001 

2010.3 
［上富良野町］
上富良野町郷土館

父祖の拓いた八十年和
して築こう豊かな未来

町制50周年記念

付：地図1967 

1979.4 
上富良野町

上富良野町教育委員会

上富良野町郷土をさくる

会創立35周年記念
復刻版元の刊年：明治42

年元の発行所：上川管内

志編纂会

2013.4 

上富良野町｜｜編

上富良野町教育委員会｜｜

編
上富良野町郷土をさくる会上富良野町郷土をさぐ
｜｜編 る会

上富良野町郷土をさぐる会上富良野町郷土をさぐ
｜｜編 る会

［上富良野町郷土館｜｜編］
かみふらの50年のあゆみ

かみふらの10大ニュースのあ
ゆみ

上富良野町史

かみふらのの歴史

かみふらの214.18/KA 

214.18/KA 

214.18/KA 

上富良野町

上富良野町

上富良野町

214.18/KA 

214.18/KA 

上富良野町

上富良野町 郷土館解説資料

かみふらの115年歴史年表214.18/KA 上富良野町

上富良野町

合冊：東中小学校開校50

周年記念の菜（謄写刷

包22
部落開拓60周年，西中開

校60周年記念として

上富良野百年史編纂委員
会｜｜編

さくらの杜江花編集部｜｜編江花開基百年記念実行 2004.12

委員会
東中小学校50周年記念 1952

協賛会

1988 上富良野志214.18/KA 

1998.8 上富良野町上富良野百年史214.18/KA 上富良野町

郷土誌編纂委員会｜｜編

江花百年記念誌さくらのもりえはな

東中郷土誌

214.18/SA 

214.18/TO 

上富良野町

上富良野町

連落立
ロ中西村

一会

野

一合

良

一連

富

会
一中

中

合
一旭 1972 

1954 

1995 

本幸部落開拓六十周年 1971

記念誌編集委員会

中富良野村
中富良野町

記念誌編纂委員会｜｜編
林幹人｜｜編

旭中二十年の歩み編集委

墨金ill童
本幸の歩み編集委員会｜｜
編

中富良野村｜｜編

中富良野町｜｜編

風雪の歩み214.18/NA 中富良野村

旭中二十年の歩み214.18/A 中富良野町

本幸の歩み

中富良野村史

中富良野町開基百年記念誌

214.18/HO 

214.18/NA 

214.18/NA 

中富良野町

中富良野町

中富良野町 附：資料編（16p)なかふらの這かなる田園
の輝き

1986 中富良野町中富良野町史編さん委員
会｜｜編

中富良野町史編さん委員
会｜｜編

南富良野村｜｜編

中富良野町史上巻214.18/NA/1 中富良野町

1986 

1960 

中富良野町

南富良野村
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中富良野町史下巻

南富良野村史

214.18/NA/2 

214.19/MI 

中富良野町

南富良野村



市町村名 請求記号 書名 副書名 版表示 著（編）者名 出版者名 出版年月 ；主記
南富良野町 214.19/MI 目で見る南富良野の歴史 南富良野町史編纂委員会南富良野町 1991.3 

｜｜編
南富良野町 214.19/Ml/1 南富良野町史上巻 南富良野町史編纂委員会南富良野町役場 1991 

｜｜編
南富良野町 214.19/Ml/2 南富良野町史下巻 南富良野町史編纂委員会南富良野町役場 1991 

｜｜編
南富良野町 214.19/Ml/2 南富良野町史第2巻 南富良野町史編さん委員 南富良野町 2012.2 年表：p1017～1032 

会｜｜編
占冠村 214.19/KY 郷土のあゆみ 占冠村 ［占冠中央小学校｜｜編集］ 占冠村 1959.10 
占冠村 214.19/MI 追憶のトマム原野 ニ谷実｜｜著 ニ谷実 1982 
占冠村 214.19/SH 一世紀・占冠 占冠村100年記念誌 占冠村企画課｜｜編 占冠村 2002.10 
占冠村 214.19/SH しむかつぷ 80年の灯明るく伸ばせわ 占冠村企画課｜｜編 占冠村 1982.9 開基80年記念誌

が郷土
占冠村 214.19/SH 占冠村史 占冠村 1963 編集担当者：岸本翠月
占冠村 214.19/SH しむかつぷでむかしむかしあっ 占冠村 2003.3 

たこと
占冠村 214.19/SH 占冠村百年史 占冠村史編さん委員会｜｜ 占冠村 2006.2 

編
旭川市 214.21/ A あさひかわ 開基70周年記念 旭川市開基70周年記念行旭川市 1960 

事実行委員会｜｜編
旭川市 214.21/A 旭川開基六十年 旭川市｜｜編 旭川市 1950 
旭川市 214.21/A 旭川市開基100年記念事業の 旭川市開基100年記念事 旭川市 1991.3 

記録 業推進本部｜｜編
旭川市 214.21/A/1 旭川市史第1巻 旭川市史編集委員会｜｜編旭川市役所 1959 
旭川市 214.21/A/2 旭川市史第2巻 旭川市史編集委員会｜｜編旭川市役所 1959 
旭川市 214.21/A/3 旭川市史第3巻 旭川市史編集委員会｜｜編旭川市役所 1959 
旭川市 214.21/A/4 旭川市史第4巻 旭川市史編集委員会｜｜編旭川市役所 1960 
旭川市 214.21/A/5 旭川市史第5巻 旭川市史編集委員会｜｜編旭川市 1972 
旭川市 214.21/A/6 旭川市史第6巻 旭川市史編集委員会｜｜編旭川市 1972 
旭川市 214.21/A/7 旭川市史第7巻 旭川市｜｜編 旭川市 1973 
旭川市 214.21/ A/1 旭川市史第1巻 旭川市史編集委員会｜｜編国書刊行会 1981 旭川市役所昭和34年刊

の復刻
旭川市 214.21 I A/2 旭川市史第2巻 旭川市史編集委員会｜｜編国書刊行会 1981 旭川市役所昭和34年刊

の復刻
旭川市 214.21 I A/3 旭川市史第3巻 旭川市史編集委員会｜｜編国書刊行会 1981 旭川市役所昭和34年刊

の復刻
旭川市 214.21/A/4 旭川市史第4巻 旭川市史編集委員会｜｜編国書刊行会 1981 旭川市役所昭和35年刊

の復刻
旭川市 214.21/A/1 旭川市史稿上巻 旭川市｜｜編 旭川市 1931 
旭川市 214.21/A/2 旭川市史稿下巻 旭川市｜｜編 旭川市 1931 
旭川市 214.21/A/1 旭川市史資料第1集 旭川市史編集委員会｜｜編旭川市史編集委員会 1957 
旭川市 214.21/A/2 旭川市史資料第2集 旭川市史編集委員会｜｜編旭川市史編集委員会 1957 
旭川市 214.21 I A/3 旭川市史資料第3集 旭川市｜｜編 旭川市
旭川市 214.21/A/4 旭川市史資料第4集 旭川市｜｜編 旭川市
旭川市 214.21/A 旭川市史年次別資料 旭川市｜｜編 旭川市 1971 
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旭川市 214.21/A 旭川近文台戦後開拓の顛末 旧第7師団演習地跡を尋 藤田明郎｜｜著 ［藤田明郎］ 2012.4 

ねる
旭川市 214.21/A 旭川80年のあゆみ 旭川市総務部市史編集事旭川市 1970 

務局｜｜編
旭川市 214.21/A/1 新旭川市史第1巻 旭川市史編集会議｜｜編 ［旭川市］ 1994 
旭川市 214.21 I A/2 新旭川市史第2巻 旭川市史編集会議｜｜編 ［旭川市］ 2002.3 
旭川市 214.21 /SH/3 新旭川市史第3巻 旭川市史編集会議｜｜編 ［旭川市］ 2006.3 付：図（2枚）
旭川市 214.21/SH/4 新旭川市史第4巻 旭川市史編集会議｜｜編 ［旭川市］ 2009.3 
旭川市 214.21 /SH/5 新旭川市史第5巻 旭川市史編集会議｜｜編 ［旭川市］ 2012.3 附：DVD1枚（「年表デー

タ」）
旭川市 214.21 I A/6 新旭川市史第6巻 史料 1 旭川市史編集会議｜｜編 旭川市 1993.3 折り込図2枚
旭川市 214.21/A/7 新旭川市史第7巻 旭川市史編集会議｜｜編 ［旭川市］ 1996 
旭川市 214.21/A/8 新旭川市史第8巻 旭川市史編集会議｜｜編 ［旭川市］ 1997 
旭川市 214.21/A 伸びゆく旭川 旭川商工会議所 1929 付：旭川市全図（1枚）
旭川市 214.21/A 目で見る旭川の歩み 開基一00年記念誌 旭川市総務局総務部市史旭川市 1990 

編集事務局｜｜編
旭川市 214.21/B 旭川回顧録 坂東幸太郎中村正夫｜｜ 改造評論社 1923 

共編
旭川市 214.21/D 台場 台場地区市民委員会創 旭川市台場地区市民委 1997.2 台場地区のあゆみ：p5

立20周年記念誌 員会
旭川市 214.21 /F 記念誌風雪の歩み 就実開基八十周年記念協就実開基八十周年記念 1980

賛会｜｜編 協賛会
旭川市 214.21/F ふるさと旭川 旭川市開村120周年記念保存版 郷土出版社 2010.9 

決定版写真集
旭川市 214.21/1 福嶋団体開拓七十周年記念誌 一条松和｜｜編 一条松和 1967 複製
旭川市 214.21/KA 回顧録にしかくも 右近武ニ｜｜編 西神楽郷土回顧録刊行 1980.4

f'エ.. 
旭川市 214.21 /Kl 旭川今昔ぱなし 木野工｜｜著 総北海出版 1985 
旭川市 214.21 /Kl/2 旭川今昔ぱなし続（総北海ブッ 木野工｜｜著 総北海 1985 

クス 6
旭川市 214.21/KY 雑草 旭神町会三十周年記念 旭神町会旭川市編入30周旭神町会 1980 

きロ士，ι、 年記念実行委員会記念誌
係｜｜編

旭川市 214.21/NA 永山町史 永山町史編集委員会｜｜編国書刊行会 1981 旭川市（昭37)刊の復刻版
旭川市 214.21/NA 永山町史 旭川市永山町史編集委員永山町 1962 旭川市に合併後、編集委

会｜｜編 員会は旭川市に付属
旭川市 214.21/NA 永山屯田100年記念史 永山屯田会記念誌編集委永山屯田会 1990.6 付：永山屯田百年記念碑

員会｜｜編 建立除幕式典［しおり］（1 
冊）背の書名：永山屯田百

年記念史
旭川市 214.21/NA 織はみていた 「過ぎし日の永山」生活 永山女性三人会｜｜編 永山女性三人会 1990 

の記録誌
旭川市 214.21 /NI 西地区100年の流れ 旭川市開基100年記念事 旭川市開基100年記念 1990.9 

業記念誌 事業西地区実行委員会
旭川市 214.21/NO のこそうよ、永山の歴史 永山郷土資料収集懇話会永山郷土資料収集懇話 2011.8

｜｜編 $: b、
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旭川市 214.21/SA 旭川夜話 その裏面史 佐藤喜一｜｜著 総北海 1983.6 
旭川市 214.21/SA 三・八町内会史 1889年－2000年 ニ・八町内会史編纂委員 旭川市ニ条八丁目町内 2000.12

会｜｜編 ~ 、

旭川市 214.21/SA 写真集明治大正昭和旭川 佐藤喜一松井恒幸｜｜共国書刊行会 1979 

編
旭川市 214.21 /SH 下公有地開拓誌 開拓七十周年記念 下公有地草分会開拓誌調下公有地草分会開拓誌 1969

査委員会｜｜編 調査委員会
旭川市 214.21/SH 下公有地開拓誌 開拓八十周年記念 開拓誌（第二号）発行委員 旭川市東旭川下公有地 1979.10

会｜｜編 開拓顕彰会開拓誌（第

二号）編集委員会
旭川市 214.21/SH 60年のあゆみ 新町会創立60周年記念 新町会創立60周年記念誌新町会 2003.1 

圭ロ士，」‘ 編集委員会｜｜編
旭川市 214.21/TO 源泉 ぺ－パン川に生きる豊田 豊田郷土誌発刊協賛会 1983.9 開基85周年記念折り込

郷土誌 図1枚
東旭川村（旭川市） 214.21 /HI 東旭川郷土誌 東旭川教育部会｜｜編 東旭川村 1931 複写本
東旭川村（旭川市） 214.21 /HI 東旭川五十年史 東旭川村｜｜編 東旭川村 1941 
東旭川村（旭川市） 214.21 /HI 東旭川村沿革 東旭川村役場｜｜編 東旭川村役場 1922 
東旭川村（旭川市） 214.21/Hl/1 東旭川五十年史上 東旭川村｜｜編 東旭川村 1941 電子複製本
東旭川村（旭川市） 214.21 /Hl/2 東旭川五十年史下 東旭川村｜｜編 東旭川村 1941 電子複製本
東旭川町（旭川市） 214.21 /HI 東旭川町史 東旭川町｜｜編 東旭川町 1962 
神楽村（旭川市） 214.17 /KA 神楽村開基六十年史 神楽村・東神楽村村史編 神楽村 1951 

集委員会，橘文七山本紘
照｜｜編

神楽村（旭川市） 214.21/KA 神楽村神居村村史 神楽村神居村組合｜｜編 神楽村神居村組合 1916 
神楽村（旭川市） 214.21/U 神楽村開基九十周年開拓先駆 右近武ニ｜｜編 西神楽回顧録刊行会 1984 

者の系譜
名寄市 214.22/C 智恵文地区の苦労話 昭和20年前後のこと 智恵文公民館 1999.3 智恵文友朋学級
名寄市 214.22/C 知恵文のむかし語り集 ［名寄郷土史研究会｜｜編］ 名寄郷土史研究会 1983 
名寄市 214.22/F 風雪の八十年 名寄新聞社｜｜編 名寄新聞社 1980 
名寄市 214.22/HO 豊栄 豊栄区開拓百年記念誌 豊栄区開拓百年記念事業豊栄区町内会 2000.11 

実行委員会｜｜編
名寄市 214.22/HO 2珪E畠五J片~ 豊栄地区開拓110年記念 豊栄区町内会｜｜編 豊栄区町内会 2010.11 

圭関士,c_. 

名寄市 214.22/HY 百年のあゆみふるさと史 日進開拓記念 旧新町内会｜｜編］ 日進町内会 2001.4 
名寄市 214.22/1 いたやかえで 日進開拓100年風連日 2007.8 背の出版者表記日進開

進小学校開校100年風 拓・開校記念事業協賛会
連日進中学校開校60年

記念事業協賛会
名寄市 214.22/KY /2 北部上川地方の主な地名 そのほとんどがアイヌ地 長谷川功｜｜編 名寄市立図書館 1963.5 地名解

名に由来する
名寄市 214.22/KY I 4 ナヨ口の伝説（郷土資料集第4 大河上州｜｜採録 名寄市立図書館 1964 

集） 長谷川功｜｜訳註
名寄市 214.22/KY /5 名寄日進遺跡篠原地点、（郷土 山崎博信｜｜著 名寄市立図書館 1964 

資料集第5集）
名寄市 214.22/KY/6 石楽としての鈴石 長谷川功｜｜著 名寄市立図書館 1965.3 
名寄市 214.22/KY/7 知られざる自然物 長谷川功｜｜著 名寄市立図書館 1966.1 
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名寄市 214.22/KY /8 開拓談話（智東） 長谷川功｜｜採録 名寄市立図書館 1966.1 
名寄市 214.22/NA 郷土誌 名寄尋常高等小学校｜｜編名寄尋常高等小学校 1933 
名寄市 214.22/NA/1 新名寄市史第1巻 名寄市史編さん委員会｜｜ 名寄市 1999.11 

編
名寄市 214.22/NA/2 新名寄市史第2巻 名寄市史編さん委員会｜｜ 名寄市 2000.11 

編
名寄市 214.22/NA/3 新名寄市史第3巻 名寄市史編さん委員会｜｜ 名寄市 2002.3 

編
名寄市 214.22/NA 中名寄郷土誌 中名寄開基80周年記念 1980.7 開基八十年記念

実行委員会
名寄市 214.22/NA 中名寄百年郷土誌 開拓100年記念 中名寄開拓100年記念 2005.12 

事業実行委員会
名寄市 214.22/NA 名寄市史 名寄市 1971 
名寄市 214.22/NA 名寄町誌 名寄町誌編纂委員会｜｜編名寄町 1956 
名寄市 214.22/NA 名寄はじめて物語 名寄市北国博物館｜｜編 名寄市北国博物館 2004.11 
名寄市 214.22/NA なよろ百話 名寄新聞社｜｜編 名寄新聞社 1967 
名寄市 214.22/NA/2 なよろ百話続 名寄新聞社｜｜編 名寄新聞社 1986.8 
名寄市 214.22/NA/3 なよろ百話続々 続々・なよろ百話取材執筆名寄新聞社 2000.8 参考文献：p372～373

班｜｜編
名寄市 214.22/NA なよろ百話第4集 なよろ百話第四集取材執 名寄新聞社 2007.9 名寄人名録：p303～358

筆班｜｜編
名寄市 214.22/NI 名寄市日進七十年史 日進七十年のあゆみ 日進七十年史編纂委員会日進七十年史編纂委員 1969 表紙に「日進風雪七十年」

｜｜編 ~』三

名寄市 214.22/NI 西町3区町内会創立20周年記 西町3区町内会創立20 1991.9 折り込図5枚付（3枚）
~ト、号両士,c_. 周年記念実行委員会

名寄市 214.22/0 写真集なよろ 戦円リ編 尾崎良智｜｜著 学海堂書店 1986 
士別市 214.23/B 続武徳郷土史 武徳公民分館郷土史編纂 武徳開基80年記念事業 1983.8

委員会｜｜編 協讃会
士別市 214.23/E 演武の里 南士別の歩み 南士別町開基八十周年記南士別町開基八十周年 1981.8

念協賛会｜｜編 記念協賛会
士別市 214.23/E/2 演武の里 2 南士別町開基九十周年 ［南士別町開基九十周年記南土別町開基九十周年 1991.8

記念誌 念協賛会｜｜編］ 記念協賛会
土別市 214.23/E/3 演武の里 3 南士別町開基百周年記 ［南士別町開基百周年記念南士別町開基百周年記 2001.8

4叫2：品h吾開，杢(> 協賛会｜｜編］ 念協賛会
士別市 214.23/KA 郷土誌上士別 上士別町開基八十五周年上士別町開基八十五周 1985

記念事業協賛会｜｜編 年記念事業協賛会
士別市 214.23/NA 風雪九十年ゆづり業 開基九十周年記念誌 中士別町開基九十周年記中士別町開基九十周年 1992

念事業協賛会｜｜編 記念事業協賛会
士別市 214.23/NA 風雪八十年ふる郷中士別 中士別町開基八十周年記中士別町開基八十周年 1981

念事業協賛会｜｜編 記念事業協賛会
士別市 214.23/0 おんねべつよもやま話 温根別開拓・温根別小学 温根別開拓・；且根月lj小 2004 

校開校100周年記念事業 学校開校100周年記念

協賛会記念誌編集委員会事業協賛会
｜｜［編］
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士別市 214.23/0 士別発達史 大泉真泉，荒川荊城｜｜著大泉卯人 1914 

士別発達史編纂事務所｜｜
編

士別市 214.23/SH 士別戦後開拓史 士別市郷土研究会｜｜編 土別市郷土研究会 1989.12 
士別町 214.23/SH 士別町史 開基五十周年記念 士別町｜｜編 士別町 1951 

志村幸治｜｜編纂
士別市 214.23/SH 士別の歴史 開拓史（明治31年から昭 士別市立博物館｜｜編 士別市立博物館 1995 

和28年まで）
士別市 214.23/SH 士別の歴史 開拓削史（地質時代から 士別市立博物館｜｜編 士別市立博物館 1994 参考文献p30

明治31年まで）
士別市 214.23/SH 士別の歴史 現代史（昭和29年から平 士別市立博物館｜｜編 士別市立博物館 1996.3 

成7年まで）
士別市 214.23/SH 土別よもやま話 士別市郷土研究会｜｜編 士別市郷土研究会 1969 
士別市 214.23/SH 士別よもやま話 士別市郷土研究会｜｜編 士別市郷土研究会 1977 
士別市 214.23/SH 士別よもやま話 士別郷土研究会｜｜編 士別市郷土研究会 2008.2 士別市郷土研究会創立五

十周年記念
士別市 214.23/SH/3 士別よもやま話第3集 士別郷土研究会｜｜編 士別市郷土研究会 1979 
士別市 214.23/SH 土別市史 士別市 1969 年表：p1665～1685
士別市 214.23/SH 朔温百進 ［温根湯町開拓・温根別小温根湯町開拓・温根別 2003.11 

学校開校100周年記念事 小学校開校100周年記
業協賛会｜｜編］ 念事業協賛会

士別市 214.23/SH 新士別市史 士別市史編纂室｜｜編 士別市 1989.7 折り込図1枚
士別市 214.23/SH 新士別よもやま話 士別市郷土研究会｜｜編 士別市郷土研究会 1992 
士別市 214.23/SH 私たちの歩み 士別市史抄 士別市史編纂審議委員会士別市 1989 開基90周年記念

｜｜編
士別市 214.23/Y 写真集明治大正昭和士別 薮中寿治｜｜編 国書刊行会 1981 
多寄村（士別市） 214.23/TA 郷土史たよろ 郷土誌たよろ編集委員会 郷土誌たよろ編集委員 2003.9 

｜｜編 立d三b、

多寄村（士別市） 214.23/TA 多寄村誌 多寄村誌編纂会｜｜編 多寄村 1925 
多寄村（士別市） 214.23/TA 多寄村誌 多寄村誌編纂会｜｜編 多寄村 1925 複写本
富良野市 214.1/KA 富良野繁栄誌 金崎自明｜｜編著 ［出版者不明］ ［出版年不明］ 複刻版もとの出版事項：

富良野社出版部大正2年
富良野市 214.24/F 開基50周年記念 富良野町布謹別振興曾｜｜ 富良野町布種別振興曾 1950

編
富良野市 214.24/F 学田郷土誌 学団地区七十六周年記念学団地区七十六周年記 1974

郷土誌編集委員会｜｜編 念郷土誌編集委員会
富良野市 214.24/F/2 学田郷土史第2巻 学田地区百周年記念郷 1999.11

土史編集委員会
富良野市 214.24/F 富良野こぼれ話 ［富良野市郷土研究会｜｜ 富良野市郷土研究会 1979.11 

編］
富良野市 214.24/F/2 富良野こぼれ話続 ［富良野市郷土研究会｜｜ 富良野市郷土研究会 1984.9 

編］
富良野市 214.24/F/1 富良野市史第1巻 富良野市役所 1968 付：富良野市全図（1枚）
富良野市 214.24/F/2 富良野市史第2巻 富良野市役所 1969 
富良野市 214.24/F/3 富良野市史第3巻 富良野市史編纂委員会｜｜ 富良野市 1994 

編
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注記

奥付の書名：ふらの事典

出版年月

1986.8 
1973.9 

出版者名

富良野青年会議所

日刊富良野新聞社

著（編）者名

富良野青年会議所｜｜編

版表示副書名書名

富良野事典

富良野市開基70周年記念写真

集

富良野市歴史写真集

請求記号
214.24/F 
214.24/F 

市町村名
富良野市

富良野市

付図：復刻下富良野市街

圏昭和4年拾月現在

複写本

布礼別小学校開校80周

年、布礼別中学校開校30
周年

1989.3 

富良野市開基90周年記念

誌編集委員会｜｜編

富良野町｜｜編

富良野町｜｜編

富良野市生涯学習セン
タ－｜｜編

富良野市ことぶき大学山部富良野市ことぶき大学

分校｜｜編 山部分校

布礼別地区開基開校80周布礼別地区間基開校80 1982 
年記念協賛会｜｜編 周年記念協讃会

1952 

1952 

2004.3 

富良野市開基90周年記 1994

念誌刊行委員会

富良野町

富良野町

北海道富良野市

開基90周年記念

［富良野町］五十年略史

［富良野町］五十年略史

民衆が語る富良野100年のあゆ富良野市開庁fbo年記念

み 誌
やまべ史蹟めぐり

214.24/F 

214.24/F 

214.24/F 
214.24/F 

富良野市

富良野市

富良野市

富良野市

布礼別地区開基開校80
周年記念誌

沃野

214.24/F 

214.24/F 

富良野市

富良野市

東町第一町内会二十周 1988

年記念協賛会
東山開基80周年記念事 1989.11

業実行委員会
老節布開拓五十周年記 1966.9

念事業期成会

富良野町

富良野地方総合開発連

絡協議会
北大沼開拓五十周年・磯野 1970
農場解放三十周年・町有地

解放三十周年記念事業協

賛会

日野政史
山部村教育部会

富良野市字山部二部落

1973 学田三区部落学田三区部落｜｜編学田三区開拓七十周年

記念誌
空知川とともに214.24/G 富良野市

東町第一町内会｜｜編

東山郷土史編纂委員会｜｜

編

老節布開拓誌編集委員会
｜｜編

東山開拓80周年記念誌

ひがしまち20

東山郷土史

214.24/HI 

214.24/HI 

富良野市

富良野市

1952.8 

1969 

開拓誌

開町五十年略史

富良野地方史

214.24/KA 

214.24/KA 

214.24/KI 

富良野市

富良野市

富良野市 岸本翠月｜｜著

北大沼開拓誌編集委員会
｜｜編

戸」年周十五拓開刀ロ大
誌

北

念
稔る原野214.24/KI 富良野市

謄写版

［出版年不明］
1934序
1983.11 

日野政史｜｜著

［山部村教育部会｜｜編］

［部落誌発刊協賛会｜｜編］

作
一

米
一

と
一

史
一

歴
一

の
一誌
一落

土
王
一部

214.24/KY 

214.24/KY 

214.24/NI 

富良野市

富良野市

富良野市 開拓八十周年記念郷土
号土

開校十周年記念

複写本

布部郷土誌編集委員会｜｜

編

［扇山開拓八十年記念協賛扇山開拓八十年記念協 1976.12
会｜｜編］ 賛会

麓郷尋常高等小学校｜｜編麓郷尋常高等小学校

麓郷開基50年誌編纂部｜｜ 麓郷開基50周年協賛会

編
阿部政次郎｜｜編

布部郷土誌編集委員会 1981

1933 

1971 
麓郷・富良野市

扇山郷土誌第2巻

布部郷土誌

郷土誌

麓郷の50年

214.24/NU 

214.24/0 

214.24/R 
214.24/RO 

富良野市

富良野市

富良野市

富良野市

奥付の書名：富良野市制

記念写真集

1966.10 日刊富良野新聞社市制記念写真集214.24/SH 富良野市

下五区開基百周年実行 2001.8

委員会

富良野市

下五区郷土誌編集委員会
｜｜編

下富良野村学事会｜｜編

下五区郷土誌第2巻214.24/SH 富良野市

大正2年に下富良野村から発

行されたものの再版複製
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市町村名 請求記号 書名 副書名 版表示 著（編）者名 出版者名 出版年月 注記
富良野市 214.24/SH 下富良野村郷土誌 下富良野村学事会｜｜編 下富良野村 1913 
富良野市 214.24/TO 郷土の歩み第5集 鳥沼地区開基百周年鳥 ［鳥沼地区］記念誌編集委 ［鳥沼地区］記念事業協 1996.2 

沼小学校開校90周年鳥 員会｜｜編 賛会
沼小学校校舎体育館改

築落成記念誌
山部村（富良野市） 214.24/SE 山部村誌 千田豊治｜｜著 山部村誌刊行会 1930 
山部村（富良野市） 214.24/Y 山部町史 山部町史編集委員会｜｜編山部町 1965 

留留萌萌
214.5/SE 幕末における庄内藩の留萌地 関秀志｜｜著 北海道史研究会 1973-1980 「北海道地方史研究90」

方経営をめぐる諸問題 1～5 「北海道史研究1、5、9、
21」の抜刷

留萌 214.5/TA 写真集明治大正昭和留萌・増 高橋明雄｜｜編 国書刊行会 1982.10 
毛

幌延村 214.51/TO 問寒別郷土史 問寒別小学校四十周年 上田義雄｜｜著 上田義雄 1950 
記念編纂

幌延町 214.51/HO 新幌延町史 新幌延町史編さん委員会 幌延町 2000.12 
｜｜編

幌延町 214.51/HO 天馬行空 幌延町開基百年記念誌 幌延町振興課｜｜企画・編 幌延町 1998 
集

幌延町 214.51/HO 年華 幌延町開基百年記念誌 幌延町振興課｜｜企画・編 幌延町 1999 
別冊 集

幌延町 214.51/HO 幌延町史 白山友正｜｜編 天塩郡幌延町 1974 
天塩町 214.5/TE 天塩雑記他 松尾義昭｜｜訳 松尾義昭 1960 謄写印刷
天塩町 214.52/MU ふるさと天塩 村田文江｜｜著 天塩町 1992 
天塩町 214.52/TE 新編天塩町史 新編天塩町史編纂委員会天塩町 1993.3 

｜｜編纂
天塩町 214.52/TE 天塩物語昭和編 昭和編 宮武守也｜｜著 天塩町郷土史研究会 2006.5 
天塩町 214.52/TE 天塩町南川口部落史 天塩町南川口部落史編纂天塩町南川口部落 1968 

委員会｜｜編
天塩町 214.52/TE 天塩町史 天塩町史編さん委員会｜｜ 天塩町役場 1971 天塩町史年表：p781～831

編
天塩町 214.53/E えんべつストーリ－ マンガ遠別の歴史 遠別町商工観光課広報交遠別町 1997.4 

通係｜｜編
遠別町 214.53/E 遠別町史 遠別町 1957.8 
遠別町 214.53/E/2 遠別町史第2巻 開拓記念百年史 遠別町史編纂委員会｜｜編遠別町 2003.2 附録：CD-ROM1枚
遠別町 214.53/KA 開魂 開基八十周年記念誌 天塩郡遠別町歌越・旭・ 1982

共成開基八十周年記年

誌編集委員会
遠別町 214.53/KY 久光部落七十年誌 久光郷土史編纂委員会｜｜ 久光部落 1968 

編
遠別町 214.53/KY 久光部落八十五年誌 久光部落連合自治会 1983.8 『久光部落七十年誌』の続

編
初山別村 214.54/SH 初山別村史 初山別村史編集室｜｜編 初山別村役場 1972 
初山別村 214.54/SH 新初山別村史 初山別村史編さん委員会 初山別村 2013.6 

｜｜編
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市町村名 請求記号 書名 副書名 版表示 著（編）者名 出版者名 出版年月 注記
初山別村 214.54/SH/ 1 初山別村史資料第1編 初山別村史編集室｜｜編 初山別村 1969.3 
初山別村 214.54/SH/2 初山別村史資料第2編 初山別村史編集室｜｜編 初山別村 1969.8 
初山別村 214.54/SH/3 初山別村史資料第3編 初山別村企画室｜｜編 初山別村 1979.3 
羽幌町 214.5/TO ［苫前郡郷土史］ ［羽幌高等学校郷土史 [1960-1965] 「羽幌高等学校生徒会誌

研究部］ 抜刷」「郷土史研究部昭和

36年度研究発表J「羽幌高

等学校郷土史研究部会

報」合綴
羽幌町 214.55/A 築別郷土史 築別連合部落会 1986.8 編集：荒木健太郎安井七

百「第1集」（昭和32年
刊）2版と「第2集」の合本

羽幌町 214.55/HA 上築部落史曙部落開拓概誌 羽幌町教育委員会｜｜編 羽幌町教育委員会 1985.3 
羽幌町 214.55/HA 新羽幌町史 新羽幌町史編纂委員会｜｜ 羽幌町 2001 

編
羽幌町 214.55/HA 羽幌町史 羽幌町史編纂委員会｜｜編羽幌町 1968.7 折り込図4枚
羽幌町 214.55/HA 羽幌町平部落開拓誌 平武雄｜｜著 ［平武雄］ 1978あとがき年表：p80～82
羽幌町 214.55/HA/1 羽幌町史資料第1篇 羽幌町史編纂委員会｜｜編羽幌町 1961 
羽幌町 214.55/HA/2 羽幌町史資料第2篇 羽幌町史編纂委員会｜｜編羽幌町 1963 
羽幌町 214.55/HA/3 羽幌町史資料第3編 羽幌町史編纂委員会｜｜編羽幌町 1964 
羽幌町 214.55/HA/ 4 羽幌町史資料第4編 羽幌町史編纂委員会｜｜編羽幌町 1965 
羽幌町 214.55/KA 上築別郷土史 荒木健太郎｜｜編 上築別郷土史編集委員 1993.9 折り込図1枚

~コ~
羽幌町 214.55/KA 上羽幌郷土誌 上羽幌郷土誌編集委員会上羽幌郷土誌編集委員 1987.3

｜｜編 ~ 』．

羽幌町 214.55/TA 平郷土史 平郷土史編集委員会｜｜編平郷土史編集委員会 1991 
羽幌町 214.55/Y 焼尻の歴史 小納正次｜｜著 小納正次 1994 
羽幌町 214.55/Y 焼尻島残影 小納政吉写真集大正12 小納正次｜｜著 小納正次 1999.7 

年（1923）から昭和11年 ［小納正吉｜｜写真］

(1936）まで
羽幌町 214.55/Y 「焼尻島」歴史の風景 青山芳雄随筆 青山芳雄｜｜著 青山芳雄 1995 
羽幌町 214.55/Y/2 焼尻の歴史 小納正次｜｜著 小納正次 1997 
羽幌町 214.56/SE 関三雄写真集三渓の四季 関ニ雄｜｜著 ニ化会 1985 

関秀志｜｜編
羽幌町 214.7/TA 焼尻・天売島 北海道の先進地海上の 高田宏｜｜著 潮出版社 1984 「潮」（昭和59年10月号）抜

王国5 粋複写
羽幌町 214.71/HA 天売史 羽幌町教育委員会 II編 羽幌町教育委員会 1984 
羽幌町 214.71/SH 似軽巣（汐見）沿革誌 汐見誌編集委員会｜｜編 汐見誌編集委員会 1986.3 
羽幌町 214.71/TE 天売郷土史（概要） ［竹中弘二｜｜編］ ［竹中弘二］ [1963] 孔版
羽幌町 214.72/Y 焼尻消え行くっちおと 佐藤一夫｜｜著 スカット出版 1997.7 
羽幌町 214.72/Y 焼尻史 焼尻郷土史研究会｜｜編 羽幌町史編纂委員会 1961 
苫前村 214.56/TO 郷土の調 苫削尋常高等小学校｜｜編苫前尋常高等小学校 1936 謄写刷
苫削町 214.56/I 再憶 岩見開拓百年記念誌 岩見開拓百年記念実行 1995.9

委員会
苫削町 214.56/KA 香栄 香川開拓100周年記念誌 香川開拓100年記念編集 香川開拓100年記念実 1992 付：昭和45年当時の香川

部｜｜編 行委員会 全景2枚
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市町村名 請求記号 書名 副書名 版表示 著（編）者名 出版者名 出版年月 注記
苫前町 214.56/KO 小川開拓百年記念誌 農魂 ［小川開拓百年記念実行委小川開拓百年記念実行 1996.10

員会｜｜編］ 委員会
苫前町 214.56/KO 九重のあゆみ百年史 ［九重開拓百年記念協賛会九重開拓百年記念協賛 1995.9

｜｜編］ f'ェ.. 
苫目IJ町 214.56/KO こたんべつ 記念誌編集委員会｜｜編 古丹別開基100年記念 1995.6 

事業実行委員会
苫前町 214.56/KY 旭朔 旭開拓百年記念誌 旭開拓百年記念実行委 1998.6

貝c:ョ宏，ヘ‘

苫前町 214.56/SA ，－夫;T;~ .. 川... ＝渓開拓八十周年記念 80周年記念実行委員会編三渓開拓八十周年記念 1985.9
圭開±•v 集部｜｜編 実行委員会

苫前町 214.56/TO 苫前町史 苫前町 1982.11 
苫削町 214.56/T0/1 苫前町史資料第1編 苫前町史編集室｜｜編 苫前町 1972.10 
苫削町 214.56/T0/2 苫前町史資料第2編 苫前町史編集室｜｜編 苫前町 1974.11 
苫前町 214.56/T0/3 苫前町史資料第3編 苫前町史編集室｜｜編 苫前町 1975.10 
苫前町 214.56/TO/ 4 苫前町史資料第4編 苫前町史編集室｜｜編 苫前町 1977.6 
苫同lj町 214.56/TO 苫前町のむかしむかし 擦文文化を探る 苫前町郷土史研究会 1990 
苫前町 214.56/T0/1 苫前ふるさと散歩 「苫前ふるさと散歩」編集委苫前町郷土史研究会 1994.3 

員会｜｜編
苫前町 214.56/TO 苫前ふるさと散歩 「苫前ふるさと散歩」編集委苫前町郷土史研究会 1996.3 

員会｜｜編
小平町 214.57/0 大とどっ子 大椴開拓100年記念誌 大椴開拓100年記念実行 大椴開拓100年記念実 1997.9 

委員会｜｜編 行委員会
小平町 214.57/0 小平町史 小平町史編集室｜｜編 小平町役場 1976 
小平町 214.57 /0/2 小平町史続 小平町史編さん室｜｜編 小平町役場 2001.3 
小平町 214.57 /0/2 小平町史続 小平町史編さん委員会｜｜ 小平町役場 2001.3 

編
小平町 214.57/0/1 小平町史資料第1編 小平町史編集室｜｜編 小平町 1971 
小平町 214.57 /0/2 小平町史資料第2編 小平町史編集室｜｜編 小平町 1972 
小平町 214.57 /0/3 小平町史資料第3編 小平町史編集室｜｜編 小平町 1973 
小平町 214.57/0/4 小平町史資料第4編 小平町史編集室｜｜編 小平町 1973 
小平町 214.57/0 おびらのむかし 鈴木トミエ｜｜編 小平町文化協会 1990.3 
小平町 214.57/0 小平百話 記憶の中の物語 鈴木トミヱ｜｜編著 小平町開基120年記念 2000.3 

事業実行委員会
小平町 214.57/0 小平百話 記憶の中の物語 鈴木トミヱ｜｜編著 共同文化社 2000.4 
増毛町 214.58/MA/1 ［増毛関係新聞記事綴］ 1 ［留萌市史編さん室］ [200-] 「北海道新聞」系統新聞の

切り抜き複製
増毛町 214.58/MA/2 ［増毛関係新聞記事綴J2 ［留明市史編さん室］ [200-] 「北海道新聞」系統新聞の

切り抜き複製
増毛町 214.58/MA/3 ［増毛関係新聞記事綴］ 3 ［留萌市史編さん室］ [200-] 「北海道新聞」系統新聞の

切り抜き複製
増毛町 214.58/MA/ 4 ［増毛関係新聞記事綴］ 4 ［留明市史編さん室］ [200-] 「北海道新聞」系統新聞の

切り抜き複製
増毛町 214.58/MA/5 ［増毛関係新聞記事綴］ 5 ［留萌市史編さん室］ [200-] 「北海道新聞J系統新聞の

切り抜き複製
増毛町 214.58/MA/6 ［増毛関係新聞記事綴］ 6 ［留明市史編さん室］ [200-] 「北海道新聞」系統新聞の

切り抜き複製
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増毛町 214.58/MA/7 ［増毛関係新聞記事綴]7 ［留萌市史編さん室］ [200-] 「北海道新聞」系統新聞の

切り抜き複製
増毛町 214.58/MA/8 ［増毛関係新聞記事綴］ 8 ［留萌市史編さん室］ [200-] 「北海道新聞」系統新聞の

切り抜き複製
増毛町 214.58/MA/9 ［増毛関係新聞記事綴］ 9 ［留明市史編さん室］ [200-] 「北海道新聞」系統新聞の

切り抜き複製
増毛町 214.58/MA/10 ［増毛関係新聞記事綴］ 10 ［留明市史編さん室］ [200-] 「北海道新聞J系統新聞の

切り抜き複製
増毛町 214.58/MA/11 ［増毛関係新聞記事綴］ 11 ［留明市史編さん室］ [200ー］ 「北海道新聞」系統新聞の

切り抜き複製
増毛町 214.58/MA/12 ［増毛関係新聞記事綴］ 12 ［留萌市史編さん室］ [200-] 「北海道新聞」系統新聞の

切り抜き複製
増毛町 214.58/MA/13 ［増毛関係新聞記事綴］ 13 ［留明市史編さん室］ [200-] 「北海道新聞」系統新聞の

切り抜き複製
増毛町 214.58/MA/14 ［増毛関係新聞記事綴］ 14 ［留明市史編さん室］ [200-] 「北海道新聞」系統新聞の

切り抜き複製
増毛町 214.58/MA/15 ［増毛関係新聞記事綴］ 15 ［留萌市史編さん室］ [200-] 「北海道新聞」系統新聞の

切り抜き複製
増毛町 214.58/MA/16 ［増毛関係新聞記事綴］ 16 ［留明市史編さん室］ [200-] 「北海道新聞J系統新聞の

切り抜き複製
増毛町 214.58/MA/17 ［増毛関係新聞記事綴］ 17 ［留萌市史編さん室］ [200-] 「北海道新聞」系統新聞の

切り抜き複製
増毛町 214.58/MA 増毛町沿革誌 増毛町｜｜編 増毛町 1965 明治42年かかれたものを

昭和40年写本し謄写印刷

したもの
増毛町 214.58/MA 増毛町概史 増毛町史編纂委員会｜｜編増毛町役場 1970 
増毛町 214.58/MA 増毛町史 増毛町史編纂委員会｜｜編増毛町役場 1974 増毛地方史年表：p1303～

1308 
増毛町 214.58/MA 吾等が郷土 増毛尋常高等小学校｜｜編増毛尋高等小学校 1934 謄写刷
増毛町 214.58/MU 草創期の増毛 下国系譜私考 村上修｜｜著 増毛町 1975 「増毛町史」別刷
増毛町 214.58/SH 新増毛町史 新増毛町史編さん委員会 増毛町 2006.3 布装

｜｜編
留明市 214.6/C チバベリに生きた人々 留萌ダムふるさと誌 留萌ダム記念誌刊行委員北海道開発協会 1993.3 

会｜｜編
留明市 214.6/HO 風雪の大地 幌糠開基100年・幌糠小 幌糠開基100年・幌糠小学幌糠開基100年・幌糠小 1999.3

学校開校100周年・幌糠 校開校100周年・幌糠中学学校開校100周年・幌糠

中学校開校50周年記念 校開校50周年記念協賛会中学校開校50周年記念
圭ロ士.,:.. ｜｜編 協賛会

留明市 214.6/R 語り継がれる郷土 留萌地方’85 留萌新聞社｜｜編 留萌新聞社 1985 
留明市 214.6/R 郷土誌 ［留萌郡礼党尋常小学校， 留萌郡礼蛍尋常小学校［1934]

留萌郡礼受青年学校｜｜編］
留明市 214.6/R 新留萌市史 留萌市｜｜編さん 留明市 2003.3 
留萌市 214.6/R／シ 新留明市史資料編 留萌市｜｜編さん 留萌市 2003.3 
留明市 214.6/R/2 続・るもい再発見 「続・るもい再発見」編集委留萌郷土史研究会 2000.3 

員会｜｜編
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留萌市 214.6/R るもい 留明市 1968.9 開基90年市制施行20年記

4ιb，、圭両士,c_. 

留萌市 214.6/R 留萌いまむかし 福士虞志｜｜著 留萌市開基120年・市制 1997.10
施行50年開港60年記念
事業実行委員会

留萌市 214.6/R 留萌川と人々のくらし 聞き書き 高橋明雄福士虞志｜｜共北海道開発協会 1993 
編

留萌市 214.6/R 留萌川の変遷 北海道開発協会｜｜編 北海道開発協会 1993 
留萌市 214.6/R/1 ［留萌関係新聞記事綴］ 1 ［留萌市史編さん室］ [200ー］ 「北海道新聞」系統新聞の

切り抜き複製
留萌市 214.6/R/2 ［留萌関係新聞記事綴］ 2 ［留萌市史編さん室］ [200-] 「北海道新聞」系統新聞の

切り抜き複製
留萌市 214.6/R/3 ［留萌関係新聞記事綴］ 3 ［留萌市史編さん室］ [200-] 「北海道新聞」系統新聞の

切り抜き複製
留萌市 214.6/R/4 ［留萌関係新聞記事綴］ 4 ［留萌市史編さん室］ [200-] 「北海道新聞J系統新聞の

切り抜き複製
留萌市 214.6/R/5 ［留明関係新聞記事綴］ 5 ［留萌市史編さん室］ [200-] 「北海道新聞」系統新聞の

切り抜き複製
留萌市 214.6/R/6 ［留萌関係新聞記事綴］ 6 ［留萌市史編さん室］ [200-] 「北海道新聞」系統新聞の

切り抜き複製
留萌市 214.6/R/7 ［留明関係新聞記事綴］ 7 ［留萌市史編さん室］ [200-] 「北海道新聞」系統新聞の

切り抜き複製
留萌市 214.6/R/8 ［留明関係新聞記事綴］ 8 ［留萌市史編さん室］ [200-] 「北海道新聞」系統新聞の

切り抜き複製
留萌市 214.6/R/9 ［留萌関係新聞記事綴］ 9 ［留萌市史編さん室］ [200-] 「北海道新聞」系統新聞の

切り抜き複製
留萌市 214.6/R/10 ［留萌関係新聞記事綴］ 10 ［留萌市史編さん室］ [200-] 「北海道新聞」系統新聞の

切り抜き複製
留萌市 214.6/R/11 ［留萌関係新聞記事綴］ 11 ［留萌市史編さん室］ [200-] 「北海道新聞」系統新聞の

切り抜き複製
留萌市 214.6/R/12 ［留萌関係新聞記事綴］ 12 ［留萌市史編さん室］ [200-] 「北海道新聞」系統新聞の

切り抜き複製
留萌市 214.6/R/13 ［留萌関係新聞記事綴］ 13 ［留明市史編さん室］ [200-] 「北海道新聞」系統新聞の

切り抜き複製
留萌市 214.6/R/14 ［留萌関係新聞記事綴］ 14 ［留萌市史編さん室］ [200-] 「北海道新聞」系統新聞の

切り抜き複製
留萌市 214.6/R/15 ［留萌関係新聞記事綴］ 15 ［留萌市史編さん室］ [200-] 「北海道新聞」系統新聞の

切り抜き複製
留萌市 214.6/R/16 ［留明関係新聞記事綴］ 16 ［留萌市史編さん室］ [200-] 「北海道新聞」系統新聞の

切り抜き複製
留萌市 214.6/R/17 ［留萌関係新聞記事綴］ 17 ［留萌市史編さん室］ [200-] 「北海道新聞」系統新聞の

切り抜き複製
留萌市 214.6/R/18 ［留萌関係新聞記事綴］ 18 ［留萌市史編さん室］ [200-] 「北海道新聞」系統新聞の

切り抜き複製
留萌市 214.6/R/19 ［留明関係新聞記事綴］ 19 ［留明市史編さん室］ [200-] 「北海道新聞」系統新聞の

切り抜き複製
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留萌市 214.6/R/1 留明市史編さん室資料集 留萌市｜｜編 留萌市 2000.3 
留明市 214.6/R/2 留萌市史編さん室資料集第2 留萌市｜｜編 留萌市 2001.3 

集
留萌市 214.6/R/3 留萌市史編さん室資料集第3 留萌市｜｜編 留萌市 2002.3 

集
留萌市 214.6/R/ 4 留萌市史編さん室資料集第4 留萌市｜｜編 留萌市 2003.3 

集
留萌市 214.6/R 留萌町ノ沿革 留萌町｜｜編 ［出版者不明］ ［出版年不明］
留明市 214.6/R/S50 留萌の文化 1975 留萌地方文化団体協議 1975.3

~』Z、

留萌市 214.6/R わが郷土留明 回想写真集 留萌郷土史研究会｜｜編 留萌郷土史研究会 1990 
留萌市 214.6/SA ここに郷土あり 栄井直蔵｜｜著 白鴎印刷（印刷） 1970 

空知
空知 215/1/2 祖父母に聞く農村の歴史第二 岩見沢農業高等学校自成岩見沢農業高等学校自 1981

集 寮｜｜編 成寮
空知 215.1/ME 目で見る中空知・北空知の100 卜部信臣｜｜監修 郷土出版社 2004.12 

年
空知 215.1/ME 明治大正昭和の空知写真集 卜部信臣｜｜編 空知地方史研究協議会 2006.2
空知 215.1/SA 空知銘鑑 真田秋峰｜｜著 空知毎日新聞社 1934 
空知 215.1/SO 空知を知る 空知地方史文献目録と 卜部信臣｜｜編 卜部信臣 2004 附属資料：空知管内炭鉱

その手引き 変遷附図（3枚）
空知 215.1/SO 空知開拓二十年の歩み 空知開拓農業協同組合長空知開拓農業協同組合 1967

会｜｜編 長会
空知 215.1/SO 空知の昭和 写真アルバム 白戸仁康｜｜監修 いき出版 2014.11 文献：p279
空知 215.1/SO 空知の歴史散歩 ［空知地方史研究協議会｜｜空知地方史研究協議会 1991

編］
幌加内村 215.11/HO 幌加内村史 幌加内村 1958 
幌加内村 215.11/HO 幌加内村史 幌加内村｜｜編 幌加内村 1958 複写本
幌加内村 215.11/HO 幌加内村誌 杉本康夫｜｜執筆 幌加内村誌編纂会 1928.8 幌加内村誌編纂会蔵版
幌加内町 215.11/A 章草の川 沼牛自治区開基100周年 沼牛自治区開基100周年 ［沼牛自治区開基100周 2001.10

圭ロコ」4叫エb、圭ロ±•v 記念実行委員会｜｜［編］ 年記念実行委員会］
幌加内町 215.11/A 雨竜川物語 青木哲雄｜｜著 北書房 1978.9 校閲：榎本守恵
幌加内町 215.11/HO 幌加内町開基100年記念誌「百 幌加内町｜｜編 幌加内町 1997.9 

祭」
幌加内町 215.11/HO 幌加内町史 幌加内町史編さん委員会 幌加内町 1971 

｜｜編
幌加内町 215.11/HO 町づくり二十年 幌加内町野沢弘｜｜編 幌加内町 1967 
幌加内町 215.11/KA 上幌加内部落史 上幌加内部落 1969序
幌加内町 215.11/MA まんが幌加内町史 歴史まんが 北本善一｜｜漫画 幌加内町 1999.3 
幌加内町 215.11/MO 母子里の歴史 開基80周年記念誌 母子里開基80周年記念誌母子里開基80周年記念 2009.8

編集委員｜｜編 事業協賛会
幌加内町 215.11/SH 新幌加内町史 新幌加内町史編さん委員 幌加内町 2008.3 

会｜｜編
多度志村（深川市） 215.11/TA 多度志百年 桶谷利夫｜｜編 多度志百年記念実行委 1996.12 奥付の書名：多度志百年

貝＝宏，、‘ 圭悶コ」4心b品圭目±.... 
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多度志町（深川市） 215.11/TA 多度志町史 多度志町｜｜編 多度志町 1965 
沼田村 215.12/NU 村民読本 沼田村｜｜編 沼田村 1938 
沼田町 215.12/MA 真布部落史 真布部落史編纂委員会｜｜ 真布部落会 1965 

編
沼田町 215.12/NU 新編沼田町史 ［沼田町｜｜編］ 沼田町 1982.12 
沼田町 215.12/NU 土の詩 星霜100年 ［沼田町｜｜編］ 沼田町 1995.3 開基百年記念
沼田町 215.12/NU 沼田町史 附沼田町開拓詩集 沼田町鈴木政輝，松藤文沼田町 1954 沼田町開基六十周年記念

武｜｜編
沼田町 215.12/NU 沼田町史 沼田町史編纂委員会｜｜編［沼田町］ 1970 

纂
沼田町 215.12/NU 沼田町写真帳 創立30周年記念 沼田町統計協議会｜｜編 沼田町統計協議会 1981 
沼田町 215.12/NU 沼田町百年史 ［沼田町｜｜編］ 沼田町 1995.3 
沼田町 215.12/NU 歴史漫画沼田物語 岩田鉱治｜｜作画 沼田町 1994.8 
沼田町 215.12/TA ［沼田町］郷土開拓史 沼田町・奔仁・奔々部落 泰成青年団｜｜編 泰成青年団 複写本冗発行者：泰成青

年団元発行年：昭和30年
原本は、130p[18cm］沼田

高等学校所蔵本を写
沼田町 215.12/TO 風雪七十年 東予部落史 東予部落（沼田町） II編 東予部落 1966 
秩父別村 215.12/C チツクシベツ夜話 早川彰｜｜編 1932～1933 1号～5号までの合綴
秩父別村 215.12/C 秩父別村史 秩父別村史編纂委員会｜｜ 秩父別村 1954 

編
秩父別村 215.12/C 秩父別村史 秩父別村史編纂委員会｜｜ 秩父別村 1954 複写本

編
秩父別町 215.12/C 戦後開拓三十年誌 秩父別町原野地区｜｜編 秩父別町原野地区 1980 
秩父別町 215.12/C チツクシベツ 郷土研究誌 秩父別町郷土文化研究会秩父別町 1974 

｜｜編
秩父別町 215.12/C 秩父別町史 秩父別町｜｜編 秩父別町 1964 
秩父別町 215.12/C/1 秩父別町史 秩父別町史編さん委員会 秩父別町 1987.3 

｜｜編
秩父別町 215.12/C/2 秩父別町史続巻 秩父別町役場総務課｜｜編秩父別町 1996.3 
秩父別町 215.12/C/2-2 秩父別町史続2巻 秩父別町役場総務課｜｜編秩父別町 2010.1 
秩父別町 215.12/C 秩父別町第＝部落史 秩父別町第三部落｜｜編 秩父別町第三部落 1965 
秩父別町 215.12/D 出合い 百年の輝く軌跡、未来へ 秩父別町｜｜編 秩父別町 1994 

伸びる
秩父別町 215.12/F 風雪 開基百年記念誌 秩父別屯田会｜｜著 秩父別屯田会 1995 秩父別屯田会の歩み：p49

～59 
秩父別町 215.12/HO 北斗 開基八十七年史 秩父別町北斗町内会開基北斗町内会 1982 

87年史編集委員会｜｜編
秩父別町 215.12/SH 写真史ちっぷべつの歩み 町制施行五十周年記念 秩父別町まちづくり協働隊秩父別町まちづくり協働 2010.3

｜｜編 隊「写真史調査委員会」
秩父別町 215.12/SO 秩父別村史年譜 空知教育会秩父別村支部空知教育会秩父別村支 1933 謄写印刷

｜｜編 部
北竜町 215.13/HE 碧水百年 碧水地区郷土史編集委員碧水地区郷土史編集委 1997.2

会｜｜編 員会
北竜町 215.13/HO 北竜町史 北竜町｜｜編 北竜町 1968.3 
北竜町 215.13/H0/2 北竜町史第2巻 北竜町｜｜編 北竜町 1993 
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出版者名
北竜町

著（編）者名

北竜町｜｜編
版表示副書名書名

北竜町史

請求記号
215.13/H0/3 

市町村名
北竜町

岩村開基百周年記念委員

会｜｜編

岩村開基百十周年記念委

員会｜｜編

岩村町内会｜｜編

岩村開基百周年記念誌愛郷百年215.13/1 北竜町

その後の10年愛郷百年215.13/1 北竜町

岩村開基85周年記念誌岩村215.13/1 北竜町

小豆沢開基満70周年記念

協賛会｜｜編

雨竜村史編纂委員会｜｜編

阿部伊治｜｜著

小豆川215.13/SH 北竜町

付：雨竜町地名全図（信砂

川、仁奈良）1枚

1956 
1982.7 

雨竜村史

古きをたずねて

215.13/U 

215.13/F 

1979 雨竜町

背の書名：さかさ川中島部落誌編纂委員会 1989

1969 雨竜町役場

1990 

1942 

1952 

1952 
1979.4 

1933 

雨竜町

妹背牛村

妹背牛町

妹背牛町

妹背牛町

妹背牛村

中島部落誌編纂委員会｜｜

編
雨竜町史編纂委員会｜｜編

塞
雨竜町百年史編纂委員会
｜｜編

妹背牛村｜｜編

妹背牛町｜｜編

妹背牛町｜｜編

雨竜町｜｜編雨竜町開基90周年記念
圭士

中島部落誌

ふるさと散歩215.13/F 雨竜町

逆川215.13/SA 雨竜町

雨竜町史215.13/U 雨竜町

雨竜町百年史

妹背牛村誌

妹背牛町誌

妹背牛町誌

妹背牛町史

妹背牛分村十年誌

215.13/U 

215.14/MO 

215.14/MO 

215.14/MO 

215.14/MO 

215.14/MO 

雨竜町

妹背牛町

妹背牛町

妹背牛町

妹背牛町

妹背牛町

複写本

妹背牛村｜｜編

白石武臣｜｜編纂

宮良高弘｜｜編 1991.8 北海道みんぞく文化研
曹:tt:-..6、
.71. :z玄

妹背牛町 1993 

1994 妹背牛町

原本：江部乙村1932年刊2009.10 斉藤隆

1932 

1958 
1939 

上巻下巻合冊

再版

1911 

1955 
東武

新十津川村

妹背牛町百年史編纂専門

委員会3北海道みんぞく文

化研究会｜｜編

妹背牛町百年史編纂専門

委員会？北海道みんぞく文

化研究会｜｜編

江部乙村史編纂委員会｜｜

編
鞍田武夫｜｜編纂

江部乙村史編纂委員会｜｜

編
鞍田武夫｜｜編纂

江部乙町｜｜編

新十津川村，光野知高｜｜

編
東武｜｜著

東武西村浩平｜｜編

2・3・5区の事例妹背牛町の社会と民俗215.14/MO 妹背牛町

妹背牛町百年史上巻215.14/M0/1 妹背牛町

妹背牛町百年史下巻215.14/M0/2 妹背牛町

復刻版江部乙村史215.14/E 江部乙村（滝川市）

江部乙村

江部乙町

新十津川村

江部乙村史

江部乙町史

新十津川村開村五十年史

215.14/E 

215.14/E 

215.15/SH 

江部乙村（滝川市）

江部乙町（滝川市）

新十津川村
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市町村名 請求記号 書名 副書名 版表示 著（編）者名 出版者名 出版年月 ；主記
新十津川町 215.15/F 父祖たちの風景 上杉朋史｜｜著 響文社 2013.5 
新十津川町 215.15/1 移住九十周年の回想 旧郷より新天地を求めて 新十津川望郷会東京支部新十津川望郷会 1980.9 

｜｜編
新十津川町 215.15/MA 徳富川 北海道開拓史のー倒 ［前東計男｜｜著］ 前東計男 1966.11 
新十津川町 215.15/SH 開村当時の古文書・書簡類解 新十津川町教育委員会｜｜ 新十津川町教育委員会 1974

説 編
新十津川町 215.15/SH 新十津川町史 新十津川町｜｜編 新十津川町 1966 
新十津川町 215.15/SH 新十津川百年史 新十津川町史編さん委員 新十津川町 1991.3 付（図3枚袋入）

会｜｜編
新十津川町 215.15/SH トック写真集 新十津川郷土史研究会｜｜ 新十津川町教育委員会 1995

編
浦臼村 215.15/TS 鶴沼を語る 鶴沼小学校家庭教育学級浦臼町立鶴沼小学校 1980.2 謄写刷

｜｜編
浦臼村 215.15/U 浦臼村史 浦臼村｜｜編 浦臼村 1919 

大枝連蔵｜｜著
浦臼村 215.15/U 浦臼村史 浦臼村史編纂委員会｜｜編浦臼村 1949 
浦臼町 215.15/U 浦臼町晩生内住民組合百年の 晩生内住民組合百年のあ晩生内住民組合 2005.1 

あゆみ ゆみ編纂委員会｜｜編
浦臼町 215.15/U 浦臼町史 浦臼町史編さん委員会｜｜ 浦臼町 1967 

編
浦臼町 215.15/U 浦臼町百年史 浦臼町百年史編纂委員会浦臼町 2000.3 

｜｜編
月形村 215.16/KA 北海道樺戸郡月形村沿革誌並 海賀市蔵｜｜編 海賀市蔵 1914 謄写刷

現況雑観
月形村 215.16/TS 月形村史 月形村｜｜編 月形村 1942 
月形村 215.16/TS 月形村沿革誌 月形村沿革誌編纂委員会月形村 1950 

｜｜編
月形町 215.16/TS 月形町史 月形町史編さん委員会｜｜ 月形町 1985 

編
月形町 215.16/TS 月形の四季 月形四季の会 1990.3 月形町開基110年記念
北村（岩見沢市） 215.16/KI 北村史 北村史編纂委員会｜｜編 北村 1949 
北村（岩見沢市） 215.16/KI 北村史 北村史編纂委員会｜｜編 北村 1949 複写本
北村（岩見沢市） 215.16/Kl/1 北村史上巻 北村史編纂委員会｜｜編 北村 1985 
北村（岩見沢市） 215.16/Kl/2 北村史下巻 北村史編纂委員会｜｜編 北村 1985 
北村（岩見沢市） 215.16/KI 北村村史 北村村史編纂委員会，林 北村 1960 

登美彦｜｜編
北村（岩見沢市） 215.16/KI 北村百年史 北村百年史編さん委員会 北村 2004.3 

｜｜編
上砂川町 215.17 /I 以心伝心 鶏の想いを綴る記録誌 大西ヨシ子｜｜著 大西ヨシ子 2011.8 巻末：上砂川の小学校百

年のあゆみ保存用（平成

13年12月）
上砂川町 215.17 /KA 上砂川町史 上砂川町史編纂委員会｜｜ 上砂川町 1959 

編
上砂川町 215.17/KA 新上砂川町史 上砂川町史編纂委員会｜｜ 上砂川町 1988.3 付（図3枚袋入）．上砂川市

編 街図（大正10年当時）ほか
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市町村名 請求記号 書名 副書名 版表示 著（編）者名 出版者名 出版年月 注記
上砂川町 215.17 /KA 歴史伝道 上砂川郷土探訪記録誌 上砂川町教育委員会 2006.11 「上砂川市井史」初版1957

年発行「古老は語る」初

版1957年
上砂川町 215.17 /Kl 上砂川市井史 木村誠一｜｜著 上砂川郷土史研究会 1957 
奈井江町 215.16/SA さっびない史千一夜 内藤優｜｜著 奈井江印刷（印刷） 1997.1 附．さつびない居住者マッ

プ
奈井江町 215.17 /I 厳島郷土誌 開拓60年記念 佐藤正敏，有沢秀男｜｜編厳島青年団 1954 
奈井江町 215.17 /I 厳島郷土誌 厳島開基百年記念事業協厳島開基百年記念事業 1991.7

賛会｜｜編 協賛会
奈井江町 215.17/MI ふるさと瑞穂 開基85周年記念 奈井江町瑞穂連合区開基奈井江町瑞穂連合区開 1974

85周年記念協賛会｜｜編 基85周年記念協賛会
奈井江町 215.17/MI ふるさと瑞穂 瑞穂、開基100年記念協 1989.8 

賛会
奈井江町 215.17 /NA しばれがとけて ないえ昔ぱなし 奈井江町郷土研究会｜｜編奈井江町郷土研究会 1993.3 
奈井江町 215.17 /NA/2 しばれがとけて第2集 ないえ昔ぱなし 奈井江町郷土研究会｜｜編奈井江町郷土研究会 2006.3 
奈井江町 215.17 /NA/3 しばれがとけて第3集 ないえ昔ぱなし 奈井江町郷土研究会｜｜編奈井江町郷土研究会 2006.3 
奈井江町 215.17 /NA 奈井江町史 奈井江町史編さん室｜｜編 奈井江町 1975 
奈井江町 215.17/NA/1 奈井江町百年史上巻 奈井江町百年史編さん委 奈井江町 1990 

員会｜｜編
奈井江町 215.17 /NA/2 奈井江町百年史下巻 奈井江町百年史編さん委 奈井江町 1990 

員会｜｜編
奈井江町 215.17 /NA／ツイ 奈井江町百年史 奈井江町百年史編さん委 奈井江町 1991.3 

員会｜｜編
奈井江町 215.17 /NA 奈井江の歴史 奈井江町教育振興会｜｜編奈井江町教育振興会 1957 
奈井江町 215.17/NA ふるさと80年 奈井江町史編纂室｜｜編 奈井江町 1970 
奈井江町 215.17/SH 白山部落郷土史 白山部落すみれ会｜｜編 白山部落開拓開校六十 1958

周年記念協賛会
奈井江町 215.17 /Y 大和郷土史 大和郷土誌編さん委員会 大和連合会 1973 

｜｜編
奈井江町 215.17 /Y 大和百年史 大和百年記念事業特別委奈井江町大和連合会 1989.8 

員会｜｜編
栗山町 215.18/A 郷土史あのろ 郷土史あのろ編纂委員会郷土史あのろ編纂委員 1977

｜｜編 ~ 
栗山町 215.18/A ふるさと旭台 旭台部落史編纂委員会｜｜ 旭台部落史編纂委員会 1987 背の書名 ：旭台郷土史奥

編 付の書名：郷土史旭台
栗山町 215.18/B 部落史はとやま 部落史はとやま編さん 1984.12 文献：巻頭部洛内外年

委員会 表：p283～315
栗山町 215.18/F 富士部落史 道央ジャーナル社｜｜編 富士部落 1988 
栗山町 215.18/F ふるさとほんさわ 呈ロコL~叫与b、 圭両，土ι、 ［本沢部落会｜｜編］ 本沢部落会 1985.7 
栗山町 215.18/1 語り継ぐ激動の時代 戦中・戦後の栗山 「十五日の会」｜｜編 「十五日の会」 1998.3 背の書名激動の時代，

付昭和20年前後の栗山

［住宅地図］
栗山町 215.18/KI 郷土誌北学田 郷土史北学田編纂委員会北学田部落会 1982 

｜｜編
栗山町 215.18/KU 栗山町史 栗山町史編さん委員会｜｜ 栗山町 1971 

編
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市町村名 請求記号 書名 副書名 版表示 著（編）者名 出版者名 出版年月 注記
栗山町 215.18/KU 栗山町史 栗山町史編さん委員会｜｜ 栗山町 2011.3 

編
栗山町 215.18/KU 新世紀を創る 栗山町開基百年記念誌 企画課｜｜編 栗山町 1988.9 書名は表紙・背による奥

付の書名：栗山町－00
年記念誌

栗山町 215.18/KU/1 栗山町史第1巻 栗山町史編さん委員会｜｜ 栗山町 1989 

編
栗山町 215.18/KU/2 栗山町史第2巻 栗山町史編さん委員会｜｜ 栗山町 1991 

編
栗山町 215.18/KU／ヘツ 栗山町史別巻 栗山町史編さん委員会｜｜ ［栗山町］ 1991 

編
栗山町 215.18/KY 郷土誌つぎたて 郷土誌つぎたて編集委員 継立町内連合会 1998.8 

｜｜編
栗山町 215.18/MI 南学田部落史 南学田部落会｜｜編 南学田部落会 1979 
栗山町 215.18/NA 中里部落史 中里部落史編纂委員会｜｜ 中里部落会 1970 

編
栗山町 215.18/Y 湯地部落史 湯地部落史編集委員会，狩湯地部落史編集委員会 1959

野剛狩野森秀｜｜編
角田村（栗山町） 215.18/KA 角田村史 角田村，丹野獄二｜｜編 角田村 1940 
角田村（栗山町） 215.18/KA 角田村沿革及治績概要 角田村｜｜編 角田村 1923 謄写刷
角田村（栗山町） 215.18/KA 角田村沿革及治績概要 角田村｜｜編 角田村 1923 謄写刷
角田村（栗山町） 215.18/KA 角田村郷土誌 角田村郷土誌編纂委員会角田村 1933 

｜｜編
角田村（栗山町） 215.18/KA 角田村郷土誌 角田村郷土誌編纂委員会角田村 1933 複写本

｜｜編
角田村（栗山町） 215.18/KA 梨明の郷角田 角田郷土誌編纂委員会｜！ 角田町内会連合会 2002.3 

編
角田村（栗山町） 215.18/SA 昭和の角田 佐々木鉄蔵｜｜著 そらち社 1931 
由仁町 215.18/F 一世紀のあゆみ 由仁町古山自治区｜｜編 古山自治区 1985 
由仁町 215.18/F 古川部落史 古川部落史編纂委員会｜｜ 古川自治区 1986.11 

編
由仁町 215.18/HI 東三川郷土誌 東ニ川郷土誌発刊委員会東三川自治区 1976 

｜｜編
由仁町 215.18/HI 東三川百年史 東ニ川百年史編集委員会東三川自治区 1995.11 年表：p583～599

｜｜編
由仁町 215.18/1 岩内部落百年のあゆみ 岩内開基百年記念事業協岩内自治区 1988.11 

賛会編集委員会｜｜編
由仁町 215.18/KI 戦後40年由仁の歴史と人 木下信義｜｜編 木下信義 1986 
由仁町 215.18/KO ［由仁村開村三十年記念写真 小谷義雄｜｜著 小谷義雄 1922 

帖］
由仁町 215.18/KU 熊本部落史 熊本自治区｜｜編 熊本自治区 1978 
由仁町 215.18/ME 目に見えぬ歴史 わが郷土東三川 加藤平兵衛｜｜著 マンモス文庫 1999.11 参考文献：p203
由仁町 215.18/MO 風雪のあゆみ 本ニ川自治区五十周年記本ニ川自治区五十周年 1990

念協賛会｜｜編 記念協賛会
由仁町 215.18/Y 岩内部落史 由仁町岩内自治区｜｜編 由仁町岩内自治区 1973 
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市町村名 請求記号 書名 副書名 版表示 著（編）者名 出版者名 出版年月 ；主記
由仁町 215.18/Y 星霜七十年史 山桝部落史編纂委員会｜｜ 由仁町山桝自治区 1979 

編
由仁町 215.18/Y 由仁町史 由仁町史編集委員会｜｜編由仁町 1973 
由仁町 215.18/Y /1 由仁町史上巻 北海道由仁町役場 1994 
由仁町 215.18/Y/2 由仁町史下巻 北海道由仁町役場 1994 
由仁町 215.18/Y 由仁町開拓史資料 明石一紀｜｜著 明石一紀 2012.7 
由仁町 215.18/Y 由仁町開町90周年記念誌 由仁町｜｜編 由仁町 1982.9 
由仁町 215.18/Y 由仁村郷土誌 空知教育会由仁村支部｜｜ 空知教育会由仁村支部 1934 複写本

編
由仁町 215.18/Y 由仁村の歴史写真集 ［出版者不明］ [200-] 元出版事項：南空知新聞

社昭和12年1月発行
栗沢村（岩見沢市） 215.19/E 越前部落史 越前連合会 1965.9 
栗沢村（岩見沢市） 215.19/F ふるさと美流渡 雲回コL..~’s，、圭ロ±＇＂＇、 美流渡親和会記念誌発刊美流渡親和会 1995 

委員会｜｜編
栗沢村（岩見沢市） 215.19/KI 清真布市街地必成社農場廿年 河路重平｜｜編 滋賀県必成社 1913.8 複写本

史
栗沢村（岩見沢市） 215.19/KO 小西部落沿革史 開基七十周年記念 佐立喜八｜｜［ほか］編著 小西連合会 1963.9 
栗沢村（岩見沢市） 215.19/TO 砺波団体史 砺波住民組合｜｜編 砺波住民組合 1934 
栗沢町（岩見沢市） 215.19/HI 必成開基百年記念誌 百夢必達 必成開基百年記念事業実必成開基百年記念事業 1994.2 背の書名：必成百年記念

行委員会編集委員会｜｜編実行委員会 圭ロ士•i:> 

栗沢町（岩見沢市） 215.19/HO 北斗九十年史 北斗九十年史編集委員会北斗連合会 1977 
｜｜編

栗沢町（岩見沢市） 215.19/J 自彊閲百年 自協開基百年史 ［自協開基100年記念協賛 自協開基100年記念協 1993.12 
会｜｜編］ 賛会

栗沢町（岩見沢市） 215.19/KA 上幌開基百年記念誌 栗沢町上幌開基百年記念栗沢町上幌開基百年記 1996.8
事業実行委員会編集委員念事業実行委員会
会｜｜編

栗沢町（岩見沢市） 215.19/KO 開基90周年記念誌 小西連合会｜｜編 小西連合会 1983 
栗沢町（岩見沢市） 215.19/KU 栗沢町史 稲童丸謙二｜｜編 栗沢町役場 1964 栗沢町沿革年譜：p1139～

1170 
栗沢町（岩見沢市） 215.19/KU/1 栗沢町史上巻 栗沢町町史編さん委員会 栗沢町 1993 

｜｜編
栗沢町（岩見沢市） 215.19/KU/2 栗沢町史下巻 栗沢町町史編さん委員会 栗沢町 1993 

｜｜編
栗沢町（岩見沢市） 215.19/KU 由良部落史 開基八十周年記念 栗沢町｜｜編 栗沢町 1973 
栗沢町（岩見沢市） 215.19/SH 昭和の風 ［山平正四｜｜撮影］ 山平正四 2006.3 

［山咲一星｜｜俳句］
栗沢町（岩見沢市） 215.19/TO 砺波 栗沢町砺波開基百年史 ［砺波部落開基百年記念実砺波部落開基百年記念 1994.3

行委員会｜｜編］ 実行委員会
栗沢町（岩見沢市） 215.19/TO 砺波部落史 細田信久｜｜編 栗沢町砺波連合会 1963.9 書名は奥付による表題紙

書名：開拓七十周年創立
二十三周年記念史共同
刊行：砺波報徳社

南幌町 215.19/1 石川部落史 石川部落史編纂委員会｜｜ 石川部落史発行実行委 1974
編 員会

南幌町 215.19/KA 風は見ていた 南幌その時 野崎昭ニ｜｜著 ぎょうせ~＼（印刷） 2002.1 
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「戸い－一＝目、王出版年月
1962 

出版者名

南幌町

1963 
1993 

沼の端農事組合
［南幌町］ 付：南幌町鳥撒図（1枚）

1993 ［南幌町］

鶴城一世紀記念発刊7
t
 

h
『
u政一

寸八第町幌南

一蔵

郡

一連

知

一枝

空
区
一大

著（編）者名
南幌町史編纂委員会，千成
千松｜｜編

沼の端農事組合｜｜編
南幌町史編さん委員会｜｜

編

南幌町史編さん委員会｜｜

編

鶴城郷土史刊行実行委員
会｜｜編
大枝連蔵｜｜著

版表示副書名書名請求記号
215.19/NA 

市町村名
南幌町 南幌町史

南幌町沼の端部落三十年小史
南幌町百年史上巻

215.19/NA 
215.19/NA/1 

南幌町

南幌町

南幌町百年史下巻215.19/NA/2 南幌町

鶴城郷土史つるの里215.19/TS 南幌町

1916 

1936 
1936 
1984.12 

巻末に長沼村候例規則其

他蒐緊録あり

複写本
奥付の書名：長沼町第一

区部落史付：第一区部落
史付記（13p) 

幌内開基百年記念

長沼村史編纂部

長沼村史編纂部
第一区部落会

長沼村史編纂部｜｜編

長沼村史編纂部｜｜編
第一区部落会｜｜編

長沼村史

長沼村史

長沼村史
第1区部落史

215.19/NA 

215.19/NA 
215.19/NA 
215.19/D 

長沼村

長沼村

長沼村
長沼町

1995.1 
1988.5 

長沼町第十八区
伊藤兼平伊藤兼平｜｜著

1995.8 長沼町第二十二区

空知地方史研究協議会 1993

附：長沼町九十年史（付）年
表1間

1977 

長沼町第29区70周年記 2010.10
念協賛会

長沼町第九区 1995 

長沼町第十七区史編集 2008
委員会
長沼町第六区 1997.9 

1962 
1962 
2011.10 

長沼町史編さん委員会

長沼町
長沼町

長沼町

長沼町史編さん委員会｜｜

編
長沼町第29区70周年記念

協賛会｜｜編

長沼町第九区百年史編集
委員会｜｜編

長沼町第十七区史編集委

量全1鍾
長沼町第六区開基百周年

記念協賛会｜｜編

長沼町史編纂委員会｜｜編

長沼町史編纂委員会｜｜編
［長沼町教育委員会｜｜編］

野村重信｜｜著

風雪百年
アンヒ、ション・燃えつきる
まで
長沼町第22区創立50周
年記念誌
南長沼開拓の歩み1893-
1993 

ほろない史
長沼町開基百年史姉妹

215.19/HO 
215.19/1 

長沼町
長沼町

開閥215.19/KA 長沼町

南長沼百年史215.19/MI 長沼町

長沼町九十年史

長沼町第二十九区七十周年記

念誌

長沼町第九区百年史

215.19/NA 

215.19/NA 

長沼町

長沼町

215.19/NA 長沼町

風雪と共に百二十年長沼町第十七区史「拓J215.19/NA 長沼町

長沼町｜｜編

長沼町｜｜編

長沼町の歴史上巻
長沼町の歴史下巻
長沼の開拓・歴史文化に関わっ郷土資料長沼の開拓・歴
た人たち 史文化人物編

ながぬま110年のあゆみ

ながぬま一二O年のあゆみ

長沼町第六区開基百年史215.19/NA 

215.19/NA/1 
215.19/NA/2 
215.19/NA 

長沼町

長沼町
長沼町
長沼町

長沼町
長沼町

長沼町開基110年記念

奥付の書名表記：ながぬ
ま120年のあゆみ

1997.12 
2007.12 

長沼町
長沼町

215.19/NA 
215.19/NA 長沼町開基120年記念
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長沼町｜｜編 長沼町
長沼町｜｜編 長沼町

［長沼町第三十一区開拓五［長沼町第三十一区］
十周年記念誌編集委員会

II編］
長沼町立舞鶴小学校｜｜編

長沼町第31区開拓50周
年記念誌

215.19/NA 
215.19/NA 
215.19/NA 

長沼町
長沼町
長沼町

1974 
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市町村名 請求記号 書名 副書名 版表示 著（編）者名 出版者名 出版年月 ；主記
長沼町 215.19/SA さぎぬま 三十区史 長沼町二十区｜｜編 長沼町三十区 1991.3 附：「30区史さぎぬま発刊

祝賀会J（平成3年3月24日
ところ，長沼町30区 30区会

館）
長沼町 215.19/Y 弥広の里 長沼町第十五区創立六 長沼町第十五区創立六十長沼町第十五区 2000.12 

十周年記念部落史 周年記念部落史編集委員

会｜｜編
岩見沢市 215.2/HI 東郷土誌 岩見沢市史東郷土篇 東郷土誌編纂会｜｜編 東部落自治会 1958 
岩見沢市 215.2/HO 創紀100年 幌向町開基100年記念事 幌向［自治会］ 1981 

業協賛会｜｜編
岩見沢市 215.2/HO 幌向開基120年 ［幌向開基120年記念事業幌向開基120年記念事 2001.3 

実行委員会｜｜編］ 業実行委員会
岩見沢市 215.2/HO HOROMUI Mini Guide ほろむいミニガイド ［幌向地区町会連絡協議会幌向地区町会連絡協議 2009.1 付：「幌向早わかりマップ

｜｜編］ ヨdエb、 改訂版」（1枚 30×42cm)
岩見沢市 215.2/1 岩見沢郷土誌 1952 岩見沢市立教育研究所｜｜ 岩見沢市立教育研究所 1952 岩見沢の学習資料集

編
岩見沢市 215.2/1 岩見沢郷土誌 1954 改訂版 岩見沢市立教育研究所｜｜ 岩見沢市立教育研究所 1954

編
岩見沢市 215.2/I 岩見沢市史 岩見沢市史編さん委員会 岩見沢市 1963 

｜｜編
岩見沢市 215.2/1/1 岩見沢市史第1集 岩見沢市｜｜編 岩見沢市 1964 
岩見沢市 215.2/1/2 岩見沢市史資料第2集 岩見沢市 1971 
岩見沢市 215.2/1/3 岩見沢市史資料第3集 岩見沢市 1973 付（別冊11p）：郡について

の抄記－主として空知郡に

ついて（伊東博）
岩見沢市 215.2/1/4 岩見沢市史資料第4集 岩見沢市総務部企画室 1975
岩見沢市 215.2/1/5 岩見沢市史資料第5集 岩見沢市総務部庶務課｜｜ 岩見沢市 1979.3 

編
岩見沢市 215.2/1 岩見沢市中幌向町開基百年 岩見沢市中幌向町［開基百開基百年記念事業実行 1990

年編集委員会］｜｜編 委員会
岩見沢市 215.2/1 岩見沢のおいたちと発展の歴 ふるさと山口・鳥取から 中野尚幸｜｜編 岩見沢市市史資料室 2004.10 岩見沢開基120年・市制60

史 の旅立ち 周年記念
岩見沢市 215.2/I 岩見沢百年史 岩見沢百年史編さん委員 岩見沢市 1985.3 

会｜｜編
岩見沢市 215.2/1 創立三十周年記念誌 栄町会創立＝十周年記念岩見沢市栄町会 2001.1 

事業実行委員会｜｜編
岩見沢市 215.2/I 創立20周年記念誌 栄町会創立20周年記念事岩見沢市栄町会 1990 

業実行委員会｜｜編
岩見沢市 215.2/KA 上志文のあゆみ 明治・大正編 高津貢｜｜編 上志文小学校 1984.3 複写本
岩見沢市 215.2/KA 上幌向郷土誌 上幌向部落｜｜編 上幌向開基70周年記念 1961

奉讃会
岩見沢市 215.2/KA 郷土史金子 郷土史金子編纂委員会｜｜ 岩見沢市金子町会 1991 

編
岩見沢市 215.2/KY 郷土かるた まるごとポケットガイド 和田高明｜｜著 和田高明 2006.7 付録：名所地図
岩見沢市 215.2/KY /1 郷土史いわみざわ 郷土史を学ぶ会｜｜編 郷土史を学ぶ会 1987.3 
岩見沢市 215.2/KY /2 郷土史いわみざわ第2集 郷土史を学ぶ会｜｜編 郷土史を学ぶ会 1992 
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市町村名 請求記号 書名 副書名 版表示 著（編）者名 出版者名 出版年月 注記
岩見沢市 215.2/KY /3 郷土史いわみざわ第3集 郷土史を学ぶ会｜｜編 郷土史を学ぶ会 1995 
岩見沢市 215.2/ME 目で見る岩見沢・南空知の100 写真が語る激動のふるさ 白戸仁康｜｜監修 郷土出版社 2004.11 

年 と一世紀
岩見沢市 215.2/NA 中幌向郷土誌 開基八十年 中幌向郷土誌編集委員会中幌向町 1969 

｜｜編
岩見沢市 215.2/NI 西川町郷土誌 西川町郷土誌編さん委員 西川町会 1987.11 

会｜｜編
岩見沢市 215.2/0 大平郷土百年誌 ［大平郷土100年記念協賛大平郷土100年記念協 2010.1 

会｜｜編］ 賛会
岩見沢市 215.2/0 大願町会史 ［岩見沢市大願町会｜｜編］岩見沢市大願町会 1984.11 
岩見沢市 215.2/0 御茶の水郷土誌 開基70周年開校60周年 御茶の水郷土誌編集委員御茶の水開基70周年開 1963

吾ロ寸」，忍0... 会｜｜編 校60周年記念協賛会
岩見沢市 215.2/SA 岩見沢繁昌記 佐藤文次郎笹島薫｜｜編［J11野栄二郎］ 1961 大正4年刊を写本タイプ印

昂lj
岩見沢市 215.2/SH 志文郷土史 志文郷土史編纂委員会｜｜ 志文郷土史編纂委員会 1985

編
岩見沢市 215.2/SH 志文本町史 志文本町史編集委員会｜｜ 岩見沢市志文本町町会 1993

編
岩見沢市 215.2/TO 写真集明治大正昭和岩見沢 富水慶一｜｜編 国書刊行会 1980 
深Jll村 215.21/F 深Jll村概況 深川村｜｜編 ［出版者不明］ ［出版年不明］ 謄写印刷
深川村 215.21/F ふるさとのあゆみ 総合十周年記念 深川市納内第十二区町 1980.6 12区町内会年表：p11～13

内会
深川村 215.21 /NI 深川村発達史 一宮惟－｜｜著 一宮惟－ 1910 
深川村 215.21/NI 深川村発達史 二宮惟－｜｜著 二宮惟－ 1910 複写本
深川町 215.21/F 深川町史 深川町史編纂委員会｜｜編深川町 1956 深川町史の原稿謄写刷
深川市 215.21/F 新深川市史 深川市｜｜編 深川市 1994 
深川市 215.21/F 深川市史 深川市 1977.3 付（図1枚）
深川市 215.21/F 深川百年のあゆみ 開基100年記念誌 深川市｜｜編 深川市 1992 
深川市 215.21/HO 北星風雪90年沿革史 北星沿革史編集委員会｜｜ 北星沿革史運営委員会 1984.1 年表：p261～272

編
深川市 215.21/1 一己屯田開拓史 一己開基100年記念誌 一己屯田会｜｜編 一己屯田会 1994 
深川市 215.21/1 写真集明治大正昭和深川 池田輝海｜｜編 国書刊行会 1980 
深川市 215.21/1 拓かれた河成地 稲田第四町内会（深川市音稲田第四町内会 1991 

江町）｜｜編
深川市 215.21/1 深川のむかし 池田輝海，宮武茂樹田中深川市教育委員会 1970 

基義｜｜編
深川市 215.21/I 深川のむかしむかし 池田輝海｜｜著 全国池田会 1994 
深川市 215.21 /1/2 続深川のむかしむかし 池田輝海｜｜著 全国池田会 1995 
深川市 215.21/0 納内屯田兵村史 納内町開拓八十周年記念納内町開拓八十周年記 1977

誌編纂委員会｜｜編 念誌編纂委員会
深川市 215.21/0 納内町開拓百年記念誌 納内町開拓百年記念誌編納内町開拓百年記念事 1994 表紙の書名－納内の百年

集委員会｜｜編 業委員会
深川市 215.21/0 つぐみの詩 ふるさとの歴史をたずね 深川市音江町19A町内会 深川市音江町19A町内 1987 

て ｜｜編 iコ~、
深川市 215.21/SA 五月百年史 五月沿革史編集委員会｜｜ 五月町内会 1996.9 

編
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深川市 215.21/SO 園生の郷 内圏第一町内会｜｜編 深川市音江町内圏第一 1999.3 奥付の書名：内圏第1町内

町内会 会郷土誌
深川市 215.21/TA 八丁目史 大師町内会｜｜編 大師町内会 1984 
深川市 215.21/TO 常盤の里 常盤町内会九十年史 常盤部落沿革史編集委員常盤町内会 1987.3 折り込図1枚

会｜｜編
深川市 215.21/TO 稔りの故郷 巴開拓百年史 巴開拓百年記念協賛会｜｜ 巴開拓百年記念協賛会 1996

編
一己村（深Jll市） 215.21/1 一己村沿革史 一己村｜｜編 一己村 1924 
一己村（深川市） 215.21/I 一己村沿革史 一己村｜｜編 一己村 1933 
一己村（深川市） 215.21/1 一己村沿革史 一己村｜｜編 一己村 1933 複写本
一己村（深川市） 215.21/TA 雨竜屯田兵村史 高橋重隆｜｜編 秋山岩太郎 1913 
音江村（深川市） 215.21/0 音江村開村五十年史 村史編纂委員会｜｜編 音江村 1954 
芦別市 215.22/A 芦別案内 開村二十年史 第1版 五十嵐兵五郎｜｜編 時事堂書店 1914 複製版：芦別市立図書館

において電子複写し製本
したもの

戸別市 215.22/ A 芦別市郷土史資料第1集 芦別郷土史研究会｜｜編 芦別市教育委員会 1957 
戸別市 215.22/ A 芦別市史 芦別市 芦別市 1974 編集者：岸本翠月，竹本利

彦
戸別市 215.22/A 芦別大図鑑 芦別市開基100周年記念 芦別市｜｜編 芦別市 1993 

圭ロ士,c_. 

戸別町 215.22/A 芦別町開町五十年史 ［芦別町｜｜編］ 芦別町 1950 
戸別市 215.22/A あゆみ 創立60周年記念誌 緑町町内会 [2007.3] 
戸別市 215.22/A 開基八十五周年史 細谷徹之助｜｜編 芦別市黄金町内会 1985.11 
戸別市 215.22/ A 開町五十周年記念行事録 ［芦別町］ 1951 
戸別市 215.22/A/1 新芦別市史第1巻 芦別市｜｜編 芦別市 1994 
芦別市 215.22/A/2 新芦別市史第2巻 芦別市｜｜編 芦別市 1994 
戸別市 215.22/F 福住八十五年史 福住開拓八十五周年記 福住町記念事業実行委員福住町記念事業実行委 1979

；言凸、、吾両日→芯－ 会｜｜編 貝＝宏，内‘

戸別市 215.22/F ふるさと芦別 ［出版者不明］ ［出版年不明］ 「空知タイムスJ2466号（昭
和42年6月10日）から2531
号（昭和42年11月16日）に

連載された同コラムを複製

し綴ったもの
戸別市 215.22/HO 滝里ダムふるさと誌 北海道開発協会建設調査北海道開発局石狩川開 1986.3 監修・北海道開発局石狩

部｜｜企画・編集 発建設部 川開発建設部
戸別市 215.22/KA 開村二十年史 芦別案内 ［五十嵐兵五郎｜｜編］ ［出版者不明］ [1914] 複製版
戸別市 215.22/KA 上芦別町開基百周年記念誌 塊 ［上芦別町開基百周年記念上芦別町開基百周年記 1996.12

事業協賛会｜｜編］ 念事業協賛会
戸別市 215.22/NI 20周年記念誌 想い出 芦別滝里会｜｜編 芦別滝里会 2006.12 
戸別市 215.22/NO 拓魂永久 野花南町開基80周年記念野花南町開基80周年記 1976

協賛会｜｜編 念協賛会
戸別市 215.22/NO ［野花南町］七十年の歩み 野花南開基七十年記念協野花南開基七十年記念 1966

賛会｜｜編 協賛会
戸別市 215.22/P ポンモシリ ふるさと清里町写真集 清里町史編纂委員会｜｜編ふるさと清里町写真集 2013.8 

発行委員会
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戸別市 215.22/SH 下芦別沿革史 根井清作｜｜編 ［下芦別沿革調整委員 1915 複製版

会］
戸別市 215.22/SH 新城八十年史 新城町開基八十年記念協新城町開基八十年記念 1980.11 折り込図1枚

賛会行事部｜｜編 協賛会
戸別市 215.22/TA あしべつ事始 滝沢敏夫｜｜著 空知タイムス社 1988 
戸別市 215.22/TA ［滝里町］七十周年記念誌 滝里町安井幸雄｜｜編 滝里町 1974 年表：p112～118
赤平町 215.22/Y 油谷っ子の会・結成＝十五周年芦別町立油谷小中学校 油谷っ子の会 2007.6 巻末付図：油谷炭鉱油

きロコ」4叫2ニト、圭ロ士.... 第五回卒業生 谷っ子居住地略図カバー
の書名表記：TheGolden 
TAIMES 

赤平町 215.23/ A 赤平町展望 赤平教育研究所｜｜編 赤平町 1950 
赤平町 215.23/A 赤平町の歴史 赤平町教育研究所｜｜編 赤平町教育研究所 1954 
赤平市 211.5/SU 住吉開拓八十周年住吉小開校附部落小史 ［住吉部落会］記念誌編集 住吉開拓開校記念協賛 1970.11 表紙の書名：住吉部落会

七十年住吉中開校二十年記念 委員会｜｜編 dヨエb、 住吉小中学校記念誌

闘志 ［住吉小学校｜｜編］

［住吉中学校｜｜編］
赤平市 215.23/ A 赤平開拓創始史 赤平開拓創始史編集委員赤平市開拓顕彰記念碑 1986.6

会｜｜編 建設期成会
赤平市 215.23/ A/1 赤平市史上巻 赤平市史編纂委員会｜｜編赤平市 2001.1 
赤平市 215.23/ A/2 赤平市史下巻 赤平市史編纂委員会｜｜編赤平市 2001.1 
赤平市 215.23/A 赤平抄史 赤平百年の足跡 北斗商工新聞社｜｜編 北斗商工新聞社 1960 
赤平市 215.23/ A 赤平八十年史 赤平市史編さん委員会｜｜ 赤平市 1973 

編
赤平市 215.23/ A 幌岡開拓七十年の歩み 赤平新報社｜｜編 赤平新報社 1963 昭和38年3月24日「赤平

新報」第2号別版
赤平市 215.23/ A 私達の赤平市研究（郷土研究 赤平市教育研究所｜｜編 赤平市教育研究所 1954 

のワークブック No.1)
赤平市 215.23/F 風雪のあゆみ 百戸町内会80年沿革史編百戸町内会80年沿革史 1970.9 複写本

集委員会｜｜編 編集委員会
赤平市 215.23/HY 百戸90年沿革史 百戸開基九十周年記念事百戸開基九十周年記念 1980 表紙書名：風雪のあゆみ

業実行委員会｜｜編 事業実行委員会 百戸90年沿革史
歌志内市 215.24/KO 古老が語る歌志内 歌志内・歴史の散歩道 杉山四郎｜｜著 歌志内歴史資料収集・ 1997.7 

保存会
歌志内市 215.24/U 歌志内市史 歌志内市史編さん委員会 歌志内市 1964 

｜｜編
歌志内市 215.24/U 新歌志内市史 歌志内市史編さん委員会 歌志内市 1994 

｜｜編
歌志内市 215.24/W わが郷土美山 美山町名五十周年記念 ［美山町］記念誌編集委員 ［美山町内会］ 1998.10 

圭ロ±，山 ｜｜編
歌志内市 215.24/W わがまち美山 美山町名三十周年記念 ［美山町30周年記念行 [2005] 

圭ロ士,.:,. 事実行委員会］
滝川町 215.25/F 滝川町発展史 坂東幸太郎｜｜編 富良野線鉄道開通祝賀 1913

fコbζ.. 
滝川町 215.25/TA 瀧川開町五十周年記念写真帳紀π弐千六百年 北門日報滝川支局 1940 
滝川町 215.25/TA 滝川町史 滝川町史編纂委員会｜｜編滝川町 1940 
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滝川市 215.25/E 次代に伝える 江部乙屯田入植百年記 江部乙屯田親交会 1993.5 

4，己Eト、号両士•v 

滝川市 215.25/F ふるさとたきかわ 滝川市制施行40年記念 滝川市郷土研究会｜｜編 滝川市郷土研究会 1998 
圭悶±，臼

滝川市 215.25/KO コミュニティの歩み東滝川 東滝川三世代交流10周 東滝川三世代交流10周年東滝川三世代交流10周 2005.10
年記念大会記念誌 記念大会記念誌編集委員年記念協賛会

会｜｜編
滝川市 215.25/MA まちの記憶 滝川市制施行50年記念 まちの記憶編集委員会｜｜ 滝川市制施行50年記念 2008.7

編 事業実行委員会
滝川市 215.25/MI 未来えの礎 江部乙開拓の苦闘より 岩佐職司｜｜編著 岩佐職司 1980.11 

現代に生きる
滝川市 215.25/NA 懐かしの一枚 滝川再発見歴史シリー 滝川市郷土研究会｜｜編 滝川市郷土研究会 2007.3 滝川市郷土研究会50周年

ス 雪同コu~， ι￥，、 圭ロ士.... 

滝川市 215.25/NI にしまち 創立40周年記念誌 ［滝川市西町クラブ｜｜編］ 滝川市西町クラブ 2005.10 
滝川市 215.25/SA 湖北の譜 高畑利宜遺記録と屯田 滝川市立図書館｜｜編 滝川市教育委員会 1993 

兵第三中隊文書をたど
滝川市 215.25/TA 市史外伝 滝川市開基100年記念誌 滝川市｜｜編 滝川市 1990 
滝川市 215.25/TA 詞1 滝川市開基100年記念 滝川市開基100年記念事 滝川市 1990 

業実施本部事務局｜｜編
滝川市 215.25/TA 滝川郷土史 祝市制施行 金内郷児｜｜著 北海美術社 1957.12 
滝川市 215.25/TA 滝川市史 滝川市史編さん委員会｜｜ 滝川市 1962 

編
滝川市 215.25/TA/1 滝川市史上巻 滝川市史編さん委員会｜｜ ［滝川市］ 1981 

編
滝川市 215.25/TA/2 滝川市史下巻 滝川市史編さん委員会｜｜ ［滝川市］ 1981 

編
滝川市 215.25/TA/3 滝川市史続巻 滝川市史編さん委員会｜｜ 滝川市 1991.3 

編
滝川市 215.25/TA 滝川市制施行25年記念誌「あ 滝川市｜｜編 滝川市 1983.7 

ゆみ」
滝川市 215.25/TA 滝川小史わがふるさと 開基80年記念 滝川市郷土研究会｜｜編 滝川市郷土研究会 1970 
滝川市 215.25/TA ［滝川のむかし］ 高橋信行｜｜著 ［出版者不明］ ［出版年不明］ セ、ロックス複写滝川昔物

語（高橋信行著）と高畑宜

茂氏の談話を収める
滝川市 215.25/TA 滝川昔物語 滝川開町五十年記念 高橋信行｜｜著 高橋信行 1939.7 
滝川市 215.25/TA はるにれ 創立15周年記念誌 滝川市滝の川町第24区 1991.10

町内会
滝川市 215.25/TA 不戦の誓い 終戦40年記念誌 滝川市終戦四十年記念誌滝川市終戦40年記念事 1985

編集委員会｜｜編 業実行委員会
滝川市 215.25/TA みんなで築いた滝川 滝川市・江部乙町合併10 滝川市・江部乙町合併10 滝川市 1981 

年記念誌 年記念誌編集委員会｜｜編
滝川市 215.25/TA わが郷土滝川 開基88周年記念文集 滝川市｜｜編 滝川市 1978 
砂川町 215.26/SU 砂川町史 砂川町｜｜編 砂川町 1940 
砂川市 215.26/SO 空知太のあゆみ 高津貢1ニ上宏一｜｜編 砂川市立空知太小学校 1986
砂川市 215.26/SU 写真で見る30年のあゆみ 砂川市総務部総務課｜｜編砂川市総務部総務課 1988 
砂川市 215.26/SU 砂川市史 砂川市史編纂委員会｜｜編砂川市 1971 

66 



市町村名 請求記号 書名 副書名 版表示 著（編）者名 出版者名 出版年月 注記
砂川市 215.26/SU 砂川のあゅんだ道 市制施行20周年記念 砂川市｜｜編 砂川市 1978 
砂川市 215.26/SU/1 私たちの砂川市史上巻 砂川市史編纂委員会｜｜編砂川市 1991 
砂川市 215.26/SU/2 私たちの砂川市史下巻 砂川市史編纂委員会｜｜編砂川市 1991 
砂川市 215.26/SU/3 私たちの砂川市史 DATA 砂川市編纂委員会｜｜編 砂川市 1991 
美唄市 215.27/B 市制施行三十年の歩み 美唄市｜｜編 美唄市 1980 
美唄市 215.27/8 写真集明治大正昭和美唄 美唄郷土史研究会｜｜編 国書刊行会 1985 
美唄市 215.27 /8 美唄郷土史抄 美唄市図書館｜｜編 美唄市図書館 ［出版年不明］
美唄市 215.27/B 美唄事始め38話 美唄市郷土史研究会｜｜編美唄市郷土史研究会 1987 
美唄市 215.27/B 美唄市史 美唄市史編さん委員会｜｜ 美唄市役所 1970 

編さん
美唄市 215.27/8 美唄町史 滝昇之助｜｜著 美唄町 1940 
美唄市 215.27/B 美唄町史 滝昇之助｜｜著 美唄町 1940 複写本
美唄市 215.27/8 美唄の屯田兵 美唄市総務部企画調整課美唄市総務部企画調整 1979

｜｜編 課
美唄市 215.27/B 美唄由来雑記 ［白戸仁康｜｜著］ 美唄市 2001.3 
美唄市 215.27/8 美唄市光珠内記念誌 開基開校88周年 光珠内開基開校88年史編光珠内開基開校88周年 1978

集委員会｜｜編 実行委員会
美唄市 215.27/B 美唄市百年史 美唄市百年史編さん委員 美唄市 1991 

会｜｜編
美唄市 215.27/B 美唄市百年史資料編 資料編 美唄市百年史編さん委員 美唄市 1991 

会｜｜編
美唄市 215.27/F 美唄開拓よもやま話 藤島有平｜｜著 美唄市 1980 
美唄市 215.27 /F 美唄の昔話 あれこれ沼貝の頃 藤島有平｜｜著 藤島有平 1982 
美唄市 215.27 /I いなほ町内会史 発足50年・規約制定40周 美唄市いなほ町内会｜｜編美唄市いなほ町内会 2008.5 表紙書名：五十年の軌跡

年・つつじ団地加入15周
年

美唄市 215.27 /KA 語りつぐ戦争のころ 市民文集 美唄市総務部総務課｜｜編美唄市
美唄市 215.27 /KA 上美唄八十年のあゆみ ［上美唄連合会｜｜編］ 上美唄連合会 1983.9 
美唄市 215.27 /Kl 愛郷百歳 笑巳町開基100年記念誌 美唄市美巴町内会｜｜編 美巳町開基100年記念 1993 

事業協賛会
美唄市 215.27 /KO 光珠内六十年史 仁木義雄｜｜編 ［瀧昇之助］ 1950.10 
美唄市 215.27 /KO 拓魂百代 記念誌 光珠内開基開校100年記 光珠内開基開校100年 1990 

念誌編集部会｜｜編 記念誌編集部会
美唄市 215.27 /KO 美唄市開基80年記念写真帳 美唄新報社 1970 撮影：小松写真館
美唄市 215.27 /KY 郷土史 峰延開基100年記念 郷土史編集部会｜｜編 峰延開基100年記念実 1986.11 奥付のタイトル：峰延開基

行委員会 100年記念郷土史
美唄市 215.2/KY 郷土史峰樺 峰樺部落連合会 1976.2 年譜：p195～206引用並

に参考文献：p209
美唄市 215.27 /NE 年輪 開基八十周年記念誌 山形部落開基八十周年記山形部落開基80周年記 1973.9

念協賛会｜｜編 念協賛会
美唄市 215.27 /SH 写真で見る美唄の20世紀 ［美唄市｜｜編］ 美唄市 2001.3 美唄市制施行50年記念
美唄市 215.27 /TA 拓矧 中村開基百年記念誌 記念誌編集部会｜｜編 中村開基百年記念事業 1994.8

実行委員会
美唄市 215.27 /TA 拓北開拓四十周年記念誌 拓北部落会｜｜編 拓北部落会 1980 
美唄市 215.27 /TO しののめの里 美唄市夜明の開拓史 美唄市東明町部落連合会美唄市東明町部落連合 1984

｜｜編 ~ コE
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美唄市 215.27 /TO 豊郷 上美唄一世紀の歩み 上美唄開基100年記念事 大麻開拓九十年記念事 2004 上美唄開基100年記念誌

業実行委員会｜｜編 業協賛会
沼貝村（美唄市） 215.27/0 沼員村史 大枝連蔵｜｜著 田岡美盛堂 1915 
沼貝村（美唄市） 215.27 /0 沼貝村史 大枝連蔵｜｜著 田岡美盛堂 1915 複写本
ニ笠市 215.28/MI 新ニ笠市史通史編 ニ笠市史編さん委員会｜｜ ニ笠市 1993 

編
ニ笠市 215.28/MI 新三笠市史資料編 ニ笠市史編さん委員会｜｜ 三笠市 1993 

編
ニ笠市 215.28/Ml/2 新三笠市史続 21世紀へのかけはし 三笠市史編さん委員会｜｜ 三笠市 2001.12 年表「ニ笠のできこ‘とJ巻

編 末
ニ笠市 215.28/MI みかさ 開基100年・市制施行25 三笠市｜｜編 ＝笠市 1981 

年記念誌
ニ笠市 215.28/MI みかさ for21 century ニ笠市企画部企画広聴課ニ笠市 1991 開基110年、市制施行35年

｜｜編 吾日寸」，忍0..、

ニ笠市 215.28/MI 三笠市史 ニ笠市 1971 開基九十年記念
ニ笠市 215.28/MI ニ笠のあゆみ ニ笠市教育委員会｜｜編 ニ笠市教育委員会 1957 
ニ笠市 215.28/MI ＝笠市史 第4版 三笠市史編さん委員会｜｜ ニ笠市 2014.3 第4版の副書名：21世紀の

編 確かな第一歩
ニ笠市 215.28/0 きょう土 岡山小学校社会科研究部ニ笠市岡山小学校社会 1957 謄写印刷

｜｜編 科研究部
ニ笠市 215.28/0 墾撃の紳 岡山百年史 ニ笠市岡山郷土史編集委ニ笠市岡山連合町内会 1986.11 折り込図1枚

員会｜｜編
ニ笠市 215.28/R 歴史写真集みかさ 「歴史写真集みかさ」編集 ＝笠市立博物館 1991 

委員会｜｜編
ニ笠市 215.28/TO 三笠郷土史雑記 供野外吉｜｜著 みやま書房 1971 
ニ笠市 215.28/TO ニ笠市年表 供野外吉｜｜著 ［供野外吉］ 1971 三笠市史巻の年表を抜刷

りにしたもの
夕張町 215.29/Y /1 夕張町史編纂資料 1 夕張町編 夕張町 ［出版年不明］ 7,8集欠本
夕張町 215.29/Y /2 夕張町史編纂資料 2 夕張町編 夕張町 ［出版年不明］
夕張町 215.29/Y /3 夕張町史編纂資料 3 夕張町編 夕張町 ［出版年不明］
夕張町 215.29/Y /4 夕張町史編纂資料 4 夕張町編 夕張町 ［出版年不明］
夕張町 215.29/Y /5 夕張町史編纂資料 5 夕張町編 夕張町 ［出版年不明］
夕張町 215.29/Y /6 夕張町史編纂資料 6 夕張町編 夕張町 ［出版年不明］
夕張町 215.29/Y /9 夕張町史編纂資料 9 夕張町編 夕張町 ［出版年不明］
夕張町 215.29/Y /10 夕張町史編纂資料 10 夕張町編 夕張町 ［出版年不明］
夕張町 215.29/Y /11 夕張町史編纂資料 11 夕張町編 夕張町 ［出版年不明］
夕張町 215.29/Y /12 夕張町史編纂資料 12 夕張町編 夕張町 ［出版年不明］
夕張市 215.29/E えんほろの歴史 岩野嘉一郎｜｜［ほか］編集堀志津江［印刷］ 1995.3 
夕張市 215.29/0 大夕張 鹿島で暮らした日々 夕張シューパ口ダPムふるさと北海道開発協会 1998.2 

誌編纂委員会｜｜編
夕張市 215.29/0 夕張発達史 小国梧城｜｜著 小国梧城 1915 
夕張市 215.29/SH 写真集ふるさと大夕張の記憶 夕張岳の麓、湖底に沈 読売新聞北海道支社 2007.7 年譜：p128～129.背の書

むもう一つの夕張 名 ．写真集大夕張の記憶
夕張市 215.29/SH しろがね 夕張シューパロダPムふる 鹿島農事組合｜｜編 鹿島農事組合 1997.3 

さと誌
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夕張市 215.29/Y 写真集明治大正昭和夕張 夕張郷土資料保存研究会国書刊行会 1981 

｜｜編
夕張市 215.29/Y 目でみる夕張のあゆみ 夕張市教育研究所夕張市夕張市郷土資料保存研 1970

郷土資料保存研究会｜｜編究会
夕張市 215.29/Y 夕張市史 更科源蔵富樫酋壱郎｜｜ 夕張市役所 1959 

編著
夕張市 215.29/Y 夕張市史 更科源蔵富樫酋壱郎｜｜ 夕張市役所 1959 複写本

編著
夕張市 215.29/Y /1 夕張市史上巻 改訂増補 夕張市史編さん委員会｜｜ 夕張市役所 1981 

編
夕張市 215.29/Y /2 夕張市史下巻 改訂増補 夕張市史編さん委員会｜｜ 夕張市役所 1981 

編
夕張市 215.29/Y 夕張市史 夕張市史編さん室｜｜編 夕張市 1991.3 
夕張市 215.29/Y Iツイ2 夕張市史追補2 ［夕張市史編さん委員会｜｜ ［夕張市］ [2006.10] CD-ROMからの複製・製

編］ 本したもの
夕張市 215.29/Y /1 夕張市史草稿 1 夕張市編 夕張市 ［出版年不明］
夕張市 215.29/Y /2 夕張市史草稿 2 夕張市編 夕張市 ［出版年不明］
夕張市 215.29/Y /3 夕張市史草稿 3 夕張市編 夕張市 ［出版年不明］
夕張市 215.29/Y /4 夕張市史草稿 4 夕張市編 夕張市 ［出版年不明］
夕張市 215.29/Y /5 夕張市史草稿 5 夕張市編 夕張市 ［出版年不明］
夕張市 215.29/Y /6 夕張市史草稿 6 夕張市編 夕張市 ［出版年不明］
夕張市 215.29/Y /7 夕張市史草稿 7 夕張市編 夕張市 ［出版年不明］
夕張市 215.29/Y /8 夕張市史草稿 8 夕張市編 夕張市 ［出版年不明］
夕張市 215.29/Y /9 夕張市史草稿 9 夕張市編 夕張市 ［出版年不明］
夕張市 215.29/Y /10 夕張市史草稿 10 夕張市編 夕張市 ［出版年不明］
夕張市 215.29/Y /11 夕張市史草稿 11 夕張市編 夕張市 ［出版年不明］
夕張市 215.29/Y /12 夕張市史草稿 12 夕張市編 夕張市 ［出版年不明］
夕張市 215.29/Y /13 夕張市史草稿 13 夕張市編 夕張市 ［出版年不明］
夕張市 215.29/Y /14 夕張市史草稿 14 夕張市編 夕張市 ［出版年不明］
夕張市 215.29/Y 夕張大観 夕張実業社｜｜編 夕張実業社 1926.3 奥付編者吉田久
夕張市 215.29/Y 夕張町史 夕張町｜｜編 夕張町 1937 
夕張市 215.29/Y 夕張町史 夕張町｜｜編 夕張町 1937 複写本

石狩
石狩 215/ME 目で見る江別・千歳・恵庭・北広 高間和儀｜｜監修 郷土出版社 2005.9 

島・石狩の100年
浜益村（石狩市） 215.51/HA 浜益沿革史 浜益村，益田良＝｜｜編 浜益村 1900序
浜益村（石狩市） 215.51/HA 浜益村史 石橋源｜｜編著 浜益村 1980.3 
浜益村（石狩市） 215.51/Y 浜益村小史 吉田寿人，石橋源｜｜編著浜益村 1971 
当別村 215.52/D 石狩国石狩郡当別村開墾顛末 伊達邦直｜｜著 ［伊達邦直］ 1881 
当別村 215.52/D 石狩国石狩郡当別村開墾顛末 伊達邦直｜｜著 ［伊達邦直］ 1881 大蔵省けい紙によるタイプ

打ち
当別村 215.52/TO 開村七十年 当別村｜｜編 当別村 1940 
当別村 215.52/TO 当別村史 当別村，吾妻阿蘇男 II編 当別村 1938 
当別町 215.52/8 あそいわ 弁華別開基百年記念誌 弁華別開基百年記念部落弁華別開基百年記念協 1983.3 折り込図1枚

史編集委員会｜｜編 賛会
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当別町 215.52/B 伸びゆく弁華別の姿 弁華別部落開基七十年記弁華別部落開基七十年 1952

念祭協賛会｜｜編 記念祭協賛会
当別町 215.52/B 風雪百年 ビト工開拓百周年記念誌 ビト工部落｜｜編 ビト工部落開基百周年 1983.6 

記念事業協賛会
当別町 215.52/C ［中央部落］百年の歩み 中央部落史 中央部落史編纂委員会｜｜ 中央部落開基百年記念 1978

編 事業協賛会
当別町 215.52/F ふとみ 太美町発祥五十周年記 ［太美町発祥五十周年記念太美町発祥五十周年記 1985.12

4心合品、吾目，杢(.> 誌発刊実行委員会｜｜編］ 念誌発刊実行委員会
当別町 215.52/F ふるさと 青山中央自治会解散記 青山中央自治会解散記念［青山中央自治会解散 2000.3 

4心b；、雪白，士v 事業協賛会｜｜編 記念事業協賛会］
当別町 215.52/1 石狩国石狩郡当別村開墾顛末 伊達邦直｜｜著 大学堂書房 1980.6 ［復刻版］の電子複写元出

版事項：当別村（石狩）［伊

達邦直］明治14年7月発行
当別町 215.52/KA Jll郷 川下開基百年記念誌 「Jll郷」編集委員会｜｜編 川下開基百年記念協賛 1987.6 川下部落年表：p519～531

~ 参考文献：p531
当別町 215.52/KY 郷土当別の誇魅力百選 鍛冶俊幸｜｜編 鍛治俊幸 1992 
当別町 215.52/MO 百年の星霜 茂平沢開拓記念誌 茂平沢開基百年記念誌編茂平沢開基百年記念事 1990.5

集委員会｜｜編 業協賛会
当別町 215.52/MO 茂平沢80年の歩み 開拓80年記念誌編纂委員片山真隅 1969 

会，新測直｜｜編
当別町 215.52/NA なかご屋 中小屋部落開基100年記 中小屋部落開基百年記念中小屋部落開基百年記 1986.9

4，己b品圭目士•v 事業協賛会｜｜編 念事業協賛会
当別町 215.52/SH 獅子内 開拓90年の歩み 獅子内部落史編纂委員会獅子内部落開拓90年記 1983

｜｜編 念事業協賛会
当別町 215.52/SH 新とうべつ物語 写真でつづる120年 当別町｜｜編 当別町 1991 当別町開基120年記念誌
当別町 215.52/SH 草卒の記 パイオニアとその後継者 新淵直｜｜著 機書房 1978 

たち
当別町 215.52/TO 青山中央部落史 青山中央編纂委員会｜｜編当別町 1974 
当別町 215.52/TO 闘魂に燃ゆる当別の歩 開基八十年記念 当別町｜｜編 当別町 1950 
当別町 215.52/TO 闘魂に燃ゆる当別の歩 開基八十年記念 当別町｜｜編 当別町 1950 複写本
当別町 215.52/TO 当別町史 当別町｜｜編 当別町 1972 
当別町 215.52/TO とうべつ物語 当別町開基百十年記念 当別町｜｜編 当別町 1980 

圭ロ，±(.> 

当別町 215.52/TO とうべつ物語 当別町130年記念誌 当別町｜｜編 当別町 2000.10 
当別町 215.52/TO 当別歴史講座村史集録（ダイ 当別開拓140年・未来に 当別歴史ボランティアの会当別町 2010.4 

ジェス卜版） 語り継ぐ ｜｜編
当別町 215.52/TO 当別太開基百年のあゆみ 当別太記念誌編纂委員会当別太開基100年記念 1993 背の標題「当別太開基百

｜｜編 事業協賛会 年」
当別町 215.52/TO 伸びゆく当別のあゆみ 北海道当別町開基90年 当別町｜｜編 当別町 1960 

言日コL...~、
当別町 215.52/W 当別村志完 渡部義顕｜｜著 弘文社 1913 
当別町 215.52/W 当別村志完 渡部義顕｜｜著 弘文社 1913 複写本
当別町 215.52/Z ざいもくざわ 材木沢開基110年記念誌 材木沢開基110年記念 1992.6 材木沢110年の歩み：p367

事業協賛会 ～387 
厚田村（石狩市） 215.53/A 厚田村史 厚田村｜｜編 厚田村 1969 
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厚田村（石狩市） 215.53/A あったの歩み 鈴木鉱男｜｜編 石狩市 2006.5 年表：p97～128

剣大造｜｜写真
厚田村（石狩市） 215.53/ A 厚田村史料稿本 1 厚田村史料室編 厚田村史料室 1967 
厚田村（石狩市） 215.53/ A/2 厚田村史料室紀要第2号 厚田村史料室編 厚田村史料室 1966 
厚田村（石狩市） 215.53/ A/3 厚田村史料室紀要第3号 厚田村史料室編 厚田村史料室 1966 
厚田村（石狩市） 215.53/A/4 厚田村史料室紀要第4号 厚田村史料室編 厚田村史料室 1966 
厚田村（石狩市） 215.53/ A/5 厚田村史料室紀要第5号 厚田村史料室編 厚田村史料室 1966 
厚田村（石狩市） 215.53/ A/6 厚田村史料室紀要第6号 厚田村史料室編 厚田村史料室 1967 
厚田村（石狩市） 215.53/ A/7 厚田村史料室紀要第7号 厚田村史料室編 厚田村史料室 1967 
厚田村（石狩市） 215.53/ A/8 厚田村史料室紀要第8号 厚田村史料室編 厚田村史料室 1967 
厚田村（石狩市） 215.53/ A/10 厚田村史料室紀要第10号 厚田村史料室編 厚田村史料室 ［出版年不明］
厚田村（石狩市） 215.53/MI 未来に残すあった百話 ［厚田村教育委員会｜｜編］ 厚田村教育委員会 2003.3 年表：p237～242
厚田村（石狩市） 215.54/ A 厚田と海の道 石狩市厚田資料室企画 石狩市教育委員会｜｜編 石狩市厚田資料室 2008.12 

展図録
緊富村（石狩市） 215.53/D 大地は語り継ぐ 緊富村開村百周年記念 緊富村開村百周年記念事緊富村開村百周年記念 1994 緊富村百年のあゆみ．

圭n士・b 業実行委員会｜｜編 事業実行委員会 p247～261 
石狩町 215.54/B 追慕 南部団体開拓記念誌 花畔開拓碑建立実行委 1986 折り込図3枚

貝＝ま，肉、

石狩町 215.54/B 花畔の百年 花畔開村百年記念行事協花畔開村百年記念行事 1970
賛会｜｜編 協賛会

石狩町 215.54/HA 九町三村時代の石狩 長谷川嗣｜｜編 石狩町 1969.3 明治初年より同十六年迄

資料及び同二十年代の旅

行記・殖民記
石狩町 215.54/1 石狩川河口地区開発史年表 石狩町，石狩新港湾建設促石狩町 1968 附録：石狩湾新港に関す

進期成会田中実｜｜編 る経過（未定稿）
石狩町 215.54/1 石狩警察署（現在巡査部長派出 石狩町教育委員会 [1959] 孔版

所）保管による石狩町沿革誌
石狩町 215.54/1 石狩警察署（現在巡査部長派出 石狩町教育委員会 [1959] 複写本、孔版

所）保管による石狩町沿革誌
石狩町 215.54/1 石狩町沿革史 石狩町｜｜編 石狩町 1909.5 複写本、原本は筆写本、

原本に「河野文庫」の印あ

り
石狩町 215.54/1 石狩町沿革史 石狩町｜｜編 石狩町 ［出版年不明］ 複写本（石狩町昭和24再

干IJ)
石狩町 215.54/1/1 石狩町誌 石狩町 1972 
石狩町 215.54/1/2-1 石狩町誌中巻 1 石狩町 1985.3 折り込図2枚
石狩町 215.54/1/2-2 石狩町誌中巻 2 石狩町｜｜編 石狩町 1991.3 折り込図1枚
石狩町 215.54/1 石狩町年代史 石狩町役場 ［出版年不明］ 複写本昭和9年（1934）まで

の年表
石狩町 215.54/1 石狩町年代史 石狩町役場 ［出版年不明］ 昭和9年（1934）までの年表
石狩町 215.54/1 ふるさといしかり 石狩町教育委員会社会教石狩町教育委員会社会 1981

育課｜｜編 教育課
石狩町 215.54/1 ふるさといしかり 石狩町社会教育部生涯学石狩町教育委員会 1994 

習課文化財係｜｜編
石狩町 215.54/1 ふるさといしかり 石狩町社会教育部生涯学石狩町教育委員会 1995.4 

習課文化財係｜｜編
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石狩町 215.54/1 ふるさといしかり 石狩市社会教育部文化 石狩町教育委員会 1997.3 

財・博物館開設準備室｜｜

編
石狩町 215.54/1 流歴 十周年記念 石狩町花川南連合町内会石狩町花川南連合町内 1983

｜｜編 ~ 
石狩町 215.54/0 石狩八幡町物語 大野忠夫｜｜著 孔文社 1975 
石狩町 215.54/0 生振開村百二十年 生振開村百二十年記念誌生振開村百二十年記念 1992.11 執筆：山地肇治折り込図

編集委員会｜｜編 事業協賛会 1枚
石狩町 215.54/0 生振事情 ［出版者不明］ ［出版年不明］ 雑書綴複写本（石狩町生

振長谷川嗣氏蔵）
石狩町 215.54/TA 石狩史年表（石狩町史資料第1 田中実｜｜編 石狩町史編纂委員会 1968 

号）
石狩町 215.54/TA 高岡百年 石狩高岡開基百年記念 高岡開基百年記念史編集局岡開基百年記念事業 1984.6

史 委員会｜｜編 協賛会
石狩町 215.54/TA たるかわの歩み 旧小樽内川・分部越を含 樽川発祥之地記念編集委樽川発祥之地記念碑建 1986.8 折り込図1枚

む 員会｜｜編 立期成会
石狩町 215.54/TA 樽川百年史 ［樽川村地主会｜｜編］ 樽川村地主会 1977.3 奥付の発行：樽川地主会
石狩市 215.54/B 文化・歴史に探る明日の石狩 石狩学講座入門編 ［田岡克介｜｜述］ 協同組合札幌ァクネット 2002.10
石狩市 215.54/B 文化・歴史に探る明日の石狩 石狩学講座入門編 田岡克介｜｜講演 札幌テクノネット 2002.10 
石狩市 215.54/1／シー1 石狩市史資料編1 石狩市年表 河野本道｜｜編 石狩市 2003.1 
石狩市 215.54/1/3 石狩町誌下巻 石狩市｜｜編 石狩町 1997 
石狩市 215.54/1 石狩百話 風が鳴る河は流れる 鈴木トミエ｜｜編 共同文化社 1996.9 監修・石狩市
石狩市 215.54/1 石狩市21世紀に伝える写真集 21世紀に伝える写真集編 石狩市教育委員会 2002.3 

集委員会｜｜編
石狩市 215.54/SH 新聞に見る石狩・厚田・浜益歴 鈴木トミエ｜｜編著 石狩市地方史研究会 2006.8 

史年表明治11年～明治20年
石狩市 215.54/SH/M21-25 新聞に見る石狩・厚田・浜益歴 鈴木トミエ｜｜編著 石狩市地方史研究会 2007.3 

史年表明治21年～明治25年
石狩市 215.54/SH 新聞に見る石狩・厚田・浜益歴 鈴木トミエ｜｜編著 石狩市地方史研究会 2008.3 

史年表明治26年～明治28年
石狩市 215.54/SH 新聞に見る石狩・厚田・浜益歴 鈴木トミエ｜｜編著 石狩市地方史研究会 [2008.9] 

史 年 表 明 治29年
石狩市 215.54/SH 新聞に見る石狩・厚田・浜益歴 鈴木トミエ｜｜編著 石狩市地方史研究会 2009.3 

史年表明治30年～明治31年
石狩市 215.54/SH 新聞に見る石狩・厚田・浜益歴 鈴木トミエ｜｜編著 石狩市地方史研究会 2009.9 

史年表明治32年
石狩市 215.54/SH 新聞に見る石狩・厚田・浜益歴 鈴木トミエ｜｜編著 石狩市地方史研究会 2010.9 

史年表明治33年
石狩市 215.54/SH 新聞に見る石狩・厚田・浜益歴 鈴木トミエ｜｜編著 石狩市地方史研究会 2011.3 

史年表明治34年
新篠津村 215.55/F ふる郷開拓からのあゆみ 新篠津豊ケ丘自治会｜｜編弘文社印刷（印刷） 1996 
新篠津村 215.55/HO 新篠津村村誌資料 北海道教職員組合新篠津北海道教職員組合新篠 1963 謄写席Jj

支部村史編纂委員会｜｜編津支部村史編纂委員会
新篠津村 215.55/KA ふるさと上篠津 80年のあゆみ 上篠津部落会｜｜編 上篠津部落会 1975 
新篠津村 215.55/KY 郷土の歴史を訪ねて あのころ・あのとき ［村の生活文化調査研究会［村の生活文化調査研 1990 

｜｜編］ 究会］
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新篠津村 215.55/NA ［中篠津部落］七十五年の歩み 中篠津部落史編集委員会中篠津部落会 1970 

｜｜編
新篠津村 215.55/0 想出を綴る 開拓＝十周年記念誌 新湧自治会30周年記念事新湧自治会30周年記念 1981.7 自治会年表：p103～108

業実行委員会｜｜編 事業実行委員会
新篠津村 215.55/SH 営々力行90年のあゆみ 下達布開基90年記念誌編下達布自治会 1982.6 

纂委員会｜｜編
新篠津村 215.55/SH 新篠津村史 新篠津村｜｜編 新篠津村 1975 
新篠津村 215.55/SH/1 新篠津村百年史 新篠津村史編纂委員会｜｜ 新篠津村 1996.9 

編
新篠津村 215.55/SH/2 新篠津村百年史 新篠津村史編纂委員会｜｜ 新篠津村 1996.9 

編
新篠津村 215.55/SH 新篠津村百年史資料編 新篠津村 1996.9 
新篠津村 215.55/SH 村民読本 新篠津村教育会｜｜編 新篠津村教育会 ［出版年不明］
新篠津村 215.55/SH 年輪70 新篠津村｜｜編 新篠津村 1966 
広島村（北広島市） 215.56/HI 広島村史 広島村岩間鉄次郎，阿部広島村 1920 複写本

豊蔵｜｜編
広島村（北広島市） 215.56/HI 広島村史 広島村｜｜編 広島村 1960 
広島町（北広島市） 215.56/HI っちのおと未来がきこえるひろ 広島町｜｜編 広島町 1984.7 

しま百年
広島町（北広島市） 215.56/HI 広島村史 広島村岩間鉄次郎，阿部広島村 1920 

豊蔵｜｜編
広島町（北広島市） 215.56/HI 広島町の歩み 広島町｜｜編 「広島町の歩み」刊行会 1972 広島町全図1枚あり
広島町（北広島市） 215.56/HI 広島町の自然と歴史（工ルフィ 原文宏｜｜編 広島町図書館づくりを進 1993

ン文庫 1) める会
広島町（北広島市） 215.56/HI 広島村 広島町郷土学習会｜｜編 広島町郷土学習会 1996 道立図書館所蔵河野常吉

資料石狩国（ー）より
広島町（北広島市） 215.56/KE 研究郷土史ひろしま町 大谷義明｜｜編著 広島町郷土史研究会 1986.6 巻頭に「事蹟調J（和田郁

次郎筆）の全文の影印あり
広島町（北広島市） 215.56/KO 古文書による広島村を創立した 大谷義明｜｜編著 北広島郷土史研究会 1996.7 「研究郷土史北ひろしま」

和田郁次郎の生涯 市制施行記念特集号肖
像あり

広島町（北広島市） 215.56/W わかば 10周年記念誌 若葉町自治会｜｜編 若葉町自治会 1985 
北広島市 215.56/F 風雪百年 西の里郷土誌 西の里開基百年記念事 2000.12 附：航空地図1枚

業実行委員会
北広島市 215.56/HI 広島に生きる 広島ジャーナル編集部｜｜ 弘文社 1983.2 

編
北広島市 215.56/Kl/1 北広島市史上巻 北広島市史編さん委員会 北広島市 2007.2 

｜｜編
北広島市 215.56/Kl/2 北広島市史下巻 北広島市誌編さん委員会 北広島市 2007.2 年譜：p631～685

｜｜編
北広島市 215.56/KI 北広島のあゆみ 弘文社 1996.12 市制施行記念特集
北広島市 215.56/KI きたひろしま歴史散歩 郷土の歴史ガイド 改訂版 北広島市教育委員会｜｜編北広島市教育委員会 1996.11 共同刊行：北広島市
北広島市 215.56/KI きたひろしま歴史物語 北広島 北広島市教育委員会生 1996.9 共同刊行：北広島市

涯学習部社会教育課
北広島市 215.56/KY 北の里の歩み 郷土誌 郷土誌編集委員会｜｜編 郷土誌作成委員会 1996.9 奥付の書名：郷土誌「北の

里のあゆみJ
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北広島市 215.56/SH 写真でつづる北広島市の歩み 1871-2006 北広島市｜｜編 北広島市 2007.2 年譜：p153～156
北広島市 215.56/SH 親和 親和町内会創立30周年 親和町内会創立三十周年親和町内会 1999.11 

記念誌 記念実行委員会編集｜｜編
恵庭市 215.57 /E 恵庭市史 恵庭市 恵庭市 1979.7 編著者：渡辺茂
恵庭市 215.57/E 恵庭人 恵庭の歴史を刻んだ 恵庭昭和史研究会 2010.12 恵庭市市制四十周年記念

人々
恵庭市 215.57 /E 恵庭年代記 恵庭百年記念誌 ［恵庭市｜｜編］ 恵庭市 1997.7 
恵庭市 215.57 /E えにわ物語 恵庭開基88年記念誌 恵庭市総務部広報広聴課恵庭市総務部広報広聴 1985

｜｜編 課
恵庭市 215.57/E 恵庭村沿革史 恵庭村｜｜編 恵庭村 1917 複写本
恵庭市 215.57/E 恵庭歴史探検隊 ENIWA 20 STORY 恵庭昭和史研究会｜｜編 恵庭昭和史研究会 2007.2 
恵庭市 215.57/E 拓夢 恵庭市開基100年記念事 恵庭市開基100年事務局 恵庭市 1998 

業報告書 恵庭市開基100年記念事
業実行委員会事務｜｜編

恵庭市 215.57 /HO 島松太北栄郷土史 北栄郷土史編集委員会｜｜ 恵庭市公民館北栄分館 1985
編

恵庭市 215.57 /HO 北海道図譜と島松自治会の人 岩原弘平｜｜監修 島松町内会連合会 1987.12 
恵庭市 215.57 /HY 百年一00話 恵庭の風になった人々 恵庭昭和史研究会｜｜編 恵庭昭和史研究会 1997.3 
恵庭市 215.57/J ばんじり物語 恵庭市盤尻の歴史と生 地蔵慶護｜｜著 地蔵慶護 1985.2 

活
恵庭市 215.57 /KA 上山口のあゆみ 上山口誌編集部｜｜編 上山口町内会 1993 
恵庭市 215.57 /KO 写真集明治大正昭和恵庭 小松重之｜｜編 国書刊行会 1980 
恵庭市 215.57 /SH 島松村開墾高十日帳 1895 和明28-34年までに記入

したもの虞瀬市太郎（千歳

郡島松村字茂漁川橋際）

送り品とあり
札幌村 215.61/SA 札幌村史 加藤清英｜｜編纂 札幌村役場 1927 
札幌村 215.61/SA 札幌村史 札幌村史編纂委員会｜｜編札幌村 1950 複写本
札幌市 215.61/A 青葉のあしどり 青葉町連15周年記念事業青葉町自治連合会 1982 

企画委員会｜｜編
札幌市 215.61/A 麻生のあゆみ 麻生のあゆみ編集委員会麻生連合町内会 1989.4 

｜｜編
札幌市 215.61/A 明日への贈り物 札幌市清田区10周年記 清田区10周年事業実行 2007.10

＇！ニ』品吾目，;t 委員会
札幌市 215.61/A 厚別開基百年史 厚別開基百年記念事業協厚別開基百年記念事業 1982

賛会編集部｜｜編 協賛会編集部
札幌市 215.61/A あっべつ区再考 自然・ひと・歴史 札幌市厚別区市民部総務札幌市厚別区 1994 

課｜｜編
札幌市 215.61/A 厚別町山本開基百年記念誌 とき流れふるさとに想い 山本開基百年記念事業協植松貞三 2008.12 

を込めて 賛会広報部会｜｜編
札幌市 215.61/A 厚別懇明期の群像 こうして札幌市厚別区の ［厚別中央歴史の会｜｜著］ 厚別中央地区まちづくり 2013.9 共同刊行：厚別中央歴史

歴史は始まった 会議 の会
札幌市 215.61/A あのころの札幌 河野誠｜｜編著 フォーメンズ出版 2007.12 
札幌市 215.61/A 荒井山のあゆみ 荒井山町内会｜｜編 荒井山町内会 1974.4 
札幌市 215.61/B 盤渓郷土史 ［出版者不明］ 1942 複写本
札幌市 215.61/C 地図の中の札幌 街の歴史を読み解く 堀／淳一｜｜著 E璃西社 2012.11 
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札幌市 215.61/C 中央区歴史の散歩道 札幌市中央区所市民部総札幌市中央区 1999.3 

務課｜｜編
札幌市 215.61/C 中央区歴史の散歩道 札幌市中央区役所市民部札幌市中央区役所市民 2005.4

総務課｜｜編 部総務課
札幌市 215.61/E エピソード・北区 札幌市北区役所市民部総［札幌市北区役所市民 2007.3 

務企画係｜｜編 部総務企画係］
札幌市 215.61/F 風雪百年 藤野地区間基百年記念 藤野地区開基百年記念誌藤野地区開基百年記念 1984.5

圭ロ±，μ 編集部｜｜編 事業協賛会
札幌市 215.61/F 風雪百年郷土誌南沢 南沢地区開基百周年記 岩上春喜｜｜編 南沢地区開基百周年記 1996.7

e心 品p圭開，士山 念事業実行委員会
札幌市 215.61/F 福移開拓百年記念誌 福移開拓百年記念誌編集福移開拓百年記念誌編 1981.9

委員会｜｜編 集委員会
札幌市 215.61/F 福移の歴史 光を求め大地を愛して ［大西斎輔｜｜編］ ［大西斎輔］ [1968] 篠路（福移を中心とする）地

図：巻頭
札幌市 215.61/F 藤の沢 創立四十周年記念誌 1985 
札幌市 215.61/F ふるさと新琴似 忘れ残りの記 小林博明｜｜著 日本興業 2005.5 
札幌市 215.61/G 郷土調査資料 軽川小学校｜｜編 手稲村軽川小学校 1932 尋常科第五学年謄写刷
札幌市 215.61/HA 記念誌 ［発寒神社，発寒連合町内 発寒神社 1966 発寒移住の地記念之碑，

会｜｜編］ 発寒開村記念之碑，開拓

功労者永田休蔵之碑謄
写印刷

札幌市 215.61/HA 八軒の歴史ハンドブ、ック 八軒の歴史を学ぼう！ 八軒まちづくりセンター 2007.3 共同刊行：八軒まちづくり
情報交流センター八軒連

合町内会
札幌市 215.61/HA 発寒 発寒連合町内会記念誌編発寒連合町内会 1972.11 奥付の書名：発寒連合町

集委員会｜｜編 内会創立5周年記念誌
札幌市 215.61 /HA. 発寒団地の30年 新発寒わらび連合町内 新発寒わらび連合町内会新発寒わらび連合町内 1991.10

会創立10周年 創立10周年記念行事実行会創立10周年記念行事
委員会｜｜編 実行委員会

札幌市 215.61/HE 平和の歩み 創立40周年記念誌 ［平和第二町内会｜｜編］ 平和第二町内会 2006.10 平和地区の歴史年表：p43
～47 

札幌市 215.61/HI さなぶり 東裏百年記念誌 東裏親交会｜｜編 撒書房 1980 
札幌市 215.61/HI 東区物語 札幌市東区市民部地域振札幌市東区役所 2005.3 

興課｜｜編
札幌市 215.61/HI 東札幌町連20年史 1961-1980 不・横町・東札幌・白石村 東札幌町内連合会創立20 東札幌町内連合会 1981.1 

の－－0年 周年記念実行委員会｜｜編
札幌市 215.61/HI 東白石 東白石地区町内会連合 東白石地区町内会連合会東白石地区町内会連合 1984.10

会二十周年記念誌 二十周年記念誌編集委員会
会｜｜編

札幌市 215.61 /HI 日の丸水田組合史 日の丸水田組合｜｜編 日の丸水田組合 1976 
札幌市 215.61/HI ひまわり団地15年のあゆみ 記念誌 「ひまわり団地15年のあゆひまわり連合自治会 1979 

み」編集委員会｜｜編
札幌市 215.61/HI 平岸百拾年 平岸百拾年記念協賛会 1981.10 編者：沢田誠一
札幌市 215.61 /Hl/1 ひがしく再発見まちの歴史講座 札幌市東区市民部総務企札幌市東区役所 2002.7 

画課｜｜編
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札幌市 215.61/Hl/2 ひがしく再発見まちの歴史講座 札幌市東区市民部総務企札幌市東区役所 2003.7 

2 画課｜｜編
札幌市 215.61/HO 創成川の流れに添って 町内会設立30周年記念 30周年記念誌編集委員会北光第四分区町内会 1983.10 

圭関士•v ｜｜編
札幌市 215.61/HO 苗穂史 北海道拓殖銀行苗穂支店北海道拓殖銀行苗穂支 1966

｜｜編 店
札幌市 215.61/HO 苗穂町第三御料地 堀秀ニ氏回顧談 堀秀二｜｜口述 君手彦 1983 

君手彦｜｜対話
札幌市 215.61/HO 豊平峡やまびこの里 定山渓七区入植100年記 小坂晋吾｜｜著 小坂晋吾 2003.6 

念郷土史
札幌市 215.61 /HO 北生自治会20年の歩み 1972～1991 北生自治会20年周年記 1992.2

念誌実行委員会
札幌市 215.61/HO 本郷町内会開町五十周年史 記念誌部会編集委員｜｜編本郷町内会 2008.3 
札幌市 215.61/HO 本郷町内会開町三十周年史 本郷町内会｜｜編 30周年史編さん委員会 1985.12 
札幌市 215.61/HO 本郷町内会開町二十周年史 福井昇｜｜執筆・編さん 本郷町内会 1975 
札幌市 215.61/1 石山のうつりかわり 石山中学校｜｜編 札幌市石山中学校 1976 
札幌市 215.61/I ［石山東町内会］二十周年記念 石山東町内会｜｜編 石山東町内会 1991 

圭ロ±，ω 

札幌市 215.61/1 郷土誌さっぽろ石山百年の歩 石山開基百年記念実行委石山開基百年記念実行 1975

み 員会｜｜編 委員会
札幌市 215.61/1 ［札幌開拓記］ 岩村通俊｜｜著 1873 この文書は、開拓使大判

宮岩村通俊が、明治6年2

月、退官に際して松本十

郎に送ったもの
札幌市 215.61/1 さっぽろ白石ものがたり 今倉松男｜｜著 白石ものがたり刊行有 1969 

竺，I!士，一、 ~コh' 

札幌市 215.61/1 元村通りと【力ネヤ】今井商店 今井市郎氏回顧談 今井市郎｜｜口述 君手彦 1984 

君予彦｜｜対話
札幌市 215.61/KA かがやけコ卜二里の歩みそし 「里の歩みそして夢」編集くすみ書房 2007.9 

て夢 委員会｜｜編
札幌市 215.61/KA 上野幌百年のあゆみ 上野幌開基百年記念事業上野幌開基百年記念事 1985.9 表紙の書名：拓魂

協賛会編集部｜｜編 業協賛会
札幌市 215.61 /KA 川下百年誌 川下開基百年記念実行委東川下記念館 1984 

員会｜｜編
札幌市 215.61/KA さっぽろ漂岩郷土史 八垂別 川淵初江｜｜編 ；呆岩開基百十年記念事 1982 ；呆岩百十年略年表：p563

業協賛会 ～582文献：p583～587
札幌市 215.61/KA 南区の歴史と地名 加藤好男｜｜著 豊滝小学校 1987.10 
札幌市 215.61/KA りんご並木のある町 美園を見たり、聞いたま 加藤幸作｜｜著 加藤耕一 1988.12 著者の肖像あり

、 皆川朝治｜｜編
札幌市 215.61/KA りんご並木のある町美園小史 加藤幸作｜｜著 加藤幸作 1983.11 
札幌市 215.61/KI あゆみ 創立40周年記念誌 北第一町内会｜｜編 北第一町内会 1989 
札幌市 215.61/KI ［北郷親栄町内会］創立60周年 ［白石区北郷親栄町内会連白石区北郷親栄町内会 2014.10

記念誌 絡協議会｜｜編］ 連絡協議会
札幌市 215.61/KI 北郷西のあゆみ ［白石区北郷親栄町内会｜｜白石区北郷親栄町内会 2004.10 北郷親栄町内会創立50周

編］ 年記念誌
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札幌市 215.61/KI 北郷瑞穂町内会創立20周年記 m郷瑞穂町内会創立二O北郷瑞穂町内会創立二 1986.10

4心合，h、・吾ロM喧~ 周年記念事業実行委員会 O周年記念事業実行委
｜｜編］ 員会

札幌市 215.61/KI 北ノ沢第三町内会史 ~tノ沢第二町内会史編集 北ノ沢第二町内会30周 2000.11 
委員｜｜編 年記念事業実行委員会

札幌市 215.61/KI 清団地区百年史 清田地区間基百年記念事清田地区間基百年記念 1976
業実行委員会｜｜編 事業実行委員会

札幌市 215.61/KO 消えた樹海 新琴似兵村から都市へ 増補版 小林博明｜｜著 日本興業 1995 初版：平成6年発行
の一世紀

札幌市 215.61/KO 郷土小金湯 小金湯町内会｜｜編 小金湯町内会 1965 
札幌市 215.61 /KO 琴似屯田百年史 琴似屯田百年史編纂委員琴似屯田百年記念事業 1974

会｜｜編 期成会
札幌市 215.61/KO 琴似屯田兵村開基110年・琴似 記念誌編集委員会｜｜編 琴似屯因子孫会 1984.10 

屯田子孫会創立10周年記念誌
札幌市 215.61/KO 琴似兵村誌 琴似兵村五十年記念会｜｜ 琴似兵村 1924 

編
札幌市 215.61/KO 琴似兵村誌 琴似兵村五十年記念会｜｜ 琴似兵村 1924 複写本

編
札幌市 215.61/KO 琴似兵村誌 琴似屯田歴史館建設期 1992 復刻版原本は琴似兵村

成会 五十年記念会大正13年
発行

札幌市 215.61/KO 小野幌開基百年 小野幌開基百年記念事業小野幌開基百年記念協 1988.9
記念誌編集委員会｜｜編 賛会

札幌市 215.61/KO 札幌昔日語 河野常吉｜｜編 河野常吉 ［出版年不明］
札幌市 215.61/KO 定山と定山渓 小林広｜｜著 尚古堂書店 1939 
札幌市 215.61 /KO 定山と定山渓 小林広｜｜著 尚古堂書店 1996.11 尚古堂書店昭和14年刊の

小林定典｜｜編 復刻再編
札幌市 215.61/KY 旧札幌村古老聞き書き綴 君手彦｜｜編 ［君手彦］ 1979-84 口述筆記記録・編集君

手彦手書きコピー
札幌市 215.61/KY 郷土史豊平地区の一四O年 1857～1997 豊平地区郷土史発行委 1997.8 付：大正7年当時の豊平の

貝＝宏4肉、 街並（図1枚）
札幌市 215.61/KY 郷土史真駒内 郷土史真駒内編集委員会郷土史真駒内編集委員 1977

｜｜編 f'-コZ
札幌市 215.61/KY 郷土史；呆岩下 上田保｜｜編 札幌市藻岩下分区連合 1972

会100周年出版記念会
札幌市 215.61 /KY 郷土史；呆岩下 j呆岩下連合町内会郷土誌札幌市南区 2003.3 藻岩下130年

編集特別委員会｜｜編
札幌市 215.61/MA すすきの今昔 牧野拓道｜｜著 牧野拓道 1986 再版
札幌市 215.61/MA 真駒内開拓時代を象徴する遺 紺野哲郎｜｜著 紺野哲郎 2011.11 

跡・遺産について
札幌市 215.61/MA 真駒内開拓当初から残ってい 古木写真集 紺野哲郎｜｜著 紺野哲郎 [2012] 

る大樹の調査
札幌市 215.61/MA 真駒内種畜場で風景を描いた 紺野哲郎｜｜著 紺野哲郎 [2011] 付：真駒内種畜場時代の

画家たち 歴史鑑賞（1枚）
札幌市 215.6f/MA 円山百年史 円山百年史編纂委員会｜｜ 円山百年史編纂協賛会 1977

編

77 



市町村名 請求記号 書名 副書名 版表示 著（編）者名 出版者名 出版年月 注記
札幌市 215.61/ME 目で見る札幌の100年 君手彦｜｜監修 郷土出版社 2005.8 
札幌市 215.61/MI 郷土誌みすまい 簾舞連合町内会｜｜編 簾舞開基110年記念事 1984.5 

業協賛会
札幌市 215.61 /Ml みすまい 開基百年記念簾舞沿革 簾舞町内会連合会｜｜編 簾舞町内連合会 1968 

史
札幌市 215.61/MI 簾舞沿革志考 附録・簾舞八景 簾舞自治会｜｜編 簾舞自治会 1926 
札幌市 215.61/MI 簾舞沿革志考 附録・簾舞八景 簾舞自治会｜｜編 簾舞自治会 1926 複写本
札幌市 215.61/MI 簾舞歴史写真集 札幌市有形文化財旧黒岩簾舞地区町内会連合会 2010.3 協力：札幌市南区役所奥

家住宅（旧簾舞通行屋）保 付発行所：簾舞まちづくり
存会｜｜編 センター

札幌市 215.61/MI 藻岩村概史（年譜） ＝関武治｜｜編 三関武治 1933 謄写印刷
札幌市 215.61/MO ；呆岩村概史（年譜） ニ関武治｜｜編 ニ関武治 1933.7 謄写印刷本の電子複写
札幌市 215.61/MO 冗町団地自治会50年誌 ［札幌市］冗町団地自治 2013.11 

f"エ、
札幌市 215.61/MO 元町団地十年 記念誌 札幌市π町団地自治会｜｜ 札幌市冗町団地自治会 1974.1

編
札幌市 215.61/NA 郷土史南郷 南郷クフブ会 1989.3 限定版
札幌市 215.61/NA 札幌沿革材料 永田方正聞書 永田方正｜｜筆記 川島専ニ（手写） 1931 
札幌市 215.61/NA 札幌・白石開拓史 北海道開拓使貫属考 中浜康光｜｜著 中浜康光 1965 複写本
札幌市 215.61/NA 札幌白石開拓史 北海道開拓使貫属考 中浜康光｜｜著 中浜康光 1965 
札幌市 215.61/NA 札幌市東区丘珠町・中沼町及 中森重雄｜｜著 中森重雄 ［出版年不明］ 複写本

び付近町村開拓史
札幌市 215.61/NA 篠路のおいたち 中西藤市｜｜著 中西藤市 1968践
札幌市 215.61/NA 白石風土記 白石藩士札幌移住てん 中浜康光｜｜著 中浜康光 1964 謄写印刷

末を中心として
札幌市 215.61/NA なえぼ 庚午ーの村から平成ま なえぼ誌編集委員会｜｜編 札幌市中央区苗穂連合 1998.4 背の書名：なえぼ史誌

で 町内会
札幌市 215.61/NA なかのしまの今昔 中の島魅力づくりの会編集中の島地区町内会連合 2001.1

委員会｜｜編 ~ 、

札幌市 215.61/NA 伏見史稿 永田康治｜｜編 伏見戸主会 1926 
札幌市 215.61/NA 伏見史稿 永田康治｜｜編 社会科研究部 1961.12 1926年伏見戸主会刊行の

復刻版ガリ版刷
札幌市 215.61/NA/2 札幌郡白石村・上白石村・手相北海道開拓使貫属考の2 中浜康光｜｜著 中浜康光 2004 

村開拓史 2
札幌市 215.61/NI 西岡百年史 西岡開基百年史編纂委員西岡開基百年記念祝賀 1991

会｜｜編 協賛会
札幌市 215.61/NI 西阿部落史 西岡部落史編纂委員会｜｜ 西岡開基70年部落史編 1958 謄写刷

編 纂委員会
札幌市 215.61 /N0/3 野々沢 町内会創立ニ十周年記 札幌市南区藤野野々沢 2004.3

4，己昼品、吾目，±(.> 町内会
札幌市 215.61/0 おかたま 丘珠青年学級｜｜編 丘珠青年学級 1969 
札幌市 215.61/0 丘珠百二十年史 「丘珠百一十年史」編纂委丘珠開基百一十周年記 1991.3 折り込図1枚

員会｜｜編纂 念事業協賛会
札幌市 215.61/0 丘珠百三十年小史 「E珠百二十年史」後の 「丘珠百二十年小史」編纂 E珠開基百二十周年記 2001.4

歩み 委員会｜｜編 念事業協賛会
札幌市 215.61/0 さっぽろむかしむかし 大西泰久｜｜著 富士書院 1989.6 
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札幌市 215.61/R 緑栄会の30年 緑栄会創立30周年記念実札幌市緑栄会 1984.7 

行委員会｜｜編
札幌市 215.61/R/1 リアルタイム「北海道の50年」 財界さっぽろ編集局｜｜編 財界さっぽろ 2013.2 

すすきの風俗編上
札幌市 215.61/R/2 リアルタイム「北海道の50年」 財界さっぽろ編集局｜｜編 財界さっぽろ 2013.2 

すすきの風俗編下
札幌市 215.61/SA 今につながるその昔さっぽろ 写真で見る札幌 札幌市秘書室広報課｜｜編札幌市秘書室広報課 1975 
札幌市 215.61/SA 北区エピソード史 札幌市北区｜｜編 札幌市北区 1978 
札幌市 215.61/SA/2 北区エピソード史続 札幌市北区市民部総務課札幌市北区 1987.3 

｜｜編
札幌市 215.61/SA 琴似町史 札幌市史編集委員会｜｜編札幌市 1956 琴似町が札幌市に合併さ

れるまでは更科源蔵、合

併後は田中浩が執筆
札幌市 215.61/SA コレクション・モダン都市文化 和田博文｜｜監修 ゆまに書房 2013.6 

88 
札幌市 215.61/SA 札幌沿革材料 永田方正問書 永田方正｜｜筆記 川島専三（手写） 1931 複写本
札幌市 21'5.61/SA 札幌沿革史 札幌史学会 明30.2
札幌市 215.61/SA 札幌沿革史 札幌史学会｜｜著 北海道出版企画センター 1979.9 解説：高倉新一郎札幌史

学会明治30年刊の複製
札幌市 215.61/SA 札幌沿革史 札幌史学会 札幌史学会 1897 複写本
札幌市 215.61/SA 札幌区史 札幌区 1911 
札幌市 215.61/SA 札幌区史 札幌区役所｜｜編 名著出版 1973.1 明治44年刊の復刻
札幌市 215.61/SA 札幌区史材料調査書 ［大村耕太郎｜｜著］ ［出版者不明］ ［出版年不明］ 札幌市中央図書館所蔵の

ワープ口作成本
札幌市 215.61 /SA 札幌市史 札幌市史編集委員会｜｜編札幌市 1955 
札幌市 215.61 /SA/1 札幌市史［第1J 札幌市史編集委員会｜｜編札幌市 1953 
札幌市 215.61 /SA/2 札幌市史 2 札幌市編 札幌市 1958 
札幌市 215.61 /SA/3 札幌市史 3 札幌市編 札幌市 1958 
札幌市 215.61/SA 札幌市史概説年表稿本 札幌市編 札幌市 ［出版年不明］
札幌市 215.61/SA/1-A 札幌市史草稿［1-a] 札幌市編 札幌市 ［出版年不明］
札幌市 215.61/SA/1-B 札幌市史草稿［トb] 札幌市編 札幌市 ［出版年不明］
札幌市 215.61 /SA/1-C 札幌市史草稿［1-c] 札幌市編 札幌市 ［出版年不明］
札幌市 215.61 /SA/2-A 札幌市史草稿［2-a] 札幌市編 札幌市 ［出版年不明］
札幌市 215.61 /SA/2-B 札幌市史草稿［2-b] 札幌市編 札幌市 ［出版年不明］
札幌市 215.61/SA/2-C 札幌市史草稿［2-c] 札幌市編 札幌市 ［出版年不明］
札幌市 215.61 /SA/3-A 札幌市史草稿［3-a] 札幌市編 札幌市 ［出版年不明］
札幌市 215.61 /SA/3-B 札幌市史草稿［3-b] 札幌市編 札幌市 ［出版年不明］
札幌市 215.61 /SA/3-C 札幌市史草稿［3-c] 札幌市編 札幌市 ［出版年不明］
札幌市 215.61 /SA/3-D 札幌市史草稿［3-d] 札幌市編 札幌市 ［出版年不明］
札幌市 215.61/SA/4-A 札幌市史草稿［4-a] 札幌市編 札幌市 ［出版年不明］
札幌市 215.61/SA/4-B 札幌市史草稿［4-b] 札幌市編 札幌市 ［出版年不明］
札幌市 215.61/SA/4-C 札幌市史草稿［4-c] 札幌市編 札幌市 ［出版年不明］
札幌市 215.61/SA/4-D 札幌市史草稿［4-d] 札幌市編 札幌市 ［出版年不明］
札幌市 215.61/SA/4-E 札幌市史草稿［4-e] 札幌市編 札幌市 ［出版年不明］
札幌市 215.61/SA/4-F 札幌市史草稿［4-f] 札幌市編 札幌市 ［出版年不明］
札幌市 215.61/SA 札幌村史 札幌村史編纂委員会｜｜編札幌村 1950 
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、札幌市 215.61/SA/1 さっぽろの昔話明治編上 河野常吉｜｜編 みやま書房 1978.2 
札幌市 215.61 /SA/2 さっぽろの昔話明治編下 河野常吉｜｜編 みやま書房 1978.3 
札幌市 215.61 /SA さっぽろの昔話大正編上 大山黙笑｜｜編 みやま書房 1978.6 
札幌市 215.61/SA 札幌のむかしぱなし 小学校地域資料集 茂内義雄 2001.3 
札幌市 215.61/SA 札幌の歴史の中での月寒 札幌月寒高校図書局｜｜編札幌月寒高校図書館 1999.3 「図書局の50年誌らいぶ

らりい特別号」所収
札幌市 2・15.61 /SA 札幌百年のあゆみ 札幌市史編さん委員会！｜ 札幌市 1970 

編さん
札幌市 215.61/SA 札幌百年の年譜 札幌市史編纂委員会｜｜編札幌市 1970 

纂
札幌市 215.61 /SA さっぽろふるさと学の集い第1 ［札幌市生涯学習振興 [2008] 平成20.6.1開催（於ちえり

回 財団］ あ）のセミナ－配付資料を

綴ったもの
札幌市 215.61/SA さっぽろ物語 札幌市創建100年 札幌市 1968 『広報さっぽろ』別冊
札幌市 215.61 /SA 札幌ものがたり 札幌時計台創建135周年 さっぽろ時計台の会｜｜編 時計台まつり実行委員 2013.10 

＝＝問「c:；凸．ι弔，、、 f>三‘ 

札幌市 215.61/SA さっぽろ山鼻百年 山鼻百年記念誌編纂委員さろるん書房 1977 
会｜｜編

札幌市 215.61/SA 札幌歴史散歩 片岡／秀郎 ヒルハーフ総合研究所 2012.7 
札幌市 215.61/SA 札幌郡濠岩村大字円山村部落 ［出版者不明］ [1911] 手書き稿本複写本

状況
札幌市 215.61/SA 札幌市の歴史と地理 郷土史郷土誌 札幌第二中学校地歴科｜｜ 札幌第二中学校地歴科 1934

編
札幌市 215.61/SA 札幌市の昭和 写真アルバム 阿部／敏夫｜｜監修 いき出版 2012.8 
札幌市 215.61/SA 札幌村沿革 ［出版者不明］ ［出版年不明］ 札幌文化資料室所蔵墨筆

本の電子複製
札幌市 215.61/SA サムライ札幌展図録 札幌市中央図書館｜｜編 札幌市中央図書館 1992 中央図書館新館開設1周

年記念特別展奥付書名：

サムライ札幌ー詩の都に武

士は咲いたか－図録
札幌市 215.61/SA 十軒 斉藤政美｜｜編 十軒神明宮協賛会 1982.11 
札幌市 215.61/SA 四半世紀の紳 札幌市北区屯田南自治 札幌市北区屯田南自治会札幌市北区屯田南自治 1994

会創立25周年記念誌 ｜｜編 ~』＝ 
札幌市 215.61/SA 白石ものがたり 札幌市白石区｜｜編 札幌市白石区 1978 
札幌市 215.61/SA 白石歴史ものがたり 札幌市白石区老人クフブ、 札幌市白石区老人クフ 1978 白石区老連5周年記念

連合会｜｜編 ブ連合会
札幌市 215.61 /SA/3 新・北区エピソード史 札幌市北区市民部総務企札幌市北区 2003.3 

画課｜｜編
札幌市 215.61/SA/1 新札幌市史第1巻 札幌市教育委員会｜｜編 北海道新聞社 1989.3 折り込図1枚付（図3枚袋

入）
札幌市 215.61 /SA/2 新札幌市史第2巻 札幌市教育委員会｜｜編 北海道新聞社 1991.10 折り込図5枚
札幌市 215.61 /SA/3 新札幌市史第3巻 札幌市教育委員会｜｜編 札幌市 1994 
札幌市 215.61/SA/ 4 新札幌市史第4巻 札幌市教育委員会｜｜編 札幌市 1997 
札幌市 215.61/SA/5-1 新札幌市史第5巻［上］ 札幌市教育委員会｜｜編 北海道新聞社 2002.6 
札幌市 215.61 /SA/5-2 新札幌市史第5巻［下］ 札幌市教育委員会｜｜編 札幌市 2005.3 
札幌市 215.61/SA/6 新札幌市史第6巻 札幌市教育委員会｜｜編 札幌市 1987.3 
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札幌市 215.61 /SA/7 新札幌市史第7巻 札幌市教育委員会｜｜編 北海道新聞社 1986.3 
札幌市 215.61 /SA/8-1 新札幌市史第8巻－1 札幌市教育委員会｜｜編 札幌市 2000.2 
札幌市 215.61 /SA/8-2 新札幌市史第8巻ー2 札幌市｜｜編 札幌市 2008.3 付：CD-ROM（年表編デー

タ）1枚
札幌市 215.61/SA 新川郷土史 斉藤全｜｜編 新川郷土史編纂委員会 1980
札幌市 215.61/SA 新琴似兵村史 佐佐木俊郎｜｜著 新琴似兵村50年記念会 1936 附録：新琴似村今昔図
札幌市 215.61/SA 新聞と人名録にみる明治の札 札幌市教育委員会文化資札幌市 1985.3 共同刊行．札幌市教育委

幌 料室｜｜編 員会
札幌市 215.61 /SA 町史あつべつ 札幌市，厚別区出張所｜｜編札幌市 1962 共同刊行：厚別区出張所、

厚別町開町80周年記念事

業協賛会編集者小林政

吉電子式複写による複製
札幌市 215.61/SA つながり 創立十周年記念誌 札幌市南区藤野高台町 1982

内会
札幌市 215.61 /SA/2 つながり第2集 創立二十周年記念誌 藤野高台町内会｜｜編 札幌市南区藤野高台町 1992.11

内会
札幌市 215.61 /SA/3 つながり第3集 創立三十周年記念誌 藤野高台町内会｜｜編 札幌市南区藤野高台町 2002.12

内会
札幌市 215.61/SA 東区今昔 札幌市東区役所総務部 1979

総務課
札幌市 215.61/SA 東区今昔「大友堀J 札幌村歴史研究会，札幌市札幌市東区総務部総務 1982.4 折り込図2枚

東区総務部総務課｜｜編 課
札幌市 215.61/SA 東区拓殖史 東区今昔3 札幌村郷土記念館札幌市札幌市東区役所 1983 付：図（13枚）

東区役所総務部総務課｜｜

編
札幌市 215.61/SA 伏古川物語 開校20周年記念郷土史 札幌中学校｜｜編 札幌中学校 1967 
札幌市 215.61/SA 北海道札幌郡白石村外二村移 佐藤孝郷｜｜著 佐藤孝郷 1920 ゼロックスによる複写物も

住開拓紀要 あり
札幌市 215.61/SA 南区のあゆみ 札幌市南区役所総務部総札幌市南区役所総務部 1982

務課｜｜編 総務課
札幌市 215.61/SA わが街西区のおいたち 札幌市西区｜｜編 札幌市西区 1978 
札幌市 215.61/SE 写真集明治大正昭和札幌 関秀志笹木義友｜｜共編国書刊行会 1979 
札幌市 215.61/SH ＝十周年記念誌 白石地区連合町内会｜｜編白石地区連合町内会30 1986.3 

周年記念事業編集委員

fコ~
札幌市 215.61/SH シノ口 140年のあゆみ 羽田信ニ｜｜編著 ［シノ口］協賛会 2004 
札幌市 215.61/SH 篠路村沿革史 ［出版者不明］ ［出版年不明］ 篠路尋常高等小学校罫紙

に墨筆電子複写
札幌市 215.61/SH 篠路村沿革史 ［出版者不明］ [194-] 札幌郡篠路村役場罫紙に

手書き電子複写
札幌市 215.61/SH 下野津幌郷土誌 下野津幌郷土誌編纂委員下野津幌郷土誌編纂委 1984

会｜｜編 員会
札幌市 215.61/SH 写真で綴る札幌 開拓史を記録した男達と 北海道を発信する写真家 北海道を発信する写真［2011J 札幌市写真文化振興事業

現在を撮る子供達 ネットワーク｜｜編 家ネットワーク 受託企画展会期・会場：
2011年1月7日－12日富士
フィルムフォトサロン札幌
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札幌市 215.61 /SH 白石の語り部たち ［白石の歴史を語る会｜｜ 札幌市白石区 1998.3 
札幌市 215.61/SH 白石歴しるべ ふれあい街づくり・歴史 札幌市白石区｜｜編 札幌市白石区 1993 

発掘事業報告平成5年

度
札幌市 215.61 /SH 白石・歴しるべ 区内の歴史案内板「歴し ［白石の歴史を語る会｜｜ 札幌市白石区 1997.3 

るべ」紹介 編］
札幌市 215.61/SH 白石・歴しるべ 区内の歴史案内板「歴し ［白石の歴史を語る会｜｜ 札幌市白石区 1999.3 

るべ」紹介 編］
札幌市 215.61 /SH 白石・歴しるべ 区内の歴史案内板「歴し改訂版 ［白石の歴史を語る会｜｜ 札幌市白石区 2000.10 

るべ」紹介 編］
札幌市 215.61/SH 白石・歴しるべ 区内の歴史案内板「歴し改訂版第2［白石の歴史を語る会｜｜ 札幌市白石区地域振興 2005.3

るべ」紹介 席リ 編］ 課
札幌市 215.61/SH 白石藩手稲を開村す 鈴木幹鈴木孝二｜｜著 ［鈴木孝ーほか］ 1968.8 複写本
札幌市 215.61/SH 白石村沿革 ［出版者不明］ ［出版年不明］ 札幌文化資料室所蔵複製

本（墨筆）の電子複写
札幌市 215.61/SH 新西区のおいたち ［札幌市西区役所｜｜編］ 札幌市西区役所 [1992] 区政施行20周年記念
札幌市 215.61/SH 新川百年 新川開基百年史 新川開基百年記念協賛会新川開基百年記念協賛 1990

｜｜編 £ヨコ与E、

札幌市 215.61 /SH 新琴似九十年史 新琴似九十年史編集委員新琴似開基九十年祭協 1976

会｜｜編 賛会
札幌市 215.61/SH 新琴似五番通第三町内会創立半世紀のあゆみ ［新琴似五番通第二町内会新琴似五番通第三町内 2014.10

五十周年記念誌 創立50周年記念誌編纂委会創立50周年記念誌編

員会｜｜編］ 纂委員会
札幌市 215.61 /SH 新琴似七十年史 新琴似開基70年記念協賛新琴似開基70年記念協 1957

会｜｜編 賛会
札幌市 215.61/SH 新琴似七十年史 新琴似開基70年記念協賛新琴似開基70年記念協 1957 複写本

会｜｜編 賛会
札幌市 215.61/SH 新琴似二百号 新琴似連合町内会新琴似新琴似連合町内会 1986.9 

西連合町内連絡協議会｜｜

編
札幌市 215.61/SH 新琴似百号 新琴似連合町内会｜｜編 新琴似西連合町内会 1978 縮刷版
札幌市 215.61/SH 新琴似百年史 新琴似百年史編纂委員会新琴似開基百年記念協 1986.5 折り込図2枚

｜｜編 賛会
札幌市 215.61/SH 新琴似連合町内会三十年史 新琴似連合町内会ニ十年新琴似連合町内会 1996.4 1966～1995 

史編集委員会｜｜編
札幌市 215.61 /SH 新琴似町八十年のあゆみ 新琴似開基八十年祭協賛新琴似開基八十年祭協 1966

会｜｜編 賛会
札幌市 215.61 /SH/1 白石発展百年史第1集 白石発展編集委員会｜｜編札幌市白石開基百年記 1970

念事業協賛会
札幌市 215.61 /SH/2 白石発展百年史［第2集］ 白石発展編集委員会｜｜編札幌市白石開基百年記 1971

念事業協賛会
札幌市 215.61/SO 桑園誌 130年の足跡をたどる 桑園地区連合町内会桑園札幌市中央区桑園地区 2005.3 付図1枚：桑園住宅案内

誌編集実行委員会｜｜編 連合町内会 （昭和7年刊を復刻）
札幌市 215.61 /SU 郷土誌すみかわ 澄川開基百年記念事業実澄川開基百年記念事業 1981

行委員会｜｜編 実行委員会
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札幌市 215.61 /SU スケッチで、見るさっぽろ昭和の 浦田／久｜｜画・文 E璃西社 2013.12 

街角グラフィティー
札幌市 215.61/SU 澄川ものがたり 郷土誌 澄川地区連合会郷土誌編札幌市南区 2002.3 

集特別委員会｜｜編
札幌市 215.61/SU 澄JIIから札幌・蝦夷地へのつれふるさとの歴史 本間良信｜｜著 本間良信 1997.4 巻末に参考資料（挿絵・写

づれ物語 真）あり
札幌市 215.61/TA 郷土史夜話北白石 田川賢蔵｜｜著 北白石小PTA役員会（印 1977

刷）
札幌市 215.61/TA 大平開基百年史 太平開基百年記念協賛会太平開基百年記念協賛 1993

｜｜編 f"玄‘ 

札幌市 215.61/TA 円山の歴史と自然 田中潜｜｜著 札幌地区林材協会 1958.11 共同刊行：札幌木友会
札幌市 215.61/TE 手稲でみつけた手稲のはなし 札幌市手稲区区制10周 手稲の語り部編集委員会 札幌市手稲区 2000.3 

年記念 ｜｜編
札幌市 215.61/TE 手稲の今昔 手稲開基110年誌 手稲連合町内会連絡協 1981.11 共同刊行：手稲鉄北連合

議会 町内会連絡協議会折り

込図2枚
札幌市 215.61/TE ていねのまち 手稲中央連合町内会創 手稲中央連合町内会創立手稲中央連合町内会創 1994

立40周年記念誌 40周年行事実行委員会｜｜ 立40周年行事実行委員

編 ~ ζ 

札幌市 215.61/TE ていねのまち 手稲中央連合町内会創 手稲中央連合町内会創立手稲中央連合町内会創 2004.10
立50周年記念誌 50周年行事実行委員会｜｜ 立50周年行事実行委員

編 f"三、
札幌市 215.61/TE 手稲百年の歩み年表 手稲地区開基百年記念 1971.5

事業実行委員会
札幌市 215.61 /TE 手稲歴史年表 史料に見る手稲今昔 手稲郷土史研究会｜｜編 手稲郷土史研究会 2010.1 
札幌市 215.61/TE/1 手稲町誌上巻 手稲町誌編纂委員会，土肥札幌市 1968 付録：地図5枚

次男｜｜編
札幌市 215.61 /TE/2 手稲町誌下巻 手稲町誌編纂委員会土肥札幌市 1968 付録：地図5枚

次男｜｜編
札幌市 215.61/TO 篠路烈々布百年 冨賢隆｜｜編著 篠路烈々布開基百年協 1987

賛会
札幌市 215.61/TO 創立十二周年記念小誌 屯田南自治会｜｜編 屯田南自治会 1981 
札幌市 215.61/TO 常盤開基百年記念誌 常盤二百年への出発 常盤開基百年記念誌編集常盤開基百年記念事業 2002.10

委員会｜｜編 実行委員会
札幌市 215.61/TO とみおか 富丘連合町内会創立20 20周年記念行事実行委員 20周年記念行事実行委 1992

周年記念誌 会｜｜編 員会
札幌市 215.61/TO 豊平町史 豊平町史編纂会｜｜編 札幌市 1967 
札幌市 215.61/TO 豊平町史 豊平町史編さん委員会｜｜ 豊平町 1959 

編
札幌市 215.61/TO とよひら物語 古老をたずねて 各地区とよひら“ふるさと再札幌市 1992 

発見”委員会｜｜編
札幌市 215.61/TO 豊平区の歴史 豊平区役所市民部総務企札幌市豊平区 2002.4 欧文書名：Thehistory of 

画課公聴係｜｜編 Toyohira ward 
札幌市 215.61/TO 豊平村・平岸村・月寒村沿革大 ［出版者不明］ [1889] 複写本（原本は札幌市中

略 央図書館所蔵）河野常吉

資料

83 



市町村名 請求記号 書名 副書名 版表示 著（編）者名 出版者名 出版年月 注記
札幌市 215.61/TO 屯田九十年史 久保隆義｜｜編 屯田開基九十周年協賛 1978

~ 
札幌市 215.61/TO 屯田百年史 屯田開基百年記念事業 1989 付：図（2枚）

協賛会
札幌市 215.61/TO 屯田部落七十年史 屯田開基70年記念誌と 屯田自治会田中潜｜｜編 札幌市屯田自治会 1959 

して
札幌市 215.61/TO 屯田南自治会創立十一周年記 屯田南自治会｜｜編 屯田南自治会 1980 

念小誌
札幌市 215.61/TO 屯田南自治会創立十五周年記 屯田南自治会，｜｜編 屯田南自治会 1984.1 

4心￥品圭目士，白
札幌市 215.61/TO 屯田南自治会創立十周年記念 屯田南自治会｜｜編 屯田南自治会 1979 

圭ロ士，ふ
札幌市 215.61/TO ふれあいの街 屯田二番通東町内会20 20周年記念誌部会｜｜編 屯田二番通東町内会 1994 

周年記念誌
札幌市 215.61/TS っきさつぷの歴史（略年表） 村の夜明け－街づくりと っきさつぷ郷土資料館｜｜編月寒地区町内会連合会 2000.10

歩兵第二十五聯隊一戦

争と平和一輝く未来へ
札幌市 215.61/TS っきさつぷ歴史散歩 月寒史料発掘会っきさつぷ月寒史料発掘会 2005.3 

歴史散歩編集委員会｜｜編
札幌市 215.61 /TS 月寒公園とその周辺 公園・記念碑類・神社・小 神埜努｜｜著 神埜努 2007.7 

学校
札幌市 215.61/W 和 二十年記念誌 記念誌編集委員会｜｜編 共栄第二町内会 2001.12 
札幌市 215.61/W 私たちの北郷東 北郷東町内会創立50周 北郷東町内会創立50周年北郷東町内会 2002.10 

年記念誌 記念誌編集委員会｜｜編
札幌市 215.61/W わたしたちのまち「西区」 区制施行30周年記念誌 札幌市西区役所市民部総札幌市西区 2003.2 

務企画課広聴係｜｜企画・
編集

札幌市 215.61/Y 富E今昔物語 山本茂｜｜著 手稲富丘連合町内会 1979 
札幌市 215.61/Y 中島公園百年 さっぽろ歴史散歩 山崎長吉｜｜著 北海タイムス社 1988 
札幌市 215.61/Y やさしい山鼻の歴史 モダン交番界わいの語り 山崎長吉｜｜著 山崎長吉 1993 

ノ、え

札幌市 215.61/Y 山口開基八十周年記念誌 ［山口開基八十周年記 1957 複写本
念行事実行委員会］

札幌市 215.61/Y 山口開基百年史 手稲山口開基百年記念実手稲山口開基百年記念 1979
行委員会｜｜編 実行委員会

札幌市 215.61/Y 山の手のおいたち 相津季男｜｜著 相違季男 2010.9 
札幌市 215.61/Y 山鼻創基八十一周年記念誌 山鼻創基八十一周年記 1957

~ニbトf"玄． 
札幌市 215.61/Y ［山鼻第13東町内会］改組10年 山鼻第13東町内会記念誌山鼻第13東町内会 1993.3 表紙の書名．改組10年の

のあゆみ 編集委員会｜｜編 歩み
琴似町（札幌市） 215.61/Y 開拓使最初の屯田兵 琴似兵村 山田勝伴｜｜著 山田勝伴 1944 謄写印刷
琴似町（札幌市） 215.61/Y 開拓使最初の屯田兵 琴似兵村 山田勝伴｜｜著 山田勝伴 1944 謄写印刷複写本
篠路村（札幌市） 215.61/SH 篠路兵村の礎 篠路兵村｜｜編 篠路兵村 1938 開基50年・土功組合創立

小谷幸勝｜｜著 25年記念として
篠路村（札幌市） 215.61/HO 篠路村史 北海道自治行政協会｜｜編北海道自治行政協会 1955 
白石村（札幌市） 215.61/SH 白石村誌 白石村｜｜編 白石村 1921 
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白石村（札幌市） 215.61/SH 白石村誌 白石村｜｜編 白石村 1940 開村70年記念として
手稲町（札幌市） 215.61/TE 手稲町誌 開基八十年・町制施行記 大谷勝雄｜｜編輯 手稲町役場 1951 付：手稲全図（1枚）

，忍白、

江別村 215.62/TS ［江別村郷土地誌］ 対雁尋常小学校｜｜編 江別村対雁尋常小学校［出版年不明］ 複写本（原本は江別市立
対雁小学校所蔵）

江別村 215.62/HO 北海道札幌郡江別村史 江別村役場 1911.8 電子複製巻末付・「江別
の歴史」2号（p52～59）所収
『史料紹介北海道札幌郡
江別村史』

江別町 215.62/E 江別を語る 江別町｜｜編 江別町 1940 謄写刷
江別町 215.62/E 江別を語る 江別町｜｜編 江別町 1940 複写本
江別町 215.62/TS 対雁村史 斎藤庸而｜｜編 斎藤庸而 1928 複写本（原本は昭和3江別

町斎藤庸而刊江別市立
対雁小学校蔵）

江別町 215.62/NO 野幌兵村史 佐藤良也｜｜編 開村五拾年記念祭典委 1934
員会

江別市 215.62/A あゆみ 野幌開基百十年記念誌 開基百十年記念事業実行開基百十年記念事業実 1999.6 年表：p77～82
委員会｜｜編 行委員会

江別市 215.62/E 越後村百年のあゆみ 越後村百年記念事業委員越後村百年記念事業委 1985 「越後村沿革誌」の復刻も
会｜｜編 貝＝去，内、 あり

江別市 215.62/E/1 江別市史上巻 江別市｜｜編 江別市 1970 
江別市 215.62/E/2 江別市史下巻 江別市｜｜編 江別市 1970 
江別市 215.62/E えべっ昭和史 江別市総務部｜｜編 江別市 1995 昭和まちと人びとの歩み：

p858～920英語の書名：
The Showa era-history of 
Ebetsu 

江別市 215.62/E 江別屯田兵村百二十年の歩み 江別屯田兵村遺族会｜｜編江別屯田兵村遺族会 1998 
江別市 215.62/E 江別年鑑稿本明治・大正編 江別市総務部｜｜編 江別市総務部 1994 
江別市 215.62/E 江別年鑑稿本昭和前編 江別市総務部｜｜編 江別市総務部 1991 
江別市 215.62/E 江別100年 江別100年記念誌 江別市｜｜編 江別市 1978 
江別市 215.62/E 江別太郷土史 江別太開基百年記念誌 高間和儀｜｜執筆・編さん 江別太開基百年記念事 1985.6

［江別太開基百年記念事業業協賛会
協賛会｜｜編］

江別市 215.62/E 語りつぐ江別物語 親から子へのおくりもの 江別市｜｜編 江別市 1979 共同刊行：江別市教育委
員＝宏，内‘

江別市 215.62/E 写真集えべっ 風のまちの歴史 江別青年会議所｜｜編 江別青年会議所 1982 
江別市 215.62/E/1 新江別市史本編 江別市総務部｜｜編 江別市 2005.3 
江別市 215.62/E/2 新江別市史資料編 江別市総務部｜｜編 江別市 2005.3 
江別市 215.62/E 野幌屯田兵村史 新館長次｜｜著 江別市 1969 
江別市 215.62/E 野幌屯田兵村史 江別市｜｜編 国書刊行会 1982.8 江別市昭和44年刊の復製
江別市 215.62/HA 篠津八十年の歩み 部落沿革史に代えて 萩原一郎｜｜著 萩原一郎 1960 複写本
江別市 215.62/HO 北海道江別市篠津地区合同調 古々路の会 2005.4 「昔風と当世風第88号」特

査特集 集号
江別市 215.62/1 『石狩川と江別』講演集録 江別市生涯学習推進協議江別市生涯学習推進協 2009.3

会｜｜編 議会
江別市 215.62/1 一原部落解散記念 記念写真帖 一原部落｜｜編 一原部落 1968 

85 



市町村名 請求記号 書名 副書名 版表示 著（編）者名 出版者名 出版年月 注記
江別市 215.62/KA 上江別物語 上江別の歴史（縄文の昔 上江別小学校 [2007] 表紙副書名 ：地域の歴史

から現代まで） お話集
江別市 215.62/KI 八幡の歴史（略） 北崎昭彦｜｜著 北崎昭彦 1966 謄写刷
江別市 215.62/KY 『郷土江別の歴史を学ぶ』講演 江別市生涯学習推進協議江別市生涯学習推進協 2007.3 平成18年度生涯学習リ

集録 会｜｜編 議会 レ－講座
江別市 215.62/MA 街ができた小さなまちが 明治期の市街地の形成 江別市史編さんスタッフ｜｜ 江別市教育委員会 2000.2 

編
江別市 215.62/MI 美原七十年史 美原開基70周年記念協賛美原開基70周年記念協 1964

会部落史編集委員会｜｜編賛会部落史編集委員会
江別市 215.62/MI 美原百年史 風雪 美原開基百年記念事業協美原開基百年記念事業 1995.2

賛会｜｜編 協賛会
江別市 215.62/MI 美原百年史 風雪 補正版 ［美原開基百年記念事業協美原自治会 2001.9 

賛会｜｜編］
江別市 215.62/NO あゆみ 野幌開基80周年記念誌 野幌開基八十周年記念事野幌開基八十周年記念 1969

業協賛会記念誌委員会｜｜ 事業協賛会記念誌委員

編 i三:li.. 
江別市 215.62/NO あゆみ 野幌開基九十年記念誌 野幌開基九十年記念事業野幌開基九十年記念事 1979

協賛会｜｜編 業協賛会
江別市 215.62/NO 野幌 写真で見るのっぽろ 野幌開基百年記念事業協野幌開基百年記念事業 1990 書名は奥付から

賛会｜｜編 協賛会
江別市 215.62/NO 野幌 NOPPORO 1889-1989 野幌開基百年記念事業協野幌開基百年記念事業 1989 別冊書名 ：戦後を支えた

戦後のあゆみ 賛会記念誌編集委員会｜｜ 協賛会 人々

編
江別市 215.62/NO 野幌屯田兵村百年誌 野幌屯田兵村開村記念祭野幌屯田兵村開村記念 1984.7

典委員会｜｜編 祭典委員会
江別市 215.62/NO 野幌部落史 野幌部落会｜｜編 北日本社 1947 
江別市 215.62/NO 野幌部落史 野幌部落会｜｜編 北日本社 1947 複写本
江別市 215.62/NO 野幌部洛史 関矢マリ子｜｜著 国書刊行会 1974 昭和22年刊の複製
江別市 215.62/NO 野幌兵村史 佐藤良也｜｜編 野幌屯田兵村開村記念 1984.7 復刻

祭典委員会
江別市 215.62/NO 飛朔 創立30周年記念誌 ［野幌東町自治会｜｜編］ 野幌東町自治会 2011 
江別市 215.62/0 大麻開基八十年誌 大麻開基80年記念誌編集大麻農事実行組合解散 1971

委員会｜｜編 記念事業実行委員会
江別市 215.62/0 大麻開基百年 大麻開基百年記念誌編集大麻開基百年記念誌編 1990

委員会｜｜編 集委員会
江別市 215.62/0 大麻開拓九十年記念誌「十年 大麻開拓九十年記念誌編大麻開拓九十年記念事 1980

の歩み」 集部｜｜編 業協賛会
江別市 215.62/0 ［大麻団地］二十周年のあゆみ 大麻団地20周年実行委員大麻団地20周年実行委 1984

会｜｜編 員会
江別市 215.62/0 圧の上の街 野幌若葉自治会ニO周 ［野幌若葉自治会｜｜編］ 野幌若葉自治会 1998.9 

年記念誌
江別市 215.62/0 新野幌第一部落を憶う 江別市文京台のあけぼ 小友光子｜｜編 小友光子 1986.9 

の
江別市 215.62/SE 越後村沿革史小誌 関矢留作｜｜著 大橋一蔵先生八十年記 1969 昭和10年作成を複製

念越後村史編集委員会
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市町村名 請求記号 書名 副書名 版表示 著（編）者名 出版者名 出版年月 ；主記
江別市 215.62/SE ［世田谷部落］開拓四十周年記 世田谷部落田十周年記念世田谷部落四十周年記 1985

a心品p圭開±•&:.> 事業実行委員会｜｜編 念事業実行委員会
江別市 215.62/SH 江別屯田兵村史 新館長次｜｜著 江別屯田兵村財産区 1964 565p以降に追録第10編が

江別屯田兵村史編纂委員 あり、それ以前が昭和33
会｜｜編 年発行のもの

江別市 215.62/SH 江別屯田兵村史 江別市｜｜編 国書刊行会 1982.8 昭和39年刊の複製
江別市 215.62/SH 篠津開基百年誌 篠津開基100周年記念事 篠津自治会 1981.12 

業実行委員会｜｜編
江別市 215.62/SH 篠津屯田兵村史 新館長次｜｜著 江別市篠津自治会 1971 
江別市 215.62/SH 篠津屯田兵村史 江別市篠津自治会｜｜編 国書刊行会 1982.8 江別市篠津自治会昭和46

年刊の複製
江別市 215.62/SH 篠津兵村史 ［篠津自治会｜｜編］ ［篠津自治会］ 1982 昭和5年江別町刊の復刻
江別市 215.62/SH しまゃん炉辺談話 わたしの江別 嶋禎男｜｜著 北通産（印刷） 1981 

藤倉徹夫｜｜編
江別市 215.62/SH 写真集野幌 昭和14年頃の記録 五十嵐齢七｜｜写真 五十嵐邦子 1990 監修．関矢信一郎
江別市 215.62/TA 江別の誕生 江別市史 高倉新一郎｜｜著 江別市役所 1958 
江別市 215.62/TO 巴農場史 第四部落 千葉登喜治，岡村文雄｜｜ ［出版者不明］ 1968 複写本

共編
江別市 215.62/TO 豊幌 豊幌開基百年記念誌 記念誌編集委員会｜｜編 豊幌開基百年記念事業 1989.3

協賛会
江別市 215.62/TO 豊幌八十年の歩み 豊幌部落史編集委員会｜｜ 豊幌開基80周年記念協 1968

編 賛会
江別市 215.62/TS 対雁百年史 対雁百年史編集委員会｜｜ 江別市対雁自治会 1971 

編
江別市 215.62/W 角山小史 脇豊勝｜｜著 脇豊勝 1967 巻末に、君予彦氏宛の協

豊勝書簡あり
千歳町 215.63/C 躍進千歳の姿 開町七十周年記念 千歳町｜｜編 千歳町 1949 
千歳市 215.63/C 砂礁に耕す 千歳開拓四十年の記録 千歳市開拓農業協同組合千歳市開拓農業協同組 1984.12

｜｜編 f>コ、
千歳市 215.63/C／ツウー1 新千歳市史 千歳市史編さん委員会｜｜ 千歳市 2010.3 

編
千歳市 215.63/C 高台平成2年 町内会創設30周年記念 千歳市高台町内会｜｜編 千歳市高台町内会 1990 

壬関士•C.. 

千歳市 215.63/C 千歳 千歳市命名195年・開庁 千歳市命名195年・開庁 千歳市 1999.9 
120年記念誌 120年記念誌編集委員会

｜｜企画・編集
千歳市 215.63/C 千歳を知る 「千歳を知る会」十周年 十周年記念誌編集委員会千歳を知る会 1988.3 

雪民コし4，己E，ト、雪両士•C.. ｜｜編
千歳市 215.63/C 千歳市史 更科源蔵｜｜編著 千歳市 1969.8 折り込図1枚
千歳市 215.63/C 千歳市史 増補 千歳市｜｜編 千歳市 1983.3 
千歳市 215.63/C ちとせ歴史ものがたり 長見義ニ｜｜著 長見有方 2009.12 
千歳市 215.63/C 千歳市開基百年記念誌 千歳市｜｜編 千歳市 1979 
千歳市 215.63/KY 郷土誌ケヌフチ物語 泉郷郷土誌編纂委員会｜｜ 泉郷集落連合会 1992 

編

日高
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注記出版年月
1974 

出版者名

月刊ぼつかいネ士

著（編）者名

谷村金次郎｜｜編著
版表示

北海道日高支庁の委託に

よる
1973 北海道日高支庁畑中武夫｜｜著

副書名

胆振・日高地方発達の表
裏

風雪に耐えて日高支庁

百年記念誌

書名
波乱の一世紀

請求記号
216/HA 

市町村名

1949 

1954 
1950.4 

1990.3 

北海道郷土文化刊行会

北海道日高支庁

日高ダイジェスト社

日高の古老に聞く会

畑中武夫｜｜著

橘文七｜｜編

畑中武夫｜｜著

日高の古老に聞く会｜｜編聞き書き

1990.3 日高の古老に聞く会日高の古老に聞く会｜｜編聞き書き

日高路を行く

日高開発史

日高郷土史年譜

日高の語部たち浦河・三石編
第2集
日高の語部たち浦河・三石編

第2集
日高の語部たち第3集

日高のあゆみ216.1/HA 

日高

日高

216.1/HA 

216.1/HI 

216.1/HI 
216.1/Hl/1 

百同

一吉
同

一吉
同

一吉
岡

ロμ
一口以

一口凶

一口
μ

216.1/Hl/2 日高

複写本

複写本

1992 

一序
一

2

盟
問
一四
一川
一間
一間
一附
一附
一間
一四
一間
一川
一

m
m
m

日高の古老の話を聞く
£』、
Zミ

北海道日高支庁

北海道日高支庁

北海道日高支庁

北海道日高支庁

北海道日高支庁

北海道日高支庁

日高地区文教部

井黒弥太郎

御子柴五百彦

小関一雄

小関一雄

小関一雄

小関一雄

日高村

日高町役場

日高の古老に聞く会｜｜編

橘文七｜｜著

橘文七｜｜著

橘文七｜｜著

橘文七｜｜著

橘文七｜｜著

橘文七｜｜著

井黒弥太郎｜｜著

井黒弥太郎｜｜編

御子柴五百彦｜｜著

小関一雄｜｜著

小関一雄｜｜著

小関一雄｜｜著

小関一雄｜｜著

土屋宗達｜｜編著

日高町100年記念史編さん

委員会｜｜編

日高町史編纂委員会｜｜編

日高開発史第1編
日高開発史第2編
日高開発史第3編

日高開発史第4編

日高開発史第5編
日高開発史第6編
日高のれきし

日高路の人々

日高国志料

日高今昔叢誌

日高今昔叢誌

日高今昔叢誌

日高今昔叢誌

日高村五拾年史

日高町100年記念史

216.1/Hl/3 

216.1/H0/1 

216.1/H0/2 

216.1/H0/3 

216.1/H0/4 
216.1/H0/5 

216.1/H0/6 
216.1/I 

216.1/1 
216.1/MI 

216.1/0 

216.1/0 

216.1/0 

216.1/0 
216.11/HI 

216.11/HI 

日高

村

一町

同
一時
一時
一時
一時
一時
一時
一時
一晴
一時
一時
一時
一時
一時
一時

沙流郡びらとり町

謄写刷
謄写刷複写資料

編者：渡辺茂河野本道

奥付には「出版：北海道出

版企画センター」とあり

1977 

2002.3 

1937 
1937 

1974 

日高町役場

平取町

［平取尋常高等小学校］

［平取尋常高等小学校］

平取町

平取尋常高等小学校｜｜編

平取尋常高等小学校｜｜編

平取町｜｜編

日高町史
語りつぐ平取

平取村誌

平取村誌

平取町史

216.11/HI 

216.12/B 
216.12/B 

216.12/B 

216.12/B 

日高町

平取町

平取町

平取町

平取町

平取外八箇村戸長役場 1920

2003.3 平取町

平取村史年表：p251～2581952 平取村役場

第2版増訂平取外八箇村小学校組合

｜｜編

平取町史編集委員会｜｜編

纂
平取村開村五十周年史編

纂委員会｜｜編輯

平取外八箇村誌216.12/B 平取町

平取町百年史216.12/B 平取町

平取村開村五十年史216.12/B 平取町

原稿用紙ぺン書き直筆題

名なし

［出版年不明］［出版者不明］［平取村の沿革について］216.12/B 平取町

2010.3 
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振内自治会振内郷土史編集委員会｜｜

編
郷土史ふれない216.12/KY 平取町



市町村名 請求記号 書名 副書名 版表示 著（編）者名 出版者名 出版年月 注記
平取町 216.12/KY 郷土誌貫気別 貫気別郷土誌編集委員会貫気別自治会 2005.3 奥付の書名：貫気別自治

｜｜編 会百周年記念誌
平取町 216.12/NI 郷土誌におい ダムに沈む沙流川のほ 荷負自治会郷土誌編集委荷負自治会郷土誌編集 1988.3

とりにて 員会｜｜編 委員会
平取町 216.12/NI 二風谷 一風谷部落誌編纂委員会一風谷自治会 1983 

｜｜編
平取町 216.12/SA さるば 開拓百年記念誌 去場開拓百年記念事業実去場開拓百年記念事業 1990.8

行委員会｜｜編 実行委員会
平取町 216.12/TA 新平賀郷土誌稿 高橋直平｜｜著 井黒弥太郎写 1972 写

井黒弥太郎｜｜解説
門別町（日高町） 216.13/A 厚賀一致会設立百周年記念誌 厚賀一致会設立百周年記厚賀一致会 2003.3 

念誌編集委員会｜｜編
門別町（日晶町） 216.13/A 厚賀町の歩み 厚賀一致会｜｜編 ［厚賀一致会］ 1975.5 
門別町（日高町） 216.13/HA はゑ川と共に 豊郷開村百年史 豊郷関村百年祭実行委員豊郷関村百年祭実行委 1998.9

会記念誌部会｜｜編 員会
門別町（日高町） 216.13/MO 百年記念写真誌 門別町企画課｜｜編 門別町 1973 
門別町（日高町） 216.13/MO 門別町沿革略史 門別町｜｜編 門別町 1952 
門別町（日晶町） 216.13/MO 門別町史 門別町史編纂委員会｜｜編門別町役場 1961 門別町史年代表：p417～

438 
門別町（日高町） 216.13/M0/1 新門別町史上巻 門別町史編さん委員会｜｜ 門別町 1995.3 門別の自然・地理的環境

編 先史時代近世の門別戸

口と行政
門別町（日高町） 216.13/M0/2 新門別町史中巻 門別町史編さん委員会｜｜ 門別町 1995.3 産業経済教育文化社会

編 建設運輸通信公安軍事

災害
門別町（日高町） 216.13/M0/3 新門別町史下巻 門別町史編さん委員会｜｜ 門別町 1996.3 生活文化編資料編

編
門別町（日高町） 216.13/SA 里平開拓史 働く者の風雪20年 田口守夫，岩間富五郎｜｜ 里平部落会 1969.9 奥付の書名：門別町里平

編 開拓20周年記念誌
新冠町 216.14/F 新冠村郷土史 藤本三郎｜｜著 藤本＝郎 1932序
新冠町 216.14/F 新冠村郷土史 藤本ニ郎｜｜著 藤本二郎 1932序 複写本
新冠町 新冠町史 新冠町史編さん委員会｜｜ 新冠町 1966 

編
新冠町 216.14/Nl/2 新冠町史続 新冠町史編さん委員会｜｜ 新冠町 1996 

編
新冠町 216.14/NI ふるさとの自然と昔話 新冠郷土文化研究会｜｜編新冠郷土文化研究会 1988.3 
新冠町 216.14/TA 郷土誌高江 新冠町130年・町制施行 ［高江自治会］高江郷土誌 高江自治会 2011.12 高江の歴史年表：p173～

50年記念 編集委員会｜｜編 195 
静内町（新ひだか町） 216.15/HA はるたち ［春立自治会｜｜編］ 春立自治会 1985.4 
静内町（新ひだか町） 216.15/HI 精魂 東静内百二十年のあゆ 東静内開基百二十周年 1990

み 記念事業実行委員会
静内町（新ひだか町） 216.15/SH 静内町史 静内町史編纂委員会｜｜編静内町 1963 
静内町（新ひだか町） 216.15/SH 静内町史 増補改訂 静内町史編さん委員会｜｜ 静内町 1975 

版 編
静内町（新ひだか町） 216.15/SH 静内まちの記憶 新たな飛躍に向けて 静内町｜｜編 静内町 2006.3 
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注記

年表：p47～64引用・参考

文献：巻末

出版年月

2002.6 
出版者名

静内町郷土史研究会

著（編）者名

静内町郷土史研究会｜｜編

版表不副書名書名

静内町歴史小事典

請求記号
216.15/SH 

市町村名
静内町（新ひだか町）

1996.3 静内町増補改訂静内町史上巻216.15/SH/1 静内町（新ひだか町）

1996.3 

1957 
1940 

静内町

高見小中学校

歌笛開村五十年記念会

静内町史下巻

一史一年一十一五
一斗
叶
J

7
4
ゐ
1

一開
見
一笛

5nz
』
Y
A

－－
R
ド
－－E
－P
一

216.15/SH/2 

216.15/TA 

216.16/U 

静内町（新ひだか町）

静内町（新ひだか町）

三石村（新ひだか町）

複写本

背の書名：三石町開基百

年記念誌

企画制作：ぎょうせい

上美野和開拓百年記念 1997.9

事業実行委員会

三石町

三石町

三石町開基百年記念事

業推進委員会

三石町

歌笛開村八十年記念会

歌笛開拓五十年史216.16/U 三石村（新ひだか町）

1971 

1992 
1976 

上美野和開拓百年記念
雪士

上美野和百年

三石町史

三石町史追補

みついし百年

静内町史編さん委員会｜｜

編
静内町史編さん委員会｜｜

編

名児耶喜七郎｜｜編責任
歌笛開村五十年記念会，山

形作次郎｜｜編

歌笛開村五十年記念会山歌笛開村五十年記念会 1940

形作次郎｜｜編

上美野和開拓百年誌編纂

部｜｜編

三石町史編纂委員会｜｜編

三石町｜｜編

三石町開基百年記念誌編

纂委員会｜｜編

［三石町｜｜編］

歌笛開村八十年記念会｜｜

編
「歌笛百年誌」編纂委員会

｜｜編

216.16/KA 

216.16/MI 

216.16/MI 
216.16/MI 

ニ石町（新ひだか町）

ニ石町（新ひだか町）

三石町（新ひだか町）

三石町（新ひだか町）

2006.3 

1968 
三石町閉町記念誌 2006 

歌笛開村八十年開校七十年記

念誌

歌笛百年誌

216.16/MI 
216.16/U 

ニ石町（新ひだか町）

三石町（新ひだか町）

歌笛開村百年・歌笛小

学校開校九十周年・校

舎落成記念事業協賛会

新ひだか町 2014.3 

1990.3 216.16/U ニ石町（新ひだか町）

第5代～9代町長の肖像あ

り
『追補三石町史』以降平
成18年3月30日の閉町までを
記述．町長・助役・収入役・教
育委員長・教育長・町議会議
員の肖像あり

2014.3 新ひだか町

新ひだか町静内町史編さ

ん委員会｜｜編

［新ひだか町三石町編さん

委員会｜｜編］

静内町史追補

三石町史追補最終版

216.15/SH 

216.16/MI 

新ひだか町

新ひだか町

1962.11 様似町

製作：様似町

1992 

2013.3 

1968 

1993 

1956 
1956 

1956 
1956 

1956 
1956 
1956 

1956 

様似町

様似町

様似町

様似町

様似町

様似町

様似町

様似町

様似町史編さん委員会｜｜

編

様似町史編さん委員会｜｜

編

［様似町｜｜編］

様似町郷土史研究会｜｜編

様似町史編さん委員会｜｜

編

様似町

様似町

様似町

様似町

様似町

様似町

様似町

様似町

様似町史216.17 /SA 様似町

［様似町］

様似町

様似町郷土史研究会

様似町

改訂

写真史2012

変遷・躍進

様似町史

様似のあゆみ

様似のあゆみ写真史

新様似町史

216.17 /SA 

216.17 /SA 

216.17 /SA 

216.17 /SA 

様似町

様似町

様似町

様似町

編
一編
一編
一編
一編
一編
一編
一編
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様似町史原稿 1
様似町史原稿 2
様似町史原稿 3
様似町史原稿 4
様似町史原稿 5
様似町史原稿 6
様似町史原稿 7
様似町史原稿 8

216.17 /SA/1 
216.17/SA/2 

216.17/SA/3 

216.17 /SA/4 
216.17 /SA/5 
216.17 /SA/6 
216.17 /SA/7 

216.17 /SA/8 

様似町

様似町

様似町

様似町

様似町

様似町

様似町

様似町



市町村名 請求記号 書名 副書名 版表示 著（編）者名 出版者名 出版年月 注記
様似町 216.17 /SA/9 様似町史原稿 9 様似町｜｜編 様似町 1956 
えりも町 216.18/ A あの年、あの日あのとき 広報紙に見るまちの出 えりも町｜｜企画・編集 えりも町 2000.11 えりも町120年記念

来事史
えりも町 216.18/E えりも町開基百年記念町勢写 えりも町企画課広報係｜｜ えりも町企画課広報係 1980 

真集 編
えりも町 216.18/E えりも町史 渡辺茂｜｜編著 えりも町 1971 えりも町史年表：p1083～

1095 
えりも町 216.18/E えりも町史 増補 えりも町 2001.3 
えりも町 216.18/MA まちの10年 えりも町130年記念 えりも町役場｜｜編 えりも町 2011.3 えりも町10年史年表：p224

～228 
えりも町 216.18/SH 潮風とともに えりも昔語り記録集 えりも町教育委員会｜｜編 えりも昔語りを記録する 2007.3

監修 ~ 
浦河町 216.2/HO 拓土幌別 幌別開村百年記念祝賀協幌別開村百年祝賀協賛 1971

賛会｜｜編 ~ 
浦河町 216.2/KO 杵臼村記録書 小泉和平｜｜著 ［小泉和平］ 1977 明治30年第1月書之複写

本（原本は浦河町郷土史

料館所蔵）
浦河町 216.2/NI 拓地百年 西舎開村記念誌 西舎開村百年祝賀協賛会西舎開村百年祝賀協賛 1970

｜｜編 f'ェ... 
浦河町 216.2/0 荻伏90年のあゆみ 荻伏90年のあゆみ編さん 荻伏地区自治会連合会 1972 共同刊行：荻伏開基90周

委員会｜｜編 年記念協賛会
浦河町 216.2/0 荻伏百年史 荻伏百年史編さん委員会 荻伏開基百周年記念協 1983.4

｜｜編 賛会
浦河町 216.2/SE 節婦郷土史 節婦郷土史編集委員会｜｜ 節婦自治会 1991 

編
浦河町 216.2/SE／ヘツ 節婦郷土史別冊 節婦郷土史編集委員会｜｜ 節婦自治会 1991 地図13枚

編
浦河町 216.2/SH 私本浦河町戦後史 石田明｜｜著 ［石田明］ 1993 
浦河町 216.2/SH 新制中学にみる黙考－熟慮 街並み人国記 石田明｜｜著 ［石田明］ 1992.12 
浦河町 216.2/U 浦河百話 愛しき、この大地よ・・・ グルッぺ21うらかわ｜｜編 浦河町 1991 
浦河町 216.2/U/2 浦河百話続 愛しき、この大地よ 小野寺／信子，河村和美，高浦河町 2013.3 

団員IJ雄｜｜著
浦河町 216.2/U 浦河港大観 浦河漁業組合｜｜編 浦河漁業組合 1934 
浦河町 216.2/U 浦河町誌 ［出版者不明］ 1915 北海道公立浦河尋常高等

小学校罫紙にぺン書き複

写資料
浦河町 216.2/U/1 浦河町史上巻 浦河町史編纂委員会｜｜編浦河町役場 1971 
浦河町 216.2/U/2 浦河町史下巻 浦河町史編纂委員会｜｜編浦河町役場 1971 年表：p2055～2095文献：

p2096～2099 
浦河町 216.2/U/1 新浦河町史上巻 浦河町町史編さん委員会 浦河町 2002.12 

｜｜編
浦河町 216.2/U/2 新浦河町史下巻 浦河町町史編さん委員会 浦河町 2002.12 

｜｜編
浦河町 216.2/U 拓跡 浦河町｜｜編 荻伏浦河町上向別開拓 1972 共同刊行：浦河町上杵臼

農業協同組合解散記念 開拓開校20周年記念誌編

誌編纂委員 纂委員会
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市町村名 請求記号 書名 副書名 版表示 著（編）者名 出版者名 出版年月 注記

胆振
胆振 216.5/D 胆振固有珠郡開墾顛末 伊達邦成｜｜著 伊達邦成 1881践 大蔵省用筆にタイプ印刷
胆振 216.5/D 胆振固有珠郡開墾顛末 伊達邦成｜｜著 伊達邦成 1881践 大蔵省用筆にタイプ印刷
胆振 216.5/D 胆振固有珠郡開墾顛末 伊達邦成｜｜著 伊達邦成 1881践 複写本
胆振 216.5/D 月日振固有珠郡開墾顛末 伊達邦成｜｜著 伊達邦成 1881践
胆振 216.5/HO 室蘭支庁管内誌 室蘭支庁 明44.8
胆振 216.5/ME 目で見る苫小牧・東胆振・日高 堀江／敏夫｜｜監修 郷土出版社 2003.10 主な写真資料と参考文献．

の100年 p146 
胆振 216.5/ME 目で見る室蘭・登別・伊達の100写真が語る激動のふるさ 駒木佐助｜｜監修 郷土出版社 2003.9 室蘭市・登別市・伊達市・

年 と一世紀 虻田町・豊浦町・洞爺村・

大滝村・壮瞥町
胆振 215.1/TO 室蘭・登別・伊達今昔写真帖 室蘭市・登別市・伊達市・ 駒木／佐助｜｜監修 郷土出版社 2011.10 

洞爺湖町・豊浦町・壮瞥

町
胆振 216.5/TO 苫小牧・東胆振今昔写真帖 保存版 山本／融定｜｜監修 郷土出版社 2011.9 
穂別町（むかわ町） 216.51/D/1 大地を踏みしめて上 翁姐八十代のE命運を語 ［穂日lj・高齢者の語りを聞く穂別高齢者の語りを聞く 2014.1

る続 会｜｜編］ ~ 
穂別町（むかわ町） 216.51/D/2 大地を踏みしめて下 翁姐八十代の蹄遁を語 ［穂別・高齢者の語りを聞く穂別高齢者の語りを聞く 2014.1 穂別各地区住宅図：p217

る続 会｜｜編］ ~ ～254 
穂別町（むかわ町） 216.51/HO 翁姐八十代の蹄遁を語る 穂別町教育委員会｜｜編 穂別町老人クフブ連合 1984.6 

会会員及び旧在住者
穂別町（むかわ町） 216.51/HO 新穂別町史 穂別町史編纂委員会｜｜編穂別町 1991 
穂別町（むかわ町） 216.51/HO 穂別町史 穂別町史編さん委員会｜｜ 穂別町 1968.3 町制施行記念出版編著：

編さん 渡辺茂
厚真村 216.52/A 厚真村開村50周年記念写真帳 森田正吉｜｜編 編纂会 1944 
厚真町 216.52/A 増補厚真町史 増補厚真町史編集員｜｜編厚真町 1998 
厚真町 216.52/F ふるさと百年家族 厚真町100年記念誌 厚真町｜｜企画・編集 ［厚真町］ 1996.8 背の書名：百年家族（ふる

さと）
厚真町 216.52/HA 浜厚真のあゆみ 浜厚真八幡神社御鎮座百浜厚真八幡神社 2001.8 

＝十年記念事業奉賛会｜｜

編
厚真村 216.52/ A 厚真村史 厚真村広報委員会 厚真村広報委員会 1956 
厚真町 216.52/A 厚真町史 厚真町史編集室｜｜編 厚真町 1986.12 
厚真町 216.52/HO 幌内のあゆみ 開基百年 幌内記念誌編集委員会｜｜ 厚真町幌内自治会 1997.6 

編
厚真町 216.52/KA かるまい 開拓百年記念誌 軽舞開拓百年記念誌「かる軽舞開拓百年記念事業 1996

まい」編集委員会｜｜編 実行委員会
厚真町 216.52/KA 軽舞部落誌 軽舞部落誌編集委員会｜｜ 軽舞部落自治会 1971 

編
厚真町 216.52/KO 写真でみる厚真のあゆみ 引文社｜｜編 引文社 1986.9 厚真町開基90年記念版
厚真町 216.52/SH 鹿沼部落誌 鹿沼部落｜｜編 鹿沼部落 1978 
厚真町 216.52/SO 厚真村開村三十周年紀念写真 祖谷幸三郎｜｜編 厚真村開村三十周年紀 1925

帖 中村武｜｜撮影 念写真帖編纂会
厚真町 216.52/TA 高丘百年誌 高丘百年誌編集部｜｜編 厚真町高丘自治会 1996 
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市町村名 請求記号 書名 副書名 版表示 著（編）者名 出版者名 出版年月 注記
厚真町 216.52/TA 高丘部落誌 八十年のあゆみ 向丘自治会編集委員会｜｜ 局丘自治会 1976.10 

編
厚真町 216.52/TO とよおか 開基百二十周年記念誌 豊丘開基百二十周年記念豊丘開基百二十周年記 2013.3

誌委員会｜｜編 念事業実行委員会
厚真町 216.52/TO 豊沢部落誌 八十年の歩み 豊沢自治会｜｜編 豊沢自治会 1977 
厚真町 216.52/U 宇隆のあゆみ 旧宇久留 宇陸部落誌編集実行委員宇隆自治会 1982 開基九十周年折り込図1

会 II編 キ女
鵡川町（むかわ町） 216.52/KA 開基百年 田浦一区開基百年記念 田浦一区開基百年記念 1998.11 共同刊行：田浦一区自治

事業実行委員会 ~ 
鵡川町（むかわ町） 216.52/KA 開基百年 田浦一区沿革史 ［鵡川町田浦一区自治会］ 鵡川町田浦一区自治会 1998.12 奥付の書名：田浦一区沿

沿革史編集委員会｜｜編 革史
鵡川町（むかわ町） 216.52/MU 大地は語り継ぐ 汐見二区沿革史 汐見二区沿革史編集委員鵡川町汐見二区自治会 1987.12

｜｜編
鵡川町（むかわ町） 216.52/MU 久しいもの、いま匙る 鵡川町開基九O周年記 鵡川町｜｜企画 鵡川町 1985.9 附・資料編（12p)

A足立、、吾白川＋、

鵡川町（むかわ町） 216.52/MU むかわ今昔ものがたり 鵡川町100年記念誌 鵡川町｜｜編 鵡川町 1995 
鵡川町（むかわ町） 216.52/MU 鵡川町史 鵡川町史編纂委員会｜｜編鵡川町 1968.,,. 折り込図3枚
鵡川町（むかわ町） 216.52/MU/2-1 鵡川町史続通史編 鵡川町史編集委員会｜｜編鵡川町 1991 
鵡川町（むかわ町） 216.52/MU/2-2 鵡川町史続資料編 鵡川町史編集委員会｜｜編鵡川町 1991 
鵡川町（むかわ町） 216.52/MU/2-3 鵡川町史続資料編2 鵡川町｜｜編 鵡川町 2006.3 
鵡川町（むかわ町） 216.52/MU 鵡川町閉町記念「足跡」 j軍身の力を込め大地に ［鵡川町｜｜編］ 鵡川町 2006.3 

挑んだ
鵡川町（むかわ町） 216.52/NI 二宮部落史 二宮自治会｜｜編 二宮自治会 1972 
むかわ町 216.52/MU 鵡川 土井重男｜｜編 むかわ町郷土史研究会 2009.7
むかわ町 216.52/MU/2 鵡川 2号 土井重男｜｜編 むかわ町郷土史研究会 2011.1
むかわ町 216.52/MU/3 鵡川 3号 土井重男｜｜編 むかわ町郷土史研究会 2012.1 付：むかわ町埋蔵文化財

包蔵地位置図（1枚）
むかわ町 216.52/MU/ 4 鵡川 4号 乾／哲也｜｜［ほか］文 むかわ町郷土史研究会 2013.1

野崎カズヱ｜｜［ほか］絵図
むかわ町 216.52/MU/5 鵡川 5号 むかわ町郷土史研究会 2013.3
早来町（安平町） 216.52/HA 早来町史 早来町史編集委員会｜｜編早来町役場 1973 別冊付録：早来町史年表

(175p 21cm) 
早来町（安平町） 216.52/HA/2 早来町史続刊 昭和45年～平成冗年 早来町史編集委員会｜｜編早来町役場 1998 
早来町（安平町） 216.52/HA/2ーヘツ 早来町史続刊年表 昭和45年～平成冗年 早来町史編集委員会｜｜編早来町 1998 
早来町（安平町） 216.52/HA 早来町史年表 早来町｜｜編 早来町 1973 
早来町（安平町） 216.52/HI 東遠浅百年の歩み 東遠浅開基百年記念事業東遠浅開基百年記念事 1991.9

実行委員会編集委員会｜｜ 業実行委員会

編
早来町（安平町） 216.52/HI 飛雪百年 遠浅市街開基100年記念 遠浅市街開基100年記念 遠浅自治会開基100年 1999.3 

圭ロ，±」、 誌編集委員会｜｜編 祭実行委員会
早来町（安平町） 216.52/SH 開基百年 新栄第一開基百年記念 ［新栄第一開基百年記念実［新栄第一自治会］ 1997.12 

呈ロ’±L、 行委員会｜｜編］
早来町（安平町） 216.52/TO 富岡百年誌 富岡100年記念協賛会編 富岡100年記念事業協 1989.3 

集委員会｜｜編 賛会
追分町（安平町） 216.53/0 追分町史 追分町史編さん委員会｜｜ 追分町 1986.8 執筆：佐藤道ニ

編
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追分町（安平町） 216.53/0 追分町開基100年記念誌 ［追分町開基百年事業推進［追分町開基百年事業 1993 

室｜｜編］ 推進室］
追分町（安平町） 216.53/0 ふるさとの道 一本の線路から・・・ 追分町郷土研究会｜！編 追分町郷土研究会 2001.2 
白老町 216.54/F/1 ふるさとアヨ口上巻 高田寅雄遺稿集 高田寅雄｜｜著 高田寅雄遺稿集編集委 2003.8

白老地域文化研究会｜｜編員会
白老町 216.54/F/2 ふるさとアヨ口下巻 両国寅雄遺稿集 高田寅雄｜｜著 高田寅雄遺稿集編集委 2004.3

白老地域文化研究会｜｜編員会
白老町 216.54/SH 白老物語 はまおかのりこ｜｜作 白老町史編纂委員会 1997 白老町町制施行四十周年

告ロ「」~ 

白老町 216.54/SH 白老町史 白老町役場 1975 白老町年表：p1163～1184
白老町 216.54/SH/1 新白老町史上巻 白老町町史編さん委員会 白老町町史編さん委員 1992

｜｜編 ~ミ~ 
白老町 216.54/SH/2 新白老町史下巻 白老町町史編さん委員会 白老町町史編さん委員 1992

｜｜編 ~ 
登別町 216.55/N0/2 登別町郷土教育資料第二集 登別町教育研究所｜｜編 登別町教育研究所 1970 
登別町 216.55/NO 登別町史 登別町史編纂委員会 II編登別町 1967 
登別市 216.55/ A 明日を拓く 緑星の里創立二十周年 幌別鉄南連合町内会 幌別鉄南連合町内会 2003.9 

吾ロ竺tヨd，店6-.主

登別市 216.55/KY 郷土史探訪郷土史点描 宮武紳一｜｜著 登別市郷土文化研究会 2008.2
登別市 216.55/N0/1 市史ふるさと登別上巻 登別市史編さん委員会｜｜ 登別市役所 1985 

編
登別市 216.55/N0/2 市史ふるさと登別下巻 登別市史編さん委員会｜｜ 登別市役所 1985 

編
登別市 216.55/NO／シ 市史ふるさと登別資料編 登別市史編さん委員会｜｜ 登別市役所 1985 時の流れ（年表）: p359～ 

編 481 
登別市 216.55/NO 登別の歴史 登別市編さん委員会｜｜編 登別市 1986.9 やさしい史話
大滝村（伊達市） 216.56/0 大滝叙情 輝き続けるふるさとの思 大滝村総務課｜｜編 大滝村 2006.2 大滝村閉村記念誌

大滝村（伊達市） 216.56/0 大滝村史 大滝村企画財政課｜｜編 大滝村 1985 
大滝村（伊達市） 216.56/0/2 大滝村史続刊 大滝村総務課｜｜編 大滝村 2006.2 
洞爺村（洞爺湖町） 216.57/A 愛郷 成香開拓100年成香小学 記念実行委員会 1989 

校開校九十年記念誌
洞爺村（洞爺湖町） 216.57 I A 有珠山噴火当時に於ける向洞 秋冗長次部｜｜著 虻田村小学校用紙に筆書．

爺部落状況 自筆草稿
洞爺村（洞爺湖町） 216.57/0 拓 記念誌 大原開拓百年大原小学校大原開拓百年大原小学 1986.8

開校八十周年記念事業執校開校八十周年記念事
行委員会事業部編集委員業執行委員
会｜｜編

洞爺村（洞爺湖町） 216.57 /T0/1 洞爺村史［本編］ ［洞爺村｜｜編纂］ 洞爺村 1976 
洞爺村（洞爺湖町） 216.57 /T0/2 洞爺村史資料編 ［洞爺村｜｜編纂］ 洞爺村 1976 
洞爺村（洞爺湖町） 216.57 /TO 富丘の歴史 洞爺村 森美典｜｜編 洞爺村富E史刊行委員 1988.1

~ 、

洞爺村（洞爺湖町） 216.57 /TO 「富丘の歴史」後日語 洞爺村 森美典｜｜編 洞爺村富丘史刊行委員 1988.10 『富丘の歴史』（1988年干IJ)

~ の補遺・訂正編
洞爺村（洞爺湖町） 216.57 !T6/2 「富丘の歴史」後日語 森美典｜｜編 洞爺村富丘史刊行委員 2010.6 『富丘の歴史』（1988年刊）

~ の補遺・訂正編2
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壮瞥村 216.57 /SO 壮瞥村史 壮瞥村｜｜編 ［出版者不明］ 1921 

高橋伊太郎｜｜著
壮瞥町 216.57 /NA 仲とうや 仲洞爺開拓百周年記念 仲洞爺開拓100周年記念 仲洞爺開拓100周年記 1990 

誌 事業実行委員会｜｜編 念事業実行委員会
壮瞥村 216.57 /SO 壮瞥村史 壮瞥村史編纂委員会｜｜編壮瞥村 1958 
壮瞥町 216.57 /SO 壮瞥町史 壮瞥町史編さん委員会｜｜ 壮瞥町 1979 壮瞥町史年表：p1582～

編 1683 
壮瞥町 216.57 /SO 壮瞥町史 町制施行50周年記念 壮瞥町史編纂委員会｜｜編壮瞥町 2013.3 歴代町長・議長、現ニ役・

正副議長の肖像あり付属
資料：町制施行50周年記

念 50年をふりかえる
(DVD) 

虻田村（洞爺湖町） 216.58/A 虻田村誌 虻田村｜｜編 虻田村 1919 
虻田村（洞爺湖町） 216.58/A 虻田村誌 虻田村｜｜編 虻田町 1980 大正8年刊の復刻版
虻田村（洞爺湖町） 216.58/0 有珠虻田史 大内宗雄｜｜著 虻田町 1980 明治44年刊の復刻版
虻田町（洞爺湖町） 216.58/A 虻田町史 虻田町役場 1962 虻田町史年表：p1006～

1022 
虻田町（洞爺湖町） 216.58/A/1 物語虻田町史第1巻 虻田町史編集委員会｜｜編虻田町 [2004] 奥付の責任表示：虻田町

町史編集委員会虻田町
年表：p565～692文献：
p749～753 

虻田町（洞爺湖町） 216.58/A/2 物語虻田町史第2巻 虻田町史編集委員会｜｜編虻田町 1981.4 虻田町年表（江戸時代）：
p352～355文献：p356～
359 

虻田町（洞爺湖町） 216.58/A/3 物語虻田町史第3巻 虻田町史編集委員会｜｜編虻田町 2001.5 文献：巻末
虻田町（洞爺湖町） 216.58/A/4 物語虻田町史第4巻 虻田町史編集委員会｜｜編虻田町 1986.5 虻田町産業年表：p376～

389文献：p3390～393
虻田町（洞爺湖町） 216.58/A/5 物語虻田町史第5巻 虻田町史編集委員会｜｜編虻田町 1983.3 洞爺湖観光年表：p414～

423文献：p424～428
虻田町（洞爺湖町） 216.58/A／ヘツ 物語虻田町史別巻 虻田町史編集委員会｜｜編虻田町 2003 文献：686～687

岡田弘｜｜監修
虻田町（洞爺湖町） 216.58/HI 飛詞1 開基百年記念誌 記念誌編集委員会｜｜編 北海道立青年の家 1996 
虻田町（洞爺湖町） 216.58/0 新しい虻田町史のできるまで 岡村正吉｜｜著 虻田町 1981 「虻田町史」江戸時代編序

文別刷
虻田町（洞爺湖町） 216.59/TO 豊浦町礼文華『不冨』建立碑考坂之上観音堂横の不冨 虻田町郷土研究会 2006.3 リポーター：岡田光弘

建立碑の謎を中心に
伊達村 216.58/0 有珠虻田史 大内古城（宗雄）｜｜編 猪狩清右衛門 明44.9
伊達町 216.58/D 蝦夷がちしまの雪のあけぼの 伊達町史余話 伊達町文化協会｜｜編 伊達町文化協会 1969 
伊達町 216.58/D 朔北に挑む 伊達士族の移住と開拓 伊達市｜｜編 北海道出版企画セン 1980 

ター
伊達町 216.58/D 伊達 戦後50年写真で見るま 岡本光男｜｜編 コンポーズ・ユニ（印刷） 1997.9 

ちなみうつりかわり
伊達町 216.58/D 伊達町史 伊達町 1949 
伊達町 216.58/D 伊達町小史 百年のあゆみ 伊達町｜｜編 伊達町 1969 執筆者：横山勉山路初治

斉藤格＝福田喜一郎合

田武雄
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伊達町 216.58/D 伊達町関内のあゆみ 関内中学校ソウリツ20 1968.9 謄写刷

周年記念協賛会
伊達町 216.58/D 伊達町小史 伊達町 1964 
伊達町 216.58/D 百年の史録 伊達町｜｜編 伊達町 1970 
伊達市 216.58/D 伊達市史 伊達市史編さん委員会｜｜ 伊達市 1994 

編
伊達市 216.58/F 伊達郷土史 伊達の変遷 藤倉浩｜｜編 光健（印刷） 1988 
伊達市 216.58／ト10 松ケ枝町史 星泰輔｜｜著 星泰輔 1983 
伊達市 216.58/KI 郷土の歴史 喜門別開基百年記念誌 新田彰｜｜編 喜門別開基百年記念事 1993

業実行委員会事務局
伊達市 2i 6.58/KO 黄金のあゆみ 黄金史発行会｜｜編 伊達市 1998.2 開拓百三十年記念
伊達市 216.58/KO／ヘツ 黄金よもやまぱなし 黄金のあゆみ別冊 斉藤芳信｜｜著 伊達市 2002.12 
伊達市 216.58/0 樹海を拓く 伊達開拓歴史画小野津 ［小野運｜｜画］小貫文二｜｜小野運開拓歴史画保存 1992.8 著者の肖像あり

遺作集 編 fコh' 

伊達市 216.58/0 樹海を拓く 伊達開拓歴史画小野湾 ［小野津｜｜画］太細重秋 小野運開拓歴史画保存 2006.5 著者の肖像あり
遺作集 ｜｜編 f'玄‘ 

伊達市 216.58/SA 有珠見て歩る記 酒井卓晃挿画集 酒井卓晃｜｜編 渡辺印刷社 1984 
伊達市 216.58/SE 関内史 開基百二十五年記念 矢野康雄｜｜著 矢野康雄 1996.11 
伊達市 216.58/SE 関内の歴史 開基百＝十年記念 関内の歴史編纂会｜｜編 関内の歴史編纂会 2001.11 
伊達市 216.58/SU 写真集明治大正昭和伊達 官原清ニ｜｜編 国書刊行会 1980 
伊達市 216.58/W/1 新稿伊達町史上巻 渡辺茂｜｜編著 ＝一書房 1972 監修：高倉新一郎林善茂
伊達市 216.58/W/2 新稿伊達町史下巻 渡辺茂｜｜編著 ニ一書房 1972 監修：I罰倉新一郎林善茂
伊達市 216.58/SU/1 伊達郷土史 1 官原清ニ｜｜編 官原清ニ 1977 
伊達市 216.58/SU/2 伊達郷土史 2 官原清＝｜｜編 菅原清＝ 1977 
伊達市 216.58/SU/3 伊達郷土史 3 菅原清ニ｜｜編 戸国有J思＝泊Z忌Z二二 1982 
伊達市 216.58/SU/ 4 伊達郷土史 4 改訂版 菅原清ニ｜｜編 宮原清ニ 1984 
伊達市 216.58/SU/5 伊達郷土史 5 菅原清ニ｜｜編 菅原清ニ 1985 
伊達市 216.58/W 伊達小史 渡辺茂｜｜著 伊達市 1973 伊達小史年表：p119～138
豊浦町 216.59/SH 新山梨部落史（稿） 新山梨部落，新山梨小中学新山梨部落 1972 新山梨中学校統合記念

校｜｜編 謄写刷
豊浦町 216.59/TO 新豊浦町史 新・豊浦町史編纂委員会 豊浦町 2004.3 

｜｜編
豊浦町 216.59/TO 豊浦町史 渡辺茂 II編 豊浦町 1972 豊浦町年表：p835～848
豊浦町 216.59/TO 豊浦町地域発達史資料 ［豊浦町，豊浦町教育委員 豊浦町教育委員会 1967.5 

会 II編］
豊浦町 216.59/TO 豊浦の歴史あれこれ 昭和編 ［岩木昭直 II編］ 豊浦町 1991 
室蘭市 216.61/B 母恋南町の沿革 母恋南町町会創立20周 米田忠博｜｜著 米国忠博 1978.1 

年記念
室蘭市 216.61/C ちまいべつ 開基百五十周年開拓百 記念誌編集委員会｜｜編 石川町町会 2002.12 年譜：p130～138

＝十周年記念誌
室闇市 216.61/F むろらんふるさと百話 福田隆＝｜｜著 みやま書房 1973.5 
室蘭市 216.61/G 50年の歩み 創立50周年記念 130余 幕西町会創立50周年記念幕西町会 2005.10 

年の歴史をふまえて 誌部会｜｜編
室闇市 216.61/HI 青い目が見た室蘭の夜明け 平林正一，久末進一｜｜［共袖珍書林 1988.11 

著］
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室蘭市 216.61/TA/2 室蘭地方発達史下 谷村金次郎｜｜著 室関民報社 1952 
室闇市 216.61/TO 常盤町五十年のあゆみ 常盤町会創立50周年記念常盤町会 2005.3 書名は表紙から奥付書

事業実行委員会｜｜編 名：常盤町会創立50周年
記念誌「常盤町のあゆみ」

室闇市 216.61/Y 輪西のうつり変り 山内孝彦｜｜著 長浜印刷 1990.3 折り込図4枚
苫小牧町 216.62/TO 苫小牧町史 苫小牧町役場｜｜編纂 苫小牧町役場 1940 紀π二千六百年記念出版
苫小牧市 216.62/E 沿革史目でみる沼ノ端のあゆ 目でみる沼ノ端のあゆみ編苫小牧企画（印用リ） 1999.6 

み 集委員会｜｜編
苫小牧市 216.62/HO 写真集明治大正昭和苫小牧 堀江敏夫｜｜編 国書刊行会 1979 
苫小牧市 216.62/HO 苫小牧の自然と歴史 堀江敏夫｜｜編著 ［苫小牧市］ 1971 
苫小牧市 216.62/KY 郷土資料コーナーで見つけた ［苫小牧市立中央図書 [2007] 苫小牧市立中央図書館情

ふるさとの一片 館］ 報誌「ぱぴるすJ記事を集
めたもの

苫小牧市 216.62/0 王子製紙と苫小牧よもやま話 資料の向こうに歴史が見 新沼友啓｜｜著 ふるさと文化セミナー 2013.6 文献： 198p
える

苫小牧市 216.62/SE/1 先人が語る苫小牧第1号 記録集 苫小牧郷土文化研究会｜｜ 苫小牧郷土文化研究会 2001.12
編

苫小牧市 216.62/SE/2 先人が語る苫小牧第2号 記録集 苫小牧郷土文化研究会｜｜ 苫小牧郷土文化研究会 2004.3
編

苫小牧市 216.62/SE/3 先人が語る苫小牧第3号 記録集 苫小牧郷土文化研究会｜｜ 苫小牧郷土文化研究会 2005.12
編

苫小牧市 216.62/SE/ 4 先人が語る苫小牧第4号 記録集 苫小牧郷土文化研究会｜｜ 苫小牧郷土文化研究会 2010.5
3扇

苫小牧市 216.62/TO 苫小牧いろいろ話 鈴木幸雄｜｜著 鈴木幸雄 1996 
苫小牧市 216.62/TO 苫小牧郷土史年表 付郷土資料集 苫小牧郷土文化研究会｜｜ 苫小牧市教育委員会 1963 

編
苫小牧市 216.62/TO 苫小牧五十年の歴史 苫小牧市と港の変遷 ［出版者不明］ 2001 
苫小牧市 216.62/T0/1 苫小牧市形成調査 1 苫小牧商品等学校郷土研苫小牧南高等学校郷土 1984

究部｜｜編 研究部
苫小牧市 216.62/T0/2 苫小牧市形成調査 2（昭和59年 苫小牧南高等学校郷土 1985

度） 研究部
苫小牧市 216.62/T0/3 苫小牧市形成調査 3 苫小牧南高等学校郷土研苫小牧南高等学校郷土 1985

究部｜｜編 研究部
苫小牧市 216.62/TO/ 4 苫小牧市形成調査 4 苫小牧南高等学校郷土研苫小牧南高等学校郷土 1985

究部｜｜編 研究部
苫小牧市 216.62/TO/ 4－シ 苫小牧市形成調査 4資料編 苫小牧南高等学校郷土研苫小牧南高等学校郷土 1986

究部｜｜編 研究部
苫小牧市 216.62/T0/5 苫小牧市形成調査 5 苫小牧南高等学校郷土研苫小牧南高等学校郷土 1986

究部｜｜編 研究部
苫小牧市 216.62/T0/6 苫小牧市形成調査 6（昭和62年 北海道苫小牧南高等学 1988.3

度） 校郷土研究部
苫小牧市 216.62/T0/8 苫小牧市形成調査 8 北海道苫小牧南高等学 1990.3 書名は表紙による奥付の

校郷土研究部 書名：調査研究集録
苫小牧市 216.62/T0/9 苫小牧市形成調査 9 北海道苫小牧南高等学 1991.3 書名は表紙による奥付の

校郷土研究部 書名：調査研究集録
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市町村名 請求記号 書名 副書名 版表示 著（編）者名 出版者名 出版年月 注記
苫小牧市 216.62/Y 悠久二百年 苫小牧勇払悠久200年祭 苫小牧勇払悠久200年 2000.10 

記念誌編集委員会｜｜編 祭実行委員会

後志
後志 217/HO 北海道百年の歩み 後志編 ニュー北海企画社｜｜編 ニュー北海企画社 1981 
後志 217/ME 目で見る小樽・後志の100年 写真が語る激動のふるさ 合国一道｜｜監修 郷土出版社 2004.6 

と一世紀
後志 217/SH/1 後志郷土史シリーズ 1 後志郷土史研究会｜｜編 後志郷土史研究会 1960 
後志 217/SH/2 後志郷土史シリーズ 2 後志郷土史研究会｜｜編 後志郷土史研究会 1961 
後志 217/SH/3 後志郷土史シリーズ 3 後志郷土史研究会｜｜編 後志郷土史研究会 ［出版年不明］
後志 217/SH/4 後志郷土史シリーズ 4 後志郷土史研究会｜｜編 後志郷土史研究会 1962 
後志 217 /SH/5 後志郷土史シリーズ 5 後志郷土史研究会｜｜編 後志郷土史研究会 ［出版年不明］
後志 217/SH/6 後志郷土史シリーズ 6 後志郷土史研究会｜｜編 後志郷土史研究会 ［出版年不明］
後志 217/SH/7 後志郷土史シリーズ 7 後志郷土史研究会｜｜編 後志郷土史研究会 1964 
後志 217 /SH/8 後志郷土史シリーズ 8 後志郷土史研究会｜｜編 後志郷土史研究会 1966 
後志 217 /SH/9 後志郷土史シリーズ 9 後志郷土史研究会｜｜編 後志郷土史研究会 ［出版年不明］
後志 217/SH/10 後志郷土史シリーズ 10 後志郷土史研究会｜｜編 後志郷土史研究会 1987 
後志 217/SH/11 後志郷土史シリーズ 11 武井静夫｜｜編 後志郷土史研究会 2005.3 
後志 217 /SH 後志の人とみち 二十人の後志物語 後志物語編集委員会｜｜編後志支庁 1999.3 後志物語資料集
後志 217.1/1 岩内及古宇郡沿革 ［出版者不明］ ［出版年不明］ 罫紙に筆書き
後志 217.1/1 岩内及古宇郡沿革 ［出版者不明］ ［出版年不明］複写本
後志 217.1/KA 岩内古宇二郡誌 桂源五｜｜編 桂源五 1894.2 
後志 217.1/KA 岩内古宇二郡誌 桂源五｜｜編 桂源五 1894.2 複写本
後志 217.1/SH/2 後志郷土資料 2 ［出版者不明］ ［出版年不明］ 樋口忠次郎他後志郷土研

究所の手書き資料郷社神
威神社・入胴女郎子岩・網

切騒動旧事記・美谷郷土
資料・高島日記抄・西川伝

右衛門事蹟・高島記事抄

録他あり
後志 217.1/Z 図説小樽・後志の歴史（北海道 小樽市総合博物館｜｜監修郷土出版社 2008.11 

の歴史シリーズ）
積丹町 217.11/SH 積丹町史 積丹町史編さん委員会｜｜ 積丹町 1985.3 

編
積丹町 217.11/SH/1 積丹町史資料第1編 積丹町史編纂委員会｜｜編積丹町 1975.6 
積丹町 217.11/SH/2 積丹町史資料第2編 積丹町｜｜編 積丹町 1977 
古平町 217.11/F 町史ふるびら 古平町史編纂委員会｜｜編古平町 1954 
古平町 217.11/F 町史ふるびら 古平町｜｜編 古平町 1954 
古平町 217.11/F 古平小史 古平町史編纂委員会｜｜編古平町 1968 
古平町 217.11/F/1 古平町史第1巻 古平町史編さん委員会｜｜ 古平町 1973 

編
古平町 217.11/F/2 古平町史第2巻 古平町史編さん委員会｜｜ 古平町役場 1977 

編
古平町 217.11/F/3 古平町史第3巻 古平町史編纂委員会｜｜編古平町 1998.3 
古平町 217.11/F 北海道後志国古平郡古平町沿 古平町｜｜編 古平町 1918 

革誌
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市町村名 請求記号 書名 副書名 版表示 著（編）者名 出版者名 出版年月 注記
余市町 217.12/C 余市 地方史研究所｜｜編 余市町 1953 共同刊行：余市郷土史研

~~ 
余市町 217.12/KA あけゆく後方羊蹄 鍛治照ニ｜｜著 鍛治照ニ 1963 
余市町 217.12/NE 年表余市小史 余市町史編さん審議委員 余市町 1969.7 

会｜｜編
余市町 217.12/NO 登郷土史 登郷土史作成委員会｜｜編登町区会 1986 イ寸：t也図（4枚）
余市町 217.12/0 大浜中の百年 ［大浜中区会］20周年記念 大浜中区会20周年記念 1982

誌部会｜｜編 実行委員会
余市町 217.12/SA 栄町郷土史 栄町郷土史編集委員会｜｜ 余市町栄町ふるさとづく 1984.6

編 り実行委員会
余市町 217.12/TO ［豊丘町］郷土史 豊丘町郷土史編さん委員 豊丘町区会 1969 

会｜｜編
余市町 217.12/U 海山川の記憶 地図と写真に刻まれた 余市水産博物館｜｜編 余市水産博物館 2007.8 平成19年度（第33回）余市

ふるさと 水産博物館特別展図録
余市町 217.12/Y 余市町郷土誌 余市町教員会｜｜編 余市町教員会 1933 
余市町 217.12/Y よいちのあゆみ よいち・歴史保存会 1991.5 複写本
余市町 217.12/Y/1 余市郷土史第1巻 余市教育研究所｜｜編 余市教育研究所 1966 監修者：高倉新一郎7外崎

正次
余市町 217.12/Y/2 余市郷土史第2巻 余市教育研究所｜｜編 余市教育研究所 1968 監修者：高倉新一郎
余市町 217.12/Y/3 余市郷土史第3巻 余市町教育研究所編集委余市町教育研究所 1982.9 監修：高倉新一郎

員会｜｜編
余市町 217.12/Y /4 余市郷土史第4巻 余市教育研究所｜｜編 余市教育研究所 1987.11 監修：I笥倉新一郎
余市町 217.12/Y /5 余市郷土史第5巻 余市町｜｜著 余市町 1993 
余市町 217.12/Y/6 余市郷土史第6巻 余市町｜｜著 余市町 1995 
余市町 217.12/Y/7 余市郷土史第7巻 余市町｜｜著 余市町 1995 
余市町 217.12/Y /1 余市町史第1巻 余市町総務課，余市町史編余市町 1985.12 

集室｜｜編
余市町 217.12/Y /1 余市町史資料叢書第1輯 余市町史編さん室｜｜編 余市町史編さん室 1972 謄写印刷
余市町 217.12/Y/2 余市町史資料叢書第2輯 余市町史編さん室｜｜編 余市町史編さん室 1972 謄写印刷
余市町 217.12/Y/3 余市町史資料叢書第3輯 余市町史編さん室 II編 余市町史編さん室 1973 
余市町 217.12/Y /4 余市町史資料叢書第4輯 余市町史編さん室｜｜編 余市町史編さん室 1974 
余市町 217.12/Y/1 余市町史資料と研究 1 余市町史編さん室｜｜編 余市町 2006.3 
赤井川村 217.13/A 赤井川村史 赤井川村教育委員会｜｜編赤井川村 2004.2 
赤井川村 217.13/A 赤井川村史資料 赤井川村教育委員会｜｜編赤井川村 2004.2 
赤井川村 217.13/A 郷土のあゆみ 1957 赤井川村教育委員会｜｜編赤井川村教育委員会 1957 
赤井川村 217.13/A 郷土のあゆみ 追録再版赤井川村教育委員会｜｜編赤井川村教育委員会 1981 
仁木町 217.13/KU ふるさと再発見 久保武夫｜｜著 仁木町教育委員会 1991 
仁木町 217.13/KU/2 ふるさと再発見 久保武夫｜｜著 仁木町教育委員会 1997.12 
仁木町 217.13/NI 新仁木町史 仁木町教育委員会｜｜編 仁木町 2000.3 
仁木町 217.13/NI 仁木町史 ［仁木町｜｜編］ 仁木町 1968.9 執筆編さん：JTj端義平
大江村（仁木町） 217.13/0 大江百年 大江100年記念実行委員 大江100年記念実行委 1980 

会｜｜編 員＝宏，肉、

大江村（仁木町） 217.13/0 ［大江村］郷土昔、 古曽部五郎｜｜編 仁木尋常高等小学校 1937 
京極村 217.14/KY 尽極村史 示極村｜｜編 尽極村 1957 

阿部長之助｜｜編纂
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市町村名
泉極村

京極村

京極村

京極町

京極町

京極町

京極町

京極町

京極町

京極町

喜茂別町

喜茂別町

喜茂別町

喜茂別町

真狩村

真狩村

真狩村

真狩村

真狩村

真狩村

真狩村

真狩村

留寿都村

留寿都村

留寿都村

留寿都村

留寿都村

請求記号
217.14/KY 

・217.14/KY 

217.14/W 
217.14/NA 
217.14/KY 
217.14/KY 
217.14/KY 
217.14/KY 

217.14/SA 
217.14/W 
217.14/F 

217.14/KI 

217.14/Kl/1 

217.14/Kl/2 

217.15/MA 

217.15/MA 

217.15/MA/1 

217.15/MA/2 

217.15/MA/3 

217.15/MA/4 

217.15/MA/5 

217.15/MA 

217.15/KI 
217.15/KU 

217.15/MI 

217.15/MI 
217.15/R 

尽極村史

この土と共に

脇方郷土史

楢の木
共栄区史

共栄区史
京極町史

書名

追補京極町史

わっかたさっぷ
喜茂別町知来別部落史
双葉地区開拓の歩み

喜茂別町史

新喜茂別町史上巻

新喜茂別町史下巻

真狩村史

真狩村史

真狩村史編纂資料上編

真狩村史編纂資料中編

真狩村史編纂資料下編

真狩村史編纂資料続上編

真狩村史編纂資料続下・中編

真狩のあゆみ

北回線部落小史

開拓の泉

南三線開拓の歩み

南二線部落史
留寿都村史

副書名

尽極村開拓の話

80年のあゆみ

百年のあゆみ

創立大正七年三月
開拓80周年解放40周年

記念誌

88年記念

版表示

追補
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著（編）者名
泉極村｜｜編
阿部長之助｜｜編纂
［岡本又蔵｜｜談］

阿部長之助｜｜編
前田克己｜｜編

京極町共栄区会｜｜編

京極町共栄区会｜｜編
京極町史編纂委員会｜｜編

京極町史編さん委員会｜｜

編
佐々木六郎｜｜著

渡辺直七｜｜著
末崎喜義佐野昌治｜｜著

東前寛治｜｜編

喜茂別町史編さん委員会
｜｜編

喜茂別町編さん委員会｜｜
編

喜茂別町編さん委員会｜｜
編

一一出版者名
尽極村

前田克己

阿部長之助

前田克己

京極町共栄区会

京極町共栄区会
京極町
京極町

共同印刷（印刷）

渡辺直七
双葉開基93・開校90周
年記念事業協賛会
喜茂別町

喜茂別町

喜茂別町

[70周年記念村史編さん委真狩村
員会｜｜編］

真狩村史編さん委員会｜｜
編
真狩村｜｜編

真狩村｜｜編

真狩村｜｜編

真狩村｜｜編

真狩村 II編

真狩村｜｜編

北回線部落会｜｜編

黒田部落（留寿都村）｜｜編

南二線部落会｜！編
留寿都村史編集委員会｜｜

編

真狩村

真狩村

真狩村

真狩村

真狩村

真狩村

真狩村

北回線部落会

黒田部落開拓80周年解
放40周年記念祝賀協賛
ぷ』
A" 

南三線部落会

南二線部落会
留寿都村

出版年月
1957 

［出版年不明］

1959 
1998.8 
1980 
2001.2 
1977.3 
1998 

1990 
1971 
1993 

1969 

1997.3 

1997.3 

1965.1 

1994 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1994.7 

1985 
1981 

1985.4 

1985 
1969 

注記
複写本

出版情報はあとがきより
謄写刷
謄写刷

謄写刷

付：t也図（1枚）

執筆：新田茂一

年表・参考文献：p1633～
1686 
共同刊行：真狩村教育委
員会

共同刊行：真狩村教育委
員会

共同刊行：真狩村教育委
貝会

共同刊行：真狩村教育委
員会

共同刊行：真狩村教育委
員会

真狩村開基百年記念村勢
要覧

付：留寿都村地籍図集成
図（1枚）

限定版



市町村名 請求記号 書名 副書名 版表示 著（編）者名 出版者名 出版年月 注記
留寿都村 217.15/R 留寿都村史 留寿都村史編集委員会｜｜ 留寿都村 1969 限定版

編
留寿都村 217.15/R 留寿都村小史 風雪七十年 留寿都村史編集委員会｜｜ 留寿都村 1967 

編
留寿都村 217.15/R/1 留寿都村百年史 留寿都村史編纂委員会｜｜ 留寿都村 2001.9 

編
留寿都村 217.15/R/2 留寿都村百年史資料編 留寿都村史編纂委員会｜｜ 留寿都村 2001.9 

編
神恵内村 217.16/KA 郷土かもえない 神恵内村｜｜編 神恵内村 1972 
神恵内村 217.16/KA 古老が語る神恵内 その時私は見た聞いた 神恵内村｜｜編 神恵内村 1982 開村110年記念消防団

100年記念
泊村 217.16/TO 泊村史 蜂谷寅雄 II編 ［泊村］ 1967 泊村史年表：p655～692

文献：p692～698
泊村 217.16/T0/2 泊村史 2 泊村教育委員会｜｜編 ［泊村］ 2001.3 
共和村 217.17 /KY 共和村史第1集 ’共和村史編纂委員会｜｜編共和村教育委員会 1960 
共和町 217.17 /KY 共和町史 共和町史編さん委員会｜｜ 共和町 1972 年表：p909～916

編
共和町 217.17 /KY 新共和町史 共和町史編さん委員会｜｜ 共和町 2007.3 年表：p1155～1193

編
岩内町 217.17/HI 文献に現れた岩内 樋口忠次郎｜｜著 樋口忠次郎 1935 
岩内町 217.17 /HI 文献に現れた岩内 樋口忠次郎｜｜著 樋口忠次郎 1935 複写本
岩内町 217.17 /I 岩内沿革調書 ［出版者不明］ 1901 北海道庁等の諮問に対し

て編制されたもの
岩内町 217.17/1 岩内史年譜 第3版 佐藤弥十郎｜｜監修 岩内町 1970. 12 町制施行70周年記念号
岩内町 217.17/1 岩内史年譜 佐藤弥十郎｜｜編 岩内町 1949.7 町制施行五十年記念出版
岩内町 217.17/1 岩内史年譜 ［第2版］ 佐藤弥十郎｜｜編 ［岩内町］ [1963] 北海時報社シリーズNo.7
岩内町 217.17/1 岩内町郷土誌 岩内尋常高等小学校｜｜編岩内尋常品等小学校 1933 
岩内町 217.17/1 岩内の20世紀 写真集 ウエストカルチャークフブ， 岩宇郷土史研究会 2001 .3 

岩宇郷土史研究会｜｜編
岩内町 217.17/1 郷土の風土 岩内郷土研究会｜｜著 郷土の風土刊行会 1988. 11 
岩内町 217.17/1 築瀬公文書 ［岩内町郷土館｜｜編］ 岩内町郷土館 1977.3 監修：佐藤弥十郎編集：

森梢伍
岩内町 217.17/1/2 築瀬公文書 2 森梢伍｜｜編 岩内町郷土館 1980.3 
岩内町 217.17 /MO 弁財船往還記 北海道・岩内を拓いた人 森梢伍｜｜著 日本経済評論社 1983.6 岩内略年表：p403～420

びと
岩内町 217.17/NA 岩内案内 浪越重隆｜｜編 浪越重隆 1907 
岩内町 217.17 /NA 岩内案内 浪越重隆 II編 浪越重隆 1907 複写本
岩内町 217.17/SA 岩内郷土研究余滴 佐藤弥十郎｜｜著 ~t）毎日寺報社 1966 巻末に岩内史年譜あり

佐藤弥十郎喜寿記念刊行
会｜｜編

岩内町 217.17/SA 岩内町史 岩内町 1966 
岩内町 217.17/SA 岩内町史 岩内町 岩内町 1966 複写本
岩内町 217.17/SA 岩内町史年譜 佐藤弥十郎｜｜編 岩内町 1949 
岩内町 217.17 /SA/2 余滴その2 岩内の話 佐藤弥十郎 II著 余滴記念出版会 1974 
狩太町（ニセコ町） 217.18/KA 狩太町史 狩太町史編纂委員会｜｜編狩太町 1960 
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狩太町（ニセコ町） 217.18/KA/1 “狩太”力リブ卜夜話 1 狩太小学校社会科研究部狩太小学校 1952 郷土史編纂資料の第1輯

｜｜編 として
狩太町（ニセコ町） 217.18/KA/2 “狩太”力リブト夜話 2 狩太小学校社会科研究部狩太小学校 1954 郷土史編纂資料の第2輯

｜｜編 として
狩太町（ニセコ町） 217.18/KA/3 “狩太”カリブト夜話 3 狩太小学校社会科研究部狩太小学校 1955 郷土史編纂資料の第3輯

｜｜編 として
狩太町（ニセコ町） 217.18/KA/3-6 “狩太”力リブト夜話 3～6 狩太小学校社会科研究部狩太小学校 1955-1956 郷土史編纂資料の第3輯

｜｜編 ～第6輯として複写
狩太町（ニセコ町） 217.18/KA/4 “狩太”力リブト夜話 4 狩太小学校社会科研究部狩太小学校 1956 郷土史編纂資料の第4輯

｜｜編 として
狩太町（ニセコ町） 217.18/KA/5 “狩太”力リブ卜夜話 5 狩太小学校社会科研究部狩太小学校 1956 郷土史編纂資料の第5輯

｜｜編 として
狩太町（ニセコ町） 217.18/KA/6 “狩太”力リブト夜話 6 狩太小学校社会科研究部狩太小学校 1956 郷土史編纂資料の第6輯

｜｜編 として
狩太町（ニセコ町） 217.18/KA/7 “狩太”力リブト夜話 7 狩太小学校社会科研究部狩太小学校 1958 郷土史編纂資料の第7輯

｜｜編 として
狩太町（ニセコ町） 217.18/KA/8 “狩太”力リブト夜話 8 狩太小学校社会科研究部狩太小学校 1967 郷土史編纂資料の第8輯

！｜編 として
狩太町（ニセコ町） 217.18/KA/S8 郷土誌 狩太尋常高等小学校｜｜編狩太尋常高等小学校 [1933] 謄写印刷
ニセコ町 217.18/NI ニセコ ニセコ町開基100年記念 ニセコ町 2001.9 

聖同，士ι、

ニセコ町 217.18/NI ニセコ町史 ニセコ町史編さん委員会｜｜ニセコ町 1982.3 
編

ニセコ町 217.18/Nl/1 ニセコ町百年史上巻 ニセコ町百年史編さん委員ニセコ町 2002.3 
会｜｜編

ニセコ町 217.18/Nl/2 ニセコ町百年史下巻 ニセコ町百年史編さん委員ニセコ町 2002.3 
会｜｜編

関越町 217.18/R 蘭越町史 蘭越町 1964 
関越町 217.18/SH 新蘭越町史 蘭越町史編集委員会｜｜編蘭越町 1999.12 年表・おもな参考文献なら

びに資料：p1009～1203
黒松内町 217.19/KU 郷土くろまつない 黒松内町郷土誌編さん委 黒松内町教育委員会 1960 

員会｜｜編
黒松内町 217.19/KU 黒松内町開村120周年記念誌 1879-1999 黒松内町｜｜編ぎょうせい黒松内町 1999.9 

｜｜制作
黒松内町 217.19/KU 私たちの町の主なできごと 年代表 黒松内町郷土誌編さん委 黒松内町教育委員会 1960 「郷土くろまつない」の附録

員会｜｜編
黒松内町 217.19/KU/1 黒松内町史上巻 黒松内町｜｜編 黒松内町 1987.3 
黒松内町 217.19/KU/2 黒松内町史下巻 黒松内町｜｜編 黒松内町 1993 
寿都町 217.19/B 郷土資料 外篇 美谷小学校 II編 美谷小学校 1934 
寿都町 217.19/SA 磯谷村史 斉藤常作，射水辰ニ｜｜編斉藤常作 1981 
寿都町 217.19/SA 尻別と恵曽谷物語 斉藤常作｜｜著 斉藤常作 1985.1 

斉藤秀宇｜｜編
寿都町 217.19/SU 寿都五十話 ニシン・鉄道・鉱山そして 山本竜也｜｜著 書躍山住 2014.3 年表寿都五十話の軌跡：

人々の記憶 p761～769 
寿都町 217.19/SU 寿都町史 寿都町教育委員会｜｜編 寿都町 1974 寿都町年表：p517～579
寿都町 217.19/SU/2 寿都町史 2 寿都町教育委員会｜｜編 寿都町 1987.3 
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歌棄町（寿都町） 217.19/A 歌棄町史 荒谷七生｜｜著 荒谷七生 1960 歌棄町年表附覚書（壱）巻

末にあり謄写刷
島牧村 217.19/SH 島牧村史 島牧村教育委員会｜｜編 島牧村 1990 
島牧村 217.19/SH 島牧村史年表 島牧村史編さん委員会｜｜ 北海道島牧郡島牧村 1984.3 

編
島牧村 217.19/SH／ツイ 島牧村史村史本編年表追補版 島牧村教育委員会｜｜編 島牧村 2007.10 
倶知安町 217.21/KU ［倶知安］郷土誌昭和7年度版 倶知安尋常品等小学校｜｜ 倶知安尋常品等小学校 1932 謄写印刷

編
倶知安町 217.21/KU ［倶知安］郷土誌昭和7年度版 倶知安尋常両等小学校｜｜ 倶知安尋常高等小学校 1932 複写本

編
倶知安町 217.21/KU 倶知安町史 倶知安町史編纂委員会椎倶知安町史刊行期成会 1951

谷泰司，上野良夫｜｜編
倶知安町 217.21/KU 倶知安町史 倶知安町史編纂委員会｜｜ 倶知安町 1961.8 

編
倶知安町 217.21/KU 倶知安の八十年 倶知安町 1971.8 
倶知安町 217.21/KU ［倶知安町］郷土誌資料集 ［出版年不明］稿本原稿用紙にぺン書き
倶知安町 217.21/KU/1 倶知安郷土シリーズ 1 倶知安郷土研究会｜｜編 倶知安郷土研究会 1985 
倶知安町 217.21/KU/2 倶知安郷土シリーズ 2 倶知安郷土研究会｜｜編 倶知安郷土研究会 1986 
倶知安町 217.21/KU/3 倶知安郷土シリーズ 3 倶知安郷土研究会｜｜編 倶知安郷土研究会 1986 
倶知安町 217.21/KU/5 倶知安郷土シリーズ 5 倶知安郷土研究会｜｜編 倶知安郷土研究会 1987.6 
倶知安町 217.21 /KU/6 倶知安郷土シリーズ 6 倶知安郷土研究会｜｜編 倶知安郷土研究会 1988 
倶知安町 217.21/KU/7 倶知安郷土シリーズ 7 倶知安郷土研究会｜｜編 倶知安郷土研究会 1988 
倶知安町 217.21/KU/8 倶知安郷土シリーズ 8 倶知安郷土研究会｜｜編 倶知安郷土研究会 1988 
倶知安町 217.21/KU/9 倶知安郷土シリーズ 9 矢吹俊男｜｜編 倶知安郷土研究会 1994 
倶知安町 217.21/KU/1 倶知安町百年史上巻 倶知安町｜｜編 倶知安町 1993 
倶知安町 217.21 /KU/2 倶知安町百年史中巻 倶知安町｜｜編 倶知安町 1993 
倶知安町 217.21/KU/3 倶知安町百年史下巻 倶知安町｜｜編 倶知安町 1995 
倶知安町 217.21/U 美しき大地の讃歌 四季の詩流れるまち一 倶知安町｜｜編 倶知安町 1991.7 倶知安百年のあゆみ・年

くっちゃん倶知安町開基 表：p66～71
百年記念誌

倶知安町 217.21/Y 倶知安史 山田実次｜｜著 山田実次 1916 筆名山田羊麓
倶知安町 217.21/Y 倶知安史 山田実次｜｜著 山田実次 1916 筆名：山田羊麓
小樽市 217.22/A 赤岩今昔物語 郷土史「あかいわ」研究会郷土史「あかいわ」研究 2001.4

｜｜編 ~ 
小樽市 217.22/A 赤岩今昔物語 改訂版 郷土史「あかいわ」研究会郷土史「あかいわJ研究 2002.3 限定印刷No.106

｜｜編 ~ 
小樽市 217.22/A 朝里郷土史 朝里小学校｜｜編 朝里小学校 1959 社会科資料集（前編）歴史

伝承物語
小樽市 217.22/A 北の港町小樽 都市の診断と小樽運河 荒巻字｜｜著 古今書院 1984.8 
小樽市 217.22/E 小樽市稲穂1丁目会の歩み 創立30周年記念によせ 江田重雄｜｜著 江田ムフ 1986.8 

て
小樽市 217.22/HI 五十年のあゆみ 小樽市東小樽町内会 創立五十周年記念実行 2001.10

委員会
小樽市 217.22/HI 祝津町史 樋口忠次郎｜｜編著 祝津郷知会 1972 
小樽市 217.22/1 色内港町町内会創立30周年記歴史と小樽運河の街 色内港町町内会｜｜編 色内港町町内会 2001.2 

~、圭回，±i;., 
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小樽市 217.22/KO いなりの坂 小林広｜｜著 尚古堂書店 2002.11 楽堂・小林広遺稿再編

小林定典朝里郷土史資
料調査研究所｜｜編

小樽市 217.22/KO 富岡町史初編 小池信繁 II著 小池信繁 1960序
小樽市 217.22/K0/2 富岡町史続編 小池信繁｜｜著 小池信繁 1969 
小樽市 217.22/KO 花園町史 小池信繁｜！著 小池信繁 1962 
小樽市 217.22/K0/1 緑・最上両町史 小池信繁｜｜著 小池信繁 1954 
小樽市 217.22/K0/2 緑・最上両町史続 小池信繁｜｜著 小池信繁 1959 
小樽市 217.22/KU 紋章の事など 小樽市史編纂室｜｜編 小樽市史編纂室 1952 編者：小樽市史編纂室倉

内とありタイプ印刷
小樽市 217.22/MI おたる ひと・さか・まち 水口忠｜｜著 水口忠 1979 朝日「小樽点描」より
小樽市 217.22/0 小樽郡奥沢村資料 ［出版者不明］ 1882～1897 和
小樽市 217.22/0/1 小樽市史第1巻 小樽市役所｜｜編纂 小樽市役所 1943 
小樽市 217.22/0/1 小樽市史第1巻 小樽市 1958 
小樽市 217.22/0/1 小樽市史第2巻 小樽市 1958 複写本
小樽市 217.22/0/1 小樽市史第1巻 小樽市｜｜編 国書刊行会 1981.10 小樽市1958年刊の復刻
小樽市 217.22/0/2 小樽市史第2巻 小樽市役所｜｜編纂 小樽市役所 1943 
小樽市 217.22/0/2 小樽市史第2巻 小樽市 1963.2 折り込表2枚
小樽市 217.22/0/2 小樽市史第2巻 小樽市｜｜編 国書刊行会 1981.10 小樽市1963年刊の復刻
小樽市 217.22/0/3 小樽市史第3巻 小樽市役所｜！編輯 小樽市役所 1944 
小樽市 217.22/0/3 小樽市史第3巻 小樽市 1964 
小樽市 217.22/0/3 小樽市史第3巻 小樽市｜｜編 国書刊行会 1981.10 小樽市1964年刊の復刻
小樽市 217.22/0/4 小樽市史第4巻 小樽市 1966 
小樽市 217.22/0/4 小樽市史第4巻 小樽市｜｜編 国書刊行会 1981.10 小樽市1966年刊の復刻
小樽市 217.22/0/5 小樽市史第5巻 小樽市 1967 
小樽市 217.22/0/5 小樽市史第5巻 小樽市｜｜編 国書刊行会 1981.10 小樽市1967年刊の復刻
小樽市 217.22/0/6 小樽市史第6巻 小樽市 1969 
小樽市 217.22/0/6 小樽市史第6巻 小樽市｜｜編 国書刊行会 1981.10 小樽市1969年刊の復刻
小樽市 217.22/0/7 小樽市史第7巻 小樽市 1993.3 
小樽市 217.22/0/8 小樽市史第8巻 小樽市 1994 
小樽市 217.22/0/9 小樽市史第9巻 小樽市 1995 
小樽市 217.22/0/10-1 小樽市史第10巻[1] 小樽市 2000.2 
小樽市 217.22/0/10四 2 小樽市史第10巻凶 小樽市 2000.2 
小樽市 217.22/0/1 小樽市史稿本第1冊 小樽市｜｜編 小樽市 1939 複写本
小樽市 217.22/0/2 小樽市史稿本第2冊 小樽市｜｜編 小樽市 1939 
小樽市 217.22/0/2 小樽市史稿本第2冊 小樽市｜｜編 小樽市 1939 複写本
小樽市 217.22/0/3 小樽市史稿本第3冊 小樽市｜｜編 小樽市 1939 
小樽市 217.22/0/3 小樽市史稿本第3冊 小樽市｜｜編 小樽市 1939 複写本
小樽市 217.22/0/4 小樽市史稿本第4冊 小樽市｜｜編 小樽市 1939 
小樽市 217.22/0/5 小樽市史稿本第5冊 小樽市｜｜編 小樽市 1939 
小樽市 217.22/0 小樽市史資料展覧会目録 小樽市｜｜編 小樽市 1923 大正12年10月15・16・17

開催於・公会堂
小樽市 217.22/0 小樽市史年表 小樽郷土研究会｜｜編 新星社 1953 
小樽市 217.22/0 小樽史談会発表論題 小樽史談会例会300回記 西田正信｜｜編 西田正信 1995.6 

4’t昼z，、、
小樽市 217.22/0 小樽史談会例会400回記念誌 ［小樽史談会｜｜編］ 小樽史談会 2004.1 
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檎山 218/MI 函館・道南大事典 南北海道史研究会｜｜編 国書刊行会 1985.8 監修：須藤隆仙
槍山 218.13/SE 瀬棚太櫓郡勢全 瀬棚太櫓郡農会｜｜編 瀬棚太櫓郡農会 1914 
槍山 218/Z 図説函館・渡島・桧山の歴史 佐々木馨｜｜監修 郷土出版社 2008.6 
今金町 218.11/1 今金町史 今金町史編集委員｜｜編 今金町 1958 
今金町 218.11/1 今金町史 今金町史編集委員｜｜編 今金町 1958 複写本
今金町 218.11/1 今金町関係資料 ［ト部／信臣｜｜編］ ［卜部信臣］ ［出版年不明］ 写真を主にアルバムに貼

付したもの
今金町 218.11/I インマヌエルの丘 今金の歴史 園田洋二｜｜著 ぴりか塾 1994 
今金町 218.11/1 開拓国想録 今金町開基70周年記念 今金町開拓団想録編集委今金町 1967 

員会｜｜編
今金町 218.11/1/1 今金町史上巻 改訂 今金町｜｜編 今金町 1991.1 
今金町 218.11/1/2 今金町史下巻 改訂 今金町役場 1994 
今金町 218.11/NE 年表沿革史 今金町｜｜編 今金町 1987 
今金町 218.11/NE 年表沿革史 今金町｜｜編 今金町 1992 
北桧山町（せたな町） 218.12/KI 北桧山町史 北桧山町（北海道） 北桧山町 1981.12 
北桧山町（せたな町） 218.12/KI 北桧山町五十年のあゆみ 北桧山町町史編集室 II編 北桧山町 2004.12 布装
北桧山町（せたな町） 218.12/NI ひらけゆく丹羽 部落誌 「ひらけゆく丹羽」編集委員丹羽連合部洛会 1991.3 付（6p）：丹羽連合部落会々

会｜｜編著 員名簿
北桧山町（せたな町） 218.12/SE 先人の意気 利別平野の開拓 ［北桧山高等学校｜｜編］ 北海道北桧山高等学校［199-]
北桧山町（せたな町） 218.12/W わかまっ百年 若松開基百年実行委員会若松開基百年実行委員 1995

総務部｜｜編 ~ 
東瀬棚町（せたな町） 218.12/HI 東瀬棚町史 東瀬棚町教育研究所｜｜編東瀬棚町教育研究所 1953 
丹羽村（せたな町） 218.13/NI 我が丹羽村の経営 丹羽五郎｜｜著 丹羽五郎 1926 附録丹羽五郎自叙略伝
丹羽村（せたな町） 218.13/NI 我が丹羽村の経営 丹羽五郎｜｜著 丹羽五郎 1926 附録丹羽五部自叙略伝
丹羽村（せたな町） 218.13/NI 我が丹羽村の経営 丹羽五郎 II著 丹羽五郎 1928 記念祭概況丹羽五郎自

叙略伝愛孫丹羽太郎あ

り
丹羽村（せたな町） 218.13/NI 我が丹羽村の経営 丹羽五郎｜｜著 丹羽五郎 1928 記念祭概況丹羽五郎自

叙略伝愛孫丹羽太郎あ

り
瀬棚町（せたな町） 218.13/SE 瀬棚町史 瀬棚町史編纂委員会｜｜編瀬棚町 1991.3 

纂
瀬棚町（せたな町） 218.13/SE 瀬棚町史「二十一世紀への歩 一九八一年～二000 瀬棚町企画商工課｜｜編 瀬棚町 2000.11 

み」 年
瀬棚町（せたな町） 218.13/SE 瀬棚町史年表 開基百年記念 瀬棚町教育委員会｜｜編 瀬棚町教育委員会 1980 
大成村（せたな町） 218.14/KU 久遠郡年表（大成村） 北海道大成高等学校郷 1961.6 謄写版

土史研究部
大成村（せたな町） 218.14/TA 大成村の歩み ［松本良雄｜｜著］ 大成村 1966 
大成村（せたな町） 218.14/TA 大成村の歩み ［松本良雄｜｜著］ ［松本良雄］ 1966 謄写印刷
大成町（せたな町） 218.14/MA/1 大成町こぼれ話し 1 松林詮｜｜著 大成町教育委員会 1990 
大成町（せたな町） 218.14/MA/2 大成町こぼれ話し 2 松林誼｜｜著 大成町教育委員会 1990 
大成町（せたな町） 218.14/MA/4 大成町こぼれ話し 4 ［松林讃｜｜著］ 大成町教育委員会 1993 
大成町（せたな町） 218.14/MA/5 大成町こぼれ話し 5 ［松林詮｜｜著］ 大成町教育委員会 1996 
大成町（せたな町） 218.14/TA 大成町史 大成町史編集委員会｜｜編大成町 1984 付録：大成町で、見かける

野鳥
大成町（せたな町） 218.14/TA 大成町の歴史と産業 ［大成高等学校｜｜編］ 大成高等学校 2005.11 監修：内藤佳和
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熊石村（八雲町） 218.15/KU 熊石村沿革史 ［出版者不明］ ［出版年不明］複写本
熊石町（八雲町） 218.15/KU 熊石町史 熊石町 熊石町 1987.9 
熊石町（八雲町） 218.15/KU 熊石町小史 第一法規出版株式会社｜｜ 熊石町 1987.9 

編
熊石町（八雲町） 218.15/KU 熊石町史概説 熊石町役場 1968 
乙部町 218.16/HA 乙部町町史年表（草稿） 莱梨孝幸｜｜編 葉梨孝幸 1968 
乙部町 218.16/0 乙部町史年表 乙部町史編さん審議会｜｜ 乙部町 2003.3 

編
乙部町 218.16/0 乙部町抄史 乙部町｜｜編 乙部町 1979. 11 
乙部町 218.16/0/1 乙部町史上巻 乙部町史編さん審議会｜｜ 乙部町 2001.3 

編
乙部町 218.16/0/2 乙部町史下巻 乙部町史編さん審議会｜｜ 乙部町 2001.3 

編
厚沢部村 218.17/A/3 桜鳥第3巻 厚沢部町史編纂委員会｜｜ 厚沢部町 1988 

編
厚沢部町 218.17 /A アスナロ山（桧山）の歴史と私た 厚沢部村史編纂委員会｜｜ 厚沢部村 1936 

ちの村とのつながり 編
新明清｜｜編纂

厚沢部町 218.17 /A 厚沢部町史年表 （斉明4年～平成11 厚沢部町 II［編］ 厚沢部町 2001. 1 
年）（658年～1999年）

厚沢部町 218.17/A 桜鳥は語る 厚沢部町小史 厚沢部町史編纂委員会｜｜ 厚沢部町 1981. 12 
編

厚沢部町 218.17/A/1 桜鳥［第1巻］ 厚沢部町の歩み 厚沢部町史編纂委員会｜｜ 厚沢部町 1981 昭和44年刊の復刻

編
厚沢部町 218.17/A/2 桜鳥第2巻 厚沢部町の歩み 厚沢部町史編集委員会｜｜ 厚沢部町 1981.3 

編
上ノ国村 218.18/KA 上ノ国村郷土誌 上ノ国河北高等尋常小学 上ノ国河北高等尋常小 1934 巻末に附録として上ノ国河

校｜｜編 学校 北高等尋常小学校沿革の

概要あり謄写刷
上ノ国村 218.18/KA 上ノ国村小誌 上ノ国村｜｜編 上ノ国村 1935.12 上ノ国五百年史年表：p9

～14 
上ノ国村 218.18/MA/1 上ノ国村史 松崎岩穂｜｜著 上ノ国町役場 1956 
上ノ国村 218.18/MA/2 上ノ国村史 松崎岩穂｜｜著 上ノ国村役場 1962.10 
上ノ国町 218.18/KA かみのくにの歴史散歩 上ノ国のあゆみ 上ノ国町 II編 上ノ国町 1978 
上ノ国町 218.18/KA かみのくにの歴史散歩 上ノ国町教育委員会 [1986] 
上ノ国町 218.18/MA 上ノ国村史 復刻版 松崎岩穂｜｜著 上ノ国町役場 1978.10 折込図：牧野改良概要塁

図原本の出版年：昭和31
年

江差町 218.2/E/1 江差町史第1巻 資料1 江差町史編集室｜｜編 江差町 1977. 12 付（図37枚箱入）：西蝦夷
地御場所絵図

江差町 218.2/E/2 江差町史第2巻資 料2 江差町史編集室｜｜編 江差町 1978.10 付（図12枚箱入）：江差附

図
江差町 218.2/E/3 江差町史第3巻資 料3 江差町史編集室｜｜編 江差町 1979. 11 
江差町 218.2/E/4 江差町史第4巻資 料4関川家 江差町史編集室｜｜編 江差町 1981 .3 

文書
江差町 218.2/E/5 江差町史第5巻通説1 江差町史編纂室｜｜編 江差町 1982.3 
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江差町 218.2/E/6 江差町史第6巻通説2 江差町史編集室｜｜編 江差町 1983 
江差町 218.2/E/6－ヘツ 江差町史第6巻通説2別冊 江差町 1983 
江差町 218.2/E/7ーシ5 江差町史第7巻資料編5 江差町史編纂室｜｜編 江差町 1994 
江差町 218.2/E/8－サク 江差町史第8巻索引 江差町史編纂室｜｜編 江差町 1997.3 
江差町 218.2/E/8ーネン 江差町史第8巻年表 江差町史編纂室｜｜編 江差町 1997.3 
江差町 218.2/E/9ーツウ3 江差町史第9巻通説3 江差町史編纂室｜｜編 江差町 1994 
江差町 218.2/E/10ーツウ4 江差町史第10巻通 説4 江差町史編纂室｜｜編 江差町 1995 
江差町 218.2/E/11 江差町史第11巻通説5 江差町史編纂室｜｜編 江差町 1997.3 
江差町 218.2/E 写真で見る江差町史 写真で見る江差町史編集江差町 1997 

委員会｜｜編
江差町 218.2/KA 江差 川竹駒吉｜｜著 国書刊行会 1974 複刻版（明治34年発行の

複刻）
江差町 218.2/SH 江差郷土史年表 白石武臣｜｜編 江差教育委員会 1958 
江差町 218.2/Y 柳崎郷土史どんば 柳崎町内｜｜編 柳崎町内会 1992 
奥尻村 218.3/0 奥尻島誌 奥尻島誌編纂委員会｜｜編［奥尻島誌編纂委員会］ 合冊タイプ印刷
奥尻町 218.3/0 奥尻町史 奥尻町史編さん委員会｜｜ 奥尻町 1969 年表：p312～325

編
奥尻町 218.3/0/1 新奥尻町史上巻 奥尻町町史編さん委員会 奥尻町 1997 参考文献：p522～523

｜｜編
奥尻町 218.3/0/2 新奥尻町史下巻 奥尻町町史編さん委員会奥尻町 2003.2 参考文献：p519～520

｜｜編
奥尻町 218.3/SU 奥尻島今は昔 諏訪正凱｜｜著 ［諏訪正凱］ 1986 表紙書名：「いろはで綴る

奥尻島今は昔」

渡島
渡島 218.5/A 函館今昔帳 阿部竜夫｜｜著 無風帯社 1959 
渡島 218.5/HA 『函館支庁管内町村誌』解題 鈴江英一｜｜著 松前町史編集室 1985 「松前藩と松前J23号抜刷

と24号抜刷を合本
渡島 218.5/HO 渡島支庁の沿革（資料） 北海道渡島支庁｜｜編 北海道渡島支庁 1963 
渡島 218.5/HO 渡島のあゆみ 渡島支庁沿革史 渡島支庁OB会｜｜編 渡島支庁OB会 1989.3 監修：北海道渡島支庁
渡島 218.5/MA 近世渡島地方史 松本隆｜｜著 松前史談会 1958 
渡島 218.5/ME 目で見る渡島東沿岸の100年 写真が語る激動のふるさ 富沢嘉平｜｜監修 郷土出版社 2003.2 山越郡・茅部郡・亀田郡

と一世紀 （恵山町・戸井町・椴法華

村）
渡島 218.5/ME 自で見る函館・上磯郡・亀田郡写真が語る激動のふるさ 富沢嘉平 II監修 郷土出版社 2002.12 函館市・知内町・木古内

の100年 と一世紀 町・上磯町・大野町・七飯

町
長万部町 218.51/0 オ・シャマンペ 0・shamampe 長万部町山村歴史ブック 長万部町｜｜編 長万部町 1996.3 
長万部町 218.51/0 長万部熱き鼓動 長万部町開基120年・町 長万部町企画振興課 II編長万部町 1994.3 

制施行50年記念写真集
長万部町 218.51/0 長万部町史 長万部町史編集室｜｜編 長万部町 1977.10 
長万部町 218.51/0 長万部町史年表 長万部町｜｜編 長万部町 1973 開基100周年、町制施行30

周年記念
長万部町 218.51/0 人・交・心・通・街 長告万リ部町開基百二十年 長万部町｜｜編 長万部町 1993 

町五十年記念町勢要
匡~と
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八雲町 218.52/HA 花浦郷土史 花浦農業組合｜｜編 花浦農業組合 1975 
八雲町 218.52/HO 北海道山越郡八雲町の士族移 原誠｜｜著 原誠 2004 2003年度修士論文（~t海

民について 道大学）
八雲町 218.52/KU 熊石史実年表 八雲町 2007.2 
八雲町 218.52/MI 旧尾張藩北海道開拓小史稿 水谷盛光｜｜著 志賀の会 1965 
八雲町 218.52/MO もっとおもしろ読本 八雲はどんな町 若人の集い｜｜編 若人の集い 1998.8 
八雲町 218.52/MO もっともっとおもしろ読本やくも 平和・人・未来 若人の集い｜｜編 若人の集い 2009.2 付属資料：『オジロワシ八

雲の自然』（CD1枚）
八雲町 218.52/NO 野田生百年 野田生開拓百年記念事 1988.10

業協賛会
八雲町 218.52/0 大新九十年史 大新農業協同組合｜｜編 大新農業協同組合 1978.5 
八雲町 218.52/0 尾張藩士の八雲開拓と文化懐和合会八十周年記念 和合会｜｜［編］ 和合会 1995.9 主催：和合会後援：八雲

古展 町・八雲町教育委員会
八雲町 218.52/0 蓬かに波涛を凌ぎて－創業ー 大島日出生｜｜著 八雲郷土史研究会 1953 八雲町開基75周年記念号
八雲町 218.52/TS 村の創業 都築省ニ｜｜著 実業之日本社 1917 
八雲町 218.52/TS 村の創業 都築省三｜｜著 満州移住協会 1944 
八雲町 218.52/TS 村の創業 増補改訂都築省ニ｜｜著 徳川家開拓移住人和合 1968 初版：実業之日本社大正6

版 ~ 年刊
八雲町 218.52/Y 八雲郷土史年表（八雲郷土史 八雲郷土史研究会｜｜編 八雲町郷土史研究会 1952 

研究集録第1号）
八雲町 218.52/Y 八雲町史 八雲町｜｜編 八雲町 1957 
八雲町 218.52/Y/1 八雲町史上巻 改訂 八雲町史編さん委員会｜｜ 八雲町役場 1984 

編
八雲町 218.52/Y/2 八雲町史下巻 改訂 八雲町史編さん委員会｜｜ 八雲町役場 1984 

編
八雲町 218.52/Y/1 八雲町史上巻 3訂 八雲町 2013.3 
八雲町 218.52/Y/2 八雲町史下巻 3訂 八雲町 2013.3 
八雲町 218.52/Y 八雲町史年表 八雲町｜！編 八雲町 1955.3 
八雲町 218.52/Y 八雲町百年のあゆみ 八雲町写真年表（先史～ 八雲町総務課｜｜編 八雲町 1979.2 

昭和53年）
八雲町 218.52/Y 山越内 八雲郷土史研究会｜｜編 八雲郷土史研究会 1954 謄写印刷
落部村（八雲町） 218.52/0 落部村郷土史 渡島教育会落部村支会｜｜ 渡島教育会落部村支会 1939

編
森町 218.53/G グフフもり 会期120周年記念 森町役場総務課｜｜編 森町 1978 製作協力／森地方史
森町 218.53/HA 波；喜を越えて 新川町郷土史 小林君雄｜｜編著 長門出版社印刷部（印 2000.9 

刷）
森町 218.53/KI 北の桃源郷 濁川百年のあゆみ 濁川開拓百年総務部｜｜編濁川開拓百年記念事業 1997.4

協賛会
森町 218.53/KO 新聞で語る森町の枇政事件 権力と闘った人々の記録 小井田武｜｜編著 森地方史研究会 1983.8 
森町 218.53/MO 森町史 森町｜｜編 森町 1980.3 
森町 218.53/KO 森町沿革史年表 解説付 小林露竹｜｜編 森町教育委員会 1968 森町開基百十年記念出版

表紙・奥付の書名：北海道
渡島国森町沿革史年表

森町 218.53/KO 森町沿革史年表 小林露竹｜｜編 森町教育委員会 1958 森町開基百年記念出版
表紙の書名：北海道渡島
国森町沿革史年表
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市町村名 請求記号 書名 副書名 版表示 著（編）者名 出版者名 出版年月 注記
森町 218.53/KO 森町沿革史料 小林露竹｜｜編 森町教育委員会 1950-1956 第1集ー第5集合本
森町 218.53/KO 森町沿革史料 小林露竹｜｜編 森町教育委員会 1950-1956 第1集ー第5集合本
森町 218.53/MO 森町沿革小史 森町｜｜編 森町 ［出版年不明］ 謄写刷
森町 218.53/KO 森町の歴史散歩 森地方史研究会｜｜編 森地方史研究会 1982.10 
森町 218.53/MO 森町のうつり変わり 森町史写真集 森町｜｜編 森町 1988.12 
森町 218.53/MO もりまちの昔を語る会・作文コンもりまち・140周年記念 森町文書広報室｜｜編 森町 1998.12 

クール集
森町 218.53/MO 森町編年史 小井田武｜｜編 森町 2005.3 
森町 218.53/NI 濁川発達史 森町字濁川青年会 1936.10 電子式複写本原本は孔

版
砂原町（森町） 218.53/SA/1 郷土史探訪 1 砂原町教育委員会，砂原町砂原町教育委員会 1979 

文化財調査委員｜｜編
砂原町（森町） 218.53/SA/2 郷土史探訪 2 砂原町教育委員会g砂原町砂原町教育委員会 1980 

文化財調査委員｜｜編
砂原町（森町） 218.53/SA/3 郷土史探訪 3 砂原町教育委員会，砂原町砂原町教育委員会 1982 

文化財調査委員｜｜編
砂原町（森町） 218.53/SA/4 郷土史探訪 4 砂原町教育委員会g砂原町砂原町教育委員会 1983 

文化財調査委員｜｜編
砂原町（森町） 218.53/SA 砂原町開基100年 町制施行10周年 砂原町，砂原町教育委員会砂原町総務課 1980.10 

｜｜編
砂原町（森町） 218.53/SA 砂原町郷土史ガイドブック 砂原町文化財調査委員｜｜ 砂原町教育委員会 1985.4 

編
砂原町（森町） 218.53/SA/1 砂原町史第1巻 通説編 荒木恵吾｜｜編 砂原町 2000.3 
砂原町（森町） 218.53/SA/2 砂原町史第2巻 資料編 荒木恵吾｜｜編 砂原町 2000.3 
砂原町（森町） 218.53/SA 砂原町史年表 砂原町史編纂室｜｜編 砂原町 2000.3 
砂原町（森町） 218.53/SA 五、るさとサワフ 砂原町史写真集海とお 荒木恵吾｜｜編 砂原町 2000.3 

山と人びとと
鹿部町 218.54/SH 鹿部町史 鹿部町史編集室｜｜編 鹿部町 1994 
鹿部町 218.54/SH 鹿部町史写真集 海と温泉（いでゆ）の町シ 荒木恵吾鹿部町史編集 鹿部町 1993 

力べ 室｜｜編
鹿部町 218.54/SH 北海道渡島国鹿部村沿革史年解説付 小林露竹｜｜編 鹿部村教育委員会 1975 

表
南茅部町（函館市） 218.54/A j毎のふるさと 南茅部町史写真集 南茅部町町制施行30周年南茅部町 1989.9 町制施行30周年記念

記念事業準備室｜｜編
南茅部町（函館市） 218.54/KI 木直二百年 北海道南茅部町史料 荒木恵吾，吉田栄一｜｜編木直町内会 1968 
南茅部町（函館市） 218.54/KO 北海道渡島南茅部町史年表 解説付 小林露竹｜｜編 南茅部町教育委員会 1967 
南茅部町（函館市） 218.54/MI 郷土の梨明 小林露竹｜｜編 南茅部町教育委員会 1962 
南茅部町（函館市） 218.54/MI 南茅部町漁業開拓＝百年 記念町勢要覧 南茅部町総務課企画係｜｜ 南茅部町 1978.7 

編
南茅部町（函館市） 218.54/Ml/1 南茅部町史上巻 南茅部町史編集室｜｜編 南茅部町 1987 
南茅部町（函館市） 218.54/Ml/2 南茅部町史下巻 南茅部町史編集室｜｜編 南茅部町 1987 南茅部町年表：p1002～

1034 
椴法華村（函館市） 218.55/TO 椴法華村史 ［椴法華村 II編］ 椴法華村 1989.5 
椴法華村（函館市） 218.55/TO 椴法華村史年表 椴法華村史年表編纂特別椴法華村開基百年記念 1976.9 開基百年記念

委員会｜｜編 事業推進委員会
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市町村名 請求記号 書名 副書名 版表示 著（編）者名 出版者名 出版年月 注記
松前町 218.59/MA 松前町史 松前町史編集室｜｜編 松前町 1997 
松前町 218.59/MA／シー1 松前町史史料編第1巻 松前町史編集室｜｜編 松前町 1974 付図（1枚巻末）：松前市中

地図
松前町 218.59/MA／シー2 松前町史史料編第2巻 松前町史編集室｜｜編 松前町 1977.3 付図 1枚：松前分間絵図
松前町 218.59/MA/シー3 松前町史史料編第3巻 松前町史編集室｜｜編 松前町 1979.3 
松前町 218.59/MA／シー4 松前町史史料編第4巻 松前町史編集室｜｜編 松前町 1980.3 
松前町 218.59/MA／ツウー1-1 松前町史通説編第1巻上 松前町史編集室｜｜編 松前町 1984.8 

松前町 218.59/MA／ツウー1-2 松前町史通説編第1巻下 松前町史編集室｜｜編 松前町 1988.8 

松前町 218.59/MA／ツウー2 松前町史通説編第2巻 松前町史編集室｜｜編 松前町 1993.3 
松前町 218.59/MA 松前町発足20年のあゆみ 松前町｜｜編 松前町 1974 
松前町 218.59/NO 郷土研究雑録 大沢村郷土史 野自進｜｜著 野自進 1934 「我村の郷土誌」（白神尋

常高等小学校）合綴
松前町 218.59/SH 松前城下福山に就いて 白山友正｜｜著 白山友正 ［出版年不明］ 原稿用紙ぺン書き
松前町 218.59/TA 「松前藩と松前」論文名執筆者 ［高橋由彦｜｜編］ ［晶橋由彦］ 1990 松前町史研究紀要ト31号

名索引 論文名執筆者名索引
松前町 218.59/W 松前懐古展覧会記念録 渡辺順ニ｜｜編 今井呉服店 1934 和
福山町（松前町） 218.59/F 福山郷土回顧展覧会出品目録 福山振興協会｜｜主催 福山振興協会 1936 謄写刷
福山町（松前町） 218.59/F 福山五百年史 福山教育会｜｜編纂 ［福山教育会］ 1913 
福山町（松前町） 218.59/F 福山五百年史 福山教育会｜｜編纂 ［福山教育会］ 1913 複写本
福山町（松前町） 218.59/F 福山五百年史 福山教育会｜｜編 名著出版 1973 大正2年刊の複製限定版
福山町（松前町） 218.59/F 福山誌 正誤増補福山町｜｜編 福山町 1911 
福山町（松前町） 218.59/F 福山誌 正誤増補福山町｜｜編 福山町 1912 
福山町（松前町） 218.59/F 福山誌 正誤増補福山町｜｜編 福山町 1911 複写本
小島村（松前町） 218.59/KO ［小島村］郷土誌稿 小島小学校｜｜編 小島小学校 1934 小島村は、現在の松前町

が昭和29年に設置された

時に廃止された
函館市 218.6/A 赤川町誌 赤川の歴史を探る会 1989.11 
函館市 218.6/A 函館郷土手帳 阿部たつを｜｜著 無風帯社 1957 
函館市 218.6/A 函館郷土史随筆 阿部たつを II著 北海道出版企画センター 1973
函館市 218.6/A 函館雑記帳 阿部たつを｜｜著 無風帯社 1954 
函館市 218.6/A 函館年代表 青柳尋常小学校｜｜編 青柳尋常小学校 1936 
函館市 218.6/A 函館炉辺閑話 阿部たつを｜｜著 無風帯社 1965 
函館市 218.6/C 町会のあゆみ 創立50周年記念誌 函館市堀川町会創立50周函館市堀川町会 2005.10 

年記念誌編集委員会｜｜編
函館市 218.6/E 絵で見る函館の歴史 近江幸雄｜｜著 ［近江幸雄］ 2010.8 神山茂賞受賞記念

内海治夫 II絵
函館市 218.6/F 函館沿革史 福岡竹治郎，佐藤慶吉｜｜著旭堂 明32.9
函館市 218.6/F ふるさと回想写真集 函館市市制施行80周年 北海道写真史料保存会 II 北海道写真史料保存会 2002.8 北海道写真史料保存会創

吾回ヲ』，忍6..、 編 立二O周年記念
函館市 218.6/G 外国人が見た十九世紀の函館 ヘルベルト・プルチョウ｜｜ 武蔵野書院 2002.7 
函館市 218.6/G ［函館市五稜郭町会］三十年の 五稜郭町会創立30周年 五稜郭町会｜｜編 五稜郭町会 1989.10 

歩み 吾日ケ』ヨ，，百6..五吾百→芯一

116 



市町村名 請求記号 書名 副書名 版表示 著（編）者名 出版者名 出版年月 注記
函館市 218.6/HA 北の文明開化 函館事始め百話 早坂秀男，井上能孝｜｜著北海道新聞社 1991.7 監修：若山徳次郎
函館市 218.6/HA/1 続函館市史資料集第1号 ［函館市史編さん事務局｜｜ ［函館市史編さん事務 1971まえがき

編］ 局］
函館市 218.6/HA/2 続函館市史資料集第2号 函館市史編さん事務局｜｜ 函館市史編さん事務局 1972 

編
函館市 218.6/HA 箱館一条聞書 ［出版者不明］ 1869 付図として「箱館絵図（53

×56cm)J，「箱館台場図（37
×27cm）」カfあり

画館市 218.6/HA 箱館開港 みなとが語る函館の歴 保科智治｜｜著 キャンパス・コンソーシ 2010.3 合同公開講座函館学2009
史 アム函館

函館市 218.6/HA 函館開港外国文化流入 小沼健太郎｜｜編纂 小沼健太部 2005.10 
函館市 218.6/HA 函館開港百年のうつりかわり 安政6(1859）～昭和和 函館市 1958 

33(1958) 
函館市 218.6/HA 箱館開港物語 須藤隆仙｜｜著 北海道新聞社 2009.10 
函館市 218.6/HA はこだて記憶の街（はこだて写 ［熊谷孝太郎｜｜撮影］ は」だて写真図書館 2007.2 欧文タイトル：HAKODATE

真図書館叢書 1) THE 1920s 
函館市 218.6/HA 函館郷土覚え書 近江幸雄｜｜著 ［近江幸雄］ 1994 箱館戦争幕軍戦死者名簿

{p78～94）あり
函館市 218.6/HA 函館区史 函館区｜｜編 函館区 明44.7
函館市 218.6/HA 函館区史 函館区 II編 名著出版 1973 明治44年刊の複製限定

版
函館市 218.6/HA はこだて写真帳 北海道新聞社｜｜編 北海道新聞社 2010.12 
函館市 218.6/HA 函館市誌 函館日日新聞社 1935 
函館市 218.6/HA 函館市史 函館市史編さん室｜｜編 函館市 1995 
函館市 218.6/HA 函館市史 函館市史編さん室｜｜編 函館市 1998.2 付：地図（2枚）
函館市 218.6/HA 目で見る函館のうつりかわり 市制施行50周年記念歴 函館市総務部市史編さん 函館市 1972 

史写真集 事務局｜｜編
函館市 218.6/HA／シー1 函館市史史料編第1巻 函館市｜｜編 函館市 1974 
函館市 218.6/HA／シー2 函館市史史料編第2巻 函館市｜｜編 函館市 1975 
函館市 218.6/HA／シ－3 函館市史統計史料編 函館市史編さん室｜｜編 函館市 1987.5 
函館市 218.6/HA／ツウー1 函館市史通説編第1巻 函館市｜｜編 函館市 1980.3 
函館市 218.6/HA／ツウー2 函館市史通説編第2巻 函館市｜｜編 函館市 1990 
函館市 218.6/HA／ツウー3 函館市史通説編第3巻 函館市史編さん室｜｜編 函館市 1997 
函館市 218.6/HA／ツウー4 函館市史通説編第4巻 函館市史編さん室｜｜編 函館市 2002.3 附：CD-ROM1枚
函館市 218.6/HA／ネン 函館市史年表編 函館市史編さん室｜｜編 函館市 2007.2 付属資料：CD-ROM(1枚

12cm) 
函館市 218.6/HA／ヘツ 函館市史別巻 函館市｜｜編 函館市 1978.11 亀田市年表・参考資料：

p1150～1196 
函館市 218.6/HA/1 函館市史資料集第1集ー第5集 画館市史編纂委員会｜｜編函館市 1956-
函館市 218.6/HA/2 画館市史資料集第6集ー第8集 函館市史編纂委員会｜｜編画館市 1957-
函館市 218.6/HA/3 函館市史資料集第9集一第21集 画館市史編纂委員会｜｜編画館市 1957-
函館市 218.6/HA/4 函館市史資料集第22集ー第33 函館市史編纂委員会｜｜編画館市 1958-

集
函館市 218.6/HA 函館市史資料集第33集 函館市史編纂委員会｜｜編函館市史編纂委員会 1958 
函館市 218.6/HA 函館市史資料集第34集ー第41 函館市史編纂委員会｜｜編函館市 1959-

集
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市町村名 請求記号 書名 副書名 版表示 著（編）者名 出版者名 出版年月 注記
函館市 218.6/HA 函館市史資料集第36集 画館市史編纂委員会｜｜編函館市 1960 
函館市 218.6/HA 画館市史資料集第38集 函館市史編纂委員会｜｜編画館市 1960 
函館市 218.6/HA/5 画館市史資料集第38－第39集 画館市史編纂委員会｜｜編画館市 1960 
函館市 218.6/HA 函館市史資料集第42集ー第46 函館市史編纂委員会｜｜編函館市 1960-65 

集
函館市 218.6/HA/1 函館市史資料集続第1号 函館市史編さん事務局 1971 
函館市 218.6/HA/3 函館市史資料集続第3号 函館市史編さん事務局 1973 
函館市 218.6/HA/4 函館市史資料集続第4号 函館市史編さん事務局 1975 
函館市 218.6/HA/5 函館市史資料集続第5号 函館市史編さん事務局 1979 
函館市 218.6/HA/6 函館市史資料集続第6号 函館市史編さん事務局 1981 
函館市 218.6/HA/7 函館市史資料集続第7号 函館市史編さん事務局 1982 
函館市 218.6/HA/8 函館市史資料集続第8号 函館市史編さん事務局｜｜ 函館市史編さん事務局 1984.3 

編
函館市 218.6/HA はこだて史語 会田金吾郷土史論集 ［会田金吾｜｜著］ 函館の歴史的風土を守 1994

函館の歴史的風土を守る る会
会｜｜編

函館市 218.6/HA 函館市の昭和 写真アルバム 長谷部一弘｜｜監修 いき出版 2012.12 
函館市 218.6/HA 函館昭和ノスタルジー 我が青春の街角へ ぶらんとマガジン社 2013.12 
函館市 218.6/HA 函館人 中村嘉人｜｜著 盲視舎 2013.9 
函館市 218.6/HA 函館西部町物語 瀬戸是清｜｜著 高杉印刷（印制） 1997.6 参考文献：p184～185
函館市 218.6/HA 函館／都市の記憶 市制施行70周年記念写 函館市史編さん室｜｜編 函館市文化・スポーツ振 1992.9 

真集 興財団
函館市 218.6/HA 箱館はじめて物語 中尾仁彦｜｜著 中尾仁彦 2010.12 
函館市 218.6/HA 箱館はじめて物語 改訂版 中尾仁彦｜｜著 新函館フイブフリー 2012.3 
函館市 218.6/HA 函館むかし百話 あなたの知らない街の秘 函館市史編さん室｜｜編 幻洋社 1995.8 

話集
函館市 218.6/HA 箱館昔話［2] 日本電信電話函館支店｜｜ 日本電信電話函館支店 1990 はこだて電話創業90年記

編 ~，、－ 

函館市 218.6/HA/4 箱館昔話 4号 函館パルス企画｜｜編 函館パルス企画 1992 
函館市 218.6/HA/5 箱館昔話 5号 函館パルス企画｜｜編 函館パルス企画 1993 
函館市 218.6/HA/6 箱館昔話 6号 函館パルス企画｜｜編 函館パルス企画 1994 
函館市 218.6/HA/7 箱館昔話 7号 函館パルス企画｜｜編 函館パルス企画 1995 
函館市 218.6/HA/8 箱館昔話 8号 函館パルス企画｜｜編 函館パルス企画 1996.5 
函館市 218.6/HA/9 箱館昔話 9号 函館パルス企画｜｜編 函館パルス企画 1997.4 特集＝木露風とトラピスト

修道院
函館市 218.6/HA/1 o 箱館昔話 10号 函館パルス企画 1998.4 10周年記念号
函館市 218.6/HA/11 箱館昔話 11号 函館パルス企画 1999.4 
函館市 218.6/HA/12 箱館昔話 12号 函館パルス企画 2000.4 
函館市 218.6/HA/13 箱館昔話 13号 函館パルス企画｜｜編 函館パルス企画 2001.4 
函館市 218.6/HA/14 箱舘昔話 14号 ［函館パルス企画｜｜編］ 函館パルス企画 2002.4 
函館市 218.6/HA/15 箱館昔話 15号 函館パルス企画 2003.4 
函館市 218.6/HA/ 16 箱館昔話 16号 函館パルス企画 2004.4 16号をもって休刊
函館市 218.6/HA 函館物語 昭和の函館から 金丸大作｜｜写真・文 五稜出版社 2009.7 
函館市 218.6/KA 魁 函館ヒストリープラザ10 金森商船 1998.4 

周年記念誌
函館市 218.6/KA 鍛治町誌 鍛治町誌編集委員会｜｜編函館市鍛治町会 1995 
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市町村名 請求記号 書名 副書名 版表示 著（編）者名 出版者名 出版年月 注記
函館市 218.6/KA 神山開村300年記念祭プログフ 神山開村300年記念祭実 神山開村300年記念祭 1985.5 

ム 行委員会｜｜編 実行委員会
函館市 218.6/KA 神山＝oo年誌 神山開村ニ00年記念祭神山開村ニ00年記念 1985.5

実行委員会｜｜編 祭実行委員会
函館市 218.6/KA 函館外史 郷土じまん物語 加藤忠義｜｜著 大森稲荷神社社務所 1967 
函館市 218.6/KA/1 神山茂著作集第1集 ［神山茂｜｜著］ 神山茂著作集刊行会 2003.12 
函館市 218.6/KA/2 神山茂著作集第2集 ［神山茂｜｜著］ 神山茂著作集刊行会 2003.12 
函館市 218.6/KI 歴史散歩 木下順一｜｜編 函館百点 1964 「月刊函館」別冊
函館市 218.6/ME 明治函館風景 小沼健太郎｜｜編著 小沼健太郎 2004.5 
函館市 218.6/ME/:hイ 明治函館風景解説・参考資料 小沼健太郎｜｜編著 小沼健太郎 2004.5 

編
函館市 218.6/MI みなとHAKODADυ＼イカラ展 市立函館博物館平成21 市立函館博物館｜｜編 市立函館博物館 2009.9 

年度特別展展示目録
函館市 218.6/MO 今日はなんの日 新編函館郷土暦物語 元木省吾｜｜編 幻洋社 1988.11 
函館市 218.6/MO 新編函館町物語 冗木省吾｜｜著 幻洋社 1987.7 付（地図1枚）
函館市 218.6/MO 函館郷土史話 冗木省吾｜｜著 函館郷土史研究会 1965 
函館市 218.6/MO 函館郷土暦物語 冗木省吾｜｜著 函館郷土史研究会 1964 
函館市 218.6/MO 函館の履歴書 冗木省吾｜｜著 羽田鉄次（印刷者） 1972 
函館市 218.6/MO 函館町物語 冗木省吾｜｜著 冗木省吾 1965 
函館市 218.6/M0/1 函館昭和史郷土新聞資料集 1 冗木省吾｜｜著 冗木省吾 1971 
函館市 218.6/M0/1 函館大正史郷土新聞資料集 1 冗木省吾｜｜著 冗木省吾 1968 
函館市 218.6/M0/2 函館昭和史郷土新聞資料集 2 冗木省吾｜｜著 冗木省吾 1974 
函館市 218.6/M0/2 函館大正史郷土新聞資料集 2 冗木省吾｜｜著 冗木省吾 1969 
函館市 218.6/NA 中島町誌 中島町誌編集委員会｜｜編中島町会 1986.10 中島町会設立＝十周年記

；，昼！：•、
函館市 218.6/NE 年表湯の川の歴史 スクールカドワキ創立50 門脇義治，スクールカドワ スクールカドワキ 1990 

周年記念資料付 キ｜｜編
函館市 218.6/0 箱館開港史話 岡田健蔵｜｜著 X目Eニゲ己ロ~ 1946 
函館市 218.6/0 函館百珍と函館史実 岡田健蔵｜｜著 岡田イネ 1956 
函館市 218.6/0 函館百珍ト函館史実 岡田健蔵｜｜著 岡田イネ 1956 複写本
函館市 218.6/0/1 はこだて郷土史雑考第1集 大森好男｜｜著 ［大森好男］ 1983 
函館市 218.6/SA 非魚放談 斎藤与一郎｜｜著 函館郷土文化会 1957 

NHK函館放送局函舘郷土
文化会｜｜編

函館市 218.6/SH 新函館写真紀行 大西／剛 新函館ライブラリー 2012.9 
函館市 218.6/SH 新函館物語 石垣福雄｜｜著 中西出版 1994.8 
函館市 218.6/SH 新聞に見る明治の函館 小沼健太郎｜｜編 小沼健太郎 1990 テスト版
函館市 218.6/SH 新聞に見る明治の函館 小沼健太郎 II編 小沼健太郎 1990 
函館市 218.6/SO 創立55周年記念誌 函館市湯川町1丁目町会 函館市湯川町1丁目町 2005.12 

記念誌編集委員会｜｜編 fミ... 
函館市 218.6/SU 写真集明治大正昭和函館 須藤隆仙｜｜編 国書刊行会 1978 
函館市 218.6/SU 図説写真函館の1000年 須藤隆仙｜｜著 国書刊行会 1982 
函館市 218.6/SU 住吉町史 ［函館住吉町史編纂委員会函館住吉町会 2010.7 

｜｜編］
函館市 218.6/SU 函館 その歴史・史跡・風土 須藤隆仙｜｜著 南北海道史研究会 1975 
函館市 218.6/SU 函館の歴史 須藤隆仙｜｜著 東洋書院 1980.11 
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市町村名
函館市

亀田村（函館市）

神山村（函館市）

大沼固定公園

請求記号
218.6/Z 
218.6/KA 
218.56/KA 
218.7/NA 

書名
増補『函館の歴史』

亀田村の歴史
神山村誌
物語大沼小史

副書名
須藤隆仙著論集第3巻

版表示 著（編）者名

120 

須藤隆仙｜｜著

［螺子芳信｜｜編］

丸山金次郎｜！編

永井正！｜著

出版者名
南北海道史研究会
亀田村立亀田中学校
神山部落会
永井正

出版年月
2008.7 
1950序
1952 
1960.7 

注記

謄写刷



市町村名索引（50音順）
よみ 市町村名 地t或名 ページ

あ あいのないむら 相内村（北見市） 網走 11 
あいべっちょう 愛別町 上川 35 
あかいがわむら 赤井川村 後志 101 
あかびらし 赤平市 空知 65 
あかびらちょう 赤平町 空知 65 
あかんちょう 阿寒町（割！｜路市） 割II路 19 

あかんむら 阿寒村（釧路市） 釧路 19 
あさひかわし 旭川市 上川 42 
あさひちょう 朝日町（士別市） 上川 35 
あしべっし 芦別市 空知 64 
あしょろちょう 足寄町 十勝 25 
あっけしちょう 厚岸町 釧路 20 
あっさぶちょう 厚沢部町 檎山 109 
あっさぶむら 厚沢部村 槍山 109 
あったむら 厚田村（石狩市） 石狩 70 
あつまちょう 厚真町 目日振 92 
あつまむら 厚真村 目日振 92 
あばしりし 網走市 網走 10 
あぶたちょう 虻田町（洞爺湖町） 目日振 95 
あぶたむら 虻田村（洞爺湖町） ~8振 95 
いくたはらちょう 生田原町（遠軽町） 網走 5 
いくたはらむら 生田原村（遠軽町） 網走 5 
いけだちょう 池田町 十勝 26 
~＼しかりし 石狩市 石狩 72 
いしかりちょう 石狩町 石狩 71 
いちゃんむら 一己村（深川市） 空知 64 
いまかねちょう 今金町 檎山 108 
いわないちょう 岩内町 後志 103 
いわみざわし 岩見沢市 空知 62 

つ うたしないし 歌志内市 空知 65 
うたすっちょう 歌棄町（寿都町） 後志 105 
うたのぼりちょう 歌登町（枝幸町） 宗谷

うらうすちょう 浦臼町 空知 57 
うらうすむら 浦臼村 空知 57 
うらかわちょう 浦河町 日高 91 
うらほろちょう 浦幌町 十勝 26 
うらほろむら 浦幌村 十勝 26 
うりゅうちょう 雨竜町 空知 56 
うりゅうむら 雨竜村 空知 56 

え えさしちょう 枝幸町 宗谷

えさしちょう 江差町 槍山 109 
えさんちょう 恵山町（函館市） 渡島 113 
えとろふ 択捉 根室 17 
えにわし 恵庭市 石狩 74 
えべおっちょう 江部乙町（滝川市） 空知 56 
えべおつむら 江部乙村（滝川市） 空知 56 
えべっし 江別市 石狩 85 
えべっちょう 江別町 石狩 85 
えべっむら 江別村 石狩 85 
えりもちょう えりも町 日I笥 91 
えんがるちょう 遠軽町 網走 5 
えんがるむら 遠軽村 網走 5 
えんべつちょう 遠別町 留萌 48 

お おいわけちょう 追分町（安平町） 目日振 93 
おうむちょう 雄武町 網走 3 
おおえむら 大江村（仁木町） 後志 101 
おおぞ、らちょう 大空町（帯広市） 十勝 34 
おおたきむら 大滝村（伊達市） 胆振 94 
おおつむら 大津村 十勝 26 
おおぬまこくていこうえん 大沼固定公園 渡島 120 
おおのちょう 大野町（北斗市） 渡島 113 
おくしりちょう 奥尻町 槍山 110 
おくしりむら 奥尻村 槍山 110 

おけとちょう 置戸町 網走 8 
おこっぺちょう 興部町 網走 3 
おしどまりむら 鴛泊村（利尻富士町） 宗谷 3 

おしゃまんべちょう 長万部町 渡島 110 

おたるし 小樽市 後志 105 

おといねっぷむら 音威子府村 上川 34 

おとえむら 音江村（深川市） 空知 64 
おとしべむら 落部村（八雲町） 渡島 111 
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市町村名索引（50音順）
よみ 市町村名 地域名 ページ

お おとふけちょう 音更町 十勝 28 
おとべちょう 乙部町 檎山 109 
おびひろし 帯広市 十勝 32 
おびらちょう 小平町 留萌 50 
おんべつちょう 音別町（割II路市） 釧路 21 

か かくたむら 角田村（栗山町） 空知 59 
かぐらむら 神楽村 上川 44 
かぶかむら 香深村（礼文町） 宗谷 2 
かみいそちょう 上磯町（北斗市） 渡島 114 
かみかわちょう 上川町 上川 38 
かみしほろちょう 上士幌町 十勝 27 
かみしほろむら 上士幌村 十勝 27 
かみしやりむら 上斜里村（清里町） 網走 10 
かみすながわちょう 上砂川町 空知 57 
かみのくにちょう 上ノ国町 槍山 109 
かみのくにむら 上ノ国村 檎山 109 
かみふらのちょう 上富良野町 上川 41 
かみやまむら 神山村（函館市） 渡島 120 
かみゅうべっちょう 上湧別町 網走 5 
かみゅうべつむら 上湧別村 網走 5 
かめだむら 亀田村（函館市） 渡島 120 
かもえないむら 神恵内村 後志 103 
かりぶとちょう 狩太町（ニセコ町） 後志 103 

き きこないちょう 木古内町 渡島 113 
きたひやまちょう 北桧山町（せたな町） 槍山 108 
きたひろしまし 北広島市 石狩 73 
きたみし 北見市 網走 12 
きたむら 北村（岩見沢市） 空知 57 
きもべっちょう 喜茂別町 後志 102 
きょうごくちょう 尽極町 後志 102 
きょうごくむら 示極村 後志 101 
きょうわちょう 共和町 後志 103 
きょうわむら 共和村 後志 103 
きよさとちょう 清里町 網走 10 

く くしろし 釧路市 釧路 21 
くしろちょう 釧路町 釧路 21 
くしろむら 釧路村（釧路町） 釧路 21 
くっちゃんちょう 倶知安町 後志 105 
くなしり 国後 根室 17 
くまいしちょう 熊石町（八雲町） 檎山 109 
くまいしむら 熊石村（八雲町） 槍山 109 
くりさわちょう 栗沢町（岩見沢市） 空知 60 
くりさわむら 栗沢村（岩見沢市） 空知 60 
くりやまちょう 栗山町 空知 58 
くろまつないちょう 黒松内町 後志 104 
くんねっぷちょう 訓子府町 網走 7 

くんねっぷむら 訓子府村 網走 7 

It けんぶちちょう 剣淵町 上川 36 
けんぶちむら 剣淵村 上川 36 

ー こじまむら 小島村（松前町） 渡島 116 ιー

こしみずちょう 小清水町 網走 10 
ことにちょう 琴似町（札幌市） 石狩 84 

さ さっぼろし 札幌市 石狩 74 
さっぽろむら 札幌村 石狩 74 
さまにちょう 様似町 日高 90 
さらべつむら 更別村 十勝 31 

さるふつむら 猿払村 宗谷

さろまちょう 佐呂間町 網走 6 
さろまむら 佐目間村 網走 6 
さわらちょう 砂原町（森町） 渡島 112 

し しかおいちょう 鹿追町 十勝 29 

しかべちょう 鹿部町 渡島 112 

しこたん 色丹 根室 17 

しずないちょう 静内町（新ひだか町） 日高 89 

しつぶむら 緊富村（石狩市） 石狩 71 

しのろむら 篠路村（札幌市） 石狩 84 

しぺちゃちょう 標茶町 釧路 18 

しぺちゃむら 標茶村 釧路 18 

しべっし 士別市 上川 45 

しべっちょう 標津町 根室 14 
しほろちょう 士幌町 十勝 27 
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し しほろむら 士幌村 十勝 27 
しままきむら 島牧村 後志 105 
しみずちょう 清水町 十勝 29 
しむかつぷむら 占冠村 上川 42 
しもかわちょう 下川町 上川 35 
しもなよろむら 下名寄村（美深町） 上川 35 
しゃこたんちょう 積丹町 後志 100 
しゃりちょう 斜里町 網走 10 
しよさんべつむら 初山別村 留萌 48 
しらおいちょう 白老町 胆振 94 
しらたきむら 白滝村（遠軽町） 網走 3 
しらぬかちょう 白糠町 釧路 21 
しりうちちょう 知内町 渡島 115 
しりうちむら 知内村 渡島 115 
しりきしないちょう 尻岸内町（函館市） 渡島 113 
しろいしむら 白石村（札幌市） 石狩 84 
しんしのつむら 新篠津村 石狩 72 
しんとくちょう 新得町 十勝 29 
しんとつかわちょう 新十津川町 空知 56 
しんとつかわむら 新十津川村 空知 56 
しんひだかちょう 新ひだか町 日高 90 

す すっっちょう 寿都町 後志 104 
すながわし 砂川市 空知 66 
すながわちょう 砂川町 空知 66 

せ せたなちょう 瀬棚町（せたな町） 槍山 108 
そ そうべっちょう 壮瞥町 胆振 95 

そうべつむら 壮瞥村 胆振 95 
た たいきちょう 大樹町 十勝 31 

たいせいちょう 大成町（せたな町） 檎山 108 
たいせいむら 大成村（せたな町） 檎山 108 
たかすちょう 鷹栖町 上川 36 
たかすむら 鷹栖村 上川 36 
たきかわし 滝川市 空知 66 
たきかわちょう 滝川町 空知 65 
たきのうえちょう 滝上町 網走 4 
たきのうえむら 滝上村 網走 4 
だてし 伊達市 胆振 96 
だてちょう 伊達町 胆振 95 
だてむら 伊達村 胆振 95 
たと、しちょう 多度志町（深川市） 空知 54 
たどしむら 多度志村（深川市） 空知 54 
たよろむら 多寄村（士別市） 上川 46 
たんのちょう 端野町（北見市） 網走 8 
たんのむら 端野村（北見市） 網走 8 

ち ちっぷべっちょう 秩父別町 空知 55 
ちっぷべつむら 秩父別村 空知 55 
ちとせし 千歳市 石狩 87 
ちとせちょう 千歳町 石狩 87 
ちゅうるいむら 忠類村（幕別町） 十勝 31 

つ つきがたちょう 月形村 空知 57 
つきがたむら 月形村 空知 57 
つべっちょう 津別町 網走 9 
つるいむら 鶴居村 釧路 19 

て ていねちょう 手稲町（札幌市） 石狩 85 
てしおちょう 天塩町 留萌 48 
てしかがちょう 弟子屈町 釧路 18 

と といちょう 戸井町（函館市） 渡島 113 
とうげしたむら 峠下村（七飯町） 渡島 113 
とうべっちょう 当別町 石狩 69 
とうべつむら 当別村 石狩 69 
とうまちょう 当麻町 上川 37 
とうまむら 当麻村 上川 37 
とうやむら 洞爺村（洞爺湖町） 胆振 94 
ところちょう 常呂町（北見市） 網走 5 
ところむら 常自村（北見市） 網走 5 
とっとりちょう 鳥取町（釧路市） 釧i路 23 

とっとりむら 鳥取村（割II路市） 釧路 23 
とと、ほっけむら 椴法華村（函館市） 渡島 112 
とまこまいし 苫小牧市 胆振 98 
とまこまいちょう 苫小牧町 胆振 98 
とままえちょう 苫前町 留萌 49 
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と とままえむら 苫前村 留萌 49 
とまりむら 泊村 後志 103 
とょうらちょう 豊浦町 胆振 96 
とよころちょう 豊頃町 十勝 26 
とよとみちょう 豊富町 宗谷

とんべつむら 頓別村（浜頓別町） 宗谷
な ないえちょう 奈井江町 空知 58 

なかがわちょう 中川町 上川 34 
なかさつないむら 中札内村 十勝 30 
なかしべっちょう 中標津町 根室 15 
なかとんべつちょう 中頓別町 宗谷
ながぬまちょう 長沼町 空知 61 
ながぬまむら 長沼村 空知 61 
なかふらのちょう 中富良野町 上川 41 
なかふらのむら 中富良野村 上川 41 
ななえちょう 七飯町 渡島 113 
ななえむら 七飯村 渡島 113 
なよろし 名寄市 上川 44 
なんぼろちょう 南幌町 空知 60 
！こi＼かっぷちょう 新冠町 日高 89 
にきちょう 仁木町 後志 101 
にしあしょろむら 西足寄村（足寄町） 十勝 25 
にしおこっぺむら 西興部村 網走 3 
にせこちょう ニセコ町 後志 104 
にわむら 丹羽村（せたな町） 槍山 108 

ぬ ぬまかいむら 沼貝村（美唄市） 空知 68 
ぬまたちょう 沼田町 空知 55 
ぬまたむら 沼田村 空知 55 

ね ねむろし 根室市 根室 16 
の のつけうしむら 野付牛村（北見市） 網走 12 

のぼりべっし 登別市 胆振 94 
のぼりべっちょう 登別町 胆振 94 

iま はこだてし 函館市 渡島 116 
はぼまい 歯舞 根室 17 
はぼろちょう 羽幌町 留萌 49 
はまとんべっちょう 浜頓別町 宗谷
はまなかちょう 浜中町 釧路 19 
はまますむら 浜益村 石狩 69 
はやきたちょう 早来町（安平町） 胆振 93 

ひ びえいちょう 美瑛町 上川 39 
びえいむら 美瑛村 上川 38 
ひがしあさひかわむら 東旭川｜村（旭川市） 上川 44 
ひがしかぐらちょう 東神楽町 上川 38 
ひがしかぐらむら 東神楽村 上川 38 
ひがしかわちょう 東川町 上川 38 
ひがしかわむら 東川村 上川 38 
ひがしせたなちょう 東瀬棚町（せたな町） 檎山 108 
ひがしたかすちょう 東鷹栖町（旭川市） 上川 37 
ひがしたかすむら 東鷹村（旭川市） 上川 37 
ひがしもことむら 東操琴村（大空町） 網走 9 
ひだかちょう 日高町 日高 88 
ひだかむら 日高村 日高 88 
ぴっぷちょう 比布町 上川｜ 37 
ぴっぷむら 比布村 上川 37 
びばいし 美唄市 空知 67 
びふかちょう 美深町 上川 34 
びほろちょう 美幌町 網走 9 
びらとりちょう 平取町 日高 89 
ひろおちょう 広尾町 十勝 31 
ひろしまちょう 広島町（北広島市） 石狩 73 
ひろしまむら 広島村（北広島市） 石狩 73 

〆、当，、 ふうれんちょう 風連町（名寄市） 上川 35 
ふかがわし 深川市 空知 63 
ふかがわちょう 深川町 空知 63 
ふかがわむら 深J11村 空知 63 
ふくしまちょう 福島町 渡島 114 
ふくやまちょう 福山町（松前町） 渡島 116 
ふらのし 富良野市 上川 46 
ふるびらちょう 古平町 後志 100 

A.. べっかpちょう 別海町 根室 16 
べっかいむら 別海村 根室 15 
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Iま ほくとし 北斗市 渡島 113 
iまくりゅうちょう 北竜町 空知 55 
ほべっちょう 穂別町（むかわ町） 胆振 92 
ほろかないちょう 幌加内町 空知 54 
ほろかないむら 幌加内村 空知 54 
ほろのべちょう 幌延町 留萌 48 
ほろのべむら 幌延村 留萌 48 
ほんべつちょう 本別町 十勝 25 

ま まくべっちょう 幕別町 十勝 26 
ましけちょう 増毛町 留萌 50 
まっかりむら 真狩村 後志 102 
まつまえちょう 松前町 渡島 115 
まるせっぷちょう 丸瀬布町（遠軽町） 網走 3 

み みかさし ニ笠市 空知 68 
みついしちょう ニ石町（新ひだか町） 日高 90 
みついしむら ニ石村（新ひだか町） 日高 90 
みなみかやべちょう 南茅部町（函館市） 渡島 112 
みなみふらのちょう 南富良野町 上川 41 
みなみふらのむら 南富良野村 上川 42 

む むかわちょう 鵡川町（むかわ町） 胆振 93 
むかわちょう むかわ町 胆振 93 
むろらんし 室関市 胆振 96 

め めまんべつちょう 女満別町（大空町） 網走 9 
めまんべつむら 女満別村（大空町） 網走 9 
めむろちょう 芽室町 十勝 30 
めむろむら 芽室村 十勝 30 

も もせうしちょう 妹背牛町 空知 56 
もりまち 森町 渡島 111 
もんべつし 紋別市 網走 13 
もんべつちょう 紋別町 網走 13 
もんべつちょう 門別町（日両町） 日高 89 

や やくもちょう 八雲町 渡島 111 
やまべむら 山部村（富良野市） 上川 48 

ゆ ゅうばりし 夕張市 空知 68 
ゅうばりちょう 夕張町 空知 68 
ゆうべっちょう 湧別町 網走 4 
ゅにちょう 由仁町 空知 59 

よ よいちちょう 余市町 後志 101 
り らうすちょう 羅臼町 根室 14 

らうすむら 羅臼村 根室 14 
らんこしちょう 蘭越町 後志 104 

り りくべっちょう 陸別町 十勝 25 
りしりちょう 利尻町 宗谷 2 
りしりふじちょう 利尻富士町 宗谷 3 

る るすつむら 留寿都村 後志 102 
るべしべちょう 留辺薬町（北見市） 網走 7 
るもいし 留萌市 留萌 51 

れ れぶんちょう 礼文町 宗谷 2 
れぶんむら 礼文村 宗谷 2 

わ わっかないし 稚内市 宗谷 2 
わっさむちょう 和寒町 上川 36 
わっさむむら 和寒村 上川 36 
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