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【旧恵那市】 『恵那市史－石ぼとけと道しるべ』 1981 在庫 3,000 円

【旧恵那市】 『恵那市史－恵那市の地名』 1985 在庫 3,000 円

【旧恵那市】 『恵那市史通史編第1巻－原始～中世』 1983 在庫 3,000 円

【旧恵那市】 『恵那市史通史編第2巻－近世』 1989 在庫 3,800 円

【旧恵那市】 『恵那市史通史編第3巻の１－近現代（政治・経済・教育・文化）』(２分冊） 1993 在庫 6,000 円

【旧恵那市】 『恵那市史通史編第3巻の２－近現代（生活・民俗・信仰）』 1991 在庫 3,500 円

【旧恵那市】 『恵那市史年表（明治維新～平成5年）』（恵那市史資料調査報告書第３集） 1994 在庫 1,000 円

【旧恵那市】 『ムラの桶職人』（恵那市史資料調査報告書第5集） 1996 在庫 1,000 円

【旧恵那市】 『恵那市史資料調査報告書第7集』（指物大工、竹細工の仕事、椋実生活民俗調査ほか） 1998 在庫 1,000 円

【旧恵那市】 『恵那市史資料調査報告書第8集』（板へぎ職人の仕事、市内神社関係資料一覧ほか） 2000 在庫 1,000 円

【旧恵那市】 『恵那市史資料調査報告書第9集』（水車の歴史と概要、水車大工の仕事、寄贈古文書目録ほか 2001 在庫 600 円

【旧恵那市】 『恵那市史資料調査報告書第10集』（大井武並神社縁起、岩村藩条々、寄贈古文書目録ほか） 2002 在庫 700 円

【旧恵那市】 『恵那市史資料調査報告書第11集』（大井村外４ケ村戸長役場文書の人口・戸籍統計資料の分析） 2003 在庫 1,000 円

【旧恵那市】 『恵那市史資料調査報告書第12集』（大井村外４ケ村戸長役場文書の農業関係統計資料の分析） 2004 在庫 1,000 円

【旧恵那市】 『恵那市の文化財　改訂版』 1980 在庫 600 円

【旧恵那市】 『恵那地域誌（続恵那郡史）』 1988 在庫 3,000 円

【旧恵那市】 『恵那市文化財ガイドマップ』改定増補版 2003 在庫 無料

【旧恵那市】 『恵那街道歩記』中山道・西行史跡編 2002 在庫 無料

【旧恵那市】 『恵那の中山道　かたりべの小箱』 1995 在庫 1,000 円

【旧恵那市】 『黒瀬街道調査報告書』 1997 在庫 1,500 円

【旧恵那市】 『中山道大井宿俳諧研究レポート』 2002 在庫 1,000 円

【旧恵那市】 『法仙寺遺跡－大規模農道埋蔵文化財発掘調査報告書』 1973 在庫 500 円

【旧恵那市】 『能万寺第5号古墳－中央自動車道路緊急発掘調査報告書』 1973 在庫 500 円

【旧恵那市】 『鹿路山遺跡第2次発掘調査報告書』 1986 在庫 1,800 円

【旧恵那市】 『千田古墳群第32号墳』 1976 在庫 500 円

【旧恵那市】 『阿木川ダム関係遺跡発掘調査報告書（大野吾遺跡・茶店跡遺跡）』 1982 在庫 4,000 円

【旧恵那市】 『正家廃寺跡発掘調査の概要』 2001 在庫 300 円

【旧恵那市】 『祖理見遺跡発掘調査報告書』 1984 在庫 2,000 円

【旧恵那市】 『千田三反田遺跡発掘調査報告書』 1981 在庫 1,000 円

【旧恵那市】 『下田遺跡発掘調査報告書』 1982 在庫 1,500 円

【旧恵那市】 『砦遺跡発掘調査報告書』 1982 在庫 2,000 円

【旧恵那市】 『正家1号窯発掘調査報告書』 1983 在庫 1,800 円

【旧恵那市】 『正家積石塚－第3・4号積石塚発掘調査報告』 1984 在庫 1,500 円

【旧恵那市】 『森山5号墳調査報告書』 1984 在庫 1,000 円

【旧恵那市】 『前田遺跡発掘調査報告書』 1985 在庫 2,000 円

【旧恵那市】 『道場遺跡発掘調査報告書』 1985 在庫 2,000 円

【旧恵那市】 『旧中山道大井宿　岩井家（旧伊藤家）調査報告書』 1990 在庫 600 円

【旧恵那市】 『歴史の道中山道保存整備事業報告書』 1992 在庫僅少 無料

【旧恵那市】 『若宮墳墓発掘調査報告書』 1991 在庫僅少 500 円

【旧恵那市】 『中切遺跡－市立恵那北中学校建設に伴う緊急発掘調査報告書』 1996 在庫 1,000 円

【旧恵那市】 『大井城－市立大井小学校校舎建設に伴う緊急発掘調査報告書』 1999 在庫僅少 1,000 円

【旧恵那市】 『石積みの棚田－恵那市中野方町坂折地区水田現況調査報告書』 1999 在庫 2,000 円

【旧恵那市】 『鷹撃谷城跡－民間宅地造成工事に伴う緊急発掘調査報告書』 2004 在庫 無料

【旧恵那市】追加 『恵那市の唄資料集』（恵那市史資料調査報告書第13集） 2007 在庫 2,200 円

【旧恵那市】追加 『大井城跡2』 2009 在庫 無料

【旧恵那市】追加 大隅屋敷遺跡 2011 在庫 無料

恵那の歴史と文化を学ぶ参考書
－歴史・文化財関係刊行物のご案内－
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【旧恵那市】追加 『重要文化財　武並神社本殿保存修理工事報告書（CD版） 2010 在庫僅少 300 円

【岩村町】 『岩村町史　昭和36年初版、平成9年第5版　DVD版』 2013 在庫 700 円

【岩村町】 『岩村町史資料編(一）厳邑府誌・遠山来由記』 1978 在庫僅少 3,000 円

【岩村町】 『地域的聚落史的に眺めた岩村城下町』(新版活字化版） 2002 在庫 800 円

【岩村町】 『濃州恵奈郡岩村・富田村・上飯羽間村差出帳』（岩村町史　史料　近世） 1989 在庫僅少 1,000 円

【岩村町】 『御代々様被仰出并御書付等写』（岩村町史　史料　近世） 1990 在庫僅少 2,500 円

【岩村町】 『大円寺村御廻状留書』（岩村町史　史料　近世） 1991 在庫僅少 2,500 円

【岩村町】 『岩村藩　藩士歴世略譜』上巻（岩村町史　史料　近世） 1992 在庫 2,500 円

【岩村町】 『岩村藩　藩士歴世略譜』下巻（岩村町史　史料　近世） 1992 在庫 2,500 円

【岩村町】 『岩村藩　勤向諸事心得覚』（岩村町史　史料　近世） 1994 在庫僅少 2,500 円

【岩村町】 『御領分村々高付覚』（岩村町史　史料　近世） 1995 在庫僅少 2,500 円

【岩村町】 『岩村藩　歴代藩主略譜』（岩村町史　史料　近世） 1995 在庫僅少 2,500 円

【岩村町】 『岩村藩　家中法度并諸規定』（岩村町史　史料　近世） 1996 在庫僅少 2,500 円

【岩村町】 『岩村藩　大坂御加番ﾆ付諸事留』（岩村町史　史料　近世） 1996 在庫僅少 2,500 円

【岩村町】 『岩村藩主　松平乗賢老中就任御慶事』（岩村町史　史料　近世） 1997 在庫僅少 2,500 円

【岩村町】 『岩村藩　水論　山論』（岩村町史　史料　近世） 1998 在庫 2,500 円

【岩村町】 『岩村藩　分限帳』（岩村町史　史料　近世） 1999 在庫 2,500 円

【岩村町】 『珍事記』（岩村町史　史料　近世） 2000 在庫 2,500 円

【岩村町】 『岩村藩　高深日録』（岩村町史　史料　近世） 2001 在庫 2,500 円

【岩村町】 『岩村藩　丹羽瀬清左右衛門の藩政改革』（岩村町史　史料　近世） 2003 在庫僅少 ー

【岩村町】 『岩村藩　山水方　勤書』（岩村町史　史料　近世） 2003 在庫僅少 2,500 円

【岩村町】 『岩村藩主　松平乗紀　関係文書他』（岩村町史　史料　近世） 2004 在庫僅少 2,500 円

【岩村町】 『岩村藩士　福嶋氏三代記』（岩村町史　史料　近世） 2005 在庫 1,200 円

【岩村町】 『大円寺村　福泉坊文書』（岩村町史　史料　近世） 2007 在庫 1,500 円

【岩村町】 三好學『授業日誌』(上） 1993 在庫 10,000 円

【岩村町】 三好學『授業日誌』(下） 1996 在庫 5,000 円

【岩村町】 『授業日誌』（上）(下）セット 在庫 13,000 円

【岩村町】 『戦国武将岩村城主　田丸直昌と北畠・田丸氏の歴史』 1996 在庫 1,700 円

【岩村町】 『岩村町ふるさとの木』 1998 在庫 2,000 円

【岩村町】 『岩村の樹木』 1990 在庫 3,500 円

【岩村町】 『岩村城下町に育成する野草の開花期について（春～夏の部）』 1987 在庫僅少 1,000 円

【岩村町】 『岩村城址の樹木』 1989 在庫 500 円

【岩村町】 『佐藤一斎－言志四録と書画を通して』 1988 在庫僅少 300 円

【岩村町】 『重要伝統的建造物群保存地区　岩村町岩村本通り伝統的建造物群保存地区』パンフ 1999 在庫 無料

【岩村町】 『恵那市岩村町本通り伝統的建造物群保存地区　防災計画策定調査報告書』 2004 在庫 無料

【岩村町】 『岩村の石造物』 2006 在庫僅少 2,300 円

【岩村町】追加 『岩村城跡基礎調査報告書Ⅰ』（石垣悉皆・植生・城下中世石塔） 2010 在庫 1,000 円

【岩村町】追加 『岩村歴史資料館蔵和漢古書目録』 2009 在庫 2,200 円

【岩村町】追加 『平成14・15年度　旧勝川家住宅整備工事報告書（岩村町指定文化財　勝川家）』 2006 在庫僅少 無料

【山岡町】 『山岡町史』史料編(上） 1978 在庫僅少 2,500 円

【山岡町】 『山岡町史』史料編(下） 1978 在庫僅少 2,500 円

【山岡町】 『山岡廃寺跡（手向廃寺跡）』 1988 在庫 無料

【明智町】 『明智町誌』 1960 在庫僅少 2,500 円

【明智町】 『明智町誌』補遺編 1975 在庫僅少 1,500 円

【明智町】 『明智町誌』村絵図集 1975 在庫僅少 1,500 円

【明智町】 『明智町の文化財（２）』 1987 在庫僅少 300 円
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【明智町】 旗本明知遠山氏陣屋史料『明知年譜　乾』 1992 在庫 2,000 円

【明智町】 旗本明知遠山氏陣屋史料『明知年譜　坤』 1994 在庫 2,500 円

【明智町】 旗本明知遠山氏陣屋史料『銘細書上帳』 1993 在庫僅少 3,000 円

【明智町】 旗本明知遠山氏陣屋史料『仮日記』 1996 在庫 1,000 円

【明智町】 旗本明知遠山氏陣屋史料『御役所日記』 1997 在庫僅少 2,000 円

【明智町】 旗本明知遠山氏陣屋史料『来御用状』上巻 2002 在庫 2,000 円

【明智町】 旗本明知遠山氏陣屋史料『来御用状』下巻 2002 在庫 2,000 円

【明智町】 旗本明知遠山氏陣屋史料『東濃雑録・年中行事』 2003 在庫僅少 2,000 円

【明智町】 旗本明知遠山氏陣屋史料『御下知請書之覚他』 2004 在庫僅少 2,000 円

【明智町】 旗本明知遠山氏陣屋史料『御改正御入用積立帳　外』 2006 在庫僅少 2,000 円

【明智町】 旗本明知遠山氏陣屋史料『御知行所村々騒動一件始末願書稿　他』 2007 在庫 1,500 円

【明智町】 熊谷博幸著　『ふるさとの遺産』明智町旧吉田地区（大船・吉良見・大田・阿妻）・横通地区編 2003 在庫僅少 1,000 円

【明智町】 『あけちの木』第1集 1993 在庫 1,000 円

【明智町】 『あけちの木』第2集 1997 在庫 1,000 円

【明智町】 『明智の子　思い出のくらし』 1998 在庫 700 円

【明智町】 熊谷博幸著　『明智御陣屋　乾』（旗本明知遠山氏年譜～村々でおきた出来事の日録） 2009 在庫 2,000 円

【明智町】追加 熊谷博幸著　『明智御陣屋　坤』（村々でおきた出来事の日録、写真ふる里残像） 2010 在庫 2,000 円

【串原】 『矢作ダム水没地区遺跡発掘調査報告書』 1968 在庫僅少 －

【串原】 『串原の民具』 1968 在庫 700 円

【串原】 『串原村史』 1968 在庫僅少 5,000 円

【串原】 『終戦50年　戦前、戦中、戦後、想い出記録』 1996 在庫僅少 1,000 円

【串原】 『串原村の文化財』 1997 在庫僅少 －

【串原】 『閑羅瀬遺跡発掘調査概報』 2003 在庫 －

【串原】 『串原村のあゆみ』 2004 在庫僅少 1,000 円

【上矢作町】 『上村川下流域の考古学的調査』 1998 在庫僅少 2,000 円

【上矢作町】 『中畛遺跡』 1999 在庫僅少 1,000 円

【上矢作町】 『上矢作町の石仏』 2002 在庫僅少 2,000 円

【上矢作町】 『むかしの上矢作あれこれ』 2004 在庫僅少 1,000 円

【上矢作町】 『岐阜上矢作町の仏像』 2004 在庫僅少 2,000 円

【上矢作町】 『大船山』リーフレット 2004 在庫僅少 無料

【上矢作町】 『上矢作町史　史料編』 2007 在庫僅少 4,000 円

【上矢作町】 『上矢作町史　民俗編』 2008 在庫僅少 4,000 円
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