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≪１　郷土資料　図書≫ 2022年3月改訂版
No 旧No 書名 著者名 出版社（者） 出版年

1 (1) 浅口百人一首 花田　一重 中備双書刊行会 1941
2 (2) 雨夜の灯火 湯浅　常山
3 (6) 犬飼松窓先生傳 犬飼孝平 中備史談会 1954
4 (7) 犬養木堂書簡集 鷲尾義直編 人文閣 1940
5 (8) 岩田村誌 笹井　隼二 岩田村誌編纂委 1957
6 (9) 宇野開港史 高見　章夫編 宇野町役場 1931
7 (12) 岡山縣史稿本　上 岡山県 1938
8 (13) 岡山懸史稿本　下 〃 1938
9 (14) 岡山懸史稿本　中 岡山県 1938

10 (15) 岡山県一市三郡富豪家一覧表 竹内　則三郎 名誉発表会 1908
11 (16) 岡山県児島郡誌 児島郡教育会 児島郡役所 1915
12 (17) 岡山県職員録 安井　宇吉 安井　宇吉 1902
13 (18) 岡山県土俗及奇習 島村　知章 岡山文献書房 1933
14 (19) 岡山県棟札一覧 永山　卯三郎 永山　卯三郎 1926
15 (20) 岡山県布達全要　上 岡山県 水野　清六 1881
16 (21) 岡山県の盆踊と民謠 岡　長平 岡山県教育庁社教課 1952
17 (22) 岡山県布達類聚目録 岡山県　 岡山県 1880
18 (23) 岡山城に就て 仁科　章夫 建築雑誌502号 1927
19 (24) 岡山人物誌 岡山市社会課　 岡山市社会課 1925
20 (25) 岡山図幅地質説明書 農商務省地質説明書 野村　宗十郎 1894
21 (26) 岡山の回顧 岡山市教育会事務所 蔵　知矩 1932
22 (27) 帯江村誌 帯江尋常小学校 帯江尋常小学校 1915
23 (28) 回顧六十五年 倉敷紡績株式会社 倉敷紡績 1953
24 (29) 片山町史 桂　又三郎 和気片山町史編纂委員会 1951
25 (30) 勝間田町誌 權田　甚四郎 下山　元太郎 1927
26 (31) 歌文雑抄 安原　玉樹 不明
27 (32) 上竹荘村誌 仁熊　助右衛門 仁熊　助右衛門 1915
28 (33) 鴨方長谷寺由緒記 吉川　彰準 長谷寺 1936
29 (34) 吉備高島宮研究志料 兼田　高洲 吉備高島史蹟顕彰会 1938
30 (36) 吉備高島宮阯 世良　長造 高島宮阯顕彰会 1936
31 (37) 吉備高島宮阯と高須 高須村高島宮阯顕彰会 高須村高島宮阯顕彰会 1939
32 (39) 吉備高島考証 世良　長造 吉備高島宮阯顕彰会 1940
33 (41) 吉備群書集成　３ 田中　誠一 吉備群書集成刊行会 1922
34 (43) 旧倉敷の回顧 木山　以般 （写本） 不明
35 (44) 旧大字地番順改正町区取調表 倉敷市 倉敷市 1935
36 (45) 卿黌明倫館及自省舎 倉敷市史原稿 不明
37 (46) 郷土の生活史 三浦　秀宥 綜合教育研究会 1951

（お願い）

　倉敷市立図書館に所蔵しております特別文庫のうち，次の表の図書が不明になっているこ
とが判明いたしました。
　特別文庫の不明図書につきまして情報がございましたら，中央図書館までご連絡をお願い
いたします。

  なお、玄石文庫の図書には、標題紙（タイトルページ）、小口（図書の背の反対部）、奥付（書名・著
者名などが記載された巻末のページ）などに「玄石文庫」の印を押しております。
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38 (47) 倉敷　 倉敷市商政観光課 倉敷市 1966
39 (48) 倉敷市教育関係の集会要項集
40 (49) 倉敷市知名人葬儀次第集
41 (50) 倉敷市地図 1935
42 (51) 倉敷村戸籍 不明
43 (52) 倉敷村水夫屋敷帖 不明
44 (53) 倉敷町治績台帳　大正8～11年 倉敷町役場 倉敷町役場 不明
45 (55) 倉敷明倫館 永山　卯三郎 不明
46 (57) 県立図書館郷土史参考書目　（稿） 永山卯三郎 1926
47 (60) 児島機業の研究 岡山県立南海高校 岡山県立南海高校 1952
48 (61) 児玉泰一伝 森　紀久男 児玉　博 1940
49 (63) 山陽鉄道旅行手引 角田　清吉 細謹舎 1892
50 (64) 市勢要覧　倉敷　昭和４年版 倉敷市役所　編 倉敷市役所 1929
51 (65) 聖蹟吉備高島宮阯 小川　清一 沼隈郡教育会 1939
52 (66) 続岡山県金石史 永山　卯三郎 岡山県金石史刊行会 1954
53 (67) 続岡山県金石史 〃 〃 1954
54 (68) 続岡山県金石史 〃 〃 1954
55 (69) 続岡山県金石史（図版） 〃 〃 1954
56 (70) 続吉備高島考証 世良　長造 吉備高島宮阯顕彰会 1940
57 (71) 玉島こぼれ話 藤田　荒次郎 晩晴閣 1958
58 (72) 玉島人物誌 玉島高等女学校 玉島高等女学校 1927
59 (73) 玉島湊浜法之事 〃 1949
60 (74) 都窪郡治誌 岡山県都窪郡役所 都窪郡役所 1926
61 (75) 中津井誌 横上　若太郎 中津井誌刊行会 1959
62 (76) 灘崎町史 平田　英文 灘崎町報道委員会 1956
63 (77) 備前岡山城 蔵知　矩 池田家岡山事務所 1933
64 (78) 備前国西高月村の古墳 梅原　末治 星野書店 1924
65 (79) 備中倉敷における新禄古禄の抗争 内藤　正中 京都大学経済学会 1953
66 (80) 備中松山城及其城下 信野　友春 高梁方谷会 1938
67 (81) 平賀元義の歌 杉　鮫三郎 岡山合同新聞社 1944
68 (82) 孚一翁歌稿　雑之部 不明
69 (83) 孚一翁歌稿　四季付恋 1940
70 (84) 福田町誌 大塚　武　編 福田町誌刊行会 1958
71 (87) 備作医人傳 岡山県医師会 岡山県医師会 1959
72 (88) みそしるの心 黒住　宗晴 日新紅 1966
73 (89) 民政資料久世代官早川八郎左衛門 花土　文太郎 花土　文太郎 1912
74 (90) 吉川村誌 田中　一雄 吉川村役場 1924

≪２　郷土資料　雑誌≫
No 書名 著者名 出版社（者） 出版年

1 岡山春秋第2巻 巌津　政右衛門 岡山春秋社 1952
2 岡山春秋第5巻 〃 〃 1955
3 岡山春秋第７巻 〃 〃 1957
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≪３　一般資料　図書≫
No 書名 著者名 出版社（者） 出版年

1 維新史籍解題（伝記篇） 高梨　光司 明治書院 1935
2 出雲風土記剥僞 藪田嘉一郎 藪田嘉一郎 1951
3 改定史籍集覧總目解題 近藤　瓶城 近藤出版部 1907
4 海道記 源光行 冨山房 1912

5 海表叢書　１ 吉田　文治編 更生閣書店
1927
～28

6 漢詩入門 坂井　末雄 巧人社 1936
7 共古随筆 山中　笑 温故書屋 1928
8 近世日本国民史　３３ 徳富　猪一郎 明治書院 1935
9 近世日本国民史　３３ 徳富　猪一郎 明治書院 1935

10 希臘羅馬史 宮川鉄次郎 博文館 1890
11 經濟要録 佐藤　信淵 岩波書店 1928
12 古冩經綜鑒 田中　塊堂 鵤故郷舎 1942
13 校刻資治通鑑　５３ 司馬　光 不明
14 西游日記 司馬　江漢 日本古典全書刊行会 1927
15 品川台場 東京市 東京市 1927
16 事物原始一千題 岸上　操 博文館 1896
17 下関異國船打拂始末略記 服部重緯写
18 昭和新纂国訳大蔵経　宗典部第１３巻 昭和新纂国訳大蔵経編輯部 東方書院 1932
19 新稿日本古代文化 和辻　哲郎 岩波書店 1951
20 神壁算法　下 藤田　嘉言 1789
21 聖書 聖書館 1900
22 全国鐡道名所案内 野崎　左文 巌々堂 1895
23 続群書類従　補遺２ 塙　保己一 続群書類従完成会 1928
24 丹鶴図譜 水野　忠央 国書刊行会 1914
25 朝鮮鉄道旅行案内 南満州鉄道株式会社京城鉄道局 1924
26 憑物研究 民族と歴史輯所 日本学術普及会 1922
27 塔 石田　茂作 日東書院 1931
28 賭博と掏摸の研究 尾佐竹　猛 総葉社書店 1927
29 日本上代の甲冑 末永　雅雄 創元社 1944
30 日本考古学図録 東京国立博物館 朝日新聞社 1953
31 日本古学派之哲学 井上　哲次郎 富山房 1902
32 日本農業の近代化 吉岡　金市 有斐閣 1953

33
ビクトリヤ女王書簡集に現れたるイギリス
王室の政治上及び外交上の活動

ビクトリヤ女王
立作　太郎　訳

朝陽会 1915

34 百姓往来 杉原屋茂兵衛 1845
35 福沢諭吉全集３ 慶応義塾 岩波書店 1959

36
ブラックチェンバ（米国はいかにして外交
秘電を盗んだか）

ハバート・オー・ヤー
ドリー

毎日新聞社 1931

37 文章読本 菊池　寛 モダン日本社 1937
38 別所と俘囚 菊池　山哉 東京史談会 1953
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