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阿見町史 阿見町史編さん委員会／編 阿見町 1983 L202/ｱﾐ

牛久助郷一揆

阿見町史編さん史料 1
阿見町史編さん委員会 1978 L202/ｱﾐ/1

旧阿見村の地方改良運動

阿見町史編さん史料 2
阿見町史編さん委員会／〔編〕 阿見町史編さん委員会 1979 L202/ｱﾐ/2

阿見地域の入会地

阿見町史編さん史料 3
阿見町史編さん委員会／〔編〕 阿見町史編さん委員会 1979 L202/ｱﾐ/3

近世農民の生活

阿見町史編さん史料 4
阿見町史編さん委員会／〔編〕 阿見町史編さん委員会 1980 L202/ｱﾐ/4

明治期の開拓と阿見地域

阿見町史編さん史料 5
阿見町史編さん委員会／〔編〕 阿見町史編さん委員会 1980 L202/ｱﾐ/5

阿見地域の農村経済更生運動

阿見町史編さん史料 6
阿見町史編さん委員会／〔編〕 阿見町史編さん委員会 1980 L202/ｱﾐ/6

阿見の民俗

阿見町史編さん史料 7
阿見町史編さん委員会／〔編〕 阿見町史編さん委員会 1981 L202/ｱﾐ/7

仙台藩領と阿見地域

仙台藩常州領のうち信太郡十三ケ村　阿見町史編さん

史料 8

阿見町史編さん委員会／〔編〕 阿見町史編さん委員会 1981 L202/ｱﾐ/8

近世史料集　補遺

阿見町史編さん史料 9
阿見町史編さん委員会／〔編〕 阿見町史編さん委員会 1983  L202/ｱﾐ/9 

石岡市史　上巻 石岡市史編纂委員会／編集 石岡市 1979 L202/ｲｼ/1

石岡市史　中巻 1 石岡市史編さん委員会／編集 石岡市 1983 L202/ｲｼ/2-1

石岡市史　中巻 2 石岡市史編さん委員会／編集 石岡市　 1983 L202/ｲｼ/2-2

石岡市史　下巻(通史編) 石岡市史編さん委員会／編 石岡市 1985 L202/ｲｼ/3

図説石岡市史 石岡市史編纂委員会／編集 石岡市教育委員会　 1961 L202/ｲｼ

石岡市史編纂資料　第1号～第5号

常陸国府跡の研究 常陸国分寺資料その他 府中六名家

のうち四名家 鬼沢大海遺稿 石岡城并古城跡見取図に

就て

石岡市史編纂委員会／編 石岡市教育委員会 1958～1959 L202/ｲｼ/1

石岡市史編纂資料　第2号

常陸国分寺資料その他
石岡市教育委員会／〔編〕 石岡市教育委員会 1958 L202/ｲｼ/2

石岡市史編纂資料　第3号

府中六名家のうち四名家について
石岡市史編纂委員会／〔編〕 石岡市教育委員会 1959 L202/ｲｼ/3

石岡市史編纂資料　第5号

石岡城并古城跡見取図に就て
石岡市史編纂委員会／編 石岡市教育委員会 1959 L202/ｲｼ/5

石岡市史編纂資料　第7号

常陸国司の研究・常陸大掾七党系図・五人組前書御箇

絛趣

石岡市史編纂委員会／編 石岡市教育委員会 1960 L202/ｲｼ/7

石岡市史編纂資料　第8号 石岡市史編纂委員会／編 石岡市教育委員会 1960 L202/ｲｼ/8

茨城県内市町村史誌所蔵一覧
令和3年1月現在

茨城県立図書館

阿見町

石岡市

阿見町
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石岡の歴史 石岡市史編さん委員会／編集 石岡市 1984 L202/ｲｼ

石岡の近現代年表 石岡市史編さん委員会　 〔1980〕 L208/ｲｼ

八郷町誌 八郷町誌編さん委員会／編著 〔八郷町〕 1970 L202/ﾔｻ

八郷町史 八郷町史編さん委員会／編 八郷町 2005 L202/ﾔｻ/1

八郷町史　史料編1

村明細帳
八郷町史編さん委員会近世部会／編 〔八郷町〕 2002 L202/ﾔｻ/2-1

八郷町史　史料編2

町村是(明治末期)
八郷町史編さん委員会近現代部会／編 〔八郷町〕 2003 L202/ﾔｻ/2-2

八郷町史　史料編3

近世村落史料
八郷町史編さん委員会近世部会／編 〔八郷町〕 2004  L202/ﾔｻ/2-3 

八郷町史　史料編4

太田焼
八郷町史編さん委員会民俗部会／編 〔八郷町〕 2004 L202/ﾔｻ/2-4

潮来町史　 潮来町史編さん委員会／編 潮来町役場 1996 L202/ｲﾀ

潮来町史料　近世編 潮来町教育委員会(茨城県)／編 潮来町教育委員会 1994 L202/ｲﾀ

津知尋常小学校編郷土誌

潮来町史編さん資料
潮来町史編さん委員会／編 潮来町教育委員会 1993 L202.1/ﾂｼﾞ

潮来町関係「いはらき」新聞記事表題索引目録

潮来町史編さん史資料
潮来町(茨城県)／編 潮来町教育委員会 1992 L202/ｲﾀ

潮来町関係「いはらき」新聞記事表題索引目録　2

潮来町史編さん史資料
潮来町教育委員会(茨城県)／編 潮来町教育委員会 1993 L202/ｲﾀ/2

潮来の石仏石塔 潮来町史編さん委員会／編 潮来町史編さん委員会 1991 L718.3/1

いたこの神社・寺院 潮来町(茨城県)／編 潮来町史編さん委員会 1994  L175.2/ｲﾀ

ふるさと潮来の歌 潮来町史編さん委員会／編 潮来町史編さん委員会 1995 L389.3/3

昭和に生きる

写真集
潮来町(茨城県)／編　潮来町史編さん委員会／編 潮来町 1995 L202/ｲﾀ

新編潮来集 潮来町史編さん委員会／編 潮来町教育委員会 1998 L280/ｲﾀ

牛堀町
ふるさと牛堀

人と水の歴史
ふるさと牛堀刊行委員会／編 牛堀町 2001 L202/ｳｼ1

東村史　史料編近世1 東村史編纂委員会／編集 東村史編纂委員会 1995 L202/ｱｽﾞ/2-3-1

東村金石文集　南・東地区編

東村史編纂史料
東村史編纂専門委員会／編集 東村史編纂委員会 1989 L202/ｱｽﾞ/1

東村金石文集　北・西地区編

東村史編纂史料
東村史編纂委員会／編集 東村史編纂委員会 1990 L202/ｱｽﾞ/2

東村古文書目録　第1集 東村史編纂委員会／編集 東村史編纂委員会 1990 L202/ｱｽﾞ/1

東村古文書目録　第2集 東村史編纂委員会／編集 東村史編纂委員会 1991 L202/ｱｽﾞ/2

東村古文書目録　第3集 東村史編纂委員会／編集 東村史編纂委員会 1992 L202/ｱｽﾞ/3

東町史　通史編 東町史編纂委員会／編集 東町史編纂委員会 2003 L202/ｱｽﾞ/1

東町史　資料編原始考古 東町史編纂委員会／編 東町史編纂委員会 1998 L202/ｱｽﾞ/2-1

東町史　史料編古代・中世 東町史編纂委員会／編集 東町史編纂委員会 1998 L202/ｱｽﾞ/2-2

東町史　史料編近世2 東町史編纂委員会／編 東町史編纂委員会 1999 L202/ｱｽﾞ/2-3-2

東町史　史料編近現代 東町史編纂委員会／編集 東町史編纂委員会 2001 L202/ｱｽﾞ/2-4

東町史　民俗編 東町史編纂委員会／編 東町史編纂委員会 1997 L202/ｱｽﾞ/3

江戸崎町史 江戸崎町史編さん委員会／編 江戸崎町 1993 L202/ｴﾄﾞ

江戸崎町史編さん資料　1

中世史料編　1
江戸崎町史編さん委員会／編集 江戸崎町史編さん委員会 1983 L202/ｴﾄﾞ/1

石岡市

石岡市

八郷町

潮来町

東村

東町

江戸崎町

潮来市

稲敷市
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江戸崎町史編さん資料　2

江戸崎の石仏・石塔　1
江戸崎町史編さん委員会／編集 江戸崎町史編さん委員会 1987 L202/ｴﾄﾞ/2

江戸崎町史編さん資料　3

江戸崎城関係資料編
江戸崎町史編さん委員会／編集 江戸崎町史編さん委員会 1987 L202/ｴﾄﾞ/3

江戸崎町史編さん資料　4

江戸崎の石仏・石塔　2
江戸崎町史編さん委員会／編集 江戸崎町史編さん委員会 1988 L202/ｴﾄﾞ/4

江戸崎町史編さん資料　5

江戸崎の石仏・石塔　3
江戸崎町史編さん委員会／編 江戸崎町史編さん委員会 1989 L202/ｴﾄﾞ/5

江戸崎町史編さん資料　6

近世史料編　1
江戸崎町史編さん委員会／編 江戸崎町史編さん委員会 1990 L202/ｴﾄﾞ/6

桜川村史考　1 桜川村史編さん委員会／編 桜川村教育委員会 1979 L202/ｻｸ1/1

桜川村史考　2 桜川村史編さん委員会／編 桜川村教育委員会 1980 L202/ｻｸ1/2

桜川村史考　3 桜川村史編さん委員会／編 桜川村教育委員会 1982 L202/ｻｸ1/3

桜川村史考　4 桜川村史編さん委員会／編 桜川村教育委員会 1983 L202/ｻｸ1/4

桜川村史考　5 桜川村史編さん委員会／編 桜川村教育委員会 1984 L202/ｻｸ1/5

桜川村史考　6

桜川の民俗
桜川村史編さん委員会／編 桜川村教育委員会　 1986 L202/ｻｸ1/6

桜川村史考　7 桜川村史編さん委員会／編 桜川村教育委員会 1987 L202/ｻｸ1/7

桜川村史考　8 桜川村史編さん委員会／編 桜川村教育委員会 1989 L202/ｻｸ1/8

桜川村史考　9 桜川村史編さん委員会／編 桜川村教育委員会　 1983 L202/ｻｸ1/9

桜川村史考　別冊

神宮寺城と十三塚
桜川村史編さん委員会／編 桜川村教育委員会 1984 L202/ｻｸ1/B

新利根村史　1 村史編纂委員会／編 新利根村 1981 L202/ｼﾝ/1

新利根村史　2 村史編纂委員会／編 新利根村 1983 L202/ｼﾝ/2

新利根村史　3 村史編纂委員会／編 新利根村 1984 L202/ｼﾝ/3

茨城町史　通史編 茨城町史編さん委員会(茨城県)／編 茨城町 1995 L202/ｲﾊﾞ/1

茨城町史　地誌編 茨城町史編さん委員会(茨城県)／編 茨城町 1993 L202/ｲﾊﾞ/2

大津忠順当用手控

茨城町史資料集 第1集
茨城町史編さん委員会(茨城県)／編集 茨城町 1990 L202/ｲﾊﾞ/1

茨城町の石仏・石塔 茨城町史編さん委員会(茨城県)／編集 茨城町教育委員会 2000 L718.2/4

海老沢津役所役人が幕末から明治にかけて見聞した町

内の主な出来ごと

「大津忠順当用手控」より

茨城町史編さん委員会(茨城県)／編集 茨城町 1990 L202/ｲﾊﾞ

牛久町史・中世編 栗原 功／著 牛久町教育委員会　 1975 L202/ｳｼ

牛久町史　史料編 1 鈴木 光夫／編集執筆 牛久町 1979 L202/ｳｼ/1

牛久町史　史料編 2 鈴木 光夫／編修 牛久町　 1981 L202/ｳｼ/2

牛久市史　原始古代中世 牛久市史編さん委員会／編 牛久市 2004 L202/ｳｼ/1-1

牛久市史　近世 牛久市史編さん委員会／編 牛久市 2002 L202/ｳｼ/1-2

牛久市史　近現代1 牛久市史編さん委員会／編 牛久市 2001 L202/ｳｼ/1-3-1

牛久市史　近現代2 牛久市史編さん委員会／編 牛久市 2002 L202/ｳｼ/1-3-2

牛久市史　民俗 牛久市史編さん委員会／編 牛久市 2002 L202/ｳｼ/2

牛久市史料　原始・古代

考古資料編
牛久市史編さん委員会／編 牛久市 1999 L202/ｳｼ/1-1

牛久市史料　中世1

古文書編
牛久市史編さん委員会／編 牛久市 2002 L202/ｳｼ/1-2-1

新利根村

茨城町

牛久町

牛久市

江戸崎町

桜川村

稲敷市

茨城町

牛久市
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牛久市史料　中世2

記録編
牛久市史編さん委員会／編 牛久市 2000 L202/ｳｼ/1-2-2

牛久市史料　近世1

牛久助郷一揆
牛久市史編さん委員会／編 牛久市 1994 L202/ｳｼ/1-3-1

牛久市史料　近世2

村と生活
牛久市史編さん委員会／編 牛久市 1997 L202/ｳｼ/1-3-2

牛久市史料　近代1 牛久市史編さん委員会／編 牛久市 1998 L202/ｳｼ/1-4-1

牛久市史料　近代2 牛久市史編さん委員会／編 牛久市 1997 L202/ｳｼ/1-4-2

牛久市史料　石造物編 牛久市史編さん委員会／編 牛久市 1999 L202/ｳｼ/2

島田の民俗

東関東一村落のムラとイエ　牛久市史民俗調査報告書

1

牛久市史編さん委員会民俗部会／編集 牛久市 1991 L382.2/ｳｼ/1

城中・新地、上町・下町の民俗

水辺と町場の生活　牛久市史民俗調査報告書 2
牛久市史編さん委員会民俗部会／編集 牛久市 1993 L382.2/ｳｼ/2

下根・柏田・東猯穴の民俗

小野川沿い集落の生活　牛久市史民俗調査報告書 3
牛久市史編さん委員会民俗部会／編集 牛久市　 1996 L382.2/ｳｼ/3

井ノ岡・小坂の民俗

牛久市史民俗調査報告書 4
牛久市史編さん委員会民俗部会／編集 牛久市 1998 L382.2/ｳｼ/4

大洗町史　通史編 大洗町史編さん委員会／編集 大洗町 1986 L202/ｵｵ/1

大洗町史資料集　第1集

大洗町の小字地名
茨城県東茨城郡大洗町史編さん委員会(茨城県)／編 茨城県東茨城郡大洗町 1981 L202/ｵｵ/2-1

大洗町史資料集　第2集

守山藩史料　上
茨城県東茨城郡大洗町史編さん委員会(茨城県)／編 茨城県東茨城郡大洗町 1981 L202/ｵｵ/2-2

大洗町史資料集　第3集

大洗町の漁業関係史料集
茨城県東茨城郡大洗町史編さん委員会(茨城県)／編 茨城県東茨城郡大洗町 1985 L202/ｵｵ/2-3

大洗町史資料集　第4集

大洗の海と生き物
大洗町史編さん委員会／編 大洗町 1989 L202/ｵｵ/2-4

大洗町史資料集　第5集

難波船記録　上
大洗町史編さん委員会／編 茨城県東茨城郡大洗町 1982 L202/ｵｵ/2-5

大洗町史資料集　第6集

難波船記録　下
茨城県東茨城郡大洗町史編さん委員会(茨城県)／編 茨城県東茨城郡大洗町 1983 L202/ｵｵ/2-6

大洗町史資料集　第7集

守山藩史料　下
茨城県東茨城郡大洗町史編さん委員会(茨城県)／編 茨城県東茨城郡大洗町 1984 L202/ｵｵ/2-7

大洗町史追録 大洗町史編さん委員会／編 大洗町 1989 L202/ｵｵ/B

大子町史　通史編 上巻 大子町史編さん委員会／編 大子町 1988 L202/ﾀﾞｲ/1-1

大子町史　通史編 下巻 大子町史編さん委員会／編 大子町 1993 L202/ﾀﾞｲ/1-2

大子町史　資料編 上巻

原始・古代・中世・近世
大子町史編さん委員会／編 大子町 1984 L202/ﾀﾞｲ/2-1

大子町史　資料編 下巻

近現代
大子町史編さん委員会／編 大子町 1986 L202/ﾀﾞｲ/2-2

大子町史

写真集
大子町史編さん委員会／編 大子町 1980 L202/ﾀﾞｲ

〔大子町史関係史料目録〕 大子町史編さん委員会／編 〔大子町〕 1972～1978 L202/ﾀﾞｲ

大子町史料　第1集 大子町史編さん委員会／編 大子町史編さん委員会 1976 L202/ﾀﾞｲ/1

大子町

牛久市

大洗町

牛久市

大洗町

大子町
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大子町史料　第2集 大子町史編さん委員会／編 大子町史編さん委員会 1977 L202/ﾀﾞｲ/2

大子町史料　第3集 大子町史編さん委員会／編 大子町史編さん委員会 1977 L202/ﾀﾞｲ/3

大子町史料　第4集

中世史料編
大子町史編さん委員会／編集 大子町史編さん委員会 1980 L202/ﾀﾞｲ/4

大子町史料　別冊1

常陸国北郡里程間数之記
大子町史編さん委員会／編集 大子町史編さん委員会 1979 L202/ﾀﾞｲ/B-1

大子町史料　別冊2

大子町の遺跡と遺物
大子町史編さん委員会／編 大子町 1981 L202/ﾀﾞｲ/B-2  

大子町史料　別冊3

大子町関係「いはらき」新聞記事表題索引目録　1
大子町史編さん委員会／編集 大子町 1982 L202/ﾀﾞｲ/B-3

大子町史料　別冊4

事蹟簿　1
大子町史編さん委員会／編集 大子町 1983 L202/ﾀﾞｲ/B-4

大子町史料　別冊5

大子町関係「いはらき」新聞記事表題索引目録　2
大子町史編さん委員会／編集 大子町 1984 L202/ﾀﾞｲ/B-5

大子町史料　別冊6

「元治甲子之変」天狗諸生之乱参加者氏名事蹟抄
大子町史編さん委員会／編集 大子町 1985 L202/ﾀﾞｲ/B-6

大子町史料　別冊7

仲山古墳群三号墳発掘調査報告書
大子町史編さん委員会／編集 大子町 1986 L202/ﾀﾞｲ/B-7

大子町史料　別冊8

語りつぐ大子の歴史
大子町史編さん委員会／編集 大子町　 1986 L202/ﾀﾞｲ/B-8

大子町史料　別冊9

西国順礼道中記
大子町史編さん委員会／編集 大子町 1986 L202/ﾀﾞｲ/B-9

小川町史　上巻 小川町史編さん委員会／編集 小川町　 1982 L202/ｵｶﾞ/1

小川町史　下巻 小川町史編さん委員会／編集 小川町 1988 L202/ｵｶﾞ/2

小川町史史料集　第1編 小川町史編さん委員会／編 小川町史編さん委員会 1979 L202/ｵｶﾞ/1

玉里村史 玉里村史編纂委員会／編集 玉里村教育委員会 1975 L202/ﾀﾏ1

玉里村の歴史 玉里村史編纂委員会／編 玉里村 2006 L202/ﾀﾏ1

美野里町史　上 美野里町史編さん委員会／編 美野里町 1989 L202/ﾐﾉ/1

美野里町史　下 美野里町史編さん委員会／編 美野里町 1993 L202/ﾐﾉ/2

美野里町史史料集　第1篇 美野里町史編纂委員会／編集 美野里町史編纂委員会 1979 L202/ﾐﾉ/1

美野里町史史料集　第2篇

代官役所本木家関係文書
美野里町史編さん委員会／編 美野里町 1980 L202/ﾐﾉ/2

美野里町史史料集　第3篇

民俗　1
美野里町史編纂委員会／編 美野里町 1981 L202/ﾐﾉ/3

美野里町史史料集　第4篇

民俗　2
美野里町史編纂委員会／編 美野里町 1982 L202/ﾐﾉ/4

美野里町史史料集　〔第5篇〕

民俗　3
美野里町史編纂委員会／編 美野里町 1985 L202/ﾐﾉ/5

美野里町史資料集　〔第6篇〕

民俗　4
美野里町史編纂委員会／編 美野里町　 1987 L202/ﾐﾉ/6

美野里町史史料集　中世編

戦雲暗き中世の郷土
美野里町史編纂委員会／編集 美野里町史編纂委員会 1982 L202/ﾐﾉ

美野里町史編纂資料　第6集

部落小史
美野里町文化財調査委員会／企画・編集 美野里町教育委員会 1976 L202/ﾐﾉ/6

美野里町の文化財・近世年代古文書目録 美野里町史編さん委員会／編 美野里町 1983 L202/ﾐﾉ

大子町

小美玉市

大子町

小川町

玉里村

美野里町
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美野里の石仏・石塔　上 美野里町史編さん委員会／編 美野里町 1984 L718.2/6/1

美野里の石仏・石塔　下 美野里町史編さん委員会／編 美野里町教育委員会 1989 L718.2/6/2

歴史散策　集録篇

広報みのり
美野里町史編さん委員会／編 美野里町史編さん委員会 1986 L202/ﾐﾉ

美野里町教育のうつりかわり 美野里町史編纂委員会／編 美野里町 1986 L370.42/1

岩間町史 岩間町史編さん委員会／編 岩間町 2002 L202/ｲﾜ2

史料以和万　資料第1集

岩間の竹と生活
岩間町町史編さん資料収集委員会／編 岩間町町史編さん資料収集委員会 1981 L202/ｲﾜ2/1

史料以和万　資料第2集

岩間の養蚕
岩間町町史編さん資料収集委員会／編 岩間町町史編さん資料収集委員会 1982 L202/ｲﾜ2/2

史料以和万　資料第3集

岩間町の教育
岩間町町史編さん資料収集委員会／編 岩間町町史編さん資料収集委員会 〔19‐‐〕 L202/ｲﾜ2/3

野口池湿原の植物　1982

第一次調査報告書　岩間町史資料集 第1号
岩間町教育委員会町史編さん資料収集委員会／編 岩間町教育委員会　 1982 L462.2/5

岩間町の年中行事

岩間町史資料集 第2号
岩間町教育委員会(茨城県)／編 岩間町教育委員会 1983 L386.2/10

岩間町の石仏・石塔

岩間町史資料集 第3号
岩間町史編さん資料収集委員会／編 岩間町教育委員会 1984 L718.2/9

いわまの伝え話

岩間町史資料集 第4号
岩間町史編さん資料収集委員会／編 岩間町教育委員会 1986 L388.2/9

いわまの伝え話

岩間町史資料集 第4号　第2版
岩間町史編さん資料収集委員会／編　文化財を後世に引継ぐ実行委員会／編 岩間町教育委員会 2005 L388.2/9/(2)

いわまの自然

岩間町史資料集 第5号
岩間町史編さん資料収集委員会／編 岩間町教育委員会 1988 L461.2/7

いわまの伝え話　2

岩間町史資料集 第6号
文化財を後世に引継ぐ実行委員会／編 岩間町教育委員会 2015 L388.2/9/2

岩間町史史料集　古文書第1集 岩間町教育委員会(茨城県)／編 岩間町教育委員会 1992 L202/ｲﾜ2/1

岩間町史史料集　古文書第2集 岩間町教育委員会(茨城県)／編 岩間町教育委員会　 1995 L202/ｲﾜ2/2

岩間町史史料集　古文書第3集 岩間町史編さん室／編 岩間町教育委員会 1996 L202/ｲﾜ2/3

図説岩間の歴史 岩間町史編さん資料収集委員会／編 岩間町 1991 L202/ｲﾜ2

笠間市史　上巻 笠間市史編さん委員会／編集 笠間市 1993 L202/ｶｻ/1-1

笠間市史　下巻 笠間市史編さん委員会／編 笠間市 1998 L202/ｶｻ/1-2

笠間市史　地誌編 笠間市史編さん委員会／編集 笠間市 2004 L202/ｶｻ/2

笠間市史資料　第2集

笠間市関係『いはらき』新聞記事表題索引目録
笠間市史編さん委員会／編集 笠間市史編さん委員会 1990 L202/ｶｻ/2

笠間市史資料　第3集

笠間藩史料『聞訟礎石集』
笠間市史編さん委員会／編集 笠間市 1990 L202/ｶｻ/3

笠間市史資料　第4集

笠間城下町『御用留日記』
笠間市史編さん委員会／編集 笠間市 1991 L202/ｶｻ/4

笠間市史資料　第5集

笠間市遺跡分布調査報告書
笠間市史編さん委員会 1992 L202/ｶｻ/5

笠間市史資料　第6集

藩政資料　1
笠間市史編さん委員会／編集 笠間市役所 1994  L202/ｶｻ/6 

笠間市史資料　第7集

笠間市の石仏・石塔　1
笠間市史編さん委員会／編集 笠間市　 1994 L202/ｶｻ/7

小美玉市

笠間市

笠間市

美野里町

岩間町
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図説笠間市史 笠間市史編さん委員会／編 笠間市 1988 L202/ｶｻ

新笠間市の歴史
笠間市史編さん専門委員会／編

笠間市教育委員会 2011 L202/ｶｻ

友部町 友部町史 友部町史編さん委員会／編集 友部町 1990 L202/ﾄﾓ

大野村 大野村史 大野村史編さん委員会／編集 大野村教育委員会 1979 L202/ｵｵ1

鹿島町史　第1巻
鹿島町広報課内鹿島町史編さん委員会／編集

〔鹿島町〕 1972 L202/ｶｼ/1-1

鹿島町史　第2巻 鹿島町史編さん委員会／編集 〔鹿島町〕 1974 L202/ｶｼ/1-2

鹿島町史　第3巻 鹿島町史刊行委員会／編集 〔鹿島町〕 1981 L202/ｶｼ/1-3

鹿島町史　第4巻 鹿島町史刊行委員会／編集 〔鹿島町〕 1984 L202/ｶｼ/1-4

鹿島町史　第5巻 鹿島町史編さん委員会／編集 〔鹿嶋市〕 1997 L202/ｶｼ/1-5  

鹿島町史　別巻

鹿島人物事典
鹿島町史編さん委員会／編集 鹿島町 1991 L202/ｶｼ/1-B

社家文書　巻1

鹿島町史料集
鹿島町史刊行委員会事務局／編集 鹿島町 1980 L202/ｶｼ

鹿嶋市 鹿嶋市史　地誌編 鹿嶋市史編さん委員会／編集 鹿嶋市 2005 L202/ｶｼ/2

千代田村史 千代田村史編さん委員会／編著 千代田村教育委員会 1970 L202/ﾁﾖ1

義忠一代記他

千代田村史史料 第1集
千代田村史編さん委員会／編 千代田村教育委員会 1971 L202/ﾁﾖ1/1

千代田村史史料　第2集

愛石遺稿
千代田村史編さん委員会／編著 千代田村教育委員会 1978 L202/ﾁﾖ1/2

出島村史 出島村史編さん委員会(茨城県)／編 出島村教育委員会 1971 L202/ﾃﾞｼﾞ

出島村史　復刻版 出島村史編さん委員会(茨城県)／編集 出島村教育委員会 1989 L202/ﾃﾞｼﾞ/(2)

出島村史　続編 出島村史編纂委員会／編集 出島村教育委員会 1978 L202/ﾃﾞｼﾞ/2

出島村史誌 出島村史誌編纂委員会／編 霞ケ浦町 1998 L202/ﾃﾞｼﾞ

神栖町史　上巻 神栖町史編さん委員会／編著 神栖町 1988 L202/ｶﾐ/1

神栖町史　下巻 神栖町史編さん委員会／編著 神栖町　 1988 L202/ｶﾐ/2

神栖の歴史 神栖町史編さん委員会／編著 神栖町 1984 L202/ｶﾐ

波崎町史 波崎町史刊行専門委員／編 波崎町 1991 L202/ﾊｻ

波崎町史料　1 波崎町史編さん専門委員会／編 波崎町 1981 L202/ﾊｻ/1

波崎町史料　2 波崎町史編さん専門委員会／編 波崎町 1982 L202/ﾊｻ/2

波崎町の歴史

写真集
波崎町史編さん専門委員／編 波崎町 1980 L202/ﾊｻ

波崎の聞き語り　1 波崎町史編さん専門委員会／編 波崎町 1982 L202/ﾊｻ/1

波崎の聞き語り　2 波崎町史編さん専門委員会／編 波崎町 1983 L202/ﾊｻ/2

波崎の聞き語り　3 波崎町史刊行委員会／編 波崎町 1985 L202/ﾊｻ/3

河内町 河内町 図説河内の歴史 河内町史編さん委員会／編集 河内町 2003 L202/ｶﾜ

北茨城市史　上巻 北茨城市史編さん委員会／編集 北茨城市 1988 L202/ｷﾀ/1

北茨城市史　下巻 北茨城市史編さん委員会／編集 北茨城市 1987 L202/ｷﾀ/2

北茨城市史　別巻

細原遺跡
北茨城市史編さん委員会／編 北茨城市役所 1982 L202/ｷﾀ/B

北茨城市史　別巻2

松岡地理誌 村明細帳
北茨城市史編さん委員会／編 北茨城市 1984 L202/ｷﾀ/B-2

笠間市

鹿嶋市

かすみがうら市

神栖市

北茨城市

笠間市

鹿島町

千代田村

出島村

神栖町

波崎町

北茨城市
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北茨城市史　別巻3

石炭史料　1
北茨城市教育委員会／編 北茨城市 1990 L202/ｷﾀ/B-3

北茨城市史　別巻4

石炭史料　2
北茨城市教育委員会／編 北茨城市 1996 L202/ｷﾀ/B-4

北茨城市史　別巻5

野口勝一日記　1
北茨城市教育委員会／編 北茨城市 1991 L202/ｷﾀ/B-5

北茨城市史　別巻6

野口勝一日記　2
北茨城市教育委員会／編 北茨城市 1992 L202/ｷﾀ/B-6

北茨城市史　別巻7

野口勝一日記　3
北茨城市教育委員会／編 北茨城市 1993 L202/ｷﾀ/B-7

北茨城市史　別巻8

野口勝一日記　4
北茨城市教育委員会／編 北茨城市 1994 L202/ｷﾀ/B-8

北茨城市史　別巻9

港関係史料
北茨城市教育委員会／編 北茨城市 2001 L202/ｷﾀ/B-9

図説北茨城市史 北茨城市史編さん委員会／編 北茨城市 1983 L202/ｷﾀ

三和町史　通史編 原始・古代・中世 三和町史編さん委員会／編集 三和町 1996 L202/ｻﾝ/1-1

三和町史　資料編 原始・古代・中世 三和町史編さん委員会／編集 三和町　 1992 L202/ｻﾝ/2-1

三和町史　資料編 近世 三和町史編さん委員会／編集 三和町 1992 L202/ｻﾝ/2-2

三和町史　資料編 近現代 三和町史編さん委員会／編集 三和町 1994 L202/ｻﾝ/2-3

三和町史　民俗編 三和町史編さん委員会／編集 三和町 2001 L202/ｻﾝ/3

古河市史　通史編 古河市史編さん委員会／編集 古河市 1988 L202/ｺｶﾞ/1

古河市史　民俗編 古河市史編さん委員会／編集 古河市 1983 L202/ｺｶﾞ/3

古河市史　資料 原始・古代編 古河市史編さん委員会／編集 古河市 1986 L202/ｺｶﾞ/2-1

古河市史　資料 中世編　 古河市史編さん委員会／編集 古河市 1981 L202/ｺｶﾞ/2-2

古河市史　資料 近世編-〔1〕

藩政
古河市史編さん委員会／編集 古河市 1979 L202/ｺｶﾞ/2-3-1

古河市史　資料 近世編-〔2〕

町方・地方
古河市史編さん委員会／編集 古河市 1982 L202/ｺｶﾞ/2-3-2  

古河市史　資料 近現代編 古河市史編さん委員会／編集 古河市 1984 L202/ｺｶﾞ/2-4

古河市史　資料 別巻 古河市役所 1973 L202/ｺｶﾞ/2-B

古河市史料所在目録　第1集

古河市史資料　第1集
古河市史編さん委員会／〔編〕 古河市史編さん委員会 1974 L202/ｺｶﾞ/1

古河の石仏

古河市史資料　第2集
古河市史編さん委員会(民俗部会)／編集 古河市役所 1975 L718.5/12

古河市史料所在目録　第2集

古河市史資料　第3集
古河市史編さん委員会／編 古河市 1976 L202/ｺｶﾞ/2

古河の板碑

古河市史資料　第4集
古河市史編さん委員会(中世部会板碑調査班)／編集 古河市教育委員会 1977 L185.3/ｺｶﾞ

古河市史料所在目録　第3集

古河市史資料　第5集
古河市史編さん委員会／編 古河市 〔1977〕 L202/ｺｶﾞ/3

古河の昔話と伝説

古河市史資料　第6集
古河市史編さん委員会(民俗部会)／編 古河市教育委員会 1978 L388.5/20

自由東道

古河市史資料　第7集
館野 芳之助／著　古河市史編さん委員会／編 古河市 1980 L320.4/72

北茨城市

古河市

北茨城市

三和町

古河市
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古河市遺跡分布調査報告書

古河市史資料 第8集
古河市史編さん委員会原始古代部会／編 古河市 1984 L254.8/ｺｶﾞ

原町西貝塚発掘調査報告書

古河市史資料 第9集
原町西貝塚調査団／〔著〕　古河市史編さん委員会原始古代部会／編 古河市 1985 L254.8/ﾊﾗ

古河城・鴻巣館

県指定史跡 古河公方館跡　古河市史資料 第10集
古河市史編さん委員会／編集 古河市 1985 L254.8/ｺｶﾞ

総和町史　通史編原始・古代・中世 総和町史編さん委員会／編集 総和町 2005 L202/ｿｳ/1-1

総和町史　通史編近世 総和町史編さん委員会／編集 総和町 2005 L202/ｿｳ/1-2

総和町史　通史編近代・現代 総和町史編さん委員会／編集 総和町 2005 L202/ｿｳ/1-3

総和町史　資料編原始・古代・中世 総和町史編さん委員会／編集 総和町　 2002 L202/ｿｳ/2-1

総和町史　資料編近世 総和町史編さん委員会／編集 総和町　 2004 L202/ｿｳ/2-2

総和町史　資料編近代・現代 総和町史編さん委員会／編集 総和町 2004  L202/ｿｳ/2-3 

総和町史　民俗編 総和町史編さん委員会／編集 総和町 2005 L202/ｿｳ/3

そうわの古文書　1

山中文書
総和町教育委員会社会教育課／編集 総和町教育委員会・社会教育課 1992 L202/ｿｳ/1

そうわの古文書　2

黒川文書　1
総和町教育委員会・町史編さん室／編集 総和町教育委員会・町史編さん室 1993 L202/ｿｳ/2

そうわの古文書　3

山高文書
総和町教育委員会・町史編さん室／編集 総和町教育委員会・町史編さん室 1993 L202/ｿｳ/3

そうわの古文書　4

黒川文書　2
総和町教育委員会・町史編さん室／編集 総和町教育委員会・町史編さん室 1994 L202/ｿｳ/4

そうわの古文書　5

黒川文書　3
総和町教育委員会・町史編さん室／編集 総和町教育委員会・町史編さん室 1996 L202/ｿｳ/5

そうわの古文書　6

慶応大学所蔵永塚家文書　1
総和町教育委員会・町史編さん室／編 総和町教育委員会・町史編さん室 1998 L202/ｿｳ/6

そうわの古文書　7

慶応大学所蔵永塚家文書　2
総和町教育委員会生涯学習課町史編さん係／編集 総和町教育委員会・生涯学習課 2001 L202/ｿｳ/7

そうわの古文書　8

慶応大学所蔵永塚家文書　3
総和町教育委員会・生涯学習課／編集 総和町教育委員会・生涯学習課 2003 L202/ｿｳ/8

総和町史編さん民俗部会中間報告書 総和町史編さん民俗部会／編 総和町教育委員会町史編さん室 1997 L382.2/ｿｳ

町史 五霞の生活史　資料1 五霞町史編さん委員会／編集 五霞町 2011 L202/ｺﾞｶ/1

町史 五霞の生活史

水と五霞
五霞町史編さん委員会／編集 五霞町 2010 L202/ｺﾞｶ

五霞の地誌

明治19年10月地誌取調書　五霞叢書 1
町史編さん専門委員会(茨城県五霞町)／編 五霞町教育委員会 2006 L202/ｺﾞｶ/1

五霞の村勢

大正5年～昭和20年「五霞村事務報告」　五霞叢書 2
町史編さん専門委員会(茨城県五霞町)／編 五霞町教育委員会 2008 L202/ｺﾞｶ/2

近・現代における五霞村と利根治水

五霞叢書 3
町史編さん専門委員会(茨城県五霞町)／編 五霞町教育委員会 2009 L202/ｺﾞｶ/3

下総境の生活史　史料編原始・古代・中世 境町史編さん委員会／編集 境町 2004 L202/ｻｶ/1-1

下総境の生活史　史料編近世1

河岸町の生活
境町史編さん委員会／編集 境町 2000 L202/ｻｶ/1-2-1

下総境の生活史　史料編近世2

村の生活
境町史編さん委員会／編集 境町 2002 L202/ｻｶ/1-2-2

古河市

五霞町

境町

五霞村

境町

古河市

総和町
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下総境の生活史　史料編近世3

河岸問屋の大福帳
境町史編さん委員会／編集 境町 2004 L202/ｻｶ/1-2-3

下総境の生活史　史料編近現代 境町史編さん委員会／編集 境町 2004 L202/ｻｶ/1-3

下総境の生活史　史料編近現代別巻

長田村々是
境町史編さん委員会／編集 境町 2004 L202/ｻｶ/1-3-B

下総境の生活史　地誌編地誌 境町史編さん委員会／編集 境町 2004 L202/ｻｶ/2-1

下総境の生活史　地誌編自然・動植物 境町史編さん委員会／編集 境町 2004 L202/ｻｶ/2-2

下総境の生活史　図説・境の歴史 境町史編さん委員会／編集 境町 2005 L202/ｻｶ/B

境町史資料目録　第1集

長野監冶家文書
境町史編さん委員会／編 茨城県猿島郡境町 1995 L202/ｻｶ/1

境町史資料目録　第2集

旧森戸村役場文書
境町史編さん委員会／編 茨城県猿島郡境町 1996 L202/ｻｶ/2

境町史資料目録　第3集

小松原康之助家文書
境町史編さん委員会／編 茨城県猿島郡境町 1997 L202/ｻｶ/3

境町史資料目録　第4集

諸家文書　1
境町史編さん委員会／編 茨城県猿島郡境町 1998 L202/ｻｶ/4

境町史資料目録　第5集

諸家文書　2
境町史編さん委員会／編 茨城県猿島郡境町 1998 L202/ｻｶ/5

岩瀬町史　通史編 岩瀬町史編さん委員会／編集 岩瀬町 1987 L202/ｲﾜ1/1

岩瀬町史　史料編 岩瀬町 1983 L202/ｲﾜ1/2

岩瀬町史料　第1号 岩瀬町史編さん委員会／編 岩瀬町中央公民館 1978 L202/ｲﾜ1/1

岩瀬町史料目録　1 岩瀬町史編さん委員会事務局／編 岩瀬町史編さん室 1981 L202/ｲﾜ1

真壁町史料　考古資料編1

御祓立場遺跡の資料
真壁町史編さん委員会／編 真壁町史編纂委員会 1980 L202/ﾏｶ/1-1

真壁町史料　考古資料編2 真壁町史編さん委員会／編集 真壁町 1982 L202/ﾏｶ/1-2

真壁町史料　考古資料編3

古代寺院遺跡
真壁町史編さん委員会／編集 真壁町 1991 L202/ﾏｶ/1-3

真壁町史料　考古資料編4

縄文時代遺跡
真壁町史編さん委員会／編集 真壁町 2000 L202/ﾏｶ/1-4

真壁町史料　考古資料編5 真壁町史編さん委員会／編集 真壁町 2005 L202/ﾏｶ/1-5

真壁町史料　中世編1 真壁町史編さん委員会／編集 真壁町 1983 L202/ﾏｶ/2-1

真壁町史料　中世編1　改訂版 真壁町史編さん委員会／編集 真壁町 2005 L202/ﾏｶ/2-1-(2)

真壁町史料　中世編2 真壁町史編さん委員会／編集 真壁町 1986 L202/ﾏｶ/2-2

真壁町史料　中世編3 真壁町史編さん委員会／編集 真壁町 1994 L202/ﾏｶ/2-3

真壁町史料　中世編4 真壁町史編さん委員会／編集 真壁町 2003 L202/ﾏｶ/2-4

真壁町史料　近世編1

村明細帳
真壁町史編さん委員会／編集 真壁町　 1985 L202/ﾏｶ/3-1

真壁町史料　近世編2

繰綿と木綿
真壁町史編さん委員会／編集 真壁町 1987 L202/ﾏｶ/3-2

真壁町史料　近世編3

人別改
真壁町史編さん委員会／編集 真壁町 1990 L202/ﾏｶ/3-3

真壁町史料　近世編4

御用留
真壁町史編さん委員会／編集 真壁町 2001 L202/ﾏｶ/3-4

真壁町史料　近現代編1

「いはらき」新聞にみる明治の真壁地域
真壁町史編さん委員会／編集 真壁町 1984 L202/ﾏｶ/4-1

桜川市

境町 境町

岩瀬町

真壁町
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真壁町史料　近現代編2

製糸業
真壁町史編さん委員会／編集 真壁町 1988 L202/ﾏｶ/4-2

真壁町史料　近現代編3

製糸業　2
真壁町史編さん委員会／編集 真壁町 1992 L202/ﾏｶ/4-3

真壁町史料　近現代編4

醸造業
真壁町史編さん委員会／編集 真壁町 2002 L202/ﾏｶ/4-4

真壁町史料　植物編1

私たちの生活と植物との関わり
真壁町史編さん委員会／編 真壁町 1995 L202/ﾏｶ/B-1-1

真壁町史料　植物編2

真壁地方の野生植物
真壁町史編さん委員会／編 真壁町 1998 L202/ﾏｶ/B-1-2

真壁町史料　文芸編1 真壁町史編さん委員会／編 真壁町 1996 L202/ﾏｶ/B-2-1

真壁町史料　文芸編2 真壁町史編さん委員会／編 真壁町 1999 L202/ﾏｶ/B-2-2

真壁町史略年表 真壁町史編さん委員会／編集 真壁町 1992 L202/ﾏｶ

大和村史 飯島 光弘／編纂 大和村役場 1974 L202/ﾔﾏ1

大和村史余稿 飯島 光弘／編纂 大和村役場 1996 L202/ﾔﾏ1/2

下妻市史 下妻市史編纂委員会／編 下妻市役所 1979 L202/ｼﾓ1

下妻市史　上

原始古代・中世
下妻市史編さん委員会／編 下妻市役所 1993 L202/ｼﾓ1/1-1

下妻市史　中

近世
下妻市史編さん委員会／編 下妻市役所 1994 L202/ｼﾓ1/1-2

下妻市史　下

近現代
下妻市史編さん委員会／編 下妻市役所 1995 L202/ｼﾓ1/1-3

下妻市史　別編

民俗
下妻市史編さん委員会／編 下妻市役所 1994 L202/ｼﾓ1/2

下妻市史料　天狗騒ぎ関係 1 下妻市史編纂委員会 1971 L202/ｼﾓ1/1-1

下妻市史料　天狗騒ぎ関係2 下妻市史編纂委員会 1974 L202/ｼﾓ1/1-2

下妻市史料　多賀谷氏関係 2 下妻市史編纂委員会 1976 L202/ｼﾓ1/2-2

下妻市史料　先人遺稿 1 下妻市史編纂委員会 1977 L202/ｼﾓ1/3-1

下妻市史料　古代・中世編 下妻市教育委員会／編集 下妻市 1996 L202/ｼﾓ1/5

下妻市史料　井上下妻藩関係 1 下妻市　 1985 L202/ｼﾓ1/4-1

下妻市史料　井上下妻藩関係 2 下妻市史編纂専門委員会／編 下妻市 1986 L202/ｼﾓ1/4-2

下妻市史料　井上下妻藩関係 3 下妻市史編纂専門委員会／編 下妻市 1987 L202/ｼﾓ1/4-3

下妻市史料　井上下妻藩関係 4 下妻市史編纂専門委員会／編 下妻市 1988 L202/ｼﾓ1/4-4

下妻市史料　井上下妻藩関係 5 下妻市史編纂専門委員会／編 下妻市　 1989 L202/ｼﾓ1/4-5

下妻市史料　井上下妻藩関係 6 下妻市史編纂専門委員会／編 下妻市　 1990 L202/ｼﾓ1/4-6

下妻市史料　井上下妻藩関係 7 下妻市史編さん専門委員会／編 下妻市 1992 L202/ｼﾓ1/4-7

下妻市史料　井上下妻藩関係8 下妻市史編さん専門委員会／編集 下妻市役所 1993 L202/ｼﾓ1/4-8

下妻市史料　井上下妻藩関係9 下妻市史編さん専門委員会／編集 下妻市役所 1994 L202/ｼﾓ1/4-9

下妻市史料　井上下妻藩関係10-1 下妻市史編さん専門委員会／編集 下妻市役所 1995 L202/ｼﾓ1/4-10-1

下妻市史料　井上下妻藩関係10-2 下妻市史編さん専門委員会／編集 下妻市役所 1995 L202/ｼﾓ1/4-10-2

下妻市史料　井上下妻藩関係11 下妻市史編さん専門委員会／編集 下妻市役所 1996 L202/ｼﾓ1/4-11

下妻市史料　井上下妻藩関係12 下妻市史の会／編集 下妻市役所 1997 L202/ｼﾓ1/4-12

下妻市史料　井上下妻藩関係13 下妻市史の会／編集 下妻市役所 1998 L202/ｼﾓ1/4-13

下妻市史料　井上下妻藩関係14 下妻市史の会／編集 下妻市役所 1998 L202/ｼﾓ1/4-14

下妻市史料　井上下妻藩関係 15 下妻市史編纂専門委員会／編 下妻市 1991 L202/ｼﾓ1/4-15

桜川市

下妻市

真壁町

大和村

下妻市
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下妻市史料　井上下妻藩関係16 下妻市史の会／編集 下妻市役所 2000 L202/ｼﾓ1/4-16

下妻市史料　井上下妻藩関係17 下妻市史の会／編集 下妻市役所 2001 L202/ｼﾓ1/4-17  

下妻市史料　井上下妻藩関係18 下妻市史の会／編 下妻市役所　 2002 L202/ｼﾓ1/4-18

下妻市史料　井上下妻藩関係19 下妻市史の会／編集 下妻市役所 2002 L202/ｼﾓ1/4-19

下妻市史料　井上下妻藩関係21 下妻市史の会／編集 下妻市役所 2004 L202/ｼﾓ1/4-21

下妻市史料　井上下妻藩関係22 下妻市史の会／編集 下妻市役所 2006 L202/ｼﾓ1/4-22

村史千代川村生活史　第1巻

自然と環境
千代川村史編さん委員会／編 千代川村 1998 L202/ﾁﾖ/1

村史千代川村生活史　第2巻

地誌
千代川村史編さん委員会／編 千代川村 1997 L202/ﾁﾖ/2

村史千代川村生活史　第3巻

前近代史料
千代川村史編さん委員会／編 千代川村 2001 L202/ﾁﾖ/3

村史千代川村生活史　第4巻

近現代史料
千代川村史編さん委員会／編 千代川村 1999 L202/ﾁﾖ/4

村史千代川村生活史　第5巻

前近代通史
千代川村史編さん委員会／編 千代川村 2003 L202/ﾁﾖ/5

村史千代川村生活史　第6巻

近現代通史
千代川村史編さん委員会／編 千代川村 2002 L202/ﾁﾖ/6

千代川村の遺跡

千代川村遺跡分布調査報告書　千代川村史資料 第1集
千代川村史編さん委員会／編集 茨城県結城郡千代川村 2001 L257.4/ﾁﾖ

石下町史 石下町史編さん委員会／編集 〔石下町〕 1988 L202/ｲｼ1

国生本屋敷遺跡発掘調査報告書

石下町史資料 第1集
石下町史編纂室／編 石下町史編纂室 1987 L251.6/ｺｸ

鴻野山貝塚発掘調査報告書

石下町史資料 第2集
石下町史編纂室／編 石下町史編纂室 1987 L251.6/ｺｳ

石下町の仏像調査書 石下町史編纂準備室／〔編〕 石下町史編纂準備室 1981 L718.5/2

石下町の寺社資料集

昭和六十年三月調
石下町史編纂室／編 石下町史編纂室 〔1985〕 L185/ｲｼ

記念碑銘文集 石下町史編纂室／〔編〕 石下町史編纂室　 〔198-〕 L202/ｲｼ1

忠魂碑銘文集 石下町史編纂室／編 石下町史編纂室 〔198-〕 L270.3/19

刻石遺された歌・句集 石下町史編纂室／編 石下町史編纂室 〔198-〕 L910.2/ｲｼ

水海道市史　上巻 水海道市史編さん委員会／編 水海道市 1983 L202/ﾐﾂ/1

水海道市史　下巻 水海道市史編さん委員会／編 水海道市 1985 L202/ﾐﾂ/2

水海道市史資料集　第1集 水海道市史編さん委員会／編集 水海道市史編さん委員会 1971 L202/ﾐﾂ/1

水海道市史資料集　第2集 水海道市史編さん委員会 1971 L202/ﾐﾂ/2

水海道市史資料集　第3集

近世末の凶荒
水海道市史編さん委員会／編 水海道市史編さん委員会 1975 L202/ﾐﾂ/3

水海道市史資料集　第4集

諸家文書
水海道市史編さん委員会／編 水海道市史編さん委員会 1976 L202/ﾐﾂ/4

水海道市史資料集　第5集

市史資料所在目録　1
水海道市史編さん委員会／編 水海道市史編さん委員会 1977 L202/ﾐﾂ/5

水海道市史資料集　第6集

市史資料所在目録　2
水海道市史編さん委員会／編 水海道市史編さん委員会 1980 L202/ﾐﾂ/6

図説水海道市史 水海道市史編さん委員会／編 水海道市史編さん委員会 1973 L202/ﾐﾂ

下妻市

常総市

下妻市

千代川村

石下町

水海道市
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図説水海道市史　概観 水海道市史編さん委員会／編 水海道市史編さん委員会 1973 L202/ﾐﾂ/B

桂村史　通史編 桂村史編さん委員会／編 桂村 2004 L202/ｶﾂ1/1

桂村郷土誌 桂村郷土誌編さん委員会／編集 桂村教育委員会 1967 L202/ｶﾂ1

桂村郷土誌　改訂版 桂村教育委員会(茨城県)／編 桂村教育委員会 1978 L202/ｶﾂ1/(2)

桂村郷土誌　3訂版 桂村郷土誌編さん委員会／〔編〕 茨城県東茨城郡桂村教育委員会 1998 L202/ｶﾂ1/(3)

常北町史 常北町史編さん委員会／編集 常北町役場 1988 L202/ｼﾞﾖ

常北町小字地図

東茨城郡常北町史編さん史料 1
常北町史編さん委員会／編 常北町役場 1984 L202/ｼﾞﾖ/1

昭和初期の西郷村報

東茨城郡常北町史編さん史料 2
常北町史編さん委員会／編 常北町役場 1984 L202/ｼﾞﾖ/2

常北町の聞きがたり

常北町史編さん史料 3
常北町史編さん委員会／編 常北町役場 1985 L202/ｼﾞﾖ/3

常北町の検地帳

東茨城郡常北町史編さん史料 4
常北町史編さん委員会／編 常北町役場 1985 L202/ｼﾞﾖ/4

御用留

東茨城郡常北町史編さん史料 5
常北町史編さん委員会／編 常北町役場 1987 L202/ｼﾞﾖ/5

七会村 七会村の歴史 七会村史編纂委員会／編集 七会村 2005 L202/ﾅﾅ

高萩市史　上 高萩市史編纂専門委員会／編 高萩市役所 1969 L202/ﾀｶ/1

高萩市史　下 高萩市史編纂専門委員会／編 高萩市役所 1969 L202/ﾀｶ/2

明野町史 明野町史編さん委員会／編集 明野町 1985 L202/ｱｹ

明野町史資料　第1集

明野町の小字名図
明野町史編さん委員会／編 明野町 1981 L202/ｱｹ/1

明野町史資料　第2集

郷土文書資料目録　その1
明野町史編さん委員会／編 明野町 1981 L202/ｱｹ/2

明野町史資料　第3集

郷土文書資料目録　その2
明野町史編さん委員会／編 明野町 1981 L202/ｱｹ/3

明野町史資料　第4集

郷土文書資料目録　その3
明野町史編さん委員会／編 明野町 1982 L202/ｱｹ/4

明野町史資料　第5集

郷土文書資料目録　その4
明野町史編さん委員会／編 明野町 1982 L202/ｱｹ/5

明野町史資料　第6集

明野町関係「いはらき」新聞記事表題索引目録
茨城県真壁郡明野町史編さん委員会／編 明野町 1982 L202/ｱｹ/6

明野町史資料　第7集

明野町の遺跡と遺物
明野町史編さん委員会／編 明野町 1983 L202/ｱｹ/7

明野町史資料　第8集

郷土文書資料目録　その5
明野町史編さん委員会／編 明野町 1983 L202/ｱｹ/8

明野町史資料　第9集

郷土文書資料目録　その6
明野町史編さん委員会／編 明野町 1984 L202/ｱｹ/9

明野町史資料　第10集

郷土文書資料目録　その7
明野町史編さん委員会／編 明野町 1985 L202/ｱｹ/10

明野町の建築

資料集 第11集
茨城県真壁郡明野町史編さん委員会／編 明野町 1986 L202/ｱｹ/11

明野町史資料　第12集

明野町の村絵図
明治大学文学部木村礎研究室／編 明野町 1986 L202/ｱｹ/12

常総市

城里町

高萩市

筑西市

常北町

高萩市

明野町

水海道市

桂村
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明野町史資料　第13集

明野の水と生活
明野町町史編さん委員会／編 明野町 1987 L202/ｱｹ/13

明野町史資料　第14集

明野の村明細帳と戸口
明野町史編さん委員会／編集 明野町 1989 L202/ｱｹ/14

明野町史資料　第15集

明野町の石仏・石塔
明野町史編さん委員会／編 明野町 1989 L202/ｱｹ/15

明野町史資料　第16集

明野の土地と谷原開発
明野町史編さん委員会／編集 明野町 1990 L202/ｱｹ/16

明野町史資料　第17集

郷土文書資料目録　その8
明野町史編さん委員会／編 明野町 1991 L202/ｱｹ/17

明野町史資料　第18集

明野の日記
明野町町史編さん委員会／編 明野町 1991 L202/ｱｹ/18

明野町史資料　第19集

明野の御用留　1
明野町史編さん委員会／編 明野町 1992 L202/ｱｹ/19

明野町史資料　第20集

明野の御用留　2
明野町町史編さん委員会／編 明野町 1993 L202/ｱｹ/20

明野町史資料　第21集

明野の訴訟出入
明野町史編さん委員会／編集 明野町 1994 L202/ｱｹ/21

明野町史資料　第22集

明野町の神社と寺院
明野町史編さん委員会／編 明野町 1995 L202/ｱｹ/22

明野町史資料　第23集

明野の聞き語り
茨城県真壁郡明野町史編さん委員会／編 明野町 1995 L202/ｱｹ/23

明野町史資料　第24集

明野の訴訟出入(二)
明野町史編さん委員会／編 明野町 1996 L202/ｱｹ/24

明野町史資料　第25集

郷土文書資料目録　その九
明野町史編さん委員会／編 明野町 1996 L202/ｱｹ/25

協和町史 協和町史編さん委員会／編集 協和町 1993 L202/ｷﾖ

にいばりの里の野仏

協和町史資料
協和町史編さん委員会／編 協和町 1987 L718.5/9

枝平内名主日記

協和町史料集
協和町史編さん委員会／編 協和町 1988 L202/ｷﾖ

新治村青年団報

協和町史料集 2
協和町史編さん委員会／編 協和町 1990 L202/ｷﾖ/2

古文書所在目録　上巻

協和町史料集 〔3〕
協和町史編さん委員会／編 協和町 1991 L202/ｷﾖ/3-1

古文書所在目録　下巻

協和町史料集 〔3〕
協和町史編さん委員会／編 協和町 1991 L202/ｷﾖ/3-2

訴訟関係文書

附小栗村の名主日記　協和町史料集 〔4〕
協和町史編さん委員会／編 協和町 1991 L202/ｷﾖ/4

下館市史 下館市史編纂委員会／編 下館市史刊行会 1968 L202/ｼﾓ

下館市史　上巻 下館市史編纂委員会／編纂 大和学芸図書 1982 ｲ202/ｼﾓ/1

下館市史　下巻 下館市史編纂委員会／編纂 大和学芸図書 1968 ｲ202/ｼﾓ/2

下館市史史料集　1

常陸国下館藩上牧家文書目録
下館市教育委員会／編 下館市教育委員会 1992 L202/ｼﾓ/1

筑西市

明野町

協和町

下館市
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下館市史資料集　2

諸家文書目録　1
下館市教育委員会下館市史資料集編さん委員会／編 下館市教育委員会 1997 L202/ｼﾓ/2

下館市史資料集　3

諸家文書目録　2
下館市教育委員会下館市史資料集編さん委員会／編 下館市教育委員会 1998 L202/ｼﾓ/3

下館市史資料集　4

諸家文書目録　3
下館市教育委員会下館市史資料集編さん委員会／編集 下館市教育委員会下館市史資料集編さん委員会 1999 L202/ｼﾓ/4

下館市史資料集　5

諸家文書目録　4
下館市教育委員会下館市史資料集編さん委員会／編集 下館市教育委員会下館市史資料集編さん委員会 2000 L202/ｼﾓ/5

下館市史資料集　6

諸家文書目録　5
下館市教育委員会下館市史資料集編さん委員会／編集 下館市教育委員会下館市史資料集編さん委員会 2001 L202/ｼﾓ/6

下館市史資料集　7

諸家文書目録　6
下館市教育委員会下館市史資料集編さん委員会／編集 下館市教育委員会下館市史資料集編さん委員会 2002 L202/ｼﾓ/7

下館市史資料集　8〔1〕

諸家文書目録　7(1)
下館市教育委員会下館市史資料集編さん委員会／編集 下館市教育委員会下館市史資料集編さん委員会　 2003 L202/ｼﾓ/8-1

下館市史資料集　8〔2〕

諸家文書目録　7(2)
下館市教育委員会／編　下館市史資料集編さん委員会／編 下館市教育委員会 2003 L202/ｼﾓ/8-2

下館市史資料集　8〔3〕

諸家文書目録　7(3)
下館市教育委員会／編　下館市史資料集編さん委員会／編 下館市教育委員会 2003 L202/ｼﾓ/8-3

下館市史資料集　8〔4〕

諸家文書目録　7(4)
下館市教育委員会／編　下館市史資料集編さん委員会／編 下館市教育委員会 2003 L202/ｼﾓ/8-4

目で見る下館市史 下館市史資料集編さん委員会／編 茨城県下館市 2005 L202/ｼﾓ

下館市史年表 下館市郷土史編纂委員会／編 下館市教育委員会 1968 L202/ｼﾓ

関城町史　通史編 上巻 関城町史編さん委員会／編集 関城町 1987 L202/ｾｷ/1-1

関城町史　通史編 下巻 関城町史編さん委員会／編集 関城町 1987 L202/ｾｷ/1-2

関城町史　史料編 1

千妙寺関係史料
関城町史編さん委員会／編集 関城町 1983 L202/ｾｷ/2-1

関城町史　史料編 2

戦時生活史料
関城町史編さん委員会／編集 関城町 1984 L202/ｾｷ/2-2

関城町史　史料編 3

中世関係史料
関城町史編さん委員会／編集 関城町 1985 L202/ｾｷ/2-3

関城町史　史料編 4

水と開発
関城町教育委員会(茨城県)／編集 関城町 1988 L202/ｾｷ/2-4

関城町史　別冊 史料編 〔1〕

農民の記録
関城町史編さん委員会／編集 関城町 1984 L202/ｾｷ/2-B-1

関城町史　別冊 史料編 〔2〕

近世 村のできごと
関城町史編さん委員会／編集 関城町 1986 L202/ｾｷ/2-B-2

関城町史　別冊 史料編 〔3〕

関本町報
関城町史編さん委員会／編集 関城町 1986 L202/ｾｷ/2-B-3

関城町史　別冊 史料編 〔4〕

関城町の遺跡
関城町史編さん委員会／編集 関城町 1988 L202/ｾｷ/2-B-4

関城町史

関城地方の中世城郭跡
関城町教育委員会(茨城県)／編集 関城町 1989 L202/ｾｷ

大穂町 大穂町史 大穂町史編纂委員会／編集 つくば市大穂地区教育事務所　 1989 L202/ｵｵ2

茎崎村史 茎崎村教育委員会(茨城県)／編 茎崎村　 1973 L202/ｸｷ

茎崎町史 茎崎町史編さん委員会／編集 茎崎町史編さん委員会 1994 L202/ｸｷ

筑西市

つくば市

下館市

関城町

茎崎村
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茎崎町史編さん資料

近世・近代史料集
茎崎町史編さん委員会／編 茎崎町史編さん委員会 1993 L202/ｸｷ

桜村史　上巻 桜村史編さん委員会／編集 桜村教育委員会 1982 L202/ｻｸ/1

桜村史　下巻 桜村史編さん委員会／編集 桜村教育委員会 1983 L202/ｻｸ/2

筑波町史　上巻 筑波町史編纂専門委員会／編集 つくば市 1989 L202/ﾂｸ/1

筑波町史　下巻 筑波町史編纂専門委員会／編集 つくば市 1990 L202/ﾂｸ/2

筑波町史史料集　第1篇

村明細帳
筑波町史編纂委員会／編集 筑波町史編纂委員会 1978 L202/ﾂｸ/1

筑波町史史料集　第2篇

筑波と天狗党
筑波町史編纂委員会／編集 筑波町史編纂委員会 1979 L202/ﾂｸ/2

筑波町史史料集　第3篇

おたまき
筑波町史編纂委員会／編集 筑波町史編纂委員会 1980 L202/ﾂｸ/3

筑波町史史料集　第4篇

事蹟簿
筑波町史編纂委員会／編集 筑波町史編纂委員会 1981 L202/ﾂｸ/4

筑波町史史料集　第5篇

社寺篇
筑波町史編纂委員会／編集 筑波町史編纂委員会 1982 L202/ﾂｸ/5

筑波町史史料集　第5篇

社寺篇
つくば市教育委員会社会教育課 2000 L202/ﾂｸ/5

筑波町史史料集　第6篇 筑波町史編纂委員会／編集 筑波町史編纂委員会 1982 L202/ﾂｸ/6

筑波町史史料集　第7篇 筑波町史編纂委員会／編集 筑波町史編纂委員会 1983 L202/ﾂｸ/7

筑波町史史料集　第8篇

中世編　1
筑波町史編纂委員会／編 筑波町史編纂委員会 1984 L202/ﾂｸ/8

筑波町史史料集　第8篇

中世編　1
筑波町史編纂委員会／編集 つくば市教育委員会文化財課 1997 L202/ﾂｸ/8

筑波町史史料集　第9篇

水利・入会
筑波町史編纂委員会／編集 筑波町史編纂委員会 1985 L202/ﾂｸ/9

筑波町史史料集　第10篇

中世編　2
筑波町史編纂委員会／編集 筑波町史編纂委員会 1986 L202/ﾂｸ/10

筑波町史史料集　第10篇

中世編　2
筑波町史編纂委員会／編集 つくば市教育委員会文化財課 1997 L202/ﾂｸ/10

筑波町史史料集　第11篇

近世の社会・政治編
筑波町史編纂委員会／編集 筑波町史編纂委員会 1988 L202/ﾂｸ/11

筑波町石造物資料集　上巻 筑波町史編纂委員会／編 筑波町史編纂委員会 1983 L718.4/3/1

筑波町石造物資料集　下巻 筑波町史編纂委員会／編 筑波町史編纂委員会 1987 L718.4/3/2

つくば市史史料集　第1編

村明細帳　上
つくば市教育委員会 2003 L202/ﾂｸ1/1

つくば市史史料集　第2編

村明細帳　下
つくば市教育委員会 2004 L202/ﾂｸ1/2

つくば市史史料集　第3編

谷田部藩　上
つくば市教育委員会 2005 L202/ﾂｸ1/3

つくば市史史料集　第4編

谷田部藩　下
つくば市教育委員会 2006 L202/ﾂｸ1/4

つくば市史史料集　第5編

長島尉信
つくば市教育委員会 2008 L202/ﾂｸ1/5

つくば市

茎崎村

桜村

筑波町

つくば市
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つくば市史史料集　第6編

太田村御用留　上
つくば市教育委員会 2009 L202/ﾂｸ1/6

つくば市史史料集　第7編

太田村御用留　中
つくば市教育委員会 2010 L202/ﾂｸ1/7

つくば市史史料集　第8編

村の年代記
つくば市教育委員会 2011 L202/ﾂｸ1/8

つくば市史史料集　第9編

旗本堀領
つくば市教育委員会 2012 L202/ﾂｸ1/9

つくば市史史料集　第10編

旗本本多領
つくば市教育委員会 2013 L202/ﾂｸ1/10

つくば市史史料集　第11編

若森県
つくば市教育委員会 2015 L202/ﾂｸ1/11

つくば市史史料集　第12編

谷田部藩　中
つくば市教育委員会 2016 L202/ﾂｸ1/12

つくば市史史料集　第13編

仙台藩領　上
つくば市教育委員会 2017 L202/ﾂｸ1/13

つくば市史史料集　第14編

仙台藩領　下
つくば市教育委員会 2018 L202/ﾂｸ1/14

つくば市史史料集　第15編

旗本井上領･筑波山神領
つくば市教育委員会 2019 L202/ﾂｸ1/15

つくば市史史料集　第16編

古来村御用留　(上)
つくば市教育委員会 2020 L202/ﾂｸ1/16

豊里町 豊里の歴史 豊里町 1985 L202/ﾄﾖ

谷田部町 谷田部の歴史 谷田部の歴史編纂委員会／編 谷田部町教育委員会 1975 L202/ﾔﾀ

伊奈村 伊奈村のあゆみ 伊奈村郷土史編纂委員会／編 伊奈村郷土史編纂委員会 1970 L372.2/96/1970

図説伊奈のあゆみ

伊奈町史 通史編
伊奈町史編纂委員会／編集 茨城県つくばみらい市 2007 L202/ｲﾅ/1

伊奈町史　史料編1

古代・中世
伊奈町史編纂委員会／編集 伊奈町 2001 L202/ｲﾅ/2-1

伊奈町史　史料編2

近世
伊奈町史編纂委員会／編集 茨城県筑波郡伊奈町 2004 L202/ｲﾅ/2-2

伊奈町史　史料編3

結城家文書
伊奈町史編纂委員会／編集 伊奈町 1999 L202/ｲﾅ/2-3

伊奈町史　史料編4

近代・現代
伊奈町史編纂委員会／編集 茨城県筑波郡伊奈町 2003 L202/ｲﾅ/2-4

伊奈町史　史料編4

近代・現代　別編
伊奈町史編纂委員会／編集 伊奈町 2001 L202/ｲﾅ/2-4-B

伊奈町史文書目録　第1集

結城康行家文書
伊奈町教育委員会町史編纂室(茨城県)／編 伊奈町教育委員会 1992 L202/ｲﾅ/1

伊奈町史文書目録　第2集

川原井弘家文書 入江恒雄家文書 飯島二郎家文書 野口

益夫家文書 岡野隆之助家文書 小菅正治家文書 幸田武

平家文書 海老原真二郎家文書 鴻巣春弥家文書 永寿院

文書 豊島政治家文書 福田富良家文書

伊奈町教育委員会町史編纂室(茨城県)／編集 伊奈町教育委員会 1992 L202/ｲﾅ/2

つくば市

つくばみらい市

伊奈町

つくば市
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伊奈町史文書目録　第3集

間宮雅章家文書 直井順家文書 根本忠家文書 染谷角次

郎家文書 大橋勘二家文書 高雲寺文書 不動院文書 海老

原敏夫家文書 高岡流綱火保存会文書 海老原伝家文書

吉葉長次家文書 飯塚左右二家文書 川原井弘家文書(追

加) 野口

伊奈町教育委員会町史編纂室(茨城県)／編集 伊奈町教育委員会 1993 L202/ｲﾅ/3

伊奈町史文書目録　第4集

近代・現代　1
伊奈町史編纂専門委員会／編集 伊奈町教育委員会 1997 L202/ｲﾅ/4

伊奈町史文書目録　第5集

近代・現代　2
伊奈町史編纂専門委員会／編集 伊奈町教育委員会(町史編纂室) 2000 L202/ｲﾅ/5

伊奈町史文書目録　第6集

近代・現代　3
伊奈町史編纂専門委員会／編集 伊奈町教育委員会(町史編纂室) 2000 L202/ｲﾅ/6

伊奈町史文書目録　第7集

片山圭三家文書 串田全男氏収集谷口村関係文書
伊奈町史編纂委員会／編集 伊奈町教育委員会 2001 L202/ｲﾅ/7

伊奈町史文書目録　第8集

町内諸家文書ほか
伊奈町史編纂専門委員会／編集 伊奈町教育委員会(町史編纂室) 2002 L202/ｲﾅ/8

伊奈町史文書目録　第9集

町内諸家文書
伊奈町史編纂専門委員会／編集 伊奈町教育委員会(町史編纂室) 2005 L202/ｲﾅ/9

伊奈町史文書目録　第10集

町内諸家文書、教育委員会所蔵文書 中世・近世関係複

写収集資料 近代・現代関係複写収集資料

伊奈町史編纂専門委員会／編集 伊奈町教育委員会(町史編纂室)　 2006 L202/ｲﾅ/10

伊奈の石仏・石塔　上

伊奈町金石文調査報告書
伊奈町史編纂専門委員会／編集 伊奈町教育委員会(町史編纂室) 2002 L718.4/5/1

伊奈の石仏・石塔　下

伊奈町金石文調査報告書
伊奈町史編纂専門委員会／編集 伊奈町教育委員会(町史編纂室) 2003 L718.4/5/2

伊奈のむかし

伊奈町の歴史を語る72章
伊奈町史編纂専門委員会／編集 伊奈町 2003 L202/ｲﾅ

伊奈町近代・現代史年表

明治4年1871年～昭和60年1985年
伊奈町史編纂専門委員会／編集 茨城県筑波郡伊奈町 2005 L202/ｲﾅ

谷和原の歴史　通史編 谷和原村史編さん委員会／編 谷和原村教育委員会 2003 L202/ﾔﾜ/1

谷和原の歴史　史料編 谷和原村史編さん委員会／編 谷和原村教育委員会 2001 L202/ﾔﾜ/2

図説谷和原の歴史 谷和原村史編さん委員会／編 谷和原村教育委員会 1999 L202/ﾔﾜ

土浦市史 土浦市史編さん委員会／編集 土浦市史刊行会 1975 L202/ﾂﾁ/1

土浦市史　民俗編 土浦市史編さん委員会／編集 土浦市役所 1980 L202/ﾂﾁ/2

土浦市史　別巻

土浦歴史地図
土浦市史編さん委員会／編集 土浦市教育委員会 1974 L202/ﾂﾁ/B

土浦市史編集資料　第1篇

資料
土浦市史編纂委員会／編集 土浦市教育委員会 1967 L202/ﾂﾁ/1

土浦市史編集資料　第2篇

村方資料　その1
土浦市史編纂委員会／編集 土浦市教育委員会 1968 L202/ﾂﾁ/2

土浦市史編集資料　第3篇

土浦市の文学
土浦市史編纂委員会／編集 土浦市教育委員会 1968 L202/ﾂﾁ/3

土浦市史編集資料　第4篇

経済資料　その1
土浦市史編纂委員会／編集 土浦市教育委員会 1968 L202/ﾂﾁ/4

つくばみらい市

土浦市

伊奈町

谷和原村

土浦市
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土浦市史編集資料　第5篇

前沢家文書
土浦市史編纂委員会／編 土浦市教育委員会 1969 L202/ﾂﾁ/5

土浦市史編集資料　第6篇

村方資料　その2
土浦市史編纂委員会／編 土浦市教育委員会 1969 L202/ﾂﾁ/6

土浦市史編集資料　第7篇

村方資料　その3
土浦市史編纂委員会／編 土浦市教育委員会 1969 L202/ﾂﾁ/7

土浦市史編集資料　第8篇

村方資料　その4
土浦市史編纂委員会／編 土浦市教育委員会 1970 L202/ﾂﾁ/8

土浦市史編集資料　第9篇

村方資料　その5
土浦市史編纂委員会／編 土浦市教育委員会 1970 L202/ﾂﾁ/9

土浦市史編集資料　第10篇

戦国戦記集
土浦市史編纂委員会／編 土浦市教育委員会 1970 L202/ﾂﾁ/10

土浦市史編集資料　第11篇

戦国戦記集　その2
土浦市史編纂委員会／編 土浦市教育委員会 1970 L202/ﾂﾁ/11

土浦市史編集資料　第12篇

村方資料　その6
土浦市史編纂委員会／編 土浦市教育委員会 1970 L202/ﾂﾁ/12

土浦市史編集資料　第13篇

土屋藩政資料　その1
土浦市史編纂委員会／編 土浦市教育委員会 1971 L202/ﾂﾁ/13

土浦市史編集資料　第14篇

土屋藩政資料　その2
土浦市史編纂委員会／編集 土浦市教育委員会 1971 L202/ﾂﾁ/14

土浦市史編集資料　第15篇

古代・中世編年史料
土浦市史編纂委員会／編集 土浦市教育委員会 1971 L202/ﾂﾁ/15

土浦市史編集資料　第16篇

常陸志料抄
土浦市史編纂委員会／編集 土浦市教育委員会 1971 L202/ﾂﾁ/16

土浦市史編集資料　第17篇

土屋藩政資料　その3
土浦市史編纂委員会／編 土浦市教育委員会 1972 L202/ﾂﾁ/17

土浦市史編集資料　第18篇

近代資料　その1
土浦市史編纂委員会／編 土浦市教育委員会 1972 L202/ﾂﾁ/18

土浦市史編集資料　第19篇

村方資料　その7
土浦市史編纂委員会／編 土浦市教育委員会 1972 L202/ﾂﾁ/19

土浦市史編集資料　第20篇

文学篇　第2
土浦市史編纂委員会／編 土浦市教育委員会　 1973 L202/ﾂﾁ/20

土浦市史編集資料　第21編

学問編
土浦市史編纂委員会／編 土浦市教育委員会 1973 L202/ﾂﾁ/21

土浦市史編集資料　第22編

土屋藩政資料　その4
土浦市史編纂委員会／編 土浦市教育委員会 1973 L202/ﾂﾁ/22

土浦市史編集資料　第23篇

経済資料　その2
土浦市史編纂委員会／編 土浦市教育委員会 1974 L202/ﾂﾁ/23

土浦市史編集資料　第24篇

補遺
土浦市史編纂委員会／編 土浦市教育委員会 1975 L202/ﾂﾁ/24

土浦市史編集資料　第25篇

学問篇　その2
土浦市史編纂委員会／編 土浦市教育委員会 1975 L202/ﾂﾁ/25

土浦史備考　第1巻

総編・神社仏閣編
寺嶋 誠斎／〔原編〕　土浦市史編纂委員会／編集 土浦市教育委員会 1989 L202/ﾂﾁ/1

土浦市

土浦市
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土浦史備考　第2巻

文芸編
寺嶋 誠斎／〔原編〕　土浦市教育委員会／編集 土浦市教育委員会 1993 L202/ﾂﾁ/2

土浦史備考　第3巻

小田氏編
寺嶋 誠斎／〔原編〕　土浦市教育委員会／編集 土浦市教育委員会 1994 L202/ﾂﾁ/3

土浦史備考　第4巻

村方編　1
寺嶋 誠斎／〔原編〕　土浦市教育委員会／編集 土浦市教育委員会 1995 L202/ﾂﾁ/4

土浦史備考　第5巻

村方編　2
寺嶋 誠斎／〔原編〕　土浦市教育委員会／編集 土浦市教育委員会 1996 L202/ﾂﾁ/5

土浦市史資料　第1集

伊勢道中日記史料
土浦市史編纂委員会／編 土浦市教育委員会 1988 L202/ﾂﾁ/1

土浦市史資料　第2集

村明細帳
土浦市史編纂委員会／編 土浦市教育委員会 1989 L202/ﾂﾁ/2

土浦市史編纂資料　第3集

色川三中関係資料目録
土浦市史編纂委員会／編 土浦市教育委員会 1989 L202/ﾂﾁ/3

家事志　第1巻

色川三中日記　土浦市史資料
土浦市立博物館市史編さん係り／編 土浦市立博物館 2004 L202/ﾂﾁ/1

家事志　第2巻

色川三中日記　土浦市史資料
色川 三中／著　土浦市立博物館市史編さん係／編集 土浦市立博物館 2006 L202/ﾂﾁ/2

家事志　第3巻

色川三中日記　土浦市史資料
色川 三中／著　土浦市立博物館市史編さん係／編集 土浦市立博物館 2008 L202/ﾂﾁ/3

家事志　第4巻

色川三中美年日記　土浦市史資料
色川 三中／著　色川 美年／著 土浦市立博物館 2010 L202/ﾂﾁ/4

家事志　第5巻

色川三中美年日記　土浦市史資料
色川 三中／著　色川 美年／著 土浦市立博物館 2012 L202/ﾂﾁ/5

家事志　第6巻

色川三中美年日記　土浦市史資料
色川 三中／著　色川 美年／著 土浦市立博物館 2014 L202/ﾂﾁ/6

長島尉信著作集

土浦関係史料　土浦市史資料集
長島 尉信／著　土浦市立博物館市史編さん係／編集 土浦市立博物館 2011 L207.3/ﾅｶﾞ

土浦の文化財関係史料集

土浦市史資料集
雨谷 昭／編 土浦市立博物館 2011 L202/ﾂﾁ

中城町御用日記

土浦市史資料
土浦市立博物館 2013 L202/ﾂﾁ

土浦関係中世史料集　上巻

土浦市史資料集
雨谷 昭／編　土浦市立博物館 土浦市立博物館 2015 L202/ﾂﾁ/1

土浦関係中世史料集　下巻

土浦市史資料集
雨谷 昭／編　土浦市立博物館／編 土浦市立博物館 2019 L202/ﾂﾁ/2

色川三中　野中廼清水

土浦市史資料集
色川 三中／〔著〕　土浦市立博物館／編 土浦市立博物館　 2017 L202/ﾂﾁ

土浦市史資料目録　その1 土浦市史編纂委員会／編 土浦市教育委員会 1968 L202/ﾂﾁ/1

土浦市史資料目録　第1集

土浦の古文書　その1
土浦市古文書研究会／編 土浦市教育委員会 1987 L202/ﾂﾁ/1

土浦市史資料目録　第2集

土浦の古文書　その2
土浦市古文書研究会／編 土浦市教育委員会 1988 L202/ﾂﾁ/2  

土浦市史資料目録　第3集

土浦の古文書　その3 上
土浦市古文書研究会／編集 土浦市教育委員会 1989 L202/ﾂﾁ/3

土浦市

土浦市
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土浦市史資料目録　第4集

土浦の古文書　その3 下
土浦市古文書研究会／編集 土浦市教育委員会 1990 L202/ﾂﾁ/4

土浦市史資料目録　第5集

土浦の古文書　その4
土浦市古文書研究会／編集 土浦市教育委員会 1991 L202/ﾂﾁ/5

土浦市史資料目録　第6集

土浦の古文書　その5
土浦市古文書研究会／編集 土浦市教育委員会 1993 L202/ﾂﾁ/6

土浦市史資料目録　第7集

土浦の古文書　その6
土浦市古文書研究会／編集 土浦市教育委員会 1994 L202/ﾂﾁ/7

土浦市史資料目録　第8集

土浦の古文書　その7
土浦市古文書研究会／編集 土浦市教育委員会 1995 L202/ﾂﾁ/8

土浦市史資料目録　第9集

土浦の古文書　その8
土浦市古文書研究会／編集 土浦市教育委員会 1996 L202/ﾂﾁ/9

土浦市史資料目録　第10集

土浦の古文書　その9
土浦市古文書研究会／編集 土浦市教育委員会 1998 L202/ﾂﾁ/10

土浦市史資料目録　第11集

土浦の古文書　その10
土浦市古文書研究会／編集 土浦市教育委員会 2001 L202/ﾂﾁ/11

土浦市史資料目録　第12集

土浦の古文書　その11
土浦市古文書研究会／編集 土浦市教育委員会 2002 L202/ﾂﾁ/12

土浦市史資料目録　第13集

土浦の古文書　その12
土浦市古文書研究会／編集 土浦市教育委員会 2003 L202/ﾂﾁ/13

土浦市史資料目録　第14集

土浦の古文書　その13
土浦市古文書研究会／編集 土浦市教育委員会 2004 L202/ﾂﾁ/14

土浦市史資料目録　第15集

土浦の古文書　その14
土浦市古文書研究会／編集 土浦市教育委員会 2005 L202/ﾂﾁ/15

土浦市史資料目録　第16集

土浦の古文書　その15
土浦市古文書研究会／編集 土浦市教育委員会 2006 L202/ﾂﾁ/16

土浦市史資料目録　第17集

土浦の古文書
土浦市古文書研究会／編集 土浦市立博物館 2007 L202/ﾂﾁ/17

土浦市史資料目録　第18集

土浦の古文書
土浦市古文書研究会／編集 土浦市立博物館 2008 L202/ﾂﾁ/18

土浦市史資料目録　第19集

土浦の古文書
土浦市古文書研究会／編集 土浦市立博物館 2009 L202/ﾂﾁ/19

土浦市史資料目録　第20集

土浦の古文書
土浦市古文書研究会／編集 土浦市立博物館 2010 L202/ﾂﾁ/20

土浦市史資料目録　第21集

土浦の古文書
土浦市古文書研究会／編集 土浦市立博物館 2011 L202/ﾂﾁ/21

土浦市史資料目録　第22集

土浦の古文書
土浦市古文書研究会／編集 土浦市立博物館 2012 L202/ﾂﾁ/22

土浦市史資料目録　第23集

土浦の古文書
土浦市古文書研究会／編集 土浦市立博物館 2013 L202/ﾂﾁ/23

土浦市史資料目録　第24集

土浦の古文書
土浦市古文書研究会／編集 土浦市立博物館 2014 L202/ﾂﾁ/24

土浦市史資料目録　第25集

土浦の古文書
土浦市古文書研究会／編集 土浦市立博物館 2015 L202/ﾂﾁ/25

土浦市

土浦市
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土浦市史資料目録　第26集

土浦の古文書
土浦市古文書研究会／編集 土浦市立博物館 2016 L202/ﾂﾁ/26

土浦市史資料目録　第27集

土浦の古文書
土浦市古文書研究会／編集 土浦市立博物館 2017 L202/ﾂﾁ/27

土浦市史資料目録　第28集

土浦の古文書
土浦市古文書研究会／編集 土浦市立博物館 2018 L202/ﾂﾁ/28

土浦市史資料目録　第29集

土浦の古文書
土浦市古文書研究会／編集 土浦市立博物館 2019 L202/ﾂﾁ/29

土浦市史資料目録　第30集

土浦の古文書
土浦市古文書研究会／編集 土浦市立博物館 2020 L202/ﾂﾁ/30

図説土浦市史 土浦市史編さん委員会／編集 土浦市教育委員会 1966 L202/ﾂﾁ

図説土浦の歴史 土浦市史編さん委員会／編 土浦市教育委員会 1991 L202/ﾂﾁ

図説新治村史 新治村史編纂委員会／編 新治村教育委員会 1986 L202/ﾆｲ

新治村史史料集　第1篇

古文書目録
新治村史編纂室 〔1982〕 L202/ﾆｲ/1

新治村史史料集　第2篇

灯心藺草関係
新治村史編さん事務局／編集 新治村史編さん委員会 1983 L202/ﾆｲ/2

新治村史史料集　第3篇

江戸時代の村(村絵図・村明細)
新治村史編さん事務局／編集 新治村史編さん委員会 1984 L202/ﾆｲ/3

新治村史史料集　第4篇

近世文書
新治村史編さん事務局／編集 新治村史編さん委員会 1985 L202/ﾆｲ/4

東海村誌 東海村教育委員会(茨城県)／編 東海村教育委員会 1958 L202/ﾄｳ

東海村誌　複製 東海村教育委員会(茨城県)／編 東海村 1993 L202/ﾄｳ

東海村史　通史編 東海村史編さん委員会／編集 東海村 1992 L202/ﾄｳ/1

東海村史　民俗編 東海村史編さん委員会／編集 東海村 1992 L202/ﾄｳ/2

東海村史編纂資料　1

村松村郷土誌・那珂郡石神村是調査表
東海村史編纂委員会／編 東海村史編纂委員会 1988 L202/ﾄｳ/1

東海村史編纂資料　2

東海村諸家文書目録　東海村諸家文書目録
東海村(茨城県)／編 東海村 1993 L202/ﾄｳ/2

利根町史　第1巻

眼でみる町の歴史
利根町教育委員会(茨城県)／編集 利根町 1979 L202/ﾄﾈ/1

利根町史　第2巻

史料集
利根町教育委員会(茨城県)／編集 利根町 1983 L202/ﾄﾈ/2

利根町史　第3巻

通史　古代・中世編
利根町教育委員会利根町史編さん委員会／編集 利根町 1989 L202/ﾄﾈ/3

利根町史　第4巻

通史　民俗編
利根町教育委員会利根町史編さん委員会／編集 利根町 1992 L202/ﾄﾈ/4

利根町史　第5巻

通史　社寺編
利根町教育委員会利根町史編さん委員会／編集 利根町 1993 L202/ﾄﾈ/5

利根町史　第6巻

通史　近世編
利根町教育委員会利根町史編さん委員会／編集 利根町 1999 L202/ﾄﾈ/6

利根町史　第7巻

通史　近・現代編
利根町教育委員会利根町史編さん委員会／編集 利根町 2007 L202/ﾄﾈ/7

赤松宗旦家資料目録

利根町史・資料目録 第1集
利根町史編さん委員会／編集 利根町教育委員会 1986 L202/ﾄﾈ

利根町

土浦市

東海村

土浦市

新治村

東海村

利根町
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取手市史　通史編 1 取手市史編さん委員会／編集 取手市教育委員会　 1991 L202/ﾄﾘ/1-1

取手市史　通史編 2 取手市史編さん委員会／編集 取手市教育委員会 1992 L202/ﾄﾘ/1-2

取手市史　通史編 3 取手市史編さん委員会／編集 取手市教育委員会 1996 L202/ﾄﾘ/1-3

取手市史　原始古代(考古)資料編 取手市史編さん委員会／編 取手市教育委員会社会教育課市史編さん室　 1989 L202/ﾄﾘ/2-1

取手市史　古代中世史料編 取手市史編さん委員会／編集 取手市役所庶務課 1986 L202/ﾄﾘ/2-2

取手市史　近世史料編 1 取手市史編さん委員会／編集 取手市役所 1982 L202/ﾄﾘ/2-3-1

取手市史　近世史料編 2 取手市史編さん委員会／編集 取手市教育委員会 1987 L202/ﾄﾘ/2-3-2

取手市史　近世史料編 3 取手市史編さん委員会／編 取手市教育委員会社会教育課市史編さん室 1989 L202/ﾄﾘ/2-3-3

取手市史　近現代史料編1 取手市史編さん委員会／編集 取手市教育委員会 1988 L202/ﾄﾘ/2-4-1

取手市史　近現代史料編2 取手市史編さん委員会／編集 取手市教育委員会 1990 L202/ﾄﾘ/2-4-2

取手市史　民俗編1 取手市史編さん委員会／編集 取手市役所庶務課　 1980 L202/ﾄﾘ/3-1

取手市史　民俗編2 取手市史編さん委員会／編集 取手市役所庶務課 1985 L202/ﾄﾘ/3-2

取手市史　民俗編3 取手市史編さん委員会／編集 取手市役所庶務課 1986 L202/ﾄﾘ/3-3

取手市史　民家編 取手市史編さん委員会／編集 取手市役所庶務課 1980 L202/ﾄﾘ/4

取手市史　植物編 取手市史編さん委員会／編集 取手市役所庶務課　 1986 L202/ﾄﾘ/5

取手市史　石造遺物編 取手市史編さん委員会／編集 取手市教育委員会 1987 L202/ﾄﾘ/6

取手市史　社寺編 取手市史編さん委員会／編集 取手市教育委員会 1988 L202/ﾄﾘ/7

取手市史　別巻 〔1〕

本陣交通史料集　1
取手市史編さん委員会／編集 取手市教育委員会 1987 L202/ﾄﾘ/B-1

取手市史　別巻 〔2〕

本陣交通史料集　2
取手市史編さん委員会／編集 取手市教育委員会 1988 L202/ﾄﾘ/B-2

取手市史資料目録　第1集

平本重喜家文書・海老原清家文書
取手市史編さん委員会／〔編集〕 取手市史編さん委員会 1978 L202/ﾄﾘ/1

取手市史資料目録　第2集

染野修家文書
取手市史編さん委員会／〔編集〕 取手市史編さん委員会 1979 L202/ﾄﾘ/2

取手市史資料目録　第3集

根本直治家文書・船橋図書館文書
取手市史編さん委員会／編 取手市史編さん委員会 1980 L202/ﾄﾘ/3

取手市史資料目録　第4集

木村廉家文書.小幡清一家文書
取手市史編さん委員会／編集 取手市役所庶務課 1980 L202/ﾄﾘ/4

取手市史資料目録　第5集

中世関係資料
取手市史編さん委員会／編集 取手市役所庶務課 1982 L202/ﾄﾘ/5

取手市史資料目録　第6集

広瀬誠之家文書・山崎英太郎家文書・岡田守家文書
取手市史編さん委員会／編 取手市庶務課 1983 L202/ﾄﾘ/6

取手市史資料目録　第7集

海老原恒久家文書.田中亮家文書.寺田忠三家文書.小幡

清一家文書(追補)

取手市史編さん委員会／編集 取手市役所庶務課 1984 L202/ﾄﾘ/7

取手市史資料目録　第8集

「取手たより」新聞記事目録
取手市史編さん委員会／編集 取手市役所庶務課 1986 L202/ﾄﾘ/8

取手市史資料目録　第9集

染野修家文書
取手市史編さん委員会／編 取手市教育委員会社会教育課市史編さん室 1987 L202/ﾄﾘ/9

取手市史資料目録　第10集

野口多蔵家文書
取手市史編さん委員会／編 取手市教育委員会社会教育課市史編さん室 1988 L202/ﾄﾘ/10

取手市史資料目録　第11集

諸家文書
取手市史編さん委員会／編 取手市教育委員会社会教育課市史編さん室 1989 L202/ﾄﾘ/11

取手市

取手市
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取手市史資料目録　第12集

海老原光義家文書・山崎英太郎家文書(追補)・染野修

家文書

取手市史編さん委員会／編 取手市教育委員会社会教育課市史編さん室 1990 L202/ﾄﾘ/12

取手市史資料目録　第13集

染野修家文書
取手市史編さん委員会／編 取手市教育委員会社会教育課市史編さん室 1990 L202/ﾄﾘ/13

取手市史資料目録　第14集

竹内孝明家文書・福田勝義家文書・野口多蔵家文書(追

補)

取手市史編さん委員会／編 取手市教育委員会社会教育課市史編さん室 1991 L202/ﾄﾘ/14

藤代町史　通史編 藤代町史編さん委員会／編集 〔藤代町〕 1990 L202/ﾌｼﾞ/1

藤代町史　民家編 藤代町史編さん委員会／編集 〔藤代町〕 1987 L202/ﾌｼﾞ/2

藤代町史　暮らし編 藤代町史民俗調査員会／編纂 東日本印刷 2005 L202/ﾌｼﾞ/3

藤代町史近世史料集　1

災害を超えて
藤代町史編さん委員会／編 藤代町 1990 L202/ﾌｼﾞ/B-1

米づくり今昔

町史資料写真集
藤代町教育委員会(茨城県)／編 藤代町史編さん委員会 1983 L616.2/10

ふじしろの石仏 藤代町史編さん委員会／編集　藤代町史編さん専門委員会／編集 藤代町教育委員会 1997 L718.4/9

瓜連町史 瓜連町史編さん委員会／編 瓜連町　 1986 L202/ｳﾘ/1

瓜連町史　史料編 瓜連町史史料集編集委員会／編 瓜連町　 1993 L202/ｳﾘ/2

常陸国北郡里程間数之記(抄) 高倉 逸斎／著　瓜連町史史料集編集委員会／編 瓜連町 1993 L280/ﾀｶ

那珂郡那珂町史 関 守部／編 那珂町役場 1956 L202/ﾅｶ

那珂町史　自然環境・原始古代編

那珂町

那珂町史編さん委員会／編
那珂町 1988 L202/ﾅｶ/1

那珂町史　中世・近世編 那珂町史編さん委員会／編 那珂町 1990 L202/ﾅｶ/2

那珂町史　近代・現代編 那珂町史編さん委員会／編 那珂町 1995 L202/ﾅｶ/3

那珂町史料所在目録　第14集 那珂町史編さん委員会 那珂町史編さん委員会 [1987] L202/ﾅｶ/14

那珂町の考古学 那珂町史編さん委員会／編 那珂町　 1990 L202/ﾅｶ

那珂町の近世村絵図 那珂町史編さん委員会／編集 那珂町教育委員会 2002 L289.1/ﾅｶ

那珂町の碑文 那珂町史編さん委員会／編 那珂町史編さん委員会 1986 L270.3/26

水戸旧臣記 那珂町史編さん委員会／編 那珂町 1981 L271.1/ﾅｶ

那珂町の石仏石塔

写真集
那珂町史編さん委員会／〔編〕 那珂町史編さん委員会 1982 L718.1/4

那珂市域の社寺祠堂 那珂市史編さん委員会／編集 那珂市教育委員会 2012 L175.2/ﾅｶ

大般若経信仰の世界 那珂市史編さん委員会／編集 那珂市教育委員会 2013 L183/ﾅｶ

那珂市の石仏石塔

瓜連地域編
那珂市史編さん委員会／編集 那珂市教育委員会 2014 L718.1/15

発掘調査で甦る古代の那珂市 那珂市史編さん委員会／編 那珂市教育委員会 2017 L204/ﾅｶ

中世那珂台地の川と道 那珂市史編さん委員会／編集 那珂市教育委員会 2018 L684.1/2

中世那珂台地の領主

那珂・江戸氏と額田小野崎氏の歴史
那珂市史編さん委員会／編集 那珂市教育委員会 2019 L202/ﾅｶ

麻生町史　通史編 麻生町史編さん委員会／編 麻生町教育委員会 2002 L202/ｱｿ/1

麻生町史　民俗編 麻生町史編さん委員会／編 麻生町教育委員会　 2001 L202/ｱｿ/3

麻生町史　史料編〔1〕

麻生日記書抜　1
麻生町史編さん委員会／編 麻生町教育委員会 1999 L202/ｱｿ/2-1

麻生町史　史料編〔2〕

麻生日記書抜　2
麻生町史編さん委員会／編 麻生町教育委員会 2000 L202/ｱｿ/2-2

取手市

那珂市

行方市

那珂市

麻生町

取手市

藤代町

瓜連町

那珂町
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麻生町史　史料編〔3〕

麻生日記書抜　3
麻生町史編さん委員会／編 麻生町教育委員会 2003 L202/ｱｿ/2-3

麻生町関係「いはらき」新聞記事表題索引目録

麻生町史編さん資料
麻生町史編さん委員会／編集 麻生町教育委員会 1997 L202/ｱｿ

あれから50年

戦時下の記憶をたどって
麻生町史編さん事務局／編集 麻生町史編さん委員会 1995 L916.1/ｱｿ

あそうの石仏石塔 麻生町史編さん委員会／編集 麻生町教育委員会 1998 L718.3/2

北浦町史 北浦町史編さん委員会／編集 北浦町 2004 L202/ｷﾀ1

『いはらき』新聞にみる北浦町

北浦町史編さん収集資料
北浦町教育委員会(茨城県)／編集 北浦町 2005 L202/ｷﾀ1

玉造町史 玉造町史編さん委員会(茨城県)／編 玉造町役場 1985 L202/ﾀﾏ

玉造町関係記事表題索引目録

いはらき新聞,玉造町だより,玉造町報,広報たまつくり

玉造町史資料 第1集

玉造町史編さん委員会(茨城県)／編 玉造町教育委員会 1986 L202/ﾀﾏ

池

玉造地方の水とくらし　玉造町史資料 第2集
玉造町史編さん委員会(茨城県)／編集 玉造町教育委員会 1987 L202/ﾀﾏ

常陸紅葉郡鑑

玉造町史資料 第3集
玉造町史編さん委員会(茨城県)／編集 玉造町教育委員会 1988 L202/ﾀﾏ

霞ケ浦の系譜

玉造町史資料 第5集
玉造町史編さん委員会(茨城県)／編 玉造町教育委員会 1990 L431.2/54

地域言語と文化

玉造のことば　玉造町史資料 第8集
玉造町史編さん委員会(茨城県)／編 玉造町 1992 L818.3/1

かけはし

柏崎・浜渡船と霞ケ浦大橋のあゆみ　玉造町史資料 別

冊

玉造町史編さん委員会(茨城県)／編 玉造町教育委員会 1987 L684.3/1

玉造の地質をめぐる

玉造町史資料 別冊2
玉造町史編さん委員会(茨城県)／編 玉造町教育委員会 1989 L455.3/1

玉造町字界地形図

玉造町史資料
玉造町史編さん委員会(茨城県)／編 玉造町教育委員会 1991 L284.4/33

岩井町 岩井町郷土史 岩井町郷土史研究会／編 岩井町教育委員会 1962 L202/ｲﾜ

岩井市史　通史編 岩井市史編さん委員会／編集 岩井市 2001  L202/ｲﾜ/1 

岩井市史　考古編 岩井市史編さん委員会／編集 岩井市 1999 L202/ｲﾜ/2-1

岩井市史　民俗編 岩井市史編さん委員会／編集 岩井市 2001 L202/ｲﾜ/3

岩井市史　別編

平将門資料集
岩井市史編さん委員会／編集 岩井市 1996 L202/ｲﾜ/B

岩井市史　資料 古代中世編 岩井市史編さん委員会／編集 岩井市 1997 L202/ｲﾜ/2-2

岩井市史　資料 近世編1 岩井市史編さん委員会／編集 岩井市 1994 L202/ｲﾜ/2-3-1  

岩井市史　資料 近世編2 岩井市史編さん委員会／編集 岩井市 1995 L202/ｲﾜ/2-3-2

岩井市史　資料 近現代編1 岩井市史編さん委員会／編集 岩井市 1992 L202/ｲﾜ/2-4-1

岩井市史　資料 近現代編2 岩井市史編さん委員会／編集 岩井市 1993 L202/ｲﾜ/2-4-2

岩井市史　資料 近現代編3 岩井市史編さん委員会／編集 岩井市 1994 L202/ｲﾜ/2-4-3

岩井市史　資料 近現代編4 岩井市史編さん委員会／編集 岩井市 1995 L202/ｲﾜ/2-4-4

岩井市史資料目録　第1集

弓馬田・飯島地区の古文書
岩井市史編さん専門委員会近世・近現代部会／編集 岩井市 1991 L202/ｲﾜ/1

行方市

坂東市

麻生町

北浦町

玉造町

岩井市
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岩井市史資料目録　第2集

七郷・中川地区の古文書
岩井市史編さん専門委員会近世・近現代部会／編集 岩井市 1991 L202/ｲﾜ/2

岩井市史資料目録　第3集

矢作 富山家の古文書
岩井市史編さん専門委員会近世・近現代部会／編集 〔岩井市〕 1993 L202/ｲﾜ/3

岩井市史資料目録　第4集

長須・七重地区の古文書
岩井市史編さん専門委員会近世・近現代部会／編集 〔岩井市〕 1993 L202/ｲﾜ/4

岩井市史資料目録　第5集

岩井・神大実地区の古文書
岩井市史編さん専門委員会近世・近現代部会／編集 〔岩井市〕 1994 L202/ｲﾜ/5

水辺の民俗

七郷地区　岩井市史民俗調査報告書 第1集
岩井市史編さん専門委員会民俗部会／編集 〔岩井市〕 1991 L382.2/ｲﾜ/1

台地の民俗

弓馬田・長須・七重地区　岩井市史民俗調査報告書 第

2集

岩井市史編さん専門委員会民俗部会／編集 〔岩井市〕 1993 L382.2/ｲﾜ/2

岩井市の板碑

岩井市史調査報告書
岩井市板碑調査会／編集 岩井市 1992 L185.3/ｲﾜ

猿島町史　通史編 猿島町史編さん委員会／編集 猿島町 1998 L202/ｻｼ/1

猿島町史　資料編原始・古代・中世 猿島町史編さん委員会／編集 猿島町 1993 L202/ｻｼ/2-1

猿島町史　資料編近世 猿島町史編さん委員会／編集 猿島町 1995 L202/ｻｼ/2-2

猿島町史　資料編近世別巻 猿島町史編さん委員会／編集 猿島町 1995 L202/ｻｼ/2-2-B

猿島町史　資料編近現代　 猿島町史編さん委員会／編集 猿島町 1993 L202/ｻｼ/2-3

猿島町史　民俗編 猿島町史編さん委員会／編集 猿島町 1998 L202/ｻｼ/3

猿島町史　資料別冊

事蹟簿
猿島町史編さん委員会／編集 猿島町史編さん委員会 1993 L202/ｻｼ/B-1

猿島町史　資料

戸長日誌
猿島町史編さん委員会／編集 猿島町史編さん委員会 1993 L202/ｻｼ/B-2

猿島町古文書目録　第2集 猿島町史編さん委員会／編 猿島町 1990 L202/ｻｼ/2

猿島町古文書目録　第3集 猿島町史編さん委員会／編 猿島町 1990 L202/ｻｼ/3

猿島町古文書目録　第4集 猿島町史編さん委員会／編 猿島町 1990 L202/ｻｼ/4

猿島町古文書目録　第5集 茨城県猿島郡猿島町史編さん委員会／編集 猿島町史編さん委員会 1996 L202/ｻｼ/5

さしま叢書　第1集

さしま史跡
猿島町史編さん委員会／編 猿島町 1991 L202/ｻｼ/1

さしま叢書　第2集

さしまの人物散歩
猿島町史編さん委員会／編 猿島町 1991 L202/ｻｼ/2

さしま叢書　第3集

ありの子
猿島町史編さん委員会／編 猿島町 1994 L202/ｻｼ/3

猿島資料叢書　第1集

維新期の猿島
猿島町史編さん委員会／編集 〔猿島町史編さん委員会〕 1996 L202/ｻｼ/1

猿島資料叢書　第2集

猿島茶
猿島町史編さん委員会／編集 〔猿島町史編さん委員会〕 1997 L202/ｻｼ/2

猿島資料叢書　第3集

年貢
猿島町史編さん委員会／編集 猿島町史編さん委員会 1997 L202/ｻｼ/3

十王町史　通史編 十王町史編さん調査会／編 日立市 2011 L202/ｼﾞﾕ/1

十王町史　地誌編 十王町史編さん調査会／編 日立市 2008 L202/ｼﾞﾕ/2

図説十王町史 十王町史編纂委員会／編 十王町 2004 L202/ｼﾞﾕ

日立市史 日立市史編さん委員会／編 日立市 1959 L202/ﾋﾀ

坂東市

日立市

岩井市

猿島町

十王町

日立市
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日立市史 日立市役所／編集 常陸書房 1979 L202/ﾋﾀ/(2)

新修日立市史　上巻 日立市史編さん委員会／編 日立市 1994 L202/ﾋﾀ/1

新修日立市史　下巻 日立市史編さん委員会／編 日立市 1996 L202/ﾋﾀ/2

図説日立市史 日立市史編さん委員会／編 日立市 1989 L202/ﾋﾀ

日立市史資料目録　1

郷土ひたちシリーズ 第2号
郷土ひたち文化研究会／編 郷土ひたち文化研究会 1964 L202/ﾋﾀ/1

日立市史資料目録　2

郷土ひたちシリーズ 第4号
郷土ひたち文化研究会／編 郷土ひたち文化研究会 1965 L202/ﾋﾀ/2

日立市史資料目録　2

郷土ひたちシリーズ 第4～6号
郷土ひたち文化研究会／編 郷土ひたち文化研究会 1965～1967　 L202/ﾋﾀ

金砂郷村史 金砂郷村史編さん委員会／編集 金砂郷村 1989 L202/ｶﾅ

金砂郷の自然 金砂郷の自然編集委員会／編 金砂郷町教育委員会 1998 L461.1/7

里美村史 里美村史編さん委員会／編集 里美村 1984 L202/ｻﾄ

里美村史史料集　第1集 里美村史編さん委員会／編 里美村史編さん委員会 〔1972〕 L202/ｻﾄ/1

里美村史史料集　第2集 里美村史編さん委員会／編集 里美村史編さん委員会 1973 L202/ｻﾄ/2

里美村史史料集　第3集 里美村史編さん委員会／編集 里美村史編さん委員会 1974 L202/ｻﾄ/3

里美村史史料集　第4集 里美村史編さん委員会／編集 里美村 1975 L202/ｻﾄ/4

水府村史 水府村史編纂委員会／編 水府村役場 1971 L202/ｽｲ

水府村史 水府村史編纂委員会／編 崙書房 1977 L202/ｽｲ

常陸太田市史　通史編 上 常陸太田市史編さん委員会／編 常陸太田市役所　 1984 L202/ﾋﾀ1/1-1

常陸太田市史　通史編 下 常陸太田市史編さん委員会／編 常陸太田市役所 1983 L202/ﾋﾀ1/1-2

常陸太田市史　近世史料編 常陸太田市史編さん委員会／編 常陸太田市役所 1981 L202/ﾋﾀ1/2

市町村合併史料

常陸太田市史編さん史料 5
常陸太田市史編さん委員会／編 常陸太田市 1977 L202/ﾋﾀ1/5

中内田青年会日誌

市史編さん史料 第6号
常陸太田市史編さん委員会／編 常陸太田市 1977 L202/ﾋﾀ1/6

常陸太田地方における日立鉱山煙害史料

常陸太田市史編さん史料 8
常陸太田市史編さん委員会／編 常陸太田市 1978 L202/ﾋﾀ1/8

佐竹系譜

常陸太田市史編さん史料 9
常陸太田市史編さん委員会／編 常陸太田市 1978 L202/ﾋﾀ1/9

中内田青年会日誌　続

市史編さん史料 第10号
常陸太田市史編さん委員会／編 常陸太田市 1988 L202/ﾋﾀ1/10

常陸太田市の字名図

常陸太田市史編さん史料 11
常陸太田市史編さん委員会／〔編〕 常陸太田市史編さん委員会 1978 L202/ﾋﾀ1/11

天狗党関係殉難死節履歴

常陸太田市史編さん史料 第12号
常陸太田市史編さん委員会／編 常陸太田市　 1979 L202/ﾋﾀ1/12

昭和初期農政史料

旧幸久村の経済更正計画　市史編さん史料 第13号
常陸太田市史編さん委員会／編 常陸太田市 1979 L202/ﾋﾀ1/13

昭和初期農政史料　続

谷河原の農事集団指導地　市史編さん史料 第14号
常陸太田市史編さん委員会／編 常陸太田市 1980 L202/ﾋﾀ1/14

恐慌と愛郷会

市史編さん史料 第15号
常陸太田市史編さん委員会／編 常陸太田市 1981 L202/ﾋﾀ1/15

大正期以後の政党

市史編さん史料 第16号
常陸太田市史編さん委員会／編 常陸太田市 1981 L202/ﾋﾀ1/16

日立市

常陸太田市

水府村

常陸太田市

日立市

金砂郷村

里美村
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戦時体制のもとで

市史編さん史料 第18号
常陸太田市史編さん委員会／編 常陸太田市 1982 L202/ﾋﾀ1/18

佐竹家臣系譜

常陸太田市史編さん史料 19
常陸太田市史編さん委員会／編 常陸太田市 1982 L202/ﾋﾀ1/19

佐竹氏関連城館

常陸太田市史編さん史料 20
常陸太田市史編さん委員会／編 常陸太田市 1984 L202/ﾋﾀ1/20

大宮町史 大宮町史編さん委員会／編 大宮町役場 1977 L202/ｵｵ3/1

大宮町史　史料集 大宮町史編さん委員会／編 大宮町役場 1980 L202/ｵｵ3/2

大宮町史 綿引 定慶／編 大宮町 1958 L202/ｵｵ3

緒川村 緒川村史 緒川村 1982 L202/ｵｶﾞ1

御前山村郷土誌 御前山村郷土誌編纂委員会／編 御前山村教育委員会 1960 L202/ｺﾞｾﾞ

御前山村郷土誌 御前山村郷土誌編集委員会／編 御前山村 1976 L202/ｺﾞｾﾞ

御前山村郷土誌 御前山村郷土誌編纂委員会／編集 御前山村 1990 L202/ｺﾞｾﾞ/(2)

ふるさとの文化財めぐり

御前山村の碑文　〔御前山村郷土誌史料〕 〔第1集〕
宮下 春羊／編 御前山村教育委員会 1995 L709.11/32

ふるさとの民俗

〔御前山村郷土誌史料〕 〔第2集〕
御前山村民俗調査グループ／編 東茨城郡御前山村教育委員会 1989 L382.2/ｺﾞｾﾞ

ふるさとの民俗

〔御前山村郷土誌史料〕 〔第2集〕 改訂版
御前山村民俗調査グループ／編 御前山村教育委員会 1991 L382.2/ｺﾞｾﾞ/(2)

ふるさとの史跡を探る

御前山村郷土誌史料 第4集
青木 喜久夫／編集 東茨城郡御前山村教育委員会 1998 L202/ｺﾞｾﾞ

ふるさとの昔ばなし

御前山村郷土誌史料 第5集
青木 喜久夫／編集 御前山村教育委員会 1998 L388.1/30

ふるさとの史跡を探る　2

御前山村郷土誌史料 第6集
青木 喜久夫／編集 東茨城郡御前山村教育委員会 1999 L202/ｺﾞｾﾞ/2

ふるさとの歴史を探る

御前山村郷土誌史料 第7集
青木 喜久夫／〔ほか〕編集 東茨城郡御前山村教育委員会 2001 L202/ｺﾞｾﾞ

ふるさとの史跡を探る　3

御前山村郷土誌史料 第8集
青木 喜久夫／編集　永嶋 栄一／編集 御前山村教育委員会 2003 L202/ｺﾞｾﾞ/3

常陸大宮市近世史料集　1

美和地域編　1
常陸大宮市歴史民俗資料館／編集 常陸大宮市教育委員会 2009 L202/ﾋﾀ3/1

常陸大宮市近世史料集　2

美和地域編　2
常陸大宮市歴史民俗資料館／編集 常陸大宮市教育委員会 2011 L202/ﾋﾀ3/2

常陸大宮市近世史料集　3

美和地域編　3
常陸大宮市歴史民俗資料館／編集 常陸大宮市教育委員会 2013 L202/ﾋﾀ3/3

常陸大宮市近世史料集　4

美和地域編　4
常陸大宮市歴史民俗資料館／編集 常陸大宮市教育委員会 2014 L202/ﾋﾀ3/4

常陸大宮市近世史料集　5

美和地域編　5
常陸大宮市文書館／編集 常陸大宮市教育委員会 2015 L202/ﾋﾀ3/5

常陸大宮市近世史料集　6

美和地域編　6
常陸大宮市文書館／編集 常陸大宮市教育委員会 2016 L202/ﾋﾀ3/6

常陸大宮市近世史料集　7

御前山地域編　1
常陸大宮市文書館／編集 常陸大宮市教育委員会 2016 L202/ﾋﾀ3/7

常陸太田市

常陸大宮市

常陸太田市

大宮町

御前山村

常陸大宮市
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常陸大宮市近世史料集　8

御前山地域編　2
常陸大宮市文書館／編集 常陸大宮市教育委員会 2017 L202/ﾋﾀ3/8

常陸大宮市近世史料集　9

御前山地域編　3
常陸大宮市文書館／編集 常陸大宮市教育委員会 2018 L202/ﾋﾀ3/9

美和村史 美和村史編さん委員会／編集 美和村 1993 L202/ﾐﾜ

美和村史料

近世村絵図
美和村史編さん委員会／編集 美和村 1996 L202/ﾐﾜ

美和村史料

新聞記事
美和村史編さん委員会／編集 美和村 2002 L202/ﾐﾜ

美和村史料所在目録　1 美和村史編さん委員会／編 美和村史編さん委員会 1987 L202/ﾐﾜ/1

美和村史料所在目録　2 美和村史編さん委員会／編 美和村史編さん委員会 1987 L202/ﾐﾜ/2

美和村史料所在目録　3 美和村史編さん委員会／編 美和村史編さん委員会 1988 L202/ﾐﾜ/3

山方町誌　上巻 山方町史編さん委員会／編 〔茨城県那珂郡山方町文化財保存研究会〕 1977 L202/ﾔﾏ/1

山方町誌　上巻 茨城県那珂郡山方町文化財保存研究会／編 山方町文化財保存研究会 1982 ｲ202/ﾔﾏ/1

山方町誌　下巻 茨城県那珂郡山方町文化財保存研究会／編 山方町文化財保存研究会 1982 L202/ﾔﾏ/2

勝田市史　原始・古代編 勝田市史編さん委員会／編 勝田市 1981 L202/ｶﾂ/1

勝田市史　中世編・近世編 勝田市史編さん委員会／編 勝田市 1978 L202/ｶﾂ/2

勝田市史　近代・現代編 1 勝田市史編さん委員会／編 勝田市 1979 L202/ｶﾂ/3-1

勝田市史　近代・現代編 2 勝田市史編さん委員会／編 勝田市 1981 L202/ｶﾂ/3-2

勝田市史　民俗編 勝田市史編さん委員会／編 勝田市 1987 L202/ｶﾂ/4

勝田市史　別編1

虎塚壁画古墳
勝田市史編さん委員会／編 勝田市 1978 L202/ｶﾂ/B-1

勝田市史　別編2

考古資料編
勝田市史編さん委員会／編 勝田市 1979 L202/ｶﾂ/B-2

勝田市史　別編3

東中根遺跡
勝田市史編さん委員会／編 勝田市 1982 L202/ｶﾂ/B-3

勝田市の歴史 勝田市史編さん委員会／編 勝田市 1982 L202/ｶﾂ

前渡村村是調査要項

明治四十二年十二月現在　勝田市史編さん史料 1
勝田市史編さん委員会／編 勝田市 1971 L202/ｶﾂ/1

勝田市の民俗

勝田市史編さん史料 2
勝田市史編さん委員会／編 勝田市 1972 L202/ｶﾂ/2

勝田市史料　3

佐野村経済更生運動資料
勝田市史編さん委員会／編集 勝田市 1973 L202/ｶﾂ/3

勝田市史料　4

前渡郷土誌
勝田市史編さん委員会／編集 勝田市 1978 L202/ｶﾂ/4

勝田市史料　5

水戸射爆撃場の歴史
勝田市史編さん委員会／編集 勝田市 1982 L202/ｶﾂ/5

勝田市史料　6

勝田艦砲射撃の記録
勝田市史編さん委員会／編集 勝田市 1982 L202/ｶﾂ/6

十五郎穴横穴群調査概報

第1次発掘調査　勝田市史編さん史料 15
勝田市史編さん委員会／編集 勝田市史編さん委員会 1976 L202/ｶﾂ/15

聞きがたり勝田の生活史　1

勝田市史編さん史料 16
勝田市史編さん委員会／編 勝田市 1978 L202/ｶﾂ/16

聞きがたり勝田の生活史　2

勝田市史編さん史料 17
勝田市史編さん委員会／編 勝田市 1980 L202/ｶﾂ/17

常陸大宮市

ひたちなか市

常陸大宮市

美和村

山方町

勝田市
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聞きがたり勝田の生活史　3

勝田市史編さん史料 18
勝田市史編さん委員会／編 勝田市 1982 L202/ｶﾂ/18  

聞きがたり勝田の生活史　4

勝田市史編さん史料 19
勝田市史編さん委員会／編 勝田市 1983 L202/ｶﾂ/19

大正末・昭和初期の社会運動

農民運動を中心にして　勝田市史編さん内部史料 1
勝田市史編さん委員会 1972 L202/ｶﾂ/1

勝田市馬渡のオシラ神(オシンメイ)

勝田市史編さん内部史料 2
勝田市史編さん委員会 勝田市史編さん委員会 1972 L202/ｶﾂ/2

東中根遺跡調査概報

第1次調査のあらまし　勝田市史編さん内部史料 3
勝田市史編さん委員会／〔ほか〕編 勝田市史編さん委員会 1972 L202/ｶﾂ/3

東中根遺跡調査概報　1～3

第1次～第3次調査のあらまし　勝田市史編さん内部史

料 3～9

勝田市史編さん委員会／〔ほか〕編 勝田市史編さん委員会 1972～1974　 L202/ｶﾂ/3

勝田市昔話の分析的研究

勝田市史編さん内部史料 4
勝田市史編さん委員会／編 勝田市史編さん委員会 1972 L202/ｶﾂ/4

勝田市三反田古墳群測量調査概要

勝田市史編さん内部史料 5
勝田市史編さん委員会 1972 L202/ｶﾂ/5

東中根遺跡調査概報

第2次調査のあらまし　勝田市史編さん内部史料 6
勝田市史編さん委員会／〔ほか〕編 勝田市史編さん委員会 1973 L202/ｶﾂ/6

近世津田村史料　1

勝田市史編さん内部史料 7
勝田市史編さん委員会／編 勝田市 1973 L202/ｶﾂ/7

北関東一村落におけるムラとイエ

茨城県勝田市下高場　勝田市史編さん内部史料 8
勝田市史編さん委員会／編 勝田市 1973 L202/ｶﾂ/8

東中根遺跡調査概報

第3次調査のあらまし　勝田市史編さん内部史料 9
勝田市史編さん委員会／〔ほか〕編 勝田市史編さん委員会 1974 L202/ｶﾂ/9

勝田の昔話と伝説

勝田市史編さん内部史料 10
勝田市史編さん委員会／編 勝田市　 1974 L202/ｶﾂ/10

勝田市の民家　〔11〕

勝田市史編さん内部史料
勝田市史編さん委員会／編 勝田市史編さん委員会 1974 L202/ｶﾂ/11

近世津田村史料　2

勝田市史編さん内部史料 12
勝田市史編さん委員会／編 勝田市 1974 L202/ｶﾂ/12

中根六ケ新田史料

勝田市史編さん内部史料 13
勝田市史編さん委員会／編 勝田市 1975 L202/ｶﾂ/13

勝田艦砲射撃の記録

勝田市史編さん内部史料 14
勝田市史編さん委員会／編集 勝田市 1976 L202/ｶﾂ/14

勝田の歴史　写真集 勝田市史料編さん企画委員会／編集 勝田市 1985 L202/ｶﾂ

那珂湊市史　近世 ひたちなか市史編さん委員会／編集 ひたちなか市教育委員会 2008 L202/ﾅｶ1

那珂湊市史　近代・現代 ひたちなか市史編さん委員会／編集 ひたちなか市教育委員会 2004 L202/ﾅｶ1

那珂湊市史　写真集 那珂湊市史編さん委員会／編 那珂湊市 1974 L202/ﾅｶ1

那珂湊市史料　第1集 那珂湊市史編さん委員会／編 那珂湊市 1975 L202/ﾅｶ1/1

那珂湊市史料　第2集 那珂湊市史編さん委員会／編 那珂湊市 1977 L202/ﾅｶ1/2

那珂湊市史料　第3集 那珂湊市史編さん委員会／編 那珂湊市 1978 L202/ﾅｶ1/3

那珂湊市史料　第4集 那珂湊市史編さん委員会／編 那珂湊市 1979 L202/ﾅｶ1/4

那珂湊市史料　第5集 那珂湊市史編さん委員会／編 那珂湊市 1980 L202/ﾅｶ1/5

那珂湊市史料　第6集 那珂湊市史編さん委員会／編 那珂湊市 1981 L202/ﾅｶ1/6

ひたちなか市

勝田市
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那珂湊市史料　第7集 那珂湊市史編さん委員会／編 那珂湊市 1983 L202/ﾅｶ1/7

那珂湊市史料　第8集 那珂湊市史編さん委員会／編 那珂湊市 1984 L202/ﾅｶ1/8

那珂湊市史料　第9集 那珂湊市史編さん委員会／編 那珂湊市 1986 L202/ﾅｶ1/9

那珂湊市史料　第10集 那珂湊市史編さん委員会／編 那珂湊市 1987 L202/ﾅｶ1/10

那珂湊市史料　第11集

祭礼編
那珂湊市史編さん委員会／編 那珂湊市 1989 L202/ﾅｶ1/11

那珂湊市史料　第12集

反射炉編
那珂湊市史編さん委員会／編 那珂湊市 1991 L202/ﾅｶ1/12

那珂湊市史料　第13集

夤賓閣編　雑纂 2
那珂湊市史編さん委員会／編 那珂湊市 1992 L202/ﾅｶ1/13

那珂湊市史料　第14集

近世破船編
那珂湊市史編さん委員会／編 那珂湊市 1993 L202/ﾅｶ1/14

旭村の歴史　通史編 旭村史編さん委員会／編 旭村教育委員会 1998 L202/ｱｻ/1

旭村の歴史　史料編 旭村史編さん委員会／編 旭村教育委員会 2000 L202/ｱｻ/2

図でみる旭村の歴史 旭村史編さん委員会／編 旭村教育委員会 1997 L202/ｱｻ

旭村関係「いはらき」新聞記事表題索引目録

旭村史編さん史資料
旭村史編さん委員会／編集 旭村教育委員会 1996 L202/ｱｻ

大洋村 大洋村史 大洋村史編さん委員会／編集 大洋村 1979 L202/ﾀｲ

鉾田町史　通史編上 鉾田町史編さん委員会／編集 鉾田町 2000 L202/ﾎｺ/1

鉾田町史　通史編下 鉾田町史編さん委員会／編集 鉾田町 2001 L202/ﾎｺ/2

鉾田町史　原始・古代史料編

鉾田町の遺跡
鉾田町史編さん委員会／編集　茨城大学考古学研究室／編集 鉾田町 1995 L202/ﾎｺ

鉾田町史　中世史料編

烟田氏史料　烟田氏史料
鉾田町史編さん委員会／編集 鉾田町 1999 L202/ﾎｺ

鉾田町史　近世史料編1

幕末期御用留
鉾田町史編さん委員会／編集 鉾田町 1995 L202/ﾎｺ/1

鉾田町史　近世史料編2

維新期御用留
鉾田町史編さん委員会／編集 鉾田町 1996 L202/ﾎｺ/2

鉾田町史　近世史料編3

近世前・中期
鉾田町史編さん委員会／編集 鉾田町 1998 L202/ﾎｺ/3

鉾田町史　明治期開拓史料編 鉾田町史編さん委員会／編集 鉾田町 1992 L202/ﾎｺ

鉾田町史　明治前期史料編1 鉾田町史編さん委員会／編集 鉾田町 1993 L202/ﾎｺ/1

鉾田町史　明治前期史料編2 鉾田町史編さん委員会／編集 鉾田町 1993 L202/ﾎｺ/2

鉾田町史　明治後期史料編 鉾田町史編さん委員会／編集 鉾田町 1992 L202/ﾎｺ/3

鉾田町史　明治後期史料編 補遺 鉾田町史編さん委員会／編集 鉾田町 1994 L202/ﾎｺ/4

鉾田町史　大正・昭和初期史料編 鉾田町史編さん委員会／編集 鉾田町 1997 L202/ﾎｺ

図説『ほこたの歴史』 鉾田町史編さん委員会／編集 鉾田町　 1995 L202/ﾎｺ

鉾田町の今昔 鉾田町沿革誌編纂委員会／編 鉾田町 1960 L202/ﾎｺ

史料に見る「ほこた」

古文書への誘い
鉾田町史編さん室／編集 鉾田町 1997 L202/ﾎｺ

内原町史　通史編 内原町史編さん委員会／編集 内原町 1986 L202/ｳﾁ/1

内原町史　民俗編 内原町史編さん委員会／編集 内原町 1997 L202/ｳﾁ/2

内原町史料　〔1〕

内原村御用留　1
町の歴史を学ぶ会／編 内原町 1987 L202/ｳﾁ/1

水戸市

ひたちなか市

鉾田市

鉾田町

内原町

那珂湊市

旭村
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内原町史料　〔2〕

内原村御用留　2
町の歴史を学ぶ会／編 内原町 1988 L202/ｳﾁ/2

内原町史料　〔3〕

内原村御用留　3
町の歴史を学ぶ会／編 内原町 1989 L202/ｳﾁ/3

内原町の石仏・石塔

内原町史資料 第1集
内原町史編さん委員会／編 内原町教育委員会 1993 L718.2/8

内原町の遺跡

内原町遺跡分布調査報告書　内原町史資料 第2集
内原町史編さん委員会／編集 内原町教育委員会 1994 L252.6/ｳﾁ

うちはらの昔語り

内原町史資料 第3集
内原町(茨城県)／編 内原町 1995 L388.2/8

内原町の記念碑

内原町史資料 第4集
内原町史編さん委員会／編集 内原町 1997 L202/ｳﾁ

常澄村史　通史編 常澄村(茨城県)／編集 常澄村 1989 L202/ﾂﾈ/1

常澄村史　地誌編 水戸市教育委員会／編集 水戸市 1994 L202/ﾂﾈ/2

常澄村史「近現代略年表」

史料 1
生田目 靖志／執筆・監修 常澄村史誌編さん委員会 1985 L202/ﾂﾈ

水戸市史　上巻 水戸市史編さん委員会／編 水戸市役所 1991 L202/ﾐﾄ/1

水戸市史　中巻1 水戸市史編さん委員会／編 水戸市役所 1991 L202/ﾐﾄ/2-1

水戸市史　中巻2 水戸市史編さん委員会／編 水戸市役所 1975 L202/ﾐﾄ/2-2

水戸市史　中巻3 水戸市史編さん委員会／編 水戸市役所 1984 L202/ﾐﾄ/2-3

水戸市史　中巻3

略年表 史料目録
水戸市史編さん委員会／編 水戸市　 1969～1970 L202/ﾐﾄ/2-3-F

水戸市史　中巻4 水戸市史編さん委員会／編 水戸市役所 1982 L202/ﾐﾄ/2-4

水戸市史　中巻5 水戸市史編さん委員会／編 水戸市役所 1990 L202/ﾐﾄ/2-5

水戸市史　中巻

年表資料
水戸市史編さん委員会／編 水戸市 1964 L202/ﾐﾄ/2-F

水戸市史　下巻1 水戸市史編さん近現代専門部会／編 水戸市役所 1993 L202/ﾐﾄ/3-1  

水戸市史　下巻2 水戸市史編さん近現代専門部会／編 水戸市役所 1995 L202/ﾐﾄ/3-2

水戸市史　下巻3 水戸市史編さん近現代専門部会／編 水戸市役所 1998 L202/ﾐﾄ/3-3

概説水戸市史 水戸市史編さん委員会概説水戸市史編さん部会／編 水戸市役所 1999 L202/ﾐﾄ

吉田薬王院文書 水戸市史編纂委員会 1962 L206/ﾖｼ

吉田神社文書 水戸市史編纂委員会／編 水戸市史編纂委員会 1962 L175.2/ﾐﾄ

憲法記　第1冊 小宮山 昌秀／著　水戸市史編纂委員会／編 水戸市史編纂委員会 1965 L301.10/2/1  

憲法記　第2冊第3冊 小宮山 昌秀／著　水戸市史編纂委員会／編 水戸市史編纂委員会 1965 L301.10/2/2

憲法記　第4冊 小宮山 昌秀／著　水戸市史編纂委員会／編 水戸市史編纂委員会 1965 L301.10/2/4

憲法記　第5冊(止) 小宮山 昌秀／著　水戸市史編纂委員会／編 水戸市史編纂委員会 1965 L301.10/2/5

御定書

御郡方
水戸市史編纂委員会／編 水戸市史編纂委員会 〔1965〕 L202/ﾐﾄ

水城金鑑 小宮山 楓軒／著 水戸市史編纂会 1965 L301.10/5

水戸市近現代年表 水戸市史編さん近現代専門部会／編集 水戸市　 1991 L208/ﾐﾄ

美浦村誌 美浦村史編さん委員会／編集 美浦村 1995 L202/ﾐﾎ

美浦村史編さん資料　創刊号

美浦村と霞ケ浦とのかかわり
美浦村史編さん委員会／編 美浦村教育委員会 1987 L202/ﾐﾎ/1

美浦村石造物資料集 美浦村史編さん委員会／編 美浦村教育委員会 1986 L718.4/2

美浦村古文書目録　第1集 美浦村教育委員会(茨城県)／編 美浦村教育委員会 1989 L202/ﾐﾎ/1

水戸市

美浦村

内原町

常澄村

水戸市

美浦村
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美浦村古文書目録　第2集 美浦村史編纂委員会／編 美浦村教育委員会 1999 L202/ﾐﾎ/2

常陸国信太郡茂呂村御用留　1

美浦村史料集 第3号
美浦村史編さん委員会／編集 美浦村教育委員会 1989 L202/ﾐﾎ/3

常陸国信太郡茂呂村御用留　2

美浦村史料集 第4号
美浦村史編さん委員会／編集 美浦村教育委員会 1990 L202/ﾐﾎ/4

常陸国信太郡茂呂村御用留　3

美浦村史料集 第5号
美浦村史編さん委員会／編 美浦村教育委員会 1992 L202/ﾐﾎ/5

美浦村の寺社

美浦村史料集 第6号
美浦村史編さん委員会／編 美浦村教育委員会 1993 L202/ﾐﾎ/6

ふるさと美浦の昔物語 美浦村史編纂委員会事務局／編集 美浦村 1999 L388.4/21

ふるさと美浦の民俗 美浦村史編纂委員会／編 美浦村教育委員会 1999 L382.2/ﾐﾎ

守谷市 守谷町 守谷町史 守谷町史編さん委員会／編 守谷町 1985 L202/ﾓﾘ

八千代町史　通史編 八千代町史編さん委員会／編集 八千代町 1987 L202/ﾔﾁ/1

八千代町史　通史編   ２版 八千代町史編さん委員会／編集 八千代町 1988 L202/ﾔﾁ/(2)-1

八千代町史　資料編 1

考古
八千代町史編さん委員会／編集 八千代町 1988 L202/ﾔﾁ/2-1

八千代町史　資料編 2

文献
八千代町史編さん委員会／編集 八千代町 1988 L202/ﾔﾁ/2-2

八千代町史　別冊

おもいで　おもいで
八千代町史編さん委員会／編 八千代町 1987 L202/ﾔﾁ/B

下総国結城郡菅谷村公用日記

八千代町史料 1
八千代町歴史民俗資料館(茨城県)／編集 八千代町歴史民俗資料館 2005 L202/ﾔﾁ/1

下総国結城郡菅谷村公用日記　2

八千代町史料 2
八千代町歴史民俗資料館(茨城県)／編集 八千代町歴史民俗資料館 2009 L202/ﾔﾁ/2

八千代町史料目録　その1 茨城県歴教協北総支部／編 茨城県歴教協北総支部 1975 L202/ﾔﾁ/1

八千代町史料目録　3

兵庫田辺家文書目録
茨城県結城郡八千代町社会科副読本編集委員会 1979 L202/ﾔﾁ/3

結城市史　第1巻

古代中世史料編
結城市史編さん委員会／編 結城市 1977 L202/ﾕｳ/1

結城市史　第2巻

近世史料編
結城市史編さん委員会／編 結城市 1979 L202/ﾕｳ/2

結城市史　第3巻

近現代史料編
結城市史編さん委員会／編 結城市 1978 L202/ﾕｳ/3

結城市史　第4巻

古代中世通史編
結城市史編さん委員会／編 結城市 1980 L202/ﾕｳ/4

結城市史　第5巻

近世通史編
結城市史編さん委員会／編 結城市 1983 L202/ﾕｳ/5

結城市史　第6巻

近現代通史編
結城市史編さん委員会／編 結城市 1982 L202/ﾕｳ/6

結城の歴史 結城の歴史編さん委員会／編　永原 慶二／監修 結城市 1995 L202/ﾕｳ

結城の歴史

写真集
結城市史編さん委員会／編 結城市役所 1974 L202/ﾕｳ

竜ケ崎市史　原始古代編 竜ケ崎市史編さん委員会／編集 竜ケ崎市教育委員会 1999 L202/ﾘﾕ/1-1

竜ケ崎市史　中世編 竜ケ崎市史編さん委員会／編集 竜ケ崎市教育委員会 1998 L202/ﾘﾕ/1-2

竜ケ崎市史　近世編 竜ケ崎市史編さん委員会／編集 竜ケ崎市教育委員会 1999 L202/ﾘﾕ/1-3

美浦村

八千代町

結城市

龍ヶ崎市

八千代町

結城市

龍ヶ崎市

美浦村
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竜ケ崎市史　近現代編 竜ケ崎市史編さん委員会／編集 竜ケ崎市教育委員会 2000 L202/ﾘﾕ/1-4

竜ケ崎市史　原始古代資料編 竜ケ崎市史編さん委員会／編集 竜ケ崎市教育委員会　 1995 L202/ﾘﾕ/2-1

竜ケ崎市史　中世史料編 竜ケ崎市史編さん委員会／編集 竜ケ崎市教育委員会 1993 L202/ﾘﾕ/2-2

竜ケ崎市史　中世史料編 別冊 竜ケ崎市史編さん委員会／編集 竜ケ崎市教育委員会 1994 L202/ﾘﾕ/2-2-B

竜ケ崎市史　近世史料編 1 竜ケ崎市史編さん委員会／編集 竜ケ崎市教育委員会 1990 L202/ﾘﾕ/2-3-1

竜ケ崎市史　近世史料編 2 竜ケ崎市史編さん委員会／編集 竜ケ崎市教育委員会 1994 L202/ﾘﾕ/2-3-2

竜ケ崎市史　近現代史料編 竜ケ崎市史編さん委員会／編集 竜ケ崎市教育委員会 1996 L202/ﾘﾕ/2-4

竜ケ崎市史　民俗編 竜ケ崎市史編さん委員会／編集 竜ケ崎市教育委員会 1993 L202/ﾘﾕ/3

竜ケ崎市史　近世調査報告書 1 竜ケ崎市史編さん委員会／編集 竜ケ崎市教育委員会 1994 L202/ﾘﾕ/4-1

竜ケ崎市史　近世調査報告書 2 竜ケ崎市史編さん委員会／編集 竜ケ崎市教育委員会 1996 L202/ﾘﾕ/4-2

竜ケ崎市史　別編 1

竜ケ崎市の原始古代
竜ケ崎市史編さん委員会／編集 竜ケ崎市教育委員会 1991 L202/ﾘﾕ/B-1

竜ケ崎市史　別編 2

竜ケ崎の中世城郭跡
竜ケ崎市教育委員会／編集 竜ケ崎市 1987 L202/ﾘﾕ/B-2

竜ケ崎市史民俗調査報告書　1

馴柴・八原地区
竜ケ崎市教育委員会／編集 竜ケ崎市 1985 L382.2/ﾘﾕ/1

竜ケ崎市史民俗調査報告書　2

長戸・大宮地区
竜ケ崎市教育委員会／編集 竜ケ崎市 1986 L382.2/ﾘﾕ/2

竜ケ崎市史民俗調査報告書　3

北文間・川原代地区
竜ケ崎市教育委員会／編集 竜ケ崎市 1988 L382.2/ﾘﾕ/3

竜ケ崎市史民俗調査報告書　4

竜ケ崎市
竜ケ崎市教育委員会／編集 竜ケ崎市 1989 L382.2/ﾘﾕ/4

龍ヶ崎市 龍ヶ崎市
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