
NO. 分類Ⅰ 分類Ⅱ 書籍名 著者 出版社

1 郷土・市政 都島区史
都島区制五十周年記念事業
実行委員会

都島区制五十周年記念事業
実行委員会

2 郷土・市政 東成区史
東成区制七十周年記念事業
実行委員会

東成区制七十周年記念事業
実行委員会

3 郷土・市政 全2巻 東成郡史 中村安孝 名著出版
4 郷土・市政 西成郡史　全 中村安孝 名著出版
5 郷土・市政 十周年記念大阪市域拡張史 大阪市役所 大阪市役所
6 郷土・市政 六ヶ町村合併記念誌 大阪市役所 大阪市役所

7 郷土・市政 全3巻 続東区史
大阪市東区史
刊行実行委員会

大阪市東区史
刊行実行委員会

8 郷土・市政 福島区史 大阪都市協会 大阪都市協会
9 郷土・市政 西淀川区史 大阪都市協会 大阪都市協会

10 郷土・市政 東淀川区史 東淀川区史編纂委員会
東淀川区創設
三十周年記念事業委員会

11 郷土・市政 1～5編 大阪府史跡名勝天然記念物 大阪府学務部 清文堂

12 郷土・市政 港区史 大阪市港区役所
大阪市港区
創設三十周年記念事業委員会

13 郷土・市政 淀川治水史 武岡充忠 淀川治史刊行会

14 郷土・市政
六十周年記念
第一西野田郷土誌

乾市松
西野田尋常高等小学校内
教育後援会

15 郷土・市政
六十周年記念
西野田郷土誌

乾市松
西野田尋常高等小学校内
教育後援会

16 郷土・市政 江東誌 山崎桓雄
江東尋常高等小学校
創立五十周年記念会

17 郷土・市政 大正区史 大阪都市協会
大正区制施工50周年記念
事業委員会

18 郷土・市政 城東区史 城東区史編纂委員会 東成区史編纂委員会
19 郷土・市政 大阪港史　第3巻 大阪市港湾局

20 郷土・市政 東成区史 東成区役所
東成区制三十周年記念事業
実行委員会

21 郷土・市政 創立二十五周年西成区政誌 西成区役所 西成区民クラブ

22 郷土・市政 浪速区史 浪速区役所
浪速区創設三十周年記念
事業委員会

23 郷土・市政 天王寺村誌　復刻版 藤原秀憲 新和出版社

一般財団法人 住吉村常盤会　書籍一覧



24 郷土・市政 大淀区史 大阪都市協会 大正区コミュニティ協会
25 郷土・市政 大正　大阪風土記 大阪市教育部 大阪市教育部共同研究社
26 郷土・市政 大淀区史 財)大阪市協会 財)大淀区コミュニティ協会
27 郷土・市政 今宮町志 大阪府西成郡今宮町総務所
28 郷土・市政 南北堀江誌・附幸町 南北堀江誌刊行会

29 郷土・市政 旭区史
旭区創設50周年記念事業
実施委員会

30 郷土・市政 南区史復刻版 財)大阪市協会
南区制100周年記念事業
実行委員会

31 郷土・市政 続　南区史 財)大阪市協会
南区制100周年記念事業
実行委員会

32 郷土・市政 中之島誌
中之島尋常小学校
創設65周年記念会編纂

臨川書店

33 郷土・市政 天王寺区民史 天王寺区役所
天王寺区創設30周年記念事業
委員会

34 郷土・市政 生野区史
生野区創設
30周年記念事業委員会

生野区役所

35 郷土・市政 此花区史 大阪市此花区役所
大阪市此花区30周年記念事業
委員会

36 郷土・市政 北区史　追録賛助者名簿 大阪都市協会 大阪南区役所
37 郷土・市政 南区史　復刻版
38 郷土・市政 鷺洲町史 鷺洲町史編纂委員会 耕文社
39 郷土・市政 狭山池改修誌 大阪府 大阪府
40 郷土・市政 第1～5巻 東区史　 大阪市東区役所 清文堂
41 郷土・市政 続　東区史　追録 大阪市東区役所 大阪市東区史刊行実行委員会
42 郷土・市政 第5～8巻 昭和大阪市史 大阪市役所 大阪市役所
43 郷土・市政 第1～3巻 西区史 西区史刊行委員会 清文堂
44 郷土・市政 大東市史 大東市教育委員会 大東市教育委員会

45 郷土・市政 阿倍野区史
阿倍野区市域編纂
30周年記念事業委員会

阿倍野区市域
編纂30周年記念事業委員会

46 郷土・市政 第1～4巻 昭和大阪市史 大阪市役所 大阪市役所
47 郷土・市政 大阪市大火救護誌 大阪市役所 大阪市役所

48 郷土・市政 西成区史 川端直正
西成区市域編入
40周年記念事業委員会

49 郷土・市政
第1～5・
索引

大阪市・大阪市参事会 大阪市参事会 大阪市参事会

50 郷土・市政 第1～7巻 明治・大正大阪市史 大阪市 清文堂



51 郷土・市政
1～5巻・
附図・索引

大阪市史 大阪市 清文堂

52 郷土・市政 第1～8巻 昭和大阪市史続編 大阪市役所 大阪市役所
54 郷土・市政 キタ　風土記大阪 宮本又次 ミネルバ書房
55 郷土・市政 大阪の町名 宮本又次 清文堂
56 郷土・市政 大阪文化史研究 魚澄惣五郎 星野書店

57 郷土・市政
第1～10巻・
歴史地図

新修　大阪市史 新修大阪市史編纂委員会 大阪市

58 郷土・市政 ハンドブック'97ナンカイ 南海電鉄
59 郷土・市政 大阪の丁史 ｵｵｻｶｼﾍﾝｻﾝｼｮ
60 郷土・市政 安立町 住吉大社
61 郷土・市政 堺惣布達
62 郷土・市政 敷津浦の歴史 川端直正 敷津浦小学校
64 郷土・市政 布施の民族 布施市
65 郷土・市政 藤井寺市史紀要
66 郷土・市政 摂津市役所明治14年村誌
67 郷土・市政 河内国正保御帳写 枚方市
68 郷土・市政 枚方台地の形成とその前後 片山長三 枚方市
69 郷土・市政 1～2 忠岡の歴史 忠岡町
70 郷土・市政 1～7 吹田の歴史
71 郷土・市政 東大阪における3耕地整地 東大阪市役所

72 郷土・市政
帝国議会開設前における
地価修正運動

東大阪市役所

73 郷土・市政 初期帝国議会修正運動 東大阪市役所
74 郷土・市政 明治期地主資本家 東大阪市役所
75 郷土・市政 いたみ地域研究 伊丹市立博物館
76 郷土・市政 西成区発完 西成区制70周年 西成区
77 郷土・市政 西成10年のあゆみ 西成コミュニティー協会
78 郷土・市政 大阪あーかいぶす 大阪府公文書館
79 郷土・市政 大阪府行政資料・刊行物 大阪府公文書館
84 郷土・市政 登美丘町史 武田利恒 登美丘町
85 郷土・市政 敷津浦発展史 川端直正 大阪市立敷津浦小学校
86 郷土・市政 六ヶ町村合併記念誌 松本完三 大阪市役所
87 郷土・市政 第1・2 大阪港史 川端直正 大阪市港湾局
88 郷土・市政 平野郷町誌 前田勝雄 平野郷公益社
89 郷土・市政 加美村誌 大阪市役所 大阪市役所

90 郷土・市政 依羅郷土史 山崎隆三
大阪市立依羅小学校
創立85周年記念事業実行委員会



91 郷土・市政 中之島誌 武井一雄
93 郷土・市政 第1～5編 河内長野市史 河内長野市役所
94 郷土・市政 泉佐野市史復刻版 柴田実 泉佐野市役所
95 郷土・市政 第1・2巻 和泉市史 和泉市史編纂委員会 和泉市役所
96 郷土・市政 第1～4巻 豊中市史 豊中市史編纂委員会 豊中市役所
97 郷土・市政 第1～8巻 吹田市史 吹田市史編纂委員会 吹田市役所
98 郷土・市政 第1～6編 箕面市史　資料編 箕面市史編集委員会 箕面市役所
99 郷土・市政 第2・3巻 箕面市史　本編 箕面市史編集委員会 箕面市役所
100 郷土・市政 枚方市史　第2巻 枚方市史編集委員会 枚方市
101 郷土・市政 中河内郡誌全 中河内郡役所 名著出版
102 郷土・市政 松原市史本編　第1 松原市編纂委員会 松原市役所
103 郷土・市政 第2～5編 松原市史資料編　 松原市編纂委員会 松原市役所
104 郷土・市政 豊能町史　本文編 長山泰孝 豊能町
105 郷土・市政 豊能町史　資料編 豊能町史編纂委員会 豊能町
106 郷土・市政 日置荘町誌 高尾和彦 増田忠太郎
107 郷土・市政 千早赤阪村誌　本編 千早赤阪村史編纂委員会 千早赤阪村役場
108 郷土・市政 千早赤阪村誌　資料編 千早赤阪村史編纂委員会 千早赤阪村役場
109 郷土・市政 第1～8編 堺市史　本編・資料編・別編 堺市役所 前田勝雄
110 郷土・市政 東大阪市史　近代Ⅰ 東大阪市史編纂委員会 東大阪市
111 郷土・市政 東海道守口宿・守口駅 菊田太郎 柳原喜兵衛
112 郷土・市政 第3～5巻 柏原市史 柏原市史編纂委員会 柏原市役所
113 郷土・市政 東鳥取村誌 清水智俊 東鳥取村役場
114 郷土・市政 府営公園の今昔 大阪府公園都市緑化協会 大阪府土木部公園課
115 郷土・市政 守口市史　本文編第3巻 守口市史編纂委員会 守口市役所
116 郷土・市政 守口市史　ｼﾘｮｳ編第2巻 守口市史編纂委員会 守口市役所
117 郷土・市政 第8～11 枚方市史　史料 枚方市史編纂委員会 枚方市役所
118 郷土・市政 柏原町史 柏原町長　早川良祐 柏原町史刊行会
119 郷土・市政 第1～2編 柏原市史 柏原市編纂委員会 柏原市役所
120 郷土・市政 第1～8 岸和田市史 岸和田市編纂委員会 岸和田市
121 郷土・市政 第1・2巻 守口市史　本編 守口市史編纂委員会 守口市役所
122 郷土・市政 日本の古代遺跡46 大野峰雄・藤井保夫 今井悠紀
123 郷土・市政 大阪府の歴史27 藤本篤 野澤繁二
124 郷土・市政 第1～4冊 河内・四条畷史 藤本篤 四条畷市編纂委員会
125 郷土・市政 河内・四条畷史　写真集 藤本篤 四条畷市編纂委員会

126 郷土・市政
第1～5・
附図・索引

大阪府全志 井上正雄 前田成雄

127 郷土・市政 第1～7巻 大阪府史 黒羽兵治朗 大阪府
128 郷土・市政 大阪府史　別巻 黒羽兵治朗 大阪府



129 郷土・市政 高槻市史第4巻資料編Ⅱ 高槻市史編纂委員会 高槻市役所
130 郷土・市政 高槻市史第4巻資料編Ⅳ 高槻市史編纂委員会 高槻市役所
131 郷土・市政 高槻市史第5巻資料編Ⅲ 高槻市史編纂委員会 高槻市役所
132 郷土・市政 高槻市史第6巻考古編 高槻市史編纂委員会 高槻市役所
133 郷土・市政 1～4 豊中市史　史料編 豊中市編纂委員会 豊中市役所
134 郷土・市政 池田町史　第1編　風物誌 池田市史編纂委員会 池田市役所
135 郷土・市政 新版　池田市史　概論編 池田市史編纂委員会 池田市役所
136 郷土・市政 2・3・5 池田市史　史料編 池田市史編纂委員会 池田市役所
137 郷土・市政 第1～3巻 高槻市史 高槻市史編纂委員会 高槻市役所
138 郷土・市政 上中下巻 明日香村史 明日香村史刊行会
139 郷土・市政 大阪都市協会70周年史 大阪都市協会
140 郷土・市政 和歌山県史人物 和歌山県
141 郷土・市政 1～8 和歌山県史　近代資料 和歌山県
142 郷土・市政 箕面市史　図譜 箕面市役所
143 郷土・市政 第1・2巻 箕面市史 箕面市役所
144 郷土・市政 大阪百年史 大阪府
145 郷土・市政 上下 大阪市立大学百年史　部局編 大阪市立大学
146 郷土・市政 上下 大阪市立大学百年史　全学編 大阪市立大学
147 郷土・市政 大阪の歴史と文化 井上薫 和泉書院
148 郷土・市政 我孫子誌 辻川季三郎
149 郷土・市政 名著復刻　和泉の博説　日本博説業書＜和泉の巻＞藤澤近衛彦 すばる書房
150 郷土・市政 泉大津風土記　近世編 辻川季三郎
151 郷土・市政 当麻村誌 池田末則 当麻村教育委員会
152 郷土・市政 上下 明石市史 丸尾儀兵衛・吉川政雄 明石市役所
153 郷土・市政 八尾・柏原の歴史 棚橋利光 松籟社
154 郷土・市政 東大阪の歴史 藤井直三 松籟社
155 郷土・市政 古代の和泉国 辻川季三郎
156 郷土・市政 古京年代記 村井康彦 角川源義

157 郷土・市政
新訂　王寺町史
史料編・本文編

上田忠行 王寺町

158 郷土・市政 泉大津風土記　中世編 辻川季三郎
159 郷土・市政 堺鑑　全 小谷方明 小谷城郷土館
160 郷土・市政 1～5 和歌山県史近世資料 和歌山県
161 郷土・市政 1・2 和歌山県史中世資料 和歌山県
162 郷土・市政 1・2 和歌山県史古代資料 和歌山県
163 郷土・市政 和歌山県史考古資料 和歌山県
164 郷土・市政 1・2 和歌山県史近代 和歌山県
165 郷土・市政 和歌山県史　近世 和歌山県



166 郷土・市政 和歌山県史　中世 和歌山県
167 郷土・市政 和歌山県史　原始・古代 和歌山県

168 郷土・市政
第4～6巻・
別巻

羽曳野市史 羽曳野市史編纂委員会 羽曳野市

169 郷土・市政 泉大津風土記近世編 辻川季三郎 大栄印刷
170 郷土・市政 箕面市史　第1巻 箕面市史編集委員会 箕面市役所
171 郷土・市政 泉南市史　史料編 泉南市
172 郷土・市政 狭山町史　第1巻本編 狭山町役場 狭山町
173 郷土・市政 狭山町史　第2巻資料編 狭山町役場 狭山町
174 郷土・市政 1～3巻 貝塚市史 臨時貝塚市編纂部 貝塚市役所
175 郷土・市政 1・4・5巻 富田林市史 富田林市役所
176 郷土・市政 河南町誌 河南町誌編纂委員会 河南町役場
177 郷土・市政 太子町誌 岩井好一 石田専三
178 郷土・市政 茨木市史 茨木市役所
179 郷土・市政 箕面市史 箕面市役所
180 郷土・市政 1～3 八尾市　近代資料編 八尾市役所
181 郷土・市政 八尾市史 八尾市役所
182 郷土・市政 島本町史　本文編 島本町史編纂委員会 島本町役場
183 郷土・市政 島本町史　付録地図 島本町史編纂委員会 島本町役場
184 郷土・市政 島本町史　史料編 島本町史編纂委員会 島本町役場
185 郷土・市政 第1～3巻 四条畷史 四条畷市役所
186 郷土・市政 第3～9巻 藤井寺史 藤井寺市役所
188 郷土・市政 川中家文書目録 大阪府公文書館
189 郷土・市政 1～7巻 枚方市史 枚方市役所
190 郷土・市政 上下 阪南町史 阪南町役場
191 郷土・市政 1～4 摂津市史 摂津市役所
192 郷土・市政 1・2巻 布施市史 布施市役所
193 郷土・市政 布施町誌 布施町誌編纂会
194 郷土・市政 第2～4巻 泉大津市史 泉大津市
196 郷土・市政 大阪建設史夜話 玉置豊次郎 大阪都市協会
197 郷土・市政 大阪古地図集成 大阪都市協会
198 郷土・市政 小字地図　千早赤阪村誌附図
199 郷土・市政 私のふるさと狭山 大阪狭山市役所
200 郷土・市政 河内ふるさとのみち 南川地域広域行政推進協議会
201 郷土・市政 1～3 みさき風土記 岬ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ
202 郷土・市政 1～3 寝屋川市誌 寝屋川市役所
203 郷土・市政 大阪層群 市原実 矢部文治
204 郷土・市政 羽曳野史 羽曳野市



205 郷土・市政 1～3
大阪市平野区
長原遺跡発掘調査報告

長原遺跡調査会 財)大阪市文化財協会

206 郷土・市政 大阪城跡　Ⅲ 財)大阪市文化財協会
207 郷土・市政 三内丸山(2)遺跡　Ⅱ 青森県教育委員会
208 郷土・市政 難波宮址の研究　第八 財)大阪市文化財協会
209 郷土・市政 大阪の川 財)大阪市土木技術協会
210 郷土・市政 森と海の都「三内丸山」 三内丸山縄文発信会
211 郷土・市政 大和川治水 藤原秀憲
212 郷土・市政 河内平野の生いたち 大阪市立自然史博物館友の会
213 郷土・市政 図説大阪府の歴史 清水勝
214 郷土・市政 大阪市の文化財 財)大阪市文化財協会
215 郷土・市政 門真町史
216 郷土・市政 二上村史 二上村教育委員会

217 郷土・市政
第27回埋蔵文化財研究集会
中世から近世のまち・むらと都市
第4冊分

埋蔵文化財研究会、
財)大阪市文化財協会

218 郷土・市政 1，2 交野町史改定増補 原田誠一 交野町
219 郷土・市政 交野市史　民族編 交野市
220 郷土・市政 交野市史　復刻編 交野市
221 郷土・市政 住道町誌 間野敬重 大阪府住道町役場
222 郷土・市政 三矢切留帳 大東古文書研究会
223 郷土・市政 大阪市の文化財 大阪市教育委員会
224 郷土・市政 日本経済史概説 中村吉治
267 郷土・市政 奈良県史　第1巻　地理 藤田佳久 名著出版
268 郷土・市政 奈良県史　第2巻　動物・植物 菅沼孝之 名著出版
269 郷土・市政 奈良県史　第3巻　考古 木村芳一・小泉俊夫 名著出版
270 郷土・市政 奈良県史　第4巻　条里制 木村芳一 名著出版
271 郷土・市政 奈良県史　第5巻　神社 池田源太　宮坂敏和 名著出版
272 郷土・市政 奈良県史　第6巻　寺院 岩城隆利　大矢良哲 名著出版
273 郷土・市政 奈良県史　第7巻　石像美術 清水敏明 名著出版
274 郷土・市政 奈良県史　第9巻　文学・風土 黒沢幸三 名著出版

275 郷土・市政
奈良県史　第10巻
荘園　大和国荘園の研究

朝倉弘 名著出版

276 郷土・市政 奈良県史　第11巻　大和武士 朝倉弘 名著出版
277 郷土・市政 奈良県史　第12巻　民族　下 岩井宏実 名著出版
278 郷土・市政 奈良県史　第13巻　民族　上 岩井宏実 名著出版

279 郷土・市政
奈良県史　第14巻
地名伝承・地名の研究

池田末則 名著出版



280 郷土・市政 奈良県史　第15巻　美術工芸 河原由雄 名著出版
281 郷土・市政 奈良県史　第16巻　金石分　上 土井実 名著出版
282 郷土・市政 奈良県史　第17巻　金石分　下 土井実 名著出版
283 郷土・市政 堺県布達
284 郷土・市政 大阪繁盛期 宮本又次 新和出版
285 郷土・市政 大阪の橋 松村博 松籟社

286 郷土・市政
大阪の町名
大坂三郷から東西南北四区へ

宮本又次 清水堂出版

287 郷土・市政 鹿児島の歴史と社会 鹿児島大学教育学部 伝統と現代社
288 郷土・市政 再版　神戸市史　別録 神戸市役所
289 郷土・市政 1，2 再版　神戸市史　資料 神戸市役所

290 郷土・市政
神戸市史　第三集
経済・産業編

神戸市役所

291 郷土・市政
神戸市史　第三集
索引・年表編

神戸市役所

292 郷土・市政 神戸市史　第三集　文化社会 神戸市役所
293 郷土・市政 神戸市史　第三集　行政編 神戸市役所
294 郷土・市政 近江名所圖絵 秦石田 臨川書店
295 郷土・市政 淡路名所圖絵 暁鐘成 臨川書店
296 郷土・市政 尾張名所圖絵 岡田啓 臨川書店
298 郷土・市政 大阪市第1回国勢調査記念誌 大阪市
299 郷土・市政 地方改良談 大阪府東成郡教育会 大阪府東成郡教育
300 郷土・市政 宝塚市史　第1巻 渡辺久雄 宝塚市
301 郷土・市政 宝塚市史　第2巻 熱田公・入木哲 宝塚市
302 郷土・市政 宝塚市史　第3巻 余田博通 宝塚市
303 郷土・市政 宝塚市史　第4巻 笠間太郎 宝塚市
304 郷土・市政 宝塚市史　第5巻 渡辺久雄 宝塚市
305 郷土・市政 宝塚市史　第6巻 余田博通 宝塚市
306 郷土・市政 宝塚市史　第7巻 野地修左 宝塚市
307 郷土・市政 1～5 上方の研究 宮本又次 清文堂出版社
308 郷土・市政 1～7巻 伊丹市史 藤田和夫・入木哲浩 伊丹市
310 郷土・市政 尾張名所圖絵　前編 岡田啓 臨川書店
311 郷土・市政 田辺町近代誌 田辺町近代史編纂委員会 京都府田辺町
312 郷土・市政 1～13巻 尼崎市史 渡辺久雄　入木哲浩　他 尼崎市役所
313 郷土・市政 尼崎の戦後史 師岡佑行 尼崎市役所
314 郷土・市政 近代大阪の展開と人物誌 宮本又次 文献出版
315 郷土・市政 大坂町鑑集成 有坂隆道　藤本篤 清文堂出版社
316 郷土・市政 大阪平野のおいたち 梶山彦太郎　市原実 青木書店



317 郷土・市政 有識故実図鑑 河鰭実英 東京堂出版
318 郷土・市政 摂津役人村文書 摂津役人村文書 大阪教科書印刷
319 郷土・市政 大阪油取引所史 濱田正夫 濱田正夫
320 郷土・市政 神戸財界開拓者伝 赤松啓介 太陽出版
321 郷土・市政 1～8巻 西宮市史 西宮市役所 西宮市役所
322 郷土・市政 新修　芦屋市史　史料編 武藤誠 芦屋市役所
323 郷土・市政 新修　芦屋市史　本編 武藤誠 芦屋市役所
324 郷土・市政 再版　神戸市史　資料三 神戸市役所 神戸市役所
325 郷土・市政 再版　神戸市史　別録一 神戸市役所 神戸市役所
326 郷土・市政 再版　神戸市史　本編各説 神戸市役所 神戸市役所
327 郷土・市政 神戸市史　本編 神戸市役所 神戸市役所
328 郷土・市政 神戸市史　附図資料 神戸市役所 神戸市役所
329 郷土・市政 神戸市史　別録 神戸市役所 神戸市役所
330 郷土・市政 神戸市史　本編　総説 神戸市役所 神戸市役所
331 郷土・市政 安堵村史 安堵村役場 安堵村役場

332 郷土・市政 1～8巻 かわにし　川西市史
藤田和夫・入木哲浩
宮川修一　他

川西市

333 郷土・市政
1～5巻・
別巻

兵庫県史　 今井林太郎 兵庫県

334 郷土・市政 大阪府行幸記録 大阪府 大阪府
335 郷土・市政 南海鉄道敷達史 南海鉄道㈱

336 郷土・市政
明治期鉄道資料第2集(3)
阪堺鉄道系歴史

原田勝他 日本経済評論社

337 郷土・市政 南海電気鉄道百年史 南海電気鉄道㈱
338 郷土・市政 大阪市交通国75年史 大阪市交通局
339 郷土・市政 大阪市交通国50年史 大阪市交通局
340 郷土・市政 京都府誌 京都府
341 郷土・市政 造幣局100年史 大蔵省造幣局
342 郷土・市政 城郭画集成 萩原一青 城郭画集成出版世話人会
343 郷土・市政 開通五拾年南海鉄道 山田久太郎 南海鉄道㈱
344 郷土・市政 職人往来　尾崎一郎 長坂一雄
345 郷土・市政 大阪市政百年の歩み　大阪市 財)大阪都市協会
346 郷土・市政 No.25～30 千里眠 湯浅叡子 財)千里文化財団
347 郷土・市政 和朝名勝書啚
348 郷土・市政 苜蓿　第13号 矢部文治 創元社
349 郷土・市政 大阪史談会報　三号・四号 大阪史談会
350 郷土・市政 大阪あーかいぶす特集号No.1 大阪府公文書館
351 郷土・市政 大阪あーかいぶす特集号No.3 大阪府公文書館



352 郷土・市政 註譚　中国正史倭人博 西本英史
353 郷土・市政 大阪の史跡めぐり 鷲谷武 博多成象堂
354 郷土・市政 大阪の民具・民族史 小谷方明 文化出版局
355 郷土・市政 日本上代史の一研究 池内宏 ﾁｭｳｵｳｺｳﾛﾝﾋﾞｼﾞｭﾂ
356 郷土・市政 南海鉄道案内（全） 宇田川文海 新和出版社
357 郷土・市政 近世大阪の町と人 脇田修 人文書院
358 郷土・市政 大阪文化史 大阪毎日新聞社

359 郷土・市政 大阪繁昌誌
藤原秀憲・宇田川文海・
長谷川金次郎

親和出版社

360 郷土・市政 日本の民俗　大坂 高谷重夫 第一法則
361 郷土・市政 日本海防史 坂ノ上信央
362 郷土・市政 河内木綿の研究 武部善人 郷土史資料刊行会
363 郷土・市政 日本経済史 本庄栄次郎 有斐閣
364 郷土・市政 暮らしと物価　大阪百話 財)大阪都市協会
365 郷土・市政 大阪の国際交流史 今東成人 財)大阪国際交流ｾﾝﾀｰ
366 郷土・市政 日本経済史 永原慶治 有斐閣双書
367 郷土・市政 大日本名所　摂津名所圖会上巻 日本名所図会刊行会
370 郷土・市政 倭漢三才図会 寺島良安 吉川弘文館

371 郷土・市政
銅版　浪華名所畧図
明治二十一年

高尾清 中外書房

372 郷土・市政 大阪人物誌　正編 石田清太郎 臨川書店
373 郷土・市政 大阪人物誌　続編 石田清太郎 石田文庫
374 郷土・市政 浪花風俗図絵三世長谷川貞信 杉本宇造 千秀堂一杉本書店

375 郷土・市政
浪花風俗図絵三世
藤原せいけん

杉本宇造 千秀堂一杉本書店

376 郷土・市政 幕末維新大阪町人記録 脇田修・中川すがね 清文堂
377 郷土・市政 浪華？？ひ合冊　安政二年刊 鶏鳴舎暁晴翁 中外書房
379 郷土・市政 大阪弁善哉 牧村史陽 六月社
380 郷土・市政 大阪辯 石川欣一 創元社
381 郷土・市政 第1～7 大阪辯　大阪ことば会編 穐村正治・牧村史陽 清文堂書店
382 郷土・市政 紀伊国名所図会　初二編 高市志友　他 臨川書店
383 郷土・市政 紀伊国名所図会　初三編 高市志友　他 臨川書店
384 郷土・市政 紀伊国名所図会　後編 高市志友　他 臨川書店
385 郷土・市政 紀伊国名所図会　熊野編 高市志友　他 臨川書店
386 郷土・市政 播州見名所巡覧図会 石田 臨川書店
387 郷土・市政 河内名所図会 秋里籬島 臨川書店
388 郷土・市政 大和名所図会 柳原康夫 柳原書店
389 郷土・市政 摂津名所図会　上下巻 原田幹 古典籍刊行会



390 郷土・市政 摂津名所図会大成　全二巻 柳原康夫 柳原書店
391 郷土・市政 播州見名所巡覧図会 柳原康夫 柳原書店
392 郷土・市政 近江名所圖絵 柳原康夫 柳原書店
393 郷土・市政 1～7 新選京都名所図会 竹村俊則 白川書院
394 郷土・市政 なにわみやけ三編 書林兼草紙屋
395 郷土・市政 善光寺道名所図会 豊田庸園 臨川書店
396 郷土・市政 木曽路名所図会 秋里籬島 臨川書店
397 郷土・市政 厳島図会 岡田清 臨川書店
398 郷土・市政 讃岐国名所図会　前編 梶原景紹 臨川書店
399 郷土・市政 伊勢神宮名所図会 蔀　関月 臨川書店

400 郷土・市政
続　浪花風俗図絵三世
藤原せいけん

藤原せいけん 千秀堂一杉本書店

401 郷土・市政 和泉名所図会 小川太左衛門 皇都書林
402 郷土・市政 摂津名所図会 小川太左衛門 皇都書林
403 郷土・市政 河内名所図会 小川太左衛門 皇都書林
404 郷土・市政 梅園日記 北慎言 三都書林
405 郷土・市政 大和国名所図会 小川多左衛門 京都書林
406 郷土・市政 淡路国名所図会 近藤雄太郎
407 郷土・市政 再撰　花洛名勝図会　 河内屋喜兵衛 大阪書院
408 郷土・市政 大和名所図会 柳原喜兵衛 浪華書院
409 郷土・市政 難波鑑 だるまや
410 郷土・市政 難波名所芦屋船 だるまや
411 郷土・市政 難波津 だるまや
412 郷土・市政 難波鑑 木村助次郎 だるまや
413 郷土・市政 住吉名所鍳 和泉文化研究会
414 郷土・市政 摂津国第一宮住吉勝図会 浪翠書林

415 郷土・市政
摂津名所図会
矢田郡・有馬郡・
能勢郡・武庫群

416 郷土・市政 第1～6 大阪商業史料集成 大阪市立大学経済研究所 清文堂出版
417 郷土・市政 浪速業書 船越政一郎 浪速業書刊行会
418 郷土・市政 第1～16 浪速業書　 船越政一郎 浪速業書刊行会
419 郷土・市政 浪速の賑ひ 俵屋清三 河内屋
420 郷土・市政 大阪けんぶつ 高尾清 中外書房
421 郷土・市政 本朝鍛冶考 鎌田三郎太夫 升屋勘兵衛
422 郷土・市政 木国名勝詩誌 津田耕二郎 三宅小次郎
423 郷土・市政 長崎土産　全 磯野信春 和田屋由平寿櫻
424 郷土・市政 風俗研究 江馬務 風俗研究所



425 郷土・市政
大坂繁昌誌
前・後編　各上中下

源楽美  田中金峰
楽美　君安　右馬三郎

河内屋吉兵衛　ほか

426 郷土・市政 大坂金石史　木﨑愛吉編 木﨑愛吉 上方文化恊會
427 郷土・市政 大坂金石史　石像美術 奥村隆彦 三重県郷土資料刊行会
429 郷土・市政 読史備要 東京帝国大学史料編纂所 内外書籍
430 郷土・市政 1～11 上方　（復刻版） 藤原秀憲 新和出版
431 郷土・市政 上方　別巻索引 藤原秀憲 新和出版
432 郷土・市政 上方　淡路郷土編 南木芳太郎 創元社
433 郷土・市政 上方　第五十三編 南木芳太郎 創元社
434 郷土・市政 大阪経済史研究 菅野和太郎 清文堂
435 郷土・市政 続　大阪経済史研究 菅野和太郎 清文堂
436 郷土・市政 1～3巻 大阪府警察史 大阪府警察史編纂委員会 大阪府警察本部
437 郷土・市政 1～25巻 大阪編年史 大阪市立図書館市史編集室 大阪市立中央図書館
438 郷土・市政 26巻 大阪編年史　拾遺筆 大阪市立図書館市史編集室 大阪市立中央図書館
439 郷土・市政 27巻 大阪編年史　索引 大阪市立図書館市史編集室 大阪市立中央図書館
440 郷土・市政 大阪府編　舊市制記　全 岡崎高厚 和泉文化研究会
441 郷土・市政 大阪と文化　長春庵随想録 伊達俊光 日本出版配給
442 郷土・市政 郷土資料　上方文化（完） 浄謙俊文 大阪文化研究所
443 郷土・市政 1～11巻 上方 新和出版
444 郷土・市政 畿内見物　大阪の巻 金尾種次郎 勉強堂書店
445 郷土・市政 畿内見物　大和の巻 金尾種次郎 金尾文堂
446 郷土・市政 畿内見物　京都の巻 金尾種次郎 金尾文堂
447 郷土・市政 都名所図会　拾遺名所図会
494 郷土・市政 大阪ことば辞典 牧村史陽 講談社
508 郷土・市政 難波古道の研究 竹山真次 湯川弘文社
509 郷土・市政 奈良大和路の寺社めぐり 鎌倉兎詩路 金園社
510 郷土・市政 おおさか自然史ハイキング 地学団体研究会大阪支部 創元社
511 郷土・市政 大阪歴史を歩く 大谷晃一 創元社
512 郷土・市政 全3巻 大阪文学散歩 橋本敏生 関西書院
513 郷土・市政 大阪の史跡を訪ねて原始古代編 鯉谷巌 ナンバー出版
514 郷土・市政 大阪の街道 神野清秀 松籟社
515 郷土・市政 大阪史話近代化うら話 朝日放送 創元社
516 郷土・市政 堺歴史散歩南蛮貿易と町人文化 徳永真一郎 創元社
526 郷土・市政 古代の難波 吉田晶 株式会社教育社
545 郷土・市政 中世の大阪 加地宏江・中原俊章 松籟社
549 郷土・市政 大阪市と南河内の歴史 松田太郎 旭書房
551 郷土・市政 四天王寺庚申縁起 不明 大阪四天王寺蔵版
555 郷土・市政 大阪油取引所史 大阪油取引所 大阪油取引所



559 郷土・市政
歴史の道調査報告書第1集
熊野・紀州街道調査報告編

大阪府教育委員会

560 郷土・市政
歴史の道調査報告書第1集
熊野・紀州街道論考編

大阪府教育委員会

561 郷土・市政
歴史の道調査報告書第4集
奈良街道

大阪府教育委員会

562 郷土・市政
歴史の道調査報告書第5集
京街道

大阪府教育委員会

566 郷土・市政 花の下影幕末浪速のくいだおれ 朝日新聞阪神支局 清文堂出版株式会社
567 郷土・市政 大阪市の旧街道と坂道 旧街道等調査委員会 （財）大阪市土木技術協会
568 郷土・市政 熊野街道みちしるべ 西律 荒尾成文堂ｋｋ
569 郷土・市政 難波古道の研究 竹山眞次 湯川松次郎
571 郷土・市政 関西の文化と歴史 奥田尚也 松籟社

572 郷土・市政
歴史の散歩道
大阪市史跡連絡遊歩道

（財）大阪市土木技術協会

580 郷土・市政 大阪歴史の散歩道1 後藤仁郎 後藤仁郎
584 郷土・市政 大阪方言事典 牧村史陽 杉本書店

604 郷土・市政
大阪府史跡名勝
天然記念物調査報告

大阪府

609 郷土・市政 淀川 東秀三 編集工房ノア
612 郷土・市政 難波大阪歴史と文化 宮本又次 講談社
613 郷土・市政 難波大阪郷土と史跡 牧村史陽 講談社
614 郷土・市政 難波大阪美術と芸能 望月信成 講談社
616 郷土・市政 藩史大辞典第5巻近畿編 木村礎 雄三閣
619 郷土・市政 明治初年和泉豪商名家図譜 出口神暁 和泉文化研究会
622 郷土・市政 花将軍　北畠顕家 横山高治 阿倍野神社
623 郷土・市政 道修町 田口靖 大阪淀川郵便局内
624 郷土・市政 北畠太平記 横山高治 創元社
625 郷土・市政 寺誌　愛染 奥田慈應 愛染堂勝髱院
636 郷土・市政 大阪　昔と今 三品彰英 保育社
645 郷土・市政 日本の方言地図 徳川宗賢 中公新書

646 郷土・市政
関西過去未来考
大和河内発見の旅

米山俊直 ＰＨＰ研究所

648 郷土・市政 上方今昔 宮本又治 至誠堂新書
649 郷土・市政 大和の政権 水野裕 教育社
653 郷土・市政 河内飛鳥を訪ねてみよう 石部正志 松籟社

658 郷土・市政
関西大学東西学術研究所研究叢刊
九堺緞通

角山幸洋 関西大学出版部



666 郷土・市政 大阪における朝鮮文化 段熙麟 大阪文庫
667 郷土・市政 古代を考える難波 直木孝次郎 吉川弘文館
668 郷土・市政 道しるべ大阪旧街道をめぐって 大阪府通商観光課
669 郷土・市政 難波の宮 山根徳太郎 学生社
670 郷土・市政 難波宮と難波津の研究 直木孝次郎 吉川弘文館
671 郷土・市政 難波宮の研究 中尾芳治 吉川弘文館
674 郷土・市政 大阪古地図物語 原田伴彦 矢守一彦　矢内昭 毎日新聞社
691 郷土・市政 大阪城 大阪市役所
692 郷土・市政 四天王寺誌 坂本實哲 四天王寺事務局
693 郷土・市政 開口社史私稿 坂本實哲 四天王寺事務局
698 郷土・市政 大阪府史第六巻（大阪の民家）
720 郷土・市政 両国街道 西田啓二郎 向陽書房
721 郷土・市政 両国街道 片岡衛 向陽書房
722 郷土・市政 今昔東海道独案内 今井金吾 日本交通公社
723 郷土・市政 竹内街道 上方史跡散策の会 向陽書房
725 郷土・市政 東高野街道　上 向陽書房
726 郷土・市政 東高野街道　下 向陽書房
727 郷土・市政 熊野御幸 神坂次郎 新潮社

728 郷土・市政
まちに住まう
大阪都市住宅史

下中弘 平凡社

731 郷土・市政 堺学 堺都市政策研究所
734 郷土・市政 明治天皇記念館落成記念 児玉四郎 大阪市
736 郷土・市政 大阪の浦島伝説 神門政茂
737 郷土・市政 改訂　大阪の浦島伝説 神門政茂
739 郷土・市政 芭蕉と大阪 櫻井武次郎他
745 郷土・市政 堺の史的幻影 田島清 広文堂
746 郷土・市政 堺 松本壮吉 双輪印刷㈱

747 郷土・市政
大和川付替（川違え）工事史
（治水の恩人中甚兵衛考とその周
辺）

藤原秀憲 新和出版社

748 郷土・市政 浪花おもちゃ風土記 奥村寛純 村田書店
749 郷土・市政 堺港攘夷始末 大岡昇平 中央公論社

750 郷土・市政
おおさか歴史散歩
船のある風景

三浦行雄 大阪春秋社

751 郷土・市政
浪花おもしろ史101話
歴史の散歩道

後藤仁郎 後藤仁郎

753 郷土・市政
大阪歴史の散歩道
ﾐﾆｶﾞｲﾄﾞ2ｼﾘｰｽﾞ

後藤仁郎 後藤仁郎



754 郷土・市政
歴史の散歩道
大阪市史跡連絡遊歩道

藤本篤（監修）
（財）大阪市土木技術協会

760 郷土・市政
大阪府史跡名勝
天然記念物調査報告書

大阪府

761 郷土・市政 船場風土記大阪 宮本又治 ミネルヴィ書房
768 郷土・市政 熊野古道 上方史蹟散策会　 向陽書房
804 郷土・市政 近代大阪近畿景観第三編 北尾鐐之助 創元社
805 郷土・市政 近畿景観第1篇紀伊伊賀 北尾鐐之助 創元社
806 郷土・市政 近畿景観第2篇大和河内 北尾鐐之助 創元社
807 郷土・市政 近畿景観第6篇近江山城 北尾鐐之助 創元社
849 郷土・市政 近代大阪近畿景観第3編 北尾鐐之助 創元社
899 郷土・市政 全2巻 日本地名史料集成別巻 竹内理三 角川書店

900 郷土・市政 全2巻
角川日本地名大辞典
北海道

竹内理三 角川書店

901 郷土・市政
角川日本地名大辞典
青森県

竹内理三 角川書店

902 郷土・市政
角川日本地名大辞典
岩手県

竹内理三 角川書店

903 郷土・市政
角川日本地名大辞典
宮城県

竹内理三 角川書店

904 郷土・市政
角川日本地名大辞典
秋田県

竹内理三 角川書店

905 郷土・市政
角川日本地名大辞典
山形県

竹内理三 角川書店

906 郷土・市政
角川日本地名大辞典
福島県

竹内理三 角川書店

907 郷土・市政
角川日本地名大辞典
茨城県

竹内理三 角川書店

908 郷土・市政
角川日本地名大辞典
栃木県

竹内理三 角川書店

909 郷土・市政
角川日本地名大辞典
群馬県

竹内理三 角川書店

910 郷土・市政
角川日本地名大辞典
埼玉県

竹内理三 角川書店

911 郷土・市政
角川日本地名大辞典
千葉県

竹内理三 角川書店

912 郷土・市政
角川日本地名大辞典
東京都

竹内理三 角川書店



913 郷土・市政
角川日本地名大辞典
神奈川県

竹内理三 角川書店

914 郷土・市政
角川日本地名大辞典
新潟県

竹内理三 角川書店

915 郷土・市政
角川日本地名大辞典
富山県

竹内理三 角川書店

916 郷土・市政
角川日本地名大辞典
石川県

竹内理三 角川書店

917 郷土・市政
角川日本地名大辞典
福井県

竹内理三 角川書店

918 郷土・市政
角川日本地名大辞典
山梨県

竹内理三 角川書店

919 郷土・市政
角川日本地名大辞典
長野県

竹内理三 角川書店

920 郷土・市政
角川日本地名大辞典
岐阜県

竹内理三 角川書店

921 郷土・市政
角川日本地名大辞典
静岡県

竹内理三 角川書店

922 郷土・市政
角川日本地名大辞典
愛知県

竹内理三 角川書店

923 郷土・市政
角川日本地名大辞典
三重県

竹内理三 角川書店

924 郷土・市政
角川日本地名大辞典
滋賀県

竹内理三 角川書店

925 郷土・市政
角川日本地名大辞典
京都府上巻総説地名編

竹内理三 角川書店

926 郷土・市政
角川日本地名大辞典
京都府下巻地誌編資料編

竹内理三 角川書店

927 郷土・市政
角川日本地名大辞典
大阪府

竹内理三 角川書店

928 郷土・市政
角川日本地名大辞典
兵庫県

竹内理三 角川書店

929 郷土・市政
角川日本地名大辞典
奈良県

竹内理三 角川書店

930 郷土・市政
角川日本地名大辞典
和歌山県

竹内理三 角川書店

931 郷土・市政
角川日本地名大辞典
鳥取県

竹内理三 角川書店



932 郷土・市政
角川日本地名大辞典
島根県

竹内理三 角川書店

933 郷土・市政
角川日本地名大辞典
岡山県

竹内理三 角川書店

934 郷土・市政
角川日本地名大辞典
広島県

竹内理三 角川書店

935 郷土・市政
角川日本地名大辞典
山口県

竹内理三 角川書店

936 郷土・市政
角川日本地名大辞典
徳島県

竹内理三 角川書店

937 郷土・市政
角川日本地名大辞典
香川県

竹内理三 角川書店

938 郷土・市政
角川日本地名大辞典
愛媛県

竹内理三 角川書店

939 郷土・市政
角川日本地名大辞典
高知県

竹内理三 角川書店

940 郷土・市政
角川日本地名大辞典
福岡県

竹内理三 角川書店

941 郷土・市政
角川日本地名大辞典
佐賀県

竹内理三 角川書店

942 郷土・市政
角川日本地名大辞典
長崎県

竹内理三 角川書店

943 郷土・市政
角川日本地名大辞典
熊本県

竹内理三 角川書店

944 郷土・市政
角川日本地名大辞典
大分県

竹内理三 角川書店

945 郷土・市政
角川日本地名大辞典
宮崎県

竹内理三 角川書店

946 郷土・市政
角川日本地名大辞典
鹿児島県

竹内理三 角川書店

947 郷土・市政
角川日本地名大辞典
沖縄県

竹内理三 角川書店

948 郷土・市政 京都上　洛東～洛中 品川恵保 ユーキャン
949 郷土・市政 京都中　洛中～洛西 品川恵保 ユーキャン
950 郷土・市政 京都下　洛北・洛南 品川恵保 ユーキャン
1056 郷土・市政 北海道の歴史 榎本守恵・君尹彦 山川出版社
1057 郷土・市政 青森県の歴史 宮崎道生 山川出版社
1058 郷土・市政 岩手県の歴史 森嘉兵衛 山川出版社



1059 郷土・市政 宮城県の歴史 高橋富雄 山川出版社
1060 郷土・市政 秋田県の歴史 今村義孝 山川出版社
1061 郷土・市政 山形県の歴史 誉田慶恩 山川出版社
1062 郷土・市政 福島県の歴史 小林清治・山田舜 山川出版社
1063 郷土・市政 茨城県の歴史 瀬谷義彦 山川出版社
1064 郷土・市政 栃木県の歴史 大町雅美他 山川出版社
1065 郷土・市政 群馬県の歴史 山田武麿 山川出版社
1066 郷土・市政 埼玉県の歴史 小野文雄 山川出版社
1067 郷土・市政 千葉県の歴史 小笠原長和他 山川出版社
1068 郷土・市政 東京都の歴史 児玉幸多 山川出版社
1069 郷土・市政 神奈川県の歴史 中丸和伯 山川出版社
1070 郷土・市政 新潟県の歴史 井上鋭夫 山川出版社
1071 郷土・市政 富山県の歴史 坂井誠一 山川出版社
1072 郷土・市政 石川県の歴史 下出積与 山川出版社
1073 郷土・市政 福井県の歴史 印牧邦雄 山川出版社
1074 郷土・市政 山梨県の歴史 磯貝正義 山川出版社
1075 郷土・市政 長野県の歴史 塚田正朋 山川出版社
1076 郷土・市政 岐阜県の歴史 中野効四郎 山川出版社
1077 郷土・市政 静岡県の歴史 若林淳之 山川出版社
1078 郷土・市政 愛知県の歴史 塚本学 山川出版社
1079 郷土・市政 三重県の歴史 西垣晴次 山川出版社
1080 郷土・市政 滋賀県の歴史 原田敏丸 山川出版社
1081 郷土・市政 京都府の歴史 赤松俊秀 山川出版社
1082 郷土・市政 大阪府の歴史 藤本篤 山川出版社
1083 郷土・市政 兵庫県の歴史 八木哲浩 山川出版社
1084 郷土・市政 奈良県の歴史 永島福太郎 山川出版社
1085 郷土・市政 和歌山県の歴史 安藤精一 山川出版社
1086 郷土・市政 鳥取県の歴史 山中寿夫 山川出版社
1087 郷土・市政 島根県の歴史 内藤正中 山川出版社
1088 郷土・市政 岡山県の歴史 谷口澄夫 山川出版社
1089 郷土・市政 広島県の歴史 後藤陽一 山川出版社
1090 郷土・市政 山口県の歴史 三坂圭治 山川出版社
1091 郷土・市政 徳島県の歴史 福井好行 山川出版社
1092 郷土・市政 香川県の歴史 市原輝士 山川出版社
1093 郷土・市政 愛媛県の歴史 田中歳雄 山川出版社
1094 郷土・市政 高知県の歴史 山本大 山川出版社
1095 郷土・市政 福岡県の歴史 平野邦雄 山川出版社
1096 郷土・市政 佐賀県の歴史 城島正祥 山川出版社



1097 郷土・市政 長崎県の歴史 瀬野精一郎 山川出版社
1098 郷土・市政 熊本県の歴史 森田誠一 山川出版社
1099 郷土・市政 大分県の歴史 渡辺澄夫 山川出版社
1100 郷土・市政 宮崎県の歴史 日高次吉 山川出版社
1101 郷土・市政 沖縄県の歴史 新里恵二 山川出版社

1102 郷土・市政
県別史跡・文化財一覧
文化財公開施設・年中行事

児玉幸多監修・藤本篤編 山川出版社

1185 郷土・市政
日本歴史地名大系
熊本県の地名

下中邦彦 ㈱平凡社

1186 郷土・市政
日本歴史地名大系
秋田県の地名

下中邦彦 ㈱平凡社

1187 郷土・市政
日本歴史地名大系
佐賀県の地名

下中邦彦 ㈱平凡社

1188 郷土・市政
日本歴史地名大系
大阪府の地名①

下中邦彦 ㈱平凡社

1189 郷土・市政
日本歴史地名大系
大阪府の地名②

下中邦彦 ㈱平凡社

1190 郷土・市政
日本歴史地名大系
京都府の地名

下中邦彦 ㈱平凡社

1191 郷土・市政
日本歴史地名大系
福井県の地名

下中邦彦 ㈱平凡社

1192 郷土・市政
日本歴史地名大系
長野県の地名

下中邦彦 ㈱平凡社

1193 郷土・市政
日本歴史地名大系
青森県の地名

下中邦彦 ㈱平凡社

1194 郷土・市政
日本歴史地名大系
宮城県の地名

下中邦彦 ㈱平凡社

1195 郷土・市政
日本歴史地名大系
滋賀県の地名

下中邦彦 ㈱平凡社

1196 郷土・市政
日本歴史地名大系
京都府の地名

下中邦彦 ㈱平凡社

1197 郷土・市政
日本歴史地名大系
奈良県の地名

下中邦彦 ㈱平凡社

1198 郷土・市政
日本歴史地名大系
和歌山県の地名

下中邦彦 ㈱平凡社

1199 郷土・市政
日本歴史地名大系
広島県の地名

下中邦彦 ㈱平凡社



1200 郷土・市政
日本歴史地名大系
香川県の地名

下中邦彦 ㈱平凡社

1201 郷土・市政
日本歴史地名大系
佐賀県の地名

下中邦彦 ㈱平凡社

1202 郷土・市政
新修大阪市史史料編
第一巻考古資料編

大阪市編纂所
大阪市史料調査会

大阪市

1203 郷土・市政
新修大阪市史史料編
第三巻古代中世１

大阪市編纂所
大阪市史料調査会

大阪市

1204 郷土・市政
新修大阪市史史料編
第五巻大阪城編

大阪市編纂所
大阪市史料調査会

大阪市

1205 郷土・市政
新修大阪市史史料編
第十四巻近代行政

大阪市編纂所
大阪市史料調査会

大阪市

1212 郷土・市政 郷土の玩具 斉藤良輔・薗部澄 社団法人家の光協会
1228 郷土・市政 阪神淡路大災害赤いﾎﾞｽﾄ白書 山岡景一郎 ㈱白川書院新社
1229 郷土・市政 歴史のなかの淀川 大阪市立博物館
1231 郷土・市政 よみがえる花の万博 岡本素治　藤井伸二 大阪市立自然博物館
1240 郷土・市政 図説再見大阪城 渡辺武 (財)大阪都市協会

1241 郷土・市政
淀川絵巻
びわ湖から大阪港まで

木村きよし ㈱保育社

1242 郷土・市政 大阪の引札絵びら南木ｺﾚｸｼｮﾝ 大阪引札研究会 東方出版㈱
1243 郷土・市政 大阪枚方の引札池田屋ｺﾚｸｼｮﾝ 藤本毅 東方出版㈱
1244 郷土・市政 大阪市内の蝶 宮武頼夫 大阪府立自然史博物館
1245 郷土・市政 大阪市営交通90年のあゆみ ㈱エトレ (財)大阪都市協会

1246 郷土・市政
おおさか文藝書画展
近世から近代へ

関西大学図書館

1247 郷土・市政
大阪乗り物探検隊
大阪市営交通90年

㈱エトレ (財)大阪都市協会

1248 郷土・市政 商人の舞台天下の台所大阪 大阪市立博物館 大阪市立博物館
1262 郷土・市政 堺の文化財　考古資料編 堺市立埋蔵文化財ｾﾝﾀｰ 堺市教育委員会
1263 郷土・市政 堺の文化財　指定文化財編 堺市博物館 堺市博物館

1264 郷土・市政
堺鉄砲
その源流と背景をさぐる

堺市博物館

1265 郷土・市政
大阪市立自然史博物館展
示解説第4集
大阪の昆虫陸生編Ⅰ

大阪市立自然史博物館

1266 郷土・市政
大阪市立自然史博物館展
示解説第9集
大阪の自然生物編

大阪市立自然史博物館
大阪市立自然史博物館友の会



1267 郷土・市政
天満まるかじり
その歴史と文化

大阪市立博物館

1268 郷土・市政
東大阪市文化財調査報告書
第2冊河内木綿

東大阪市教育委員

1269 郷土・市政 大阪湾の自然
山西良平　石井久夫
橋田俊彦

大阪市立自然史博物館

1270 郷土・市政 淀川の自然　
山西良平　石井久夫
橋田俊彦

大阪市立自然史博物館

1272 郷土・市政 大阪府の郷土料理 上島幸子 同
1273 郷土・市政 泉南の文化財 大阪市立博物館
1274 郷土・市政 堺の文化財　指定文化財編 堺市博物館
1275 郷土・市政 朝日新聞に見る堺の100年 朝日新聞社
1277 郷土・市政 北前船と大阪 大阪市立博物館
1278 郷土・市政 木曽街道六十九次全 浮世絵 大態整
1279 郷土・市政 富士山 岡田紅陽 北原鐵雄
1281 郷土・市政 大阪市立自然史博物館総合案内 小川房人 大阪市立自然史博物館

1285 郷土・市政
開館一周年記念特別展
都市の交流と文化

堺市博物館

1287 郷土・市政 紀州の文化財 大阪市立博物館
1288 郷土・市政 特別史跡　大阪城跡Ⅱ (財)大阪市文化協会
1289 郷土・市政 大阪海想録 第9回海の祭典推進協会
1292 郷土・市政 大阪淀川展 大阪府立中之島図書館
1295 郷土・市政 沖積平野の地質 市原実　梶山彦太郎
1452 郷土・市政 最近之大阪市乃其附近 大久保透 凸版印刷㈱
1453 郷土・市政 滑替浪花名所（錦絵四十二枚）
1486 郷土・市政 大阪物語 鷲谷樗風 教材社
1487 郷土・市政 千日前付近 長谷川幸延 読切講談社
1489 郷土・市政 大阪の石仏 清水俊明 創元社
1490 郷土・市政 大阪の野鳥 （財）大阪自然環境保全協会 大阪文庫
1494 郷土・市政 大阪文学散歩 関西文学散歩の会 関西書院
1495 郷土・市政 大阪弁おもしろ草子 田辺聖子 講談社現代新書
1496 郷土・市政 吉野路案内記 宮坂敏和 吉野町観光課
1497 郷土・市政 新しい大阪 保育社編集部 保育社
1502 郷土・市政 大阪府の歴史散歩 野澤繁二 山川出版社

1503 郷土・市政
人と旧跡
大阪歴史の旅

左門士郎 ㈱令文社

1504 郷土・市政 大阪史跡散歩 高橋敬蔵 大阪市立婦人会館の会
1506 郷土・市政 近世上方の民衆 小林茂 教育社



1509 郷土・市政 大阪osakaむかし・いま・みらい 赤崎弘平他 東方出版

1510 郷土・市政
関西過去・未来考
大阪タイムマシン紀行

小松左京 ＰＨＰ研究会

1512 郷土・市政 大阪の女たち 西岡まさ子 ㈱松籟社

1513 郷土・市政
三田村鳶魚
江戸生活事典

岡本経一 青蛙房刊

1514 郷土・市政 大阪の歴史と風土 宮本又次 毎日放送

1567 郷土・市政 大阪市公設市場70年史
大阪市公設市場
70年史編さん委員会

大阪市公設市場連合会

1593 郷土・市政 全3巻
大阪市今昔写真集
西南部版・東南部版・北部版

山田恭幹 樹林舎

1601 郷土・市政 京都の歴史　平安の新京 武田秀男 学芸書林
1602 郷土・市政 京都の歴史　中世の明暗 武田秀男 学芸書林
1603 郷土・市政 京都の歴史　近世の胎動 武田秀男 学芸書林
1604 郷土・市政 京都の歴史　桃山の開花 武田秀男 学芸書林
1605 郷土・市政 京都の歴史　近世の展開 武田秀男 学芸書林
1606 郷土・市政 京都の歴史　伝統の定義 武田秀男 学芸書林
1607 郷土・市政 京都の歴史　維新の激動 武田秀男 学芸書林
1608 郷土・市政 京都の歴史　古都の近代 武田秀男 学芸書林
1609 郷土・市政 京都の歴史　世界の京都 武田秀男 学芸書林
1610 郷土・市政 京都の歴史　年表・事典 武田秀男 学芸書林
1712 郷土・市政 「華」大阪城天守閣名品集 社団法人大阪観光協会
1713 郷土・市政 堺風物史 岸谷勢蔵 社団法人堺青年会議所
1718 郷土・市政 大阪市の100年 池田靖男・猿田博・平井正治 郷土出版社

1719 郷土・市政
まちづくり100年の記録
大阪市区画整理地区資料

大重正俊 大阪都市整美協会

1720 郷土・市政
大阪行幸記念
空中写真帖

大道弘春雄 朝日新聞社

1728 郷土・市政 大阪osaka 今井龍雄 保育社
1729 郷土・市政 映像にみる大阪の道 （財）大阪市土木技術協会
1730 郷土・市政 まちづくり25年の軌跡と展望 （財）大阪市土木技術協会
1731 郷土・市政 大阪の橋 （財）大阪市土木技術協会
1733 郷土・市政 大阪のだんじり （社）大阪観光協会
1737 郷土・市政 大阪百景 石黒英一 大阪新聞社
1738 郷土・市政 大大阪画報 森岡市蔵 大大阪画報社
1739 郷土・市政 明治大正大阪百景 野村廣太郎 保育社
1740 郷土・市政 四天王寺宝塔壁画 堂本印象 立命館出版部
1741 郷土・市政 大阪の祭り 大阪府神道青年会編



1770 郷土・市政 大阪府写真帖 大阪府 田山宗堯

1771 郷土・市政
大阪二千六百年
展観図録

大阪市

1772 郷土・市政 カメラの見た大正十五年史 朝日新聞社

1774 郷土・市政
航空写真集
大阪を翔ぶ

永田照海 大阪新聞社

1775 郷土・市政 写真で見る大阪市100年 （財）大阪都市協会
1776 郷土・市政 写真集おおさか100年 サンケイ新聞社
1781 郷土・市政 阪神沿線景観図 吉井貞俊 中外書房
1782 郷土・市政 わたしの大阪 大阪市長室秘書部広報課
1785 郷土・市政 写真集なにわ今昔 毎日新聞社

1807 郷土・市政
東大阪のあゆみ
東大阪市制20周年記念誌

東大阪市 東大阪市

1808 郷土・市政 大阪市労働共済会の歩み 70周年記念事業準備委員会 （財）大阪市民共済会
1814 郷土・市政 加古郡誌 中村安孝 名著出版

1855 郷土・市政
現代人のための
ことば・ことわざ大全集

渡部昇一 ㈱主婦と生活社

1858 郷土・市政 灘まつり 神戸新聞出版センター
1861 郷土・市政 大阪市史 新修大阪市編算委員会 大阪市
1862 郷土・市政 大阪市の歴史 新修大阪市編算委員会 創元社
1879 郷土・市政 大阪百景 画：丸山石根
文：牧村史陽 大阪新聞社
1901 郷土・市政 加古郡誌 兵庫県加古郡役所 中村安孝
1909 郷土・市政 播磨の風土と文化 姫路文学館
1912 郷土・市政 大阪平野のおいたち 梶山彦太郎・市原実 ㈱青木書店　青木理人
1913 郷土・市政 大阪江戸時代図誌3 岡本良一 筑摩書房井上達三
1919 郷土・市政 8-39巻 大阪の歴史 大阪市史編算所 大阪市史料調査会
1920 郷土・市政 上・中巻 南大組大年寄日記 大阪市史編算所 大阪市史料調査会
1921 郷土・市政 船極印方・海部屋記録 大阪市史編算所 大阪市史料調査会
1922 郷土・市政 大坂の町式目 大阪市史編算所 大阪市史料調査会

1923 郷土・市政
年代記・明和の春
明和・享和大坂世相見聞集

大阪市史編算所 大阪市史料調査会

1924 郷土・市政 御用瓦師寺島家文書 大阪市史編算所 大阪市史料調査会

1925 郷土・市政
維新期大阪の役務記録
見聞記・幕末大坂雑記
慶応四年日録

大阪市史編算所 大阪市史料調査会

1926 郷土・市政 全2巻 天満青物市場史料 大阪市史編算所 大阪市史料調査会
1927 郷土・市政 明治初期大阪の同業組合規則上 大阪市史編算所 大阪市史料調査会
1928 郷土・市政 全2巻 占領下の大阪 大阪市史編算所 大阪市史料調査会



1929 郷土・市政 北浜二丁目戸長文書 若林喜三郎 大阪市史料調査会
1930 郷土・市政 古来より新建家目論見一件 大阪市史編算所 大阪市史料調査会

1931 郷土・市政
大正期在阪官公署諸
企業沿革調査

大阪市史編算所 大阪市史料調査会

1932 郷土・市政 大坂町奉行吟味伺書 大阪市史編算所 大阪市史料調査会
1933 郷土・市政 御津八幡宮三津家文書 大阪市史編算所 大阪市史料調査会
1934 郷土・市政 戦時下の民衆生活 大阪市史編算所 大阪市史料調査会
1935 郷土・市政 大坂東町奉行書与力公務日記 大阪市史編算所 大阪市史料調査会
1936 郷土・市政 明治初年大阪西大組大年寄日記 大阪市史編算所 大阪市史料調査会
1937 郷土・市政 大阪市の学童集団疎開 大阪市史編算所 大阪市史料調査会
1938 郷土・市政 御津八幡宮三津家文書下 大阪市史編算所 大阪市史料調査会
1939 郷土・市政 ｵｵｻｶ東町奉行書与力公務日記続 大阪市史編算所 大阪市史料調査会
1940 郷土・市政 大阪の考古学文献目録 大阪市史編算所 大阪市史料調査会
1941 郷土・市政 堂島米会所記録 大阪市史編算所 大阪市史料調査会
1942 郷土・市政 近世大坂風閏集 大阪市史編算所 大阪市史料調査会
1943 郷土・市政 安井家文書 大阪市史編算所 大阪市史料調査会
1944 郷土・市政 大坂地誌 日柳政愬 浪華文會
1949 郷土・市政 46.難波京 中尾芳治 ニューサイエ
1950 郷土・市政 高野山町石の研究 愛甲昇寛 和田宥玄
1951 郷土・市政 大阪繁盛記 鍋井克之 ㈱布井書房
1961 郷土・市政 日本の史跡の宝庫南河内 松田太郎 旭書房
1962 郷土・市政 北大阪の史跡を探る 松田太郎 旭書房
1963 郷土・市政 北河内の史跡を探る 松田太郎 旭書房
1965 郷土・市政 河内飛鳥を訪ねてみよう 石部正志 松籟社 
1967 郷土・市政 大阪市内における建碑 川端直正 大阪市
1968 郷土・市政 増補河内の古代遺跡と渡来系氏族 野上丈助 ㈱中島弘文堂
1969 郷土・市政 大阪府立大阪博物場の考察 埜上衛

1970 郷土・市政 全2巻 増訂武江年表
斎藤月岑
金子光晴 校訂

平凡社

1976 郷土・市政 淀川 東秀三 編集工房ノア
1978 郷土・市政 なにわいろはかるた なにわことばのつどい
1991 郷土・市政 近江名所図会 柳原康夫 柳原書店
2000 郷土・市政 門前町 藤本利治 古今書院
2006 郷土・市政 紀伊国の条里制 中野榮治 古今書院

2007 郷土・市政
京阪地方仮製
貮萬分壹地形図13面組
大阪近傍東部

参謀本部陸軍部測量局 
大日本測量㈱
資料調査部複製



2008 郷土・市政
京阪地方仮製
貮萬分壹地形図15面組
大阪近傍中部

参謀本部陸軍部測量局 
大日本測量㈱
資料調査部複製

2009 郷土・市政
京阪地方仮製
貮萬分壹地形図8面組
京阪洲本徳島近傍

参謀本部陸軍部測量局 
大日本測量㈱
資料調査部複製

2010 郷土・市政
京阪地方仮製
貮萬分壹地形図17面組
京都近傍

参謀本部陸軍部測量局 
大日本測量㈱
資料調査部複製

2011 郷土・市政 神戸兵庫近傍 参謀本部陸軍部測量局 
大日本測量㈱
資料調査部複製

2015 郷土・市政 十津川
奈良県教育委員会事務局
文化財保存課

十津川村役場

2016 郷土・市政
羽曳野市史
別巻古絵図地理図

羽曳野市

2017 郷土・市政 全2巻 奈良の街道筋 青山茂 ㈱草思社
2024 郷土・市政 愛知県紀要 愛知県

2033 郷土・市政
伊丹古絵図集成
伊丹資料叢書6

伊丹市役所

2034 郷土・市政 大阪史蹟辞典 三善貞司 清文堂

2036 郷土・市政
京阪地方仮製
貮萬分壹地形図18面組
和歌山近傍

参謀本部陸軍部測量局 
大日本測量㈱
資料調査部複製

2037 郷土・市政
京阪地方仮製
貮萬分壹地形図24面組
神戸兵庫近傍

参謀本部陸軍部測量局 
大日本測量㈱
資料調査部複製

2047 郷土・市政 中河内郡誌 中村安孝 名著出版
2050 郷土・市政 郷土枚方の歴史 市史編算室 枚方市
2057 郷土・市政 才村の歴史 井上完爾

2077 郷土・市政
歴史の道調査報告書第4集
奈良街道

大阪府教育委員会

2080 郷土・市政 熊野古道を訪ねる 武藤善一郎 産経新聞生活情報センター
2081 郷土・市政 高野街道を歩く 武藤善一郎 産経新聞生活情報センター

2082 郷土・市政
宝塚小濱宿と街道
川面・米谷・安倉

棚橋秀彦 小浜町並み保存研究会


