
NO. 分類Ⅰ 分類Ⅱ 書籍名 著者 出版社

1 住吉関係 東住吉区史 東住吉区役所
東住吉創設15周年記念
四ｶ村編入3周年記念事業

2 住吉関係 住吉区略誌 住吉区役所
3 住吉関係 写真で見る住吉区のあゆみ 大阪都市協会 住吉区役所
4 住吉関係 S2,51年 住吉村誌 財)住吉村常盤会 財)住吉村常磐会
5 住吉関係 住吉区誌 住吉区役所 住吉区役所
6 住吉関係 住吉区会誌 住吉区教育会 住吉区教育会

7 住吉関係 住吉区史
住吉区制70周年記念
事業実行委員会

8 住吉関係 文化元年洪水荒所書上控并願 住吉古文書ｻｰｸﾙ

9 住吉関係
文化元年七月八日
大洪水荒所書上控并願書写し　谷川村

住吉古文書サークル

10 住吉関係 すみのえ平成十年夏季号 住吉大社
11 住吉関係 すみのえ 敷田年博 住吉大社
12 住吉関係 住吉大社辞典 真弓常忠 国書刊行会
13 住吉関係 よみがえった古代の色 金子晋 株式会社学生社
14 住吉関係 住吉大社 西本泰 学生社版
15 住吉関係 住吉大社御文庫目録 住吉大社 清文堂出版
16 住吉関係 住吉大社歌枕の世界 堺市博物館
17 住吉関係 住吉さん社宝と信仰 大阪市立博物館
18 住吉関係 住吉大社写真帖 外島瀏 官幣大社住吉神社務所
19 住吉関係 全2巻 住吉大社史 田中卓 住吉大社奉賛会
20 住吉関係 住吉と宗像の神　海神の軌跡 上田正昭 筑摩書房
21 住吉関係 住吉細見記 梅原忠治郎 松田尚友堂
22 住吉関係 住吉物語詳解 浅井嶺治 有精堂
23 住吉関係 船神輿太平洋を渡り給う 宮司　敷田年博 住吉大社船神輿派遣団
24 住吉関係 住吉細見記 桝原忠治郎 松田庄助
25 住吉関係 日本の祭り その心と形 真弓常忠 住吉大社
26 住吉関係 住吉大社小史 真弓常忠 住吉大社
27 住吉関係 大阪と北畠親房　顯家両郷 中村直勝 北畠卿奉讃會
28 住吉関係 北畠親房卿和歌集 神社本廟 金星社
29 住吉関係 住吉灯籠の移設整備を終えて 住吉名勝保存会
30 住吉関係 住吉名勝記 梅原忠蔵 梅原忠蔵
31 住吉関係 住吉と地車
32 住吉関係 大阪市住吉区各種団体要覧 住吉区役所 住吉区役所
33 住吉関係 住吉大社史上巻 田中卓 住吉大社奉賛会
34 住吉関係 住吉大社史中巻 田中卓 住吉大社奉賛会
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35 住吉関係 住吉大社史下巻 田中卓　 住吉大社奉賛会
36 住吉関係 住吉大社神代記の研究 田中卓　 図書刊行会
37 住吉関係 住吉松葉大記 真弓常忠 皇學館大学出版部
38 住吉関係 住吉松葉大記 鈴木松太郎 澤田要蔵
39 住吉関係 筑前一之宮住吉神社史 廣渡正利 ㈱文献出版
40 住吉関係 住吉大社奉納和歌集 新道宗記・鶴崎裕雄 東方出版㈱
41 住吉関係 北畠親房顕家両卿の研究 中村直勝 別格官常社阿倍野神社
42 住吉関係 住吉大神御鎮座地 宮司　副島知一 官幣大社住吉大社
43 住吉関係 移りゆく住よし 石田稔・和美
44 住吉関係 北畠親房公歌集 北畠親房公顕彰会
45 住吉関係 歴史の散歩道第九集住吉区住吉大社 後藤仁郎 後藤仁郎
46 住吉関係 住吉の御田植　 住吉神社
47 住吉関係 古代の住吉（改訂再版） 石田美喜蔵 石田美喜蔵
48 住吉関係 郷社　住吉神社　社誌 住吉神社社誌編纂委員会 私部　住吉神社
49 住吉関係 住吉名所鑒府界墨江紀畧 出口神暁 和泉文化研究会
50 住吉関係 住吉名勝図会 佐藤今朝夫 図書刊行会
51 住吉関係 遣隋使・遣唐使と住吉津 住吉大社 東方出版
52 住吉関係 住吉百首和歌二帖
53 住吉関係 住吉大社 岡野弘彦　他 淡交社㈱

54 住吉関係
30周年記念出版
住吉　住之江区仏教会

松本貞龍　井上順海 編集委員会

55 住吉関係 住吉詣　九ノ三 観世左近 檜書房
56 住吉関係 住吉区史跡・名所旧跡 コピー
57 住吉関係 住吉区古道旧街道 コピー
58 住吉関係 住吉区河川・池沼・橋梁 コピー
59 住吉関係 全2巻 住吉大社史 田中卓 住吉大社奉賛会
60 住吉関係 帝塚山学院年議 帝塚山学院
61 住吉関係 住吉区史跡を訪ねて 村田保 住吉村常盤会文庫

62 住吉関係 財団法人住吉村常盤会のすがた 住吉村常盤会編集委員会
住吉村常盤会
理事長小島誠

63 住吉関係
住吉の街並再発見スケッチ画
住吉の史跡など

福西茂 住吉村常盤会

64 住吉関係 財団法人住吉村常盤会のあゆみ6
財団法人住吉村常盤会
企画運営委員会委員長梶川重次

財団法人住吉村常盤会
理事長太田重彦

65 住吉関係 住吉村誌 財団法人住吉村常盤会 財団法人住吉村常盤会
66 住吉関係 住吉かるた
67 住吉関係 浪華住吉図 中尾堅一 中尾松泉堂書店


