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　本年は、萩市制施行６０周年の記念すべき年に当たり、伝統ある郷土の歴史

に改めて関心が高まりつつある今日、本市の郷土資料日録が完成し刊行され

ることは、まことに意義深いものがあります。

　「温故知新」２１世紀にむけて、地方都市のあるべき姿が問われる巾で幾多

の先賢が築かれたふるさとの歴史をたずね、現実をみつめ、さらにより良き

未来を創造するため、郷土の歴史に関する研究分野は、その資料探求ととも

にますます増幅する傾向にあります。明治３４年（１９０１）阿武郡立萩図宵館開設

当時から継承保存された郷土資料は、史学、民俗学各界からも注目され、か

ねてから総合的な目録の出版が求められていました。云うまでもなく公共閥

書館は、その所蔵する図書館資料の組織化を積極的にすすめ、利用者の調査

研究に資する責務を持つものであります。

　この目録の刊行が、より深く郷土を知り、郷土を大切に受け継ぐ人達への

有効な指標として活用されることを切望して止みません。今後、この目録の

成果が理解され。きらに質。量とも充実することを期待しながら初版刊行に

よせることばといたします。

よせて刊行に

泰

萩市教育長

　　都　築

平成４年３月



　このたび。市制６０周年を機に長年の懸案であった郷土資料目録を刊行する

はこびになりました。

　本目録は、当館の前身である阿武郡立萩図書館が明治３４年（１５Ｘ）１）に開設以

来現在まで９０数年川の長きにわたり収集保存された郷土と郷土人物を主題と

した資料群を集成し、出版するものであります。とくに藩政期から明治維新

に至る史料をはじめ郷土から輩出した先覚者の遺稿、儒学者の著作あるいは

藩校明倫館が板行した書籍等々数多の価値ある文献が含まれております。

　この目録の刊行により、郷土の歴史に対する関心がさらに深まり、将来の

郷土発展をめざす研究のための基礎資料を求める手がかりとなれば幸いに存

じます。

　今、目録の出版を前にして、これまで資料収集保存に真摯な研讃と努力を

重ねられた関係諸賢に対し、深く敬意を表するとともに心から感謝する次第

であります。

　なお、この目録は、平成３年７月３１日までの資料を採録したものであるが

順次収集に努めながら増補改訂し、他日追加目録として刊行したいと存じて

おります。

序

萩市立図書館長

　　　小　松　昭　一

平成４年３月
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　これは、萩地域ぐ萩市および萩・阿武広域圏を含む）を範囲とする郷土と郷

土人物を主題とした資料である。

郷土資料の基準

１。郷土を主題とする資料

　　萩地域の歴史・地理及び宗教・社会・自然・産業・芸術等を収録したもの。

４

２。郷土人物を主題とする資料

　　郷土出身者と郷土関係者とに大別・収録したもの。

　　　［郷土出身者］

　　　　①生、没、居住等生涯を郷土で過ごした人物

　　　　②郷土出身で他郷に在住、業績のある人物

　　　【郷土関係者】

　　　　①他郷出身であるか、郷土に在住あるいは半生を過ごし、郷土に関

　　　　　係の深い人物

　　　　②父母又は子孫が在住し、郷土の政治・宗教・経済・教育文化等に

　　　　　業績のある人物

　　　　③その他一般通念として、郷土関係者として認、められる人物
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　　　　　　　　　　　　　　　寺島昌昭之江戸序」他）、「雑纂ＪＩ（「岩村彫済廠加入相談帳」
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　　「吉田松険」を収める

奈良本辰也選集６巻別奈良本辰也昭５６　。唇、文閣出版
巻７冊

２４　０８１－Ｆ５－Ｓ桐公全集第５巻吉田松陰大庭樗公大１４何公全集刊行会



小幡家蔵書目録（写本）

　　小幡高政家蔵書

３３　８庚－３２

３４　雑郷－３ 大１０～萩市自警団（雑誌）自警１～３号

　　山本勉弥氏を中心とした郷土誌

長門国萩明倫館書庫目録

（写本）

松下村塾墨書〔写本〕５８冊

　　　　　　　松陰神社所蔵本より萩市教育会が転写したもの

　　　　　　　「－城鑑」仝８冊（柿並多一郎編の、慶長５年～嘉永６年間の

　　　　　　　年代記）、「廿一回叢舎第一冊」（「藤田幽谷墓表」他）、「同第二

　　　　　　　冊」（［柳子新論］他）、目司第三冊」（「国朝旧章録惣月録」他）、

　　　　　　　「吋第四剛（「対燈私記」他）、「同第五冊」（「景山老公与福山侯

　　　　　　　論海防書」他）、「同第六冊」（「六合叢談抄」他）、目ｉ」第七冊」

　　　　　　　（「桑梓景賢録」他）、「同外第一冊」｛「撫松園著述目録」他）、
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小川瓦郎叩１２防長文化研究会

内川義彦編昭５２筑摩書房

８

５２

５

昭６県立萩図書館

昭３～萩仏教研究会

昭９～（萩市）孵人木杜

ＹＩ　哲学・思想・宗教

県立萩図書館

昭３４山口県教育委員会



郎

５８　Ｙ１５６－Ｇ９

５７ Ｙ１２１－ＭＯ

；；Ｓ香川津村孝子伝　沢　宣嘉

二孝子　　　　　金丸乙助大１４

防長美談　　　　　谷東百合雄他昭３山口師範附属小

幕末淫祀論轟　　　坤本常吉爾昭５３マツノ書店

山口県神社誌　　　　　　　　　　山口県神社庁

つじどう周防艮門の辻堂　　　　　昭６２山口県敦育委員会
の風俗

萩東光寺中

興の禅僧

５９　Ｙ１５９－Ａ

６０　Ｙ１５９－Ｆ５

６１　Ｙ１５９－Ｆ８

６２　Ｙ１６２－Ｋ８

６３　Ｙ１７５－Ｋ２

６４　Ｙ１８０－Ｌ７

昭５４研究社出版

日本の名著３１吉田松陰松本三之助桐昭５４中央公論社

講座日本近世史９近世本郷隆盛外昭５６有　斐　閣

思想論

　本郷隆盛「幕末思想論一吉田松陰の思想を中心に」を収める

５３　１２１－Ｋ９ 江戸の患想家たち（下）

　　橋川文三「吉田松陰」を収める

５４　１２１－Ｋ９

５５　１２１－Ｌ１

郎河村・－一郎昭６１河村

河村一郎平２河村

村田清風昭１４

５６　Ｙ１２１－Ｌ６ 長州蕩思想史覚書

長州藩但抹学

物頭心得条々

郎昭４２史都萩を愛する会

編昭４４

７０　ＹＩ８５－Ｊ　７

７１　Ｙ１８５－Ｊ９

長門三十三ヶ所山県久義昭４０６９　Ｙ１８５－Ｊ５

護国山東光禅寺　　　松本

防長路のみ寺巡拝記上楳原孝

７２　Ｙ１８５－ＫＯ

９

昭和新修

弘法大師１場
萩八十八ヵ所山県久義昭４５

６６ 長門萩常念寺余光録　薦井赫然編昭５常　念　寺

瑞雲山大宰護国栂寺略案内細田武市編大８

６５　Ｙ１８２－Ｋ４ 大愚和尚伝村中啓一昭４９

Ｙ１８５－ＧＯ

ＹＩ８５－Ｇ３

Ｙ１８５－Ｇ８６８ 人館細導昭１３佛教崇仁会

６７

萬行寺誌

昭和新修

観音霊場・



曹洞宗璃雲山大申康国禅世良莞・－－網昭５５珊雲山大寧寺
寺略史

７８

７７

可児茂公編昭５２防長史料出版社

上田芳江昭５４図書刊行会

７６

周防長門の名刹

長門公散史

長峰八洲男昭６１毎日新聞社

加古漬一大７（萩市）天主公教会

８０　Ｙ１８５－Ｌ３　南陽山松雲寺（旧称平安寺）香積元清昭５８
　　　　　　　　　　誌抄

７９　Ｙ１８５－Ｌ２　防長寺社由来

　　　　　　　　　　　　防長両国寺社記録の集大成

昭５７～山口県文書館

７５

腱考　香積 昭４５７３　Ｙ１８５－ＫＯ　物語
上方山香積寺

南陽山松雲寺
元清

７４ Ｙ１８５－Ｋ３

Ｙ１８５－Ｋ６

Ｙ１８５－Ｋ７

Ｙ１８５－Ｋｇ

Ｙ１８５－ＬＯ

元涛昭４８

　　　　昭５１萩ｌｔｉ佛教団

黄梅山隆景寺誌砂

萩市寺院名鑑

山口県寺院沿革史全

長門尼僧物語

香積

Ｙ１８５－Ｌ６

Ｙ１９２－Ｅ８

Ｙ１９２－Ｇ５

９０

福井博文他昭６２日本キリスト教団萩教会

ラモンヴァルス平２萩カトリック教会

窪井鶴汀宝暦９

８８

８９

８７ ビリオン神父

切支丹巡礼の譜

キリシタン墳幕

心に残るヴィエラ神父の

言葉

萩教会百年記念誌

宣教百年の歩み

為学正論２巻２冊

　　「八江城蓮止寺」蔵印

９３

１０・

９２

ＹＩ９５－Ｌ７

Ｙ１９５－ＭＯ

１２１－イ８

９１

池田敏雄昭４２中央出版社

沢本良秋他昭５６萩キリシタン遺物保存会

Ｊ．Ｇ，Ｌ・デ・メディナ昭５９山口ザビエル資料館

浅井愛子昭６２山口カトリック教会

８３

防長切支丹史話　　　樋口彰一昭２４ザビエル顕彰委貝会

萩およびその周辺のキリシ萩光塩学院昭４１萩光塩学院
タン史小話

萩におけるビリオン神父佐伯清音他昭４１萩郷土文化研究会

萩におけるキリシタン殉教河野通毅他昭１０
者と新資料の発見について

８１

８２

８６ Ｙ１９２－Ｊ６

ＹＩ９２－Ｊ　７

Ｙ１９２－ＬＩ

Ｙ１９２－Ｌ４

Ｙ１９５－Ｌ７

８５

＆４ Ｙ１９２－Ｈ９

Ｙ１９２－Ｊ　６



明　倫　館

長門蔵版局

艮門蔵版局

朱子刊誤孝経全

改訂新劇易鰹上・下

改訂音訓五経全１１冊

　　明倫館定本

９９　１２３－コフ０

１００　１２３－エＳ

１０１　１２３－コ１

明治１８年、富永有隣自序

富永有隣明治１０２　１２３－タ１∽　大学述義上・下

明和３

山県太華

毛利斉広輯天保１３

講孟前記評語（写本）

事斯晒３巻３冊

　　長門惜険檜蔵版

９４　１２１－コ９

９５　１２１－シ１０

９７　　１２１一二１８　入学正路（コピー本）山県太華

　　　　　　　　　　　県立山口図書館蔵本のコピー

９８　１２３－シ８１　四書集註６冊

　　　　　　　　　　　明倫館学頒小會遜斎書込

芸窓筆記（コピー本）山県太華

　　長門惜陰檀蔵版

９６　１２１－ケ１７

１０３　１５０－シ１

１０４　１５９－シ７

１１０　１８８－ホ１

性安政３月

－ＩＩ

大日比西円寺法岸和尚行業記２巻２冊

　　文化１４年萩法恩寺定仙祓

１０９　１８８－フ１９　佛法護国論全

１０５　１５９－キ１３　救民の詞　　　　　沢　宣嘉

　　　　　　　　　　　杉民治の求めによる著作

１０６　１７５－７１　周防府松崎天神諸座考弘　正方

　　　　　　　　　　　鳥永元年弘正方自序

鳥尾小弥太明３３

毛利斉広輯

人道要論全

臣行解全

　　長門図書府蔵版

滞鴻大８

　　　寛政１２

潭漓先生全集上・下　東

専修念佛要語

　　大津郡人日比丙円寺蔵板

１０７　１８０－　１

１０８　１８８－セ６



真宗正信偏五部評林　下間安海校明１３

　　下間安海は萩三千坊住持

縮刷蔵経閲覧便利上下和冷祐編明２７

　　和浄祐は大津郡三隅の人

心地観経報恩品　　　鳥Ｆ４小弥太訓点明１７

哲学序説

慧眼

木村秀吉昭４文　書　堂

鳥尾小弥太明９

安海校正註維摩経１０巻下間安海校明１４

５冊

１１８　１３０－２１０

１１９　１３０－２１５

１１７　１３０－１７３

１８８－ホ３０

１８８－ホ３１

１８８－レ１４

ｌｌｌ 法道和尚行業記２巻２冊杜多円暢編明１４大日比西円寺

法洲和尚行業記３巻３冊杜多川暢編明１４

蓮璽一糸抄全　　　遇観子集

　　ｔ利氏と真宗の関係記録

１１４　１００－１６

１１５　１３０－

１１６　１３０－１５０

１３

１２

室

１２９　２甲４　－Ｌ５４　盧世馴

１３０　２甲４－５７　六岫祈義大意全

　　　　　　　　　　　山県太華序

１３１　２甲４－６４　日本倫理彙編第六巻

　　　　　　　　　，１ｆ学派の部（下）

鳥尾小弥人明３７

桂　人　郎昭４５宝　文　館

】２

山県周市Ｅ為学初問」収

鳩巣

鳥尾小弥太明３５

鳥尾小弥太明３６

鳥尾小弥太明３３

鳥尾小弥太明３６

西村茂樹編明２０宮　内　省

近藤芳樹

統一学全

児恋草

人道要論全

聖訓全

婦女鑑６巻６冊

－君一民辨全

１２０　１３０－２１８

１２１　１３０－２３２

１２２　１７０－２９

１２３　１７１－３３６

１２４　１７２－１７

１２５　４１０－１１

１２６　１乙－１

１２７　１乙－２

１２８　１丁－８８ 玉椿全

山口県小数院

大祓執中抄人・地・人近藤芳樹

神教大意全



延享４１３８　２甲５－２７４批点檀弓

　　　　　　　　　　　山県周南序

１３９　２甲５－３０４老子抄全（写本）

　　　　　　　　　　　滝鶴台の講義筆録

１４０　２乙６　－１１８　学則集結（写本）

沌鶴台壽

明４５

　　　　　　　　　　　荻生但休「学則」の用語出典集

１４１　３甲１－５２　彙玉纒

　　　　　　　　　　　木活字本

１４２　４乙１－２２０明治神社誌料上・中・下

　　　　　　　　　　　下巻に山口県を収める

佐藤春葉明４３大盛堂，１１１店１３２　２甲４　－１２０　松陰先生教訓道話

１３３　２甲４　－１１３　はし立（写本）

１３４　２甲５一１４３講孟罰記全５冊

１３５　２甲５－２８７講学日記（写本）

１３６　２甲５－１７９孫子評註

滝　鶴台

吉田松陰

山県周南

吉田松陰

１３７　２甲５－１９２竃頭近思卿１４巻６冊宇都宮遡庵註延宝６

松下村塾

１４３　文郷－４

１４７通耶－９２　大照腕誌

Ｈ８雑郷－２１　山口県立萩図書館年報

　　　　　　　　　　　とう町

河野通毅昭２７

　　　　　　　　昭２１

１４９雑郷－２９

１３

多々良神祇道術体来由略

　　乍暦１３年｜や）後刷

安政２明　倫　館改訂吝訓四書正文

　　８冊

　　明倫館定点

１４４　佛郷－１　三法話講脱大意　　　法

　　　　　　　　　　　法州は大日比西円寺住持

１４５佛耶－３　萩佛教研究会会員名簿

１４６佛耶－４　萩佛教研究会記録

　　　　　　　　　　　町和２、５年の間

附２

州



１５４　Ｙ２０３－Ｇ７防長史籍地誌解題附防山口県史編纂所昭１２防長文化研究会
　　　　　　　　　長修史事業沿革概観

安藤紀一昭３

１５５　Ｙ２０３－Ｈ３防長歴史暦上・中・下

１５６　Ｙ２０３－１３旧萩藩年表

１５７　Ｙ２０３－１１防長郷土資料文献解題第２集

１５８　Ｙ２０３－Ｊ　Ｉ　庶民史料目録１・２

１５９　Ｙ２０３－Ｊ　３　山口県文書館史料目輿１～５

　　　　　　　　　　　「毛利家文庫目録」

１６０　Ｙ２０３－Ｊ　７　郷土資料目剱１～８

　　　　　　　　　　　長町・清末藩等下関砲方を対象

　　　　　　　昭１８山　口　県

田辺竹次郎編昭２８萩市公民館

弘津史文細大１４

　　　　　　昭５４県立山口博物館

Ｙ２歴　史・地　銘

１５０　Ｙ２０２－Ｆ５防長探古録

１５１　Ｙ２０２－Ｋ９山口県内出土考古資料蔵

　　　　　　　　　書目録

１５２　Ｙ２０２－ＭＯ山口県の金石文

１５３　Ｙ２０３－Ｆ８萩地図時代推定録

内旧 伸平２マツノ書店

１６５　Ｙ２０３－Ｋ９益田家歴史資料目録

　　　　　　　　　　　須佐櫨冊家

１６６　Ｙ２０３－Ｋ９防長士族叛乱史科集成目録

１６７　Ｙ２０３－Ｌ３両公伝史料仮目録

１６８　Ｙ２０３－Ｌ５県庁伝来旧藩記録等仮目録

　　　　　　　　　　　寺内文庫所蔵日録を附す

１６４　Ｙ２０３－Ｋ７山口県郷土史料文献解題山口県史編脈所昭５２マツノ書店

　　　　　　　　　　　第１輯

昭５４山口県軟育委員会

１４－

昭５４萩市郷土博物館

昭５９山口県文よ館

昭６０山口県文書館

昭４２～４９下関文書館

昭２９山　口　県

昭３６山口大学農学部

昭３８～５３山口県文書館

１６１　Ｙ２０３－Ｋ４山口県内所在史料目録｜～

１６２　Ｙ２０３－Ｋ４山口県地方史関係文献目蹄

１６３　Ｙ２０３－Ｋ６桜圃寺内文庫の研究 国守

　　昭４９～山Ｌ］県文書館

　　昭４９～山口県地方史学会

進昭５１



「毛利家文書」・「吉川家文書」・『小早』｜｜家文ａ＝」・「熊谷一

三浦・平賀家文書」・「山内首藤家文書」

　　　　吉村藤舟昭４～郷土史研究会

昭６２～山口新聞社

昭５２徳［［｜人学

大９～東京帝大文学部史科編纂掛

大塚武松胴昭６日本史籍協会

１７６　Ｙ２０８－Ｆ９卿土物語１～１５

　　　　　　　　　　　第３、１０、１４輯欠

１７７　Ｙ２０８－ＧＩ　揖取家文書１～２

石川卓美昭６１マツノ書店

　　　　　　昭４７山Ｌ］県広報連絡協議会

波多放彩昭４７山【１民報社

　　　　　　昭４７べ１１口県文書館

１６９　Ｙ２０３－Ｌ６　防長歴史用語辞典

１７０　Ｙ２０４－Ｋ２　防長歳時記

１７３　Ｙ２０５－Ｌ　年鑑山口’８７、’８８

１７４　Ｙ２０７－Ｋ７　防長の歴史研究第１集

１７５　Ｙ２０８－Ｆ２　大日本古文書家わけ第８～１５

１７１　Ｙ２０４－Ｋ２　長防残酷物語

１７２　Ｙ２０５－Ｋ　山口県文書館研究紀要１

　　　　　　　　　～４

山川自然研究会昭４０六　月　杜

北小路健昭５３図書刊行会

　　　　　　　昭ｌｌ防艮観光協会

山口県教育会昭ｌｌ白銀日新堂本店

　　　　　　　昭３９山口銀行

１５

１８７　Ｙ２１０－Ｋ８山口県郷土史上・下　内１１］　－昭５３肝史図書杜

１８８　Ｒ２１０－Ｋ６　山口県近世史研究要覧　石川収発編昭５１マツノ書店

　　　　　　　昭６２山口県文舟館

　　　　　　　明４０山　口　県

地理研究会明４３

　　　　　　　附８山　口　県

　　　　　　　　揖取幸彦（小山村伊之助）関係

Ｙ２０８－Ｌ７　府県史料山口県１～６

１７９　Ｙ２１０－Ｄ７　防長志要

１＆Ｏ　Ｙ２１０－ＥＯ郷土山口県地理喪解

１８１　Ｙ２１０－Ｇ３　山口県史蹟名勝天然記念

　　　　　　　　　物の概要

１８２　Ｙ２１０－Ｇ６防長の観光

１８３　Ｙ２１０－Ｇ６　山口県郷土読本

１８４　Ｙ２１０－Ｊ　４　歴史と伝説の旅

　　　　　　　　　　　山Ｌ］県を対象

１８５　Ｙ２１０－Ｊ５　山口の自然

１８６　Ｙ２１０－Ｋ８　山口

　　　　　　　　　　　「日本の山河」第１３巻

１７８



１９９　Ｙ２１１ 山口県設防長史講習参考

材料

２００　Ｙ２１１－Ｈ１　防長文化史概略

　　　　　　　　昭５８人　文　杜

岸田裕之昭５９吉川弘文館

山口咀ｔ会薮冑碩究４１昭６０日本写真新聞社

野村春畝昭３２青　雲　社

田中真冶昭１１山口県教育会

田中真治昭１１山口県小学校教員会

１８９　Ｙ２１０－ＬＯ　各駅停車山口県　　中国新閃山口支社昭５５河出書房新社

　　　　　　　　　　　「全国歴史散歩」第３６巻

１９０　Ｙ２１０－Ｌ１　防長土地に刻まれた歴史高橋文雄昭５６東洋図書出版Ｃ０．

１９１　　Ｙ２１０－Ｌ３　防長史学第１巻１号～防長史談会昭５８マツノ書店
　　　　　　　　　　　７巻２号

　　　　　　　　　　　（複刻本ｊ

１９２　Ｙ２１０－Ｌ３　防長史学附録　　　防長史談会昭５８マッノ書店

　　　　　　　　　防長の古書・古文書及び小川五郎楊「防長文化」他収録（複刻本）

１９３　Ｙ２１０－Ｌ３　山口県

１９４　Ｙ２１０－Ｌ４　中国大名の研究

１９５　Ｙ２１０－Ｌ５　日本史山口県資料集

１９６　Ｙ２１０－Ｌ７　防長風土記

１９７　Ｙ２１１－Ｇ６　防長史講話

１９８　Ｙ２１１－Ｇ７　修補防長史講話

村田峯次郎昭１６防憂倶楽部

昭３８山　口　県

昭４２山　口　県

－１６－

２０７　Ｙ２１１－Ｊ３　山口県文化史通史篇

　　　　　　　　　　　増補改訂版

２０８　Ｙ２１１－Ｊ７山口県の歴史

　　　　　　　　　　　「看雨居士三吟稿」併録

２０１　Ｙ２１１－１１　山口県文化史通史篇

２０２　Ｙ２１１－１３山口県災異誌

２０３　Ｙ２１１－１５　新郷土読本

２０４　Ｙ２１１－１６　山口県文化史年表

２０５　Ｙ２１１－１　９　山口県文化史現代輪

昭２６山　口　県

昭２８山　口　県

昭３０山　口　県

昭３１山　口　県

昭３４山　口　県

２０６　Ｙ２１１－Ｊ２防長旧族の館趾古城趾の御薗生翁甫昭３７山口県地方史学会
　　　　　　　　　研究



Ｙ２１１－ＬＯ　郷土史事典山口県

Ｙ２１１－ＬＯ－１　防長埋もれた歴史

　　　　　　　　「防長文庫１」

Ｙ２１１－ＬＯ－２　防長埋もれた古城

　　　　　　　　「防長文庫２」

Ｙ２１１－Ｌ１　長州藩新田開発の研究

Ｙ２１１－Ｌ３　山口県の百年

　　　　　　　　「県民１００年史３５」

Ｙ２１２－ＧＯ　防長原史時代資料

Ｙ２１２－Ｇ４　長門国旧族誌

　　　　　　　　「防長叢書」第４楊

２１４

２１５

２１６

２１７

Ｙ２１１－Ｋ８　内海地域社会の史的研究松岡久人昭５３マツノ書店

Ｙ２１１－Ｋ９　やまぐち史伝上・下　小川直人昭５４粂例出版ＣＯ．

松岡利夫昭５５昌　平　社

部坂高男昭５５東洋図書出版（ｊ．

２１９

２２０

２１８
部坂高男昭５５東洋図書出版ＣＯ．

２１３　２１１－Ｋ３

防長文化史雑考

山口県の歴史

山口県人

昭４３［１１　□　県２０９　Ｙ２１１－Ｊ８　増補改訂山口県文化史
　　　　　　　　　　年表

２１０

２１１

２１２

　　大内畔代～明治維新の防長人物史

日本合戦全集６維新動桑田忠親昭４９秋田書店
乱碍

　　下関攘夷戦・征長の役・戊辰戦争

小川五郎昭４５小川五郎光生還文集刊行会

三坂圭治昭４６山川出版社

古川　　薫昭４８新人物往米杜

Ｙ２１１－ＫＯ

Ｙ２１１－ＫＩ

Ｙ２１１－Ｋ３

２２５

御蘭生翁甫昭３４山口県地方史学会

三坂圭治校注昭４１人物往米社

２２４

「桂男園覚書」「老翁物語」他収

１７

香川正知・景継昭４８芸懐風ｔ二研究会２２６　Ｙ２ｊ２－Ｋ３　陰徳太平記上・下

Ｙ２１２－１９　大内氏史研究

Ｙ２１２－Ｊ６　毛利史料集

２２１
弘津史文昭５山高郷土史研究会

近藤清石昭９防長史談会

石川卓美昭５６マツノ書店

小川国詰他昭５８山川出版社

２２２

防長における廿外事項の考誼

近藤芳樹昭９防長史談会２２３　Ｙ２１２－Ｇ４　防長辺要志



２３４　Ｙ２１２一Ｌ６　日本の古代遺跡３０山口小野忠億昭６１保　育　社

２３１　Ｙ２１２－Ｋ９　山口県史料中背編上

２３２　Ｙ２１２－ＬＯ　目で見る大内文化

２３３　Ｙ２１２－Ｌ５　山口県の考古学

２３９　Ｙ２１３－Ｊ８藩領の歴史地理一萩藩一西村睦男昭４３大　明　堂

　　　　　　　　　　　論文集

２３５　Ｙ２１２－Ｌ７戦国期中国史料撰　　米原正義昭６２マツノ書店

２３６　Ｙ２１３－ＥＯ毛利十一代史全４３冊　太田報助明４３

２３７　Ｙ２１３－Ｅ６稿本もりのしげり　　時山弥八大５

２３８　Ｙ２１３－Ｊ　５　物語藩史６　　　　児玉幸多他昭４０人物往来社

　　　　　　　　　　　長州藩は三坂圭治歓筆

　　　　　　　　昭４８山口県立文名館

近藤渚町昭４９マツノ書店

２２７　Ｙ２１２－Ｋ３　山口県史料古代番

２２８　Ｙ２１２－Ｋ４　大内氏実録

　　　　　　　　昭５４山口県文書館

山本一成昭５５大内文化研究会

小野忠男昭６０古川弘文館

２２９　Ｙ２１２－Ｋ８　尼子毛利合戦雲陽軍実記勝田勝年校注昭５３新人物往来杜

２３０　Ｙ２１２－Ｋ８芸侯三家誌・吉田物語　矢野太郎昭５３防艮史料出版会

時［１１弥八昭４４赤関関書房

昭５１山口県文書館

２４３　Ｙ２】３－Ｋ６古老物語・防長古今見聞集

　　　　　　　　　　　二坂圭治解説

２４４　Ｙ２１３－Ｋ６山口県史科近世編法制上

　　　　　　　　　　　「万治制法」「二十人冊御書付」等

２４５　Ｙ２１３－Ｋ７　山口県史料近世編法制下

　　　　　　　　　　　「御書付其外後規要集」他

１８－

昭５２山口県文再館

佐藤寛作昭５０山口県地方史学会

２４０　Ｙ２１３－Ｊ　９　もりのしげり

　　　　　　　　　　　復刻本

２４１　Ｙ２１３－Ｋ５佐藤寛作手控

昭５１マツノ書店

　　　　　　　　　　　幕末期民政担当役入の役務覚書

２４２　Ｙ２１３－Ｋ６　新編物語藩史第９巻　児工幸多他昭５１新人物往来社

　　　　　　　　　　　呻芳樹「岩国藩」，小川国治「艮州藩」



元治

甲子

野原祐三郎明４０～４３活動之青年社

池辺義象大１辰　文　館

２５１　Ｙ２１４－Ｅ３

２５２　Ｙ２１４－Ｅ５　防長十五年史附「丙寅，罵屋原二郎大４馬屋原仙

　　　　　　　　　諸路戦記」

　　　　　　　　　　　嘉永６～明治元の爾年史及び第２次長州征伐の戦記

禁門事変実歴験　馬屋原二郎大２防長学友会

山県有朋述明３１丸　稗　Ｃ０．

四境戦争戦死者氏名並峨

争略記

２４６　Ｙ２１４

；艶艶戦役戦死及

傷病死者名簿

２４８　Ｙ２１４－Ｃ８　懐旧記事５巻５冊

　　　　　　　　　　　維新回顧録

２４９　Ｙ２１４－Ｄ７　防長遺芳上・下

２５０　Ｙ２１４－Ｅ２　七卿落

２４７　Ｙ２１４

２６３　Ｙ２１４－ＧＯ長防臣民合議書

附録に赤根武人関係史料等

珊

一１９・

宍戸

幕末海戦記　Ａ・ルサン昭５・　几　社

村田峯次郎昭２大　小　社

作間久吉昭３白銀日新堂

２５３　Ｙ２１４－Ｅ７維新薇役寞歴談　　　児玉如忠他大６維新戦歿者五十年祭事務所
　　　　　　　　　附「維新戦役艮藩出兵年表」

２５４　Ｙ２１４－Ｆ１修訂防長回天史　　末松謙澄大１０末松春彦

　　　　　　　　　第１～６纏全１２冊

２５５　Ｙ２１４－Ｆ５維新実談七卿芳跡　作間久吉大１４

２５６　Ｙ２１４－Ｆ５　中山忠光卿　　　　川崎又次郎大１４巾山神社造営事務所

２５７　Ｙ２１４－Ｆ６防長四境之役　　　大塚武松大１５

２５８　Ｙ２１４－Ｆ６含雪山県公遺稿　　山県有朋大１５魯庵記念財団

　　　　　　　　　　　懐旧記事一葉桜日記・棒山詩存

２５９　Ｙ２１４－Ｆ６吉川経幹周旋記全６巻大塚武松編大１５日本史籍協会

２６０　Ｙ２１４－Ｆ７防長近世史談

２６１　Ｙ２１４－Ｆ８防長史綱

２６２　Ｙ２１４－ＧＯ
英米仏蘭

聯合艦隊



香川政一昭１４山　口　県

高橋政清昭１６

得富太郎昭１５幕末防長勣王史鮫刊行会

野原祐三郎昭１２防長新聞社

　　　　　　昭１３長州新聞社

閣２７４　Ｙ２１４－Ｈ３松下村塾の人々

２７５　Ｙ２１４－１　６　藩政改革と明治維新

　　　　　　　　　　　長州藩政治経済史

「山口県教育」４８９号よりの抜刷

徳富猪一郎昭１０萩市教育会

２６４　Ｙ２１４－Ｇ２　生野義挙と其同志

２６５　Ｙ２１４－Ｇ４　第二奇兵隊

　　　　　　　　　　　とう写

２６６　Ｙ２１４－Ｇ５　教育と歴史

　　　　　　　　　　　壽演筆記

沢　宜一昭７春　川　会

矢田部与市昭９玉藻庵文庫

２６９　Ｙ２１４－Ｇ７　防長維新秘録

２７０　ＹＺ１４－Ｇ８　長州藩論統一の事情

　　　　　　　　　　　附：萩市の現勢

２７１　Ｙ２１４－Ｇ８幕末防長勤王史談

　　　　　　　　　　　９巻９冊

２７２　Ｙ２１４－Ｇ９　水魚一遇の長期建般

２７３　Ｙ２１４一ＨＩ　元就公と幕末の長州藩

敏介述昭１１防長倶楽部

敏介昭１１温　知　会

２６７　Ｙ２１４－Ｇ６　長井雅楽の周旋について杉

２６８　Ｙ２１４－Ｇ６　長井雅楽周旋に関する世杉

　　　　　　　　　論に就いて

山中峰太郎昭１８潮

間　順也昭３１有

池田

２８０　Ｙ２１４－Ｊ　５　閑居録―旧畏州陪遊撃軍丙村紀義昭４Ｏ和木付教育委員会

　　　　　　　　　隊上回顧録－

松本二郎他昭３９明治維新殉難者百年記念会

田中　　彰昭４０塙　杏　房

２０－

２８１　Ｙ２１４－Ｊ　７　高杉晋作と久坂玄瑞

２８２　Ｙ２１４－Ｊ　７　日本の夜明け

諭昭４２大和書房

　　昭４２山口県地方史学会

閣斐

文

２７７　　Ｙ２１４－１６　京洛における防長殉難志

　　　　　　　　　士顕彰之記録

２７８　Ｙ２１４－Ｊ　４　維新殉難の人々と萩

２７９　Ｙ２１４－Ｊ　５　幕末の藩政改革

昭３１明治維新防長殉難者顕彰会

２７６　Ｙ２１４－１　６　長州征伐益田口戦争　矢富熊一郎昭３１益囲史談会



副題「椋梨藤太覚え書」

村上磐太郎昭４６柳井市立図書館

古川　　薫昭４６新人物往来杜

２８７　Ｙ２１４－Ｋ１赤根武人の冤罪

２８８　Ｙ２１４－Ｋ１幕末長州の舞台裏

２９４　Ｙ２１４－Ｋ４長州奇兵瞰

２９５　Ｙ２１４－Ｋ４　もう一つの維新

　　　　　　　　　　　長井雅楽を取扱う

２９６　Ｙ２１４－Ｋ５明治維新百人

　　　　　　　　　　　「別冊太陽」

２９７　Ｙ２１４－Ｋ７長州諸階上・下

２９２　Ｙ２１４－Ｋ３奇兵瞰始末記　　　中原稚夫昭４８新人物往米礼

２９３　Ｙ２１４－Ｋ４裏からみた長州の維新史中原雅夫昭４９創　元　杜

２８９　Ｙ２１４－ＫＩ幕末の長州　　　　田中　彰昭４６中央公論杜

２９０　Ｙ２１４－ＫＩ奇兵隊日記全４冊　　　　　　昭４６東京大学出版会

　　　　　　　　　　　「日本史籍協会叢書８５」の複刻

２９１　Ｙ２１４－Ｋ２　萩の乱帥原―誠とその松本二郎昭４７鷹　奔　房
　　　　　　　　　一党

周光貞源一昭４３錦町教育委貝会幕末・維新をめぐる

防山代の回顧

２８３　Ｙ２１４－Ｊ８

一

一

博昭４４三一書房

郎昭４４史都萩を愛する会

　　昭４５徳、山市立図書館

２８４　Ｙ２１４－Ｊ９萩の乱と前原一誠　　冨成

２８５　Ｙ２１４－Ｊ９萩の乱真相　　　　松本

２８６　Ｙ２１４－ＫＯ山崎隊人名簿

　　　　　　　　　　　山崎隊は維新期他山藩の隊

彰昭６０　ｙｌ岐書店

　　昭４３毎日新聞山口支局

薫昭４７時事通信社

中

西

－２ト

古川

田

高野義祐昭５２山口民報社

昭５０平　凡　杜

古川　　薫昭４９創　元　社

奈良本辰也昭４９新　潮　社

嶋量三郎昭５８新人物往来杜２９９　Ｔ２１４－Ｌ３中山忠光暗殺始末

３００　Ｙ２１４－Ｌ５高杉晋作と奇兵隊

３０１　Ｙ２１５－Ｊ８明治百年山口県の歩み

３０２　Ｙ２１６－Ｊ２長州攘夷戦争始末

２９８　Ｙ２１４－Ｌ１奇兵隊反乱史料脱隊騒石川卓美他昭５６マツノ書店
　　　　　　　　勣一件紀事材料



萩原晋太郎昭６０マルジュ社

山口県教育会昭５７大和書房

３０７　２１６－Ｌ　２
ｓａ幕末政冶思想史研究山口宗之昭５７ぺりかん社

市萩市教育委員会昭５８萩

高橋正清

３０８　Ｙ２１６－Ｌ５　さらば仙崎引楊港

３０９　Ｙ２１９－Ｌ２　山口県百科事典

３１０　Ｙ２１９－Ｌ３萩市の文化財

３１１　Ｙ２２０　　をなご台場について

３０３　Ｙ２１６－ＫＯ 激動二十年

後史

山口県の祗柳本見一昭４０毎日新聞社

３０６　Ｙ２１６－Ｌ２　山口県の昭和史

　　　　　　　　　　　「別冊１億人の昭和史」の１冊

昭５７毎日新聞社

３０４　２１６－Ｋ８　草莽論その精神的自己検証村上一郎昭５３大和書店

３０５　Ｙ２１６－Ｌ　Ｏ　ＮＨＫの記者のみた山ＮＨＫ山口放送局昭５５白藤書店

　　　　　　　　　口県この１０年の記録

　　　　　　　　　　　１９７０～１９７９年の間

　　「山口県教育」４８１号よりの抜刷

萩史蹟名勝之栞

３１７　Ｙ２２０－Ｇ５幼時の見聞

　　　　　　　　　　　萩の幕人碓新期

３１８　Ｙ２２０－Ｇ５萩城卜志都岐山神社

３１９　Ｙ２２０－Ｇ５笠山卜明神池

３２０　Ｙ２２０－Ｇ６　新萩案内

３１６　Ｙ２２０－Ｇ４　玉江浦とその青年宿

３１５

２２・

含英書院は、萩市西田町藤川東縛経営の出版社

　　　　　　　昭１０萩市役所

　　　　　　　昭１０萩市役所

香川政一昭１１含英書院

萩町の副業奥励に関する

講演筆記

山下信義述昭２萩町役場

３１２　Ｙ２２０

３１３　Ｙ２２０－Ｆ７

Ｙ２２０－ＧＯ志都岐廼麗

３１４　Ｙ２２０－Ｆ８萩を中心とせる尊王遺蹟 　　　　　　　　昭３県立萩中学校校友会

安藤紀一一昭５県立萩中学校校友会

中野四郎昭１１市立萩青年学校
　　　　　　　　　　白水農水産部

林　茂香昭１０県立萩図書館



３２６　Ｙ２２０－１　５　大萩雑話

３２７　Ｙ２２０－１７　新しい萩史蹟観光案内

３２８　Ｙ２２０－１８　萩回顧録

３２９　Ｙ２２０－ＪＯ　萩城跡探訪のしおり

３３０　Ｙ２２０－ＪＯ　玉江浦と青年宿

３３１　Ｙ２２０－ＪＩ　萩市玉江浦の調査報告

河野　道昭３２しらがね白祐書片

山本勉弥昭３３萩文化協会

萩市郷土博物館昭３５萩市観光協会

　　　　　　　　昭３５萩市玉江浦漁協同組合

山口県立萩高等昭３６

学校社会部

松本二郎昭４０しらがね白石書店

萩市郷土博物館昭４２萩市教育委員会

３３２　Ｙ２２０－Ｊ５　萩城跡をたずねて

３３３　Ｙ２２０－Ｊ７　萩市の文化財

３２１　Ｙ２２０－Ｇ６　伸び行く萩市の横顔

３２２　Ｙ２２０－Ｇ９　萩卿土読本

３２３　Ｙ２２０－Ｈ８　越ヶ浜の郷土誌

　　　　　　　　　　　とう写刷

３２４　Ｙ２２０－１　１　萩附近の史蹟

３２５　Ｙ２２０－１３　見鳥調査報告書

　　　　　　昭１１萩市観光協会

　　　　　　昭１４萩巾‘教育会

田中助一昭２３

山本勉弥昭２６萩文化協会

　　　　　　　昭２８山口県立萩高等

　　　　　　　　　　学校社会研究部

山本勉弥昭３０萩文化協会

「仏教大学通信教育部論集」５号より抜刷。工江浦を対象とする

山本福蔵昭４７

沢本良秋文昭４７萩市観光協会

　　　　　　　　昭４７史都萩を愛する会

萩市郷土博物館昭４７藤川肖＝店

　　　　　　　　昭４８萩市教育委貝会

余良本辰也え昭４８朝日新闘朴

－２３－

３３７　Ｙ２２０－Ｋ２　想ひを寄せて

３３８　Ｙ２２０－Ｋ２　萩散歩案内記

３３９　Ｙ２２０－Ｋ２　史都萩

３４０　Ｙ２２０－Ｋ２　萩

３４１　Ｙ２２０－Ｋ３　日で見る郷土萩

３４２　Ｙ２２０－Ｋ３　萩・津和野

３３４　Ｙ２２０－Ｊ９　萩民報創刊三十年記念寄宮原進他昭５４萩民報社
　　　　　　　　　稿集

３３５　Ｙ２２０－ＫＯ　指月山の植物桐

３３６　Ｙ２２０－ＫＯ　近世における轟民共同体有田　　弘昭４５
　　　　　　　　　についての一考察

萩高等学校科学部



３５０　Ｙ２２０－Ｋ５都市の歴史的環境とその石井昭他昭５０
　　　　　　　　　保存策に関する調査研究
　　　　　　　　　一萩市の場合一

　　　　　　　　　　　Ｆ祁市研究報告Ｊ　５０

３５１　Ｙ２２０－Ｋ５　日で見る郷土萩地理編萩市中教研社会昭５０
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　科学部

３５２　Ｙ２２０－Ｋ６　日で見る郷土萩雁史編萩市中教研社会昭５１
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　科学部

田中助一昭５０萩郷土文化研究会

餓岡猛四郎昭５０萩市観光友の会

東萩駅前周辺地区市衝地

再開発等調査報告書

３５３　Ｙ２２０－Ｋ６ 昭５１山　口　県

　　　　　　　　昭４９萩

萩市郷土博物館昭５０萩

３４３　Ｙ２２０－Ｋ３　萩の塀垣について

３４４　Ｙ２２０－Ｋ３　阿武郡志

　　　　　　　　　　　復刻本

黒川純行昭４８萩市郷土博物館

山口県阿武郡教昭４８名著出版
育会

３４５　Ｙ２２０－Ｋ４　私の日本地図萩附近　宮本常一昭４９同　友　館

　　　　　　　　　　　見鳥等を民俗的探訪

３４６　Ｙ２２０－Ｋ４　萩緑と土塀の町

３４７　Ｙ２２０－Ｋ５　萩市の文化財

３４８　Ｙ２２０－Ｋ５　史跡萩城城下町

３４９　Ｙ２２０－Ｋ５萩観光ガイド

市
　
市

３５９　Ｙ２２０－ＬＯ幕末・明治萩城下見聞録林　茂香昭５５マッノ書店

　　　　　　　　　　「幼時の見閃」改題再刊

昭５５萩市教育委貝会

昭５５萩市観光協会

昭５６萩市教育委員会

２４

３６０　Ｙ２２０－ＬＯ萩一城下町－

３６１　Ｙ２２０－Ｌ１郷土萩

昭５３萩市教育委貝会

３５４　Ｙ２２０－Ｋ７萩市における歴史的環境
　　　　　　　　　と都市機能

３５５　Ｙ２２０－Ｋ７萩城物語

３５６　Ｙ２２０－Ｋ７統計萩昭和５２年版

３５７　Ｙ２２０－Ｋ８天然記念勧明神池緊急調
　　　　　　　　　査報告書

３５８　Ｙ２２０－ＬＯわたしたちのふるさと萩

昭５２山　口　県

郎昭５２

　　昭５２萩 市

松本



社
　
社

駒　敏　郎昭５７保

清水さとし昭５８昭

松本二郎昭５７松本二郎

育
　
文

古川

３７１　Ｙ２２０－Ｌ３萩市の文化財

３７２　Ｙ２２０－Ｌ４萩・津和野

　　昭５８萩

晃昭５９昭　文

薫昭５８新日本教育図書

市
　
杜

田中助一昭５７国務刊行会

３６５　Ｙ２２０－Ｌ２　図脱日本の町並み９

　　　　　　　　　山陰編

３６２　Ｙ２２０－ＬＩ　萩歴史散歩

３６３　Ｙ２２０－Ｌ１　萩・津和野

　　　　　　　　　　　　明治
３６４　Ｙ２２０－Ｌ２写真集大正戴

　　　　　　　　　　　　昭和

奈良本辰也文昭５６大和出版販売Ｃ０．

錦織好孝昭５６錦織好孝

太田博太郎他昭５７第一法規出版

カメラで捉えた４０年

萩の今昔写真集

３６７　Ｙ２２０－Ｌ２萩の史談雑録

３６８　Ｙ２２０－Ｌ２萩・長門路

３６９　Ｙ２２０－Ｌ３歩く・見る・食べる

　　　　　　　　　萩・津和野・山□

３７０　Ｙ２２０－Ｌ３歴史散歩城下町萩

角川政治昭５７角川政治３６６　Ｙ２２０－Ｌ２

修昭６０実業之日本社

　　昭６１史都萩を愛する会

宅

山本周作他昭６０旺　文　社３７９　Ｙ２２０－Ｌ５萩・津和野

３８０　Ｙ２２０－１．５　萩・津和野・安芸路

３８１　Ｙ２２０－Ｌ６史都萩ｌ～４９号

　　　　　　　　　　　機関乏合綴

一

一

一

３８２　Ｙ２２０－Ｌ６萩市総合計画基本構想・
　　　　　　　　　基本計画

－２５

市昭６１萩

３７３　Ｙ２２０－Ｌ４會敷・津和野・萩

３７４　Ｙ２２０－Ｌ４萩の椿

３７５　Ｙ２２０－Ｌ４萩・津和野一山陰路

吉松

佐々木

　昭５９弘済出版社

茂昭５９萩市郷土博物館友の会

版
　
社

昭５９日本交通公社

昭５９実業之日本社ブルーガイド・

パック編集部

地図の本編集部昭５９日地出

あるつく編集部昭５９あるつく３７６　Ｙ２２０－Ｌ４萩・津和野・秋芳洞

３７７　Ｙ２２０－Ｌ４萩・津和野・山口

３７８　Ｙ２２０－Ｌ４パック萩津和野



３８９　Ｙ２２０－ＭＯ　八江萩名所図画

　　　　　　　　　　　複刻版

３９０　Ｙ２２０－ＭＯ　八江萩名所図画付録

３９１　Ｙ２２０一ＭＯ　山口県風土記

３９２　Ｙ２２１－Ｇ５　萩史料

　　　　　　　　　　　藩政期よりの年表

３９３　Ｙ２２１－１９萩市誌

３９４　Ｙ２２１－Ｊ　８　日で見る萩の歴史

３８７　Ｙ２２０－Ｌ８　萩庭園都市会議報告書　萩市企画課昭６３萩庭園都市会議実行委貝会

３８８　Ｙ２２０－ＭＯ　萩の史談雑録改訂増補松本二郎平２萩市郷土博物館友の会

木梨恒充平２マツノ書店

　　　　　　　　昭３４萩　　　市

沖野武雄他昭４３萩市中学校教育

　　　　　　　　　　研究会社会科部

松本二郎平２マツノ書店

臼杵華臣他平２旺　文　社

安藤紀一昭１０安藤芳彦

３８５　Ｙ２２０－Ｌ８　萩城跡外堀調査報告書

３８６　Ｙ２２０－Ｌ８　萩・津和野

歴史の道「萩往還」復元整

備工事報告書

昭６１萩市教育委員会３８３　Ｙ２２０－Ｌ６

３８４　Ｙ２２０－Ｌ７　明神池流況等調査報告書 　　　　　　　昭６２宇都短期大学環
　　　　　　　　　　境科学研究所

　　　　　　　昭６３萩市教育委員会

木田渚珠子昭６３吐　文　社

４０２　Ｙ２２２－Ｋ３ 古代の萩第１１部古墳時

代の萩

４０３　Ｙ２２２－Ｋ６長門の地頭見島氏一族　山本

「人阪学院大学論叢」２５・２６廿より抜刷

　　　　　　　　－２６－

博昭５０

博昭４８清文堂出版Ｃ０．

３９５　Ｙ２２１－Ｊ８萩の百年

３９６　Ｙ２２１－Ｋ５　萩の歴史

３９７　Ｙ２２１－Ｋ８萩図誌

３９８　Ｙ２２１一Ｌ３推月

３９９　Ｙ２２１－Ｌ３萩市史１～４巻４冊

４００　Ｙ２２１－Ｌ４　萩の歴史

福永義晴他昭４３萩　　　市

斎藤定他昭５０萩市郡土博物館友の会

　　　　　　　昭５３萩青年会議所

　　　　　　　昭５８萩市立指月中学校

　　昭５８萩　　　市

　　昭５９萩市郷土博物館友の会

博昭４７前田書店

［１ｊ本

４０１　Ｙ２２２－Ｋ２古代の萩第１部先史原Ｌ１１本

　　　　　　　　　史時代の萩



４０８　Ｙ２２５－ＧＯ

　　昭和初期萩町商工業者一覧を収む

浜崎魚市鳩誕生にまつわ小茅嘉治昭４７

る紛争顛末記

萩士族悲話

　　少年向前原―賊伝

阿武・大津・美祢三郡案内

野村敏雄昭５０国　土　杜

　　　萩民報社昭５４マツノ書ｊａ

「萩電争議実録」・「萩上水道鉄管問題」・「巷説萩市政

通鑑」・「私説戦後史（第一次リコール始末）」収載

萩住民運動史

４０９　Ｙ２２５－Ｋ２

４１０　Ｙ２２５－Ｋ９

４０７　Ｙ２２４－Ｋ５

巴城開府三百年

　　年表

萩浜崎町人山県家文書

萩４０４　Ｙ２２３－Ｆ５ 横山健堂

昭４８萩市郷土博物館

日本都市生活史料集成三原田伴彦他昭５０学習研究社
城下町編１

　　Ｆ萩渚町之旧記草案」収載

町

４０５　Ｙ２２３－Ｋ３

４０６　Ｙ２２３－Ｋ５

４１１　Ｙ２２８－Ｇ４

４１７　Ｙ２２８－Ｌ７ 勇堀 勇昭６２掘

４１８　Ｙ２２９－Ｆ９

４１９　Ｙ２２９－１３

２７・

　　　　　　　昭４見島村役場

萩高等学校社会昭２８
研究都

見島村共同負債沿革小史

見鳥調査報告書

・市大弓琵：凭ビ

萩市大井の史蹟

長門・大井

堀　　　勇附４４堀　　　勇

山本博他昭４９萩市教育委貝会

長門大井村の弥生式遺跡山本　博

　　「考古学雑誌」　２４の１より抜刷

４１２　Ｙ２２８－Ｊ９

４１３　Ｙ２２８－Ｋ４

長門・大井　　　　山本博他昭５０大阪学院大学

　　同上第１次発掘調査概報

阿武の里大井浦　　　　　　　昭５６大井浦漁業協同組合

大井大寺廃寺　　　山口県埋蔵文化昭６０山［Ｉ県文化財賢護協会

　　　　　　　　　　　財センター

４１５　Ｙ２２８－Ｌ１

４１６　Ｙ２２８－Ｌ５

大井官の馬場遺跡２次発掘調査

４１４　Ｙ２２８－Ｋ５



　　　　　　昭４０戸畑中央高等学校郷土都

　　　　　　昭４５戸畑中央高等学校郷土部

田泰弘昭４７関西学院大学地理研究会

本常一昭４９未　来　社

４２４　Ｙ２２９－Ｊ　５　相鳥

４２５　Ｙ２２９－ＫＯ　萩・大鳥

４２６　Ｙ２２９－Ｋ２　見鳥

４２７　Ｙ２２９－Ｋ４　見鳥の漁村

　　　　　　　　　　　「宮本常一著作集Ｊ１７

宮

増

４２３　Ｙ２２９－Ｊ４　萩市相鳥の調査報告　萩高等学校社会昭３９
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　部

萩高等学校社会昭３３

部

萩高等学校社会昭３３

研究部

　　　　　　　　昭３９山口県教育委貝会

４２０　Ｙ２２９－１８　萩市大島の調査報告

４２２　Ｙ２２９－Ｊ　４　見島総合学術調査報告書

４２１　Ｙ２２９－１８　相島調査報告

４２８　Ｙ２２９－Ｋ５　日間賀鳥一見島民俗誌　桶川清子昭５０未　来　社

大６阿武郡役所

大６阿氏郡役所

　　昭５阿八都教育会

博昭７

大１２阿氏郡役所

大４阿武郡役所

４２９　Ｙ２２９－Ｋ７　みしまの今昔

４３０　　Ｙ２２９－Ｌ３　見鳥ジーコンボ古墳群

多田穂波昭５０

　　　　　　　　　　　「山口県埋蔵文化財調査報告第７３集」

４３１　Ｙ２３０－Ｅ５　山口県阿武郡冶提要

　　　　　　　　　　　大正３年

　　　　　　　　　　　萩町を含む

４３２　Ｙ２３０－Ｅ６　山口県阿武郡治提要

　　　　　　　　　　　大正５年

　　　　　　　　　　　萩町を含む

４３３　Ｙ２３０－Ｅ６　山口県阿武郡治提要

　　　　　　　　　　　大正５年

　　　　　　　　　　　萩町を含む

４３４　Ｙ２３０－Ｆ３　阿武郡会史概要

　　　　　　　　　　　とう写刷

４３５　Ｙ２３０－ＧＯ　阿武御領について

４３６　Ｙ２３０－Ｇ２　阿武郡内の「イチ」に就山本

　　　　　　　　　いて

　　　　　　　　　　　とう写刷

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－２８－

山口県文化財愛護協会



原

昭６０旭村教育委員会

昭６１萩農業改良普及所

黒　頭　巾大１４

松

４３７　Ｙ２３１－Ｆ９地下上申・風土注進案　藤井禎輔楊昭４
　　　　　　　　　阿武郡佐々並村

　　　　　　　　　　　附「佐々並村誌」（未定稿）

４３８　Ｙ２３１－Ｇ１　山口県阿武郡明木村村旗伊藤新一昭６
　　　　　　　　　解説

４３９　Ｙ２３１－Ｇ２明木村民必扨歌謡集

４４０　Ｙ２３１－１５佐々並村史

４４１　Ｙ２３１－Ｋ８旭村史

４４２　Ｙ２３１－Ｌ５ふるさと旭

４４３　Ｙ２３１－Ｌ６　わがふるさと佐々並（生

　　　　　　　　　活誌）

４４４　Ｙ２３２－Ｆ５長門嶮道記

　　　　　昭７明木図青館

村茂他昭３０佐々並村

田卓雄昭５３旭　　　村

４４５　Ｙ２３２－Ｇ４長門峡ノ五大特色昇二丁高鳥北海述大９艮門峡保勝会
　　　　　　　　　孚川

４５５　Ｙ２３３－Ｊ　７　回顧録

４５６　Ｙ２３４－Ｌ５むつみ村史

岩武嘔祐昭４２片沢蚕祐

むつみ村教育委昭６０むつみ村
員会

２９・

佐々連洞・観音窟学術調査報告

４４６　Ｙ２３２－Ｇ８名勝長門峡の概況

４４７　Ｙ２３２－１８村舅要覧昭和３３年版

４４８　Ｙ２３２－Ｊ　４　川上村駱

４４９　Ｙ２３２－Ｋ２かわかみ

　　　　　　　　　　　村勢要覧

４５０　Ｙ２３２－Ｋ４阿武川ダム建設の歩み

４５１　Ｙ２３２－Ｋ６阿武川総合開発事業図画隻

４５２　Ｙ２３３－１８ふくえ昭和３３年版

４５３　Ｙ２３３－Ｊ６福栄村史

４５４　Ｙ２３３－Ｊ　６　福栄村の自然

　　　　　　　昭１３山　口　県

　　　　　　　昭３４川上村役場

岐多放彩昭３９川上村公尺飢

　　　　　　　昭４７川　上　村

　　　　　　　　　　山　口　県

　　　　　　　　　　山　口　県

　　　　　　　　昭３３福　栄　村

波多放彩昭４１福　栄　村

　　　　　　　　昭４１福栄村史番集委貝会



岐多放彩編昭４５阿東町役場

昭４８田万川町教育委員会

　　　阿東町教育委貝会

４６５　Ｙ２３７－Ｋ３田万川町の古代遺飾

４６６　Ｙ２３８－１８　阿東町の生雲大谷本陣　大谷忠敬編

４６７　Ｙ２３８－Ｋ，０　阿東町誌

４６８　Ｙ２３８－Ｋ１　阿東町史余話

油谷町史編集委平２油　谷　町
貝会

４６９　Ｙ２４１－Ｌ３　日置町史

４７０　Ｙ２４１－Ｌ６　大津郡志

４７１　Ｙ２４１－ＭＯ油谷町史

倉増　　清昭４６徳佐文芸社

国守　進昭５０日　置　町

萩原新生昭６１マツノ書店

４６３　Ｙ２３６－ＬＯ須佐町の碑石と碑文

４６４　Ｙ２３７－Ｋ１　躍進する田万川町

Ｙ２３５－１４　福賀村郷土誌４５７ 藤村頼義昭２９福賀村役場

　　　　　昭４４阿武町役場

大鳥康止昭４５阿武町教育委員会

４５８　Ｙ２３５－Ｊ　９　あぷ’６９町勢要覧

松尾龍他昭５５須佐町教育委員会

浅野信行纒昭４６防長新聞阿北支局

４６０　Ｙ２３５－Ｋ８　ニッ峠　　　　　大野英徳昭５３大野英徳

４６１　Ｙ２３６－Ｆ８　須佐湾案内　　　　白上貞利昭３須佐町役場

４６２　Ｙ２３６一１３弥富村政要覧昭和２８年度波多放彩楊昭２７弥富村役場

４５９　Ｙ２３５－ＫＯ　奈古の歴史

４７８　Ｙ２４４－Ｋ４　美東町史

４７９　Ｙ２４５－Ｌ２　美祢市史

高僑政清他昭３８秩　芳　町

光谷　消昭３８山口県新聞社

湊漁業協｜可組合昭６０長門市漁業共同組合

阿武至朗他昭４９美

高橋政涛他昭５７美

３０・

町
　
市

東
　
祢

４７５　Ｙ２４３－Ｌ５　湊のあゆみ

４７６　Ｙ２４４－Ｊ３秋芳町史

４７７　Ｙ２４４－Ｊ３秋吉台の伝説と秘話

隅　町徳見光三他昭４８

安藤紀・－・碍

４７２　Ｙ２４２一Ｋ３三隅町の歴史と民俗
一

一

一

４７４
Ｙ２４３－Ｋ９　長門市史歴史編・民俗編中村徹也他昭５４艮　門　市
　　　　　　外Ｉ

４７３　Ｙ２４３－ＧＯ大日比史料

　　　　　　　　　　　とう写刷



下関二千年史

豊田町史編纂委昭５４豊
貝会

町
　
町

北
　
田

４８５　Ｙ２５２－ｌｌ　火の山合戦記

　　　　　　　　　　　平家琵琶の語り物。とう写刷

４８４　Ｙ２５２－Ｅ５ 重山禎介編大４関門史談会

４８１　Ｙ２５１－ＫＩ　漬末藩史話

４８２　Ｙ２５１－Ｋ２　豊北町史

４８３　Ｙ２５１－Ｋ９　豊田町史

町４５菊川町教育委貝会

昭４６長門地方史科研究所

４８０　Ｙ２５１－ＫＯ　菊川町史

伊藤忠芳他昭４７豊

一

一

一
徳見光

４９８　Ｙ２５３－Ｌ４　山陽町史　　　　　　　　　　昭５９山　陽　町

４９９　Ｙ２５３－Ｌ６厚狭郡史　　　　　厚狭郡教育会昭６１マツノ書店

５００　Ｙ２５４－１５小野田市史賢料篇上・下小川五郎他昭３０小野田市

　　　　　　　昭３６山陽町教育委員会

　　　　　　　昭５２山陽町教育委貝会

原田卓球昭５５楠町役場

４９４　Ｙ２５３－Ｊ１　山陽町史年表

４９５　Ｙ２５３－Ｊ１　山陽町史責料篇上

４９６　Ｙ２５３－Ｌ７　山陽町史資科篇下

４９７　Ｙ２５３－ＬＯ楠町の歴史

３１

昭６１小野田市

昭６２小野田市

平２

５０１　Ｙ２５４－Ｌ６小野田市史史料上．

５０２　Ｙ２５４－Ｌ７小野田市史尺俗と文化財

５０３　Ｙ２５４－ＭＯ小野田市史通史

４８９　Ｙ２５２－Ｊ　５　下関市史原始一中世　中原雅夫他昭４０下関市役所

昭３３下関市役所

昭３３下閔市役所

昭３４下関市役所

４８６　Ｙ２５２－１８下関市史藩制一明治前期

４８７　Ｙ２５２－１８下関市史市制施行以後

４８８　Ｙ２５２－１　９　天保九年赤間間人別帳

堀哲三郎柵昭４９～下関文書館

　　　　　　昭５３下関市役所

藤川辰雄柵昭２６厚狭郡町村会

　　　　　　昭４２山陽町教育委員会

４９０　Ｙ２５２－Ｊ　７　済末蕩年表

４９１　Ｙ２５２－Ｋ４済末藩旧記仝１０冊

４９２　Ｙ２５２－Ｋ８下関市史市史年表

４９３　Ｙ２５３－ｌｌ　山口県厚狭郡誌

裾哲三郎碍昭４２下関郷土会



５０８　Ｙ２５５－ＬＩ　宇部石炭史話 朝日新聞宇部支昭５６朝日文化センター

局

児玉一雄昭４８児王一雄

三坂圭治昭８積　文　館

５０９　Ｙ２５５－Ｌ３郷土二俣瀬

５１０　Ｙ２６０－Ｇ３周防国府の研究

５１１　Ｙ２６１一Ｇ３小郡町史

５１２　Ｙ２６１－Ｌ１　阿知須町史

５１３　Ｙ２６１－Ｌ２秋穂町史

５１４　Ｙ２６２－１８大内村路

５１５　Ｙ２６２－Ｋ４　陶村史

５１６　Ｙ２６２－Ｋ５山口古図

５１７　Ｙ２６２－Ｋ９名田鳥村史

５１８　Ｙ２６２－Ｌ２山口市史

５１９　Ｙ２６３－Ｌ６徳地の悛乗房重源

５２０　Ｙ２６４－１　６　防府市史上・下　　；

５２１　Ｙ２６４－１　６　続防府市史　　　　；

　　　　　　　　　　　富海・小野・大道地区

５２２　Ｙ２６４－Ｋ６周防国分寺史　　　＝

５２３　Ｙ２６４－Ｋ９阿弥陀寺文書

５２４　Ｙ２６５－Ｌ６都濃郡志　　　　　；

　　　　　　　　　　　複刻本

５２５　Ｙ２６６－Ｌ５新南陽市史

５０４　Ｙ２５５－１　３　宇部産業史

５０５　Ｙ２５５－１６宇部地方産業史料目録

５０６　Ｙ２５５－Ｊ２　小野村六十五年史

５０７　Ｙ２５５－Ｊ３　宇部市史全３冊

依田明他昭２８渡辺翁記念文化協会

　　　　　　　　昭３１宇部市立図書館

松村茂他昭３７小野村史編纂委員会

三坂圭治他昭４１宇　耶　市

通史禰・自然環境民俗方言編・資料楯

能美宗一編昭８小郡町役場

小野忠・他昭５６阿知須町

　　　　　　　昭５７秋　穂　町

河野通毅他昭３３大内公民館

兼清正徳昭５１防府市教育委貝会

　　　　　　　　昭５４防府市教育委貝会

都濃郡役所昭６１マツノ書店

昭６０新南陽市

３２

繁昭４９陶村史編纂委員会

　　昭５０マツノ會店

青木

能美宗一昭５４マツノ書店

石川卓美他昭５７山　口　市

国守　進昭６１徳　地　町

御薗生翁甫他昭３１～防　府　市

御薗生翁甫他昭３５防　府　市



平生町教育委員会

５３２　Ｙ２６８－ＭＯ下松市史通史碍

５３３　Ｙ２７１－Ｌ３大和町史

５３４　Ｙ２７１－Ｌ８　一門六家大野毛利氏と平

　　　　　　　　　生間作

５３５　Ｙ２７２－Ｋ５光市史

　　　　　　　　平元下

国守進他昭５８大

平生町郷土史冑昭６３

査研究会

松岡利夫昭４１由　宇

中本三十一昭４４美　川

５３６　Ｙ２７３－Ｊ６由宇町史

５３７　Ｙ２７３－Ｊ９美川町史

５３８　Ｙ２７３－Ｋ５玖珂郡志

小川国洽他昭５０光市役所

５２７　Ｙ２６７－１８徳山市史賢料下

５Ｚ８　Ｙ２６７－Ｊ　１　徳山市史上

５２９　Ｙ２６７－Ｊ１天保二辛卯歳九月二日

　　　　　　　　　夜市福川百姓騒動一件記

　　　　　　　　　　　佩刻

　　　　　　昭１９徳山市役所

　　　　　　昭４３係山市役所

御薗生翁甫他昭４６徳山市役所

　　　　　　昭３６市立徳山図書館

５２６　Ｙ２６７－Ｈ４徳山市史資料

５３０　Ｙ２６７－Ｊ９徳山市史年表

５３１　Ｙ２６７－Ｋ４徳山御還附一件一徳藩興

　　　　　　　　　廃秘録一

　　　　　　　　　　　徳山藩士奈古屋里人の日記抄録

市
　
町

松
　
和

昭４４徳山市役所

昭４９私立徳山図書館

昭４１岩国徴古館

瀬川秀雄他昭３２岩国市役所

市

市
　
町

３３・

国
　
木

５４５　Ｙ２７５－ＫＯ岩国市史上・下　　柱　芳樹他昭４５岩

５４６　Ｙ２７５－ＬＯ増補改訂和木町誌稿　末岡美胤昭５５和

　　　　　　　　　　　古文書・古記録を収む

５３９　Ｙ２７３－Ｋ９周東町史

５４０　Ｙ２７３－Ｌ５美和町史

５４１　Ｙ２７４－Ｋ８平郡鳥史

広瀬喜運昭５０マツノ書店

国守進他昭５４周東町役場

町
　
町

和
　
康
　
井

５４２　Ｙ２７４－Ｌ４柳井市史通史編

５４３　Ｙ２７５－１　７　岩国市史

５４４　Ｙ２７５－Ｊ６岩国城と錦帯僑史料

町
　
喜

　　　　　　　　昭６０美

境吉之丞昭５３境

　　　　　　　　昭５９柳



森本 孝昭６１東　和　町

５５２　Ｙ２７６－Ｌ６

５５４　Ｙ２７６－Ｌ６ 印南敏秀昭６１東　和　町

５５３　Ｙ２７６－Ｌ６

東和町誌各論編２

集落と住居

東和町誌各論編３

漁業誌

東和町腱各論編４

石造物

八幡熊治郎他昭５８橘

香月洋一昭６１東　和

５４７　Ｙ２７６－１　４　山口県久賀町誌

５４８　Ｙ２７６－１９　周防大鳥町誌

５４９　Ｙ２７６－Ｌ２　東和町誌

５５０　Ｙ２７６－Ｌ３　橘町史

５５１　Ｙ２７６－Ｌ６　東和町誌各論碍１
　　　　　　　　　むらの成立

官本常一昭２９久賀町役場

船本信一他昭３４大鳥町役場

宮本常一他昭５７東　和　町

須藤　護昭６１東　和　町

町

町

５５５　Ｙ２７９－１２　益田町史上・下

５５６　Ｙ２７９－Ｋ２　高田郡史上・下

５６２　Ｙ２８０－ＤＯ 天野御民編明３３超　世　館

作間久吉明３７作間久吉

　　　　　　　明４４山口県内務部

時山弥八大２

上領仙蔵編大３

名士叢肢

３４

古再関係史料を原文で収録

５６３　Ｙ２８０－Ｄ９　防長肖像鑑

５６４　ＹＺ８０－Ｅ１　勤王諸士遺・小鉢

５６Ｓ　Ｙ２８０－Ｅ３　旧長藩殉難者名録

Ｓ６６　Ｙ２８０－Ｅ４　右田遺芳録

維新

前後

伊呂波寄分限帳（写本）

萩藩御家頼中分限帳上

・下（写本）

元治甲子殉難士名録

諸隊惣人員帳

　　奇兵隊諸隊の人名簿

５５７　Ｙ２７９一Ｋ７　三原市史第１巻通史福尾猛市郎他昭５２三原市役所

矢富嘸一郎昭２７益田公民館

小都勇二他昭４７高田郡町村会

下関郷土会

５６０　Ｙ２８０

５６１　Ｙ２８０

５５８　Ｙ２８０

５５９　Ｙ２８０



５７２　Ｙ２８０－Ｇ５防長郷土修身資料第２守田保碍昭１０守田

　　　　　　　　　輯

保

香川政一昭６阿武郡教育会

近藤清石編昭８防長史談会

末 弘５７３　Ｙ２８０－Ｇ５山口県人物史

５７４　Ｙ２８０－Ｇ６萩を勣かす人々

清昭１０山口県人会

理昭１１春風荘書房

天・地井関九郎措大６発　展　社

明治大正山口県人物辞典

現代防長人勧史

・人３冊

５６７　Ｙ２８０－Ｅ７

５６９　Ｙ２８０－Ｇ１御大典記念防長人士発松田元介編昭７山　都　房

　　　　　　　　　展艦

　　　　　　　　　　　各界人名略伝及びハワイ移住者人名録

５７０　Ｙ２８０－ＧＩ　もりのはな

　　　　　　　　　　　防長婦人小史

５７１　Ｙ２８０－Ｇ３増補防長人物誌

５６８　Ｙ２８０－ＧＩ山口県人名簿

　　　　　　　　　　　大連在住者の人名簿

藤田秀助毎昭７大連防艮会

吉

京都帝国大学編昭１６［ｊ本評論者

平間芳高昭１７池郎　鴻

山本勉弥昭２８萩文化協会

昭１６萩市役所

５７９　Ｙ２８０－ＨＩ尊攘遺芳

　　　　　　　　　　　尊攘堂の蔵品目録等

５８０　Ｙ２８０－Ｈ２勤王と防長女性

５８１　Ｙ２８０－１３萩碑文鐘銘集

　　　　　　　　昭３１明冶維新防長殉難者慰

　　　　　　　　　　霊顕彰会

吉田祥朔昭３２山口県教育会

３５－

５８２　Ｙ２８０－１４防長人物史料第１巻　末富権之允昭２９

５８３　Ｙ２８０－１６京洛における防長殉難
　　　　　　　　　志士顕彰之記録

５８４　Ｙ２８０－１　７　近世防長人名辞典

５７５　Ｙ２８０－Ｇ８ 防長女性　塚本小治郎昭１３山口県聯合婦人会

田

王政復古に

ゅかり深き

；治維；萩出身名士小伝
５７８　Ｙ２８０－Ｈ１

５７６　Ｙ２８口－Ｇ９萩の歴史

５７７　Ｙ２＆Ｏ－ＨＯ二州の礎

久津内猶‾編昭１４萩市教育会

　　　　　　昭１５山口県教育会



読売新聞社西部昭４２浪　速　社

本社楊

　　　　　　　　昭４３萩市郷土博物館友の会

局編

末弘錦江昭４２山口県人会

　　　　　　　　　た人々－　　　　　」

５８８　Ｙ２８０－Ｊ７防長人勧百年史　　　：

　　　　　　　　　　　各界山口県人人名辞典

５８９　Ｙ２８０－Ｊ７山口百年　　　　　ｊ

５９０　Ｙ２８０－Ｊ８萩藩分限帳

　　　　　　　　　　　嘉永５年分

５９１

５９２

田村哲夫昭４４山口県地方史学会

田中助一編昭４５萩市仏教団

Ｙ２＆Ｏ－Ｊ９防長維新関係書要覧

Ｙ２８０－ＫＯ萩先賢忌辰録

　　　　　　　　人物辞典ともなる

Ｙ２８０－ＫＯ岩国人物銘

Ｙ２８０－ＫＯ済末藩分限帳

Ｙ２８０－ＫＩ大寧寺公園墓碑群

Ｙ２８０－Ｋ１御当家御役人前帳

　　　　　　　　長府藩職員録・賞罰

５８７　Ｙ２８０－Ｊ　７

Ｙ２８０－Ｊ　５　長北紳士録

　　　　　　　　萩各種団体役員名簿を附す

５８５ Ｙ２８０－Ｊ　４　郷土開発の先覚者たち　岩根保重他昭３９山口県公論社

昭４０萩新報社

光　社風雲百年一郷土を築い朝日新聞山口支昭４２謙

５８６

上田純雄昭４５市立岩国図書館

　　　　　　　　昭４５市立下関文書館

吉地隆雄昭４６

　　　　　　　　昭４６市立下関文書館

６０２　Ｙ２８０－Ｋ８萩の先覚略伝

６０１　Ｙ２８０－Ｋ８長府の学者画家俳人略伝甚府図書館昭５３市立下関図曹館

鶴岡正夫母昭５２育英出版社

田中　　鍼昭５３萩ユネスコ協会

萩郷土文化研究昭５４萩市郷土博物館友の会
会

３６

６０３ Ｙ２８０－Ｋ９萩藩分限帳改訂複刻

　　　　　　　　嘉永５年分

６００　Ｙ２８０－Ｋ７現代山口の百人

５９５

５９６

５９４

５９３

昭４７市立下関文書館

５９９　Ｙ２８０－Ｋ６増補近世防長人名辞典吉田祥朔編昭５１マツノ書店

昭４８市立下関文書館

５９７　Ｙ２８０－ＫＺ防長人物冥名孜上・下

　　　　　　　　　　　号・通称より検索

５９８　Ｙ２８０－Ｋ３防長名勝旧宅址記



平ｌ交流活性計画ユニゾン

６１０　Ｙ２８０－Ｌ７毛利氏八箇国御時代分限岸
　　　　　　　　　帳

６１１　ＹＺ８０－Ｌ９山口県同窓人国記１９８９

浩昭６２マツノ書店

吉田松陰先生士規七則

　　註釈引鐙

松陰雑著

　　「照顧録」「坐獄日録」を収む

松陰先生と精神修養

毛筆吉田松険先生

　　白描肖像画

吉田松陰先生年爵

６１３　Ｙ２８１

６１２　Ｙ２８１

６０６　Ｙ２８０－Ｌ４増補防長人物肺

　　　　　　　　　　　複刻本

６０７　Ｙ２８０－Ｌ４萩漆絵録帳

岡部忠夫編昭５８琵琶書房

読売新聞山口支昭５８条例出版Ｃ０．
局編

近藤清石昭５９マツノ書店

６０４　ＹＺ８０－Ｌ３萩蕩諸家系譜

６０５　Ｙ２８０－Ｌ３現代山口のＩＣＸ）人

桝下明紀他昭５９マツノ書店

６０ｅ　Ｙ２８０－Ｌ７近代防長人物詰
　　　　　　　　　天・地・人

　　　　　　　　昭６１山口県商工情報センター

井関九郎碍昭６２マツノ書店

　　　　　　　　　　　安政２、明治２年時対照

６０８　Ｙ２８０－Ｌ６研究書・技術書名維

吉

吉

田松陰

田松陰明１４溥　古　童

田松陰明２４吉川半七

吉田松陰

６１９　ＹＺ８１

３７・

吉

６２０　Ｙ２８１－ＢＩ儲精話

６２１　Ｙ２８１－Ｂ１幽室文稿５巻５冊

　　　　　　　　　　　品川弥二郎楊

竜　古　堂

６１４　Ｙ２８１

６１５　Ｙ２８１

村上俊江述大５

６１６　Ｙ２８１

６１７　Ｙ２８１

６１８　Ｙ２８１ 幽囚録

　　松下村塾蔵版

猛省舗

大日本国風会松陰先生埋葬井改葬の記吉田車三



吉田庫三編明４２民　友　社

吉田庫三楊明４２民　友　社

吉田庫三編明４２民　友　社

附平田久矩「平田家訓」及び富永有隣訳「女鍼訳述」

６３１　Ｙ２８１－Ｅ５吉田寅次郎　　　　世木鹿吉大４博　文　館

　　　　　　　　　　　杉浦重剛「松陰四十年」及び長谷川芳之助「吉田松陰肖像由来記」を附す

明４１政　教　社

６２２　Ｙ２８１－ＣＩ幽囚録　　　　　吉田松陰　　文　求　堂

６２３　Ｙ２８１－ＣＩ吉田松陰伝　　　　野口勝一他明２４野　史　台

６２４　Ｙ２８１－Ｃ７吉田松陰　　　　　徳富蘇峰明昶民　友　杜

　　　　　　　　　　　初版明治２６年

６２５　Ｙ２８１－Ｄ５松陰先生逸事一節　　相沢敏太郎明３８

　　　　　　　　　　　スパルディングＦ日本遠征記」及ペリーＦ日本遠征記」よりの抄訳

徳富猪一郎明４１民　友　社６２６　Ｙ２８１－Ｄ８吉田松陰

　　　　　　　　　　　明治２６年版の改稿本

６２７　Ｙ２８１－Ｄ８　ｒ日本及日本人』臨時増

　　　　　　　　　刊“松陰号”

６２８　Ｙ２８１－Ｄ９松陰先生遺苦

６２９　Ｙ２８１－Ｄ９松陰先生遺著第二楊

６３０　Ｙ２８１－Ｄ９松陰先生女馴

安藤紀一編大６萩中学校校友会

　　　　　　　大９日本太郎社

高橋淡水大１１硯　代　堂

　　　　　　　大１４松陰神社

中里介山大１４白　楊　社

安藤紀一輯大１５

　高田盛檀大１５

３８－

６３４　Ｙ２８１－ＦＯ吉田松隈

　　　　　　　　　　　「回顧録」等を収める

６３５　Ｙ２８１－Ｆ２松陰とその門下

６３６　Ｙ２８１－Ｆ５艮州萩県社松陰神社宝

　　　　　　　　　物目録

６３７　Ｙ２８１－Ｆ５吉田松陰

６３８　Ｙ２８１－Ｆ６松陰遺著補

　　　　　　　　　　　とう写刷

６３９　Ｙ２８１－Ｆ６松陰神社説明要項

６３２　Ｙ２８１－Ｅ７松陰先生温故録

６３３　ＹＺ８１－ＦＯｒ日本太郎丿松陰先生記

　　　　　　　　　含号

「日本太郎」は萩の地方新聞。萩市内小学生の作文を収める。

碧瑠璃園大９大　燈　閣



６５０　Ｙ２８１－Ｇ２松陰及其後

６５１　Ｙ２８１－Ｇ２吉田松陰集佐久間象山集

香川政一昭７矢次宸輔

　　　　　　　昭７大日本思想全集刊行会

「大日本思想全集」の内

６５２　Ｙ２８１－Ｇ２やまとこころ 夏目一平昭７

「山口県教育」臨時増刊

福本義亮

　　　　　　　昭３（東京）松険神社

松本　浩記昭３大同館書店

井上溝介述昭４松陰神社維持基

　　　　　　　　　　金募集事務所

６４０　Ｙ２８１－Ｆ６吉田松陰手翰

　　　　　　　　　　　妹千代に与えたもの

６４１　Ｙ２８１－Ｆ８松陰先生交友録

６４２　Ｙ２８１－Ｆ８松陰先生と松餓神社

６４３　Ｙ２８１－Ｆ８少年吉田松陰伝

６４４　Ｙ２８１－Ｆ９松陰先生大忠破剱

６４５　Ｙ２８１－ＧＯ吉田松険の研究　　　広瀬　豊昭５武蔵野書院

６４６　Ｙ２８１－ＧＯ下田に於ける吉田松陰村松春水昭５平　凡　社

　　　　　　　　　　　附「山本啓助日記」

後藤三郎昭６玉川学聞出版部

香川政一昭６若人社出版部

玖村敏雄他昭６山口県教育会

６４７　Ｙ２８１－Ｇ１吉田松陰とその教育

６４８　Ｙ２８１－Ｇ１松陰先生逸話

６４９　Ｙ２８１－Ｇ１吉田松陰の研究

６５３　Ｙ２８１－Ｇ２村松春水著「下田に於け福本椿水昭７惜春山荘
　　　　　　　　　る吉田松陰」を評す

６５７　Ｙ２８１－Ｇ２続吉田松陰の研究

６５８　Ｙ２８１－Ｇ２幕末四傑学風管見

６５９　Ｙ２８１－Ｇ３士規七則

●昭７武蔵野書院

改昭７大東文化協会森

３９・

吉田松除昭８萩市教育会

瀬

昭７山口県教育会６５４　Ｙ２８１－Ｇ２吉田松陰研究

　　　　　　　　　　　「山口県教育」３８９号

６５５　Ｙ２８１－Ｇ２吉田松陰講孟割記 野口静雄昭７金鶏書院

広

６５６　Ｙ２８１－Ｇ２訓註吉田松陰先生野山安藤紀一昭７山口県教育会

　　　　　　　　　文稿



河野　遣昭１０萩市役所

福本格水昭１０九一書店

６６４　Ｙ２８１－Ｇ５吉田松陰先生と日本精神玖村敏雄昭１０尊　攘　堂

６６５　Ｙ２８１－Ｇ５松陰神社と松下村塾

６６６　Ｙ２８１－Ｇ５大楠公と吉田松陰

香川政一昭１０含英書院

香川政一昭１０阿武郡教育会

吉田　理昭１１（萩市今古萩）松
　　　　　　　　　　陰精神普及会

吉田　　理昭１１松陰精神普及会

６６７　Ｙ２８１－Ｇ５吉田松陰孫子肝註訓註福本椿水昭１０誠文堂新光社

Ｙ２８１－Ｇ３吉田松陰先生幽囚録

ＹＺ８１－Ｇ４註釈涙松集

安藤紀一昭８山口県教育会

大村武一昭９山口県立萩図書館

６６０

６６１

６６２　Ｙ２８１－Ｇ４松陰先生の教育力

６６３　Ｙ２８１－Ｇ５松陰逸話

広瀬　豊昭９武蔵野會院

香川政一昭１０含英書院

６７７　Ｙ２８１－Ｇ７吉田松験教青脱選集　　武田勘治昭１２第１出版協会

　　　　　　　　　　　「日本教育文庫」の１冊

６７８　Ｙ２８１－Ｇ７訓註吉田松陰殉国詩歌集福本義亮昭１２誠文堂新光社

６７９　Ｙ２８１－Ｇ８吉田松陰先生逸話と遺馴田中金一昭１３松村清六

６＆Ｏ　Ｙ２８１－Ｇ８松陰先生と吉田樟麿　　来柄守衛昭１３山口県教育会

　　　　　　　　　　　吉剛稔麻関係文書多数収める

６７２

６７３

６７４

６７５

６７６

県立下関中学校昭１３県立下関中学校
英謡部

－４０－

６８１　Ｙ２８１－Ｇ　８　ＹＯＳＨＩＤＡ　ＳＨＯＩＮ

６７１　Ｙ２８１－Ｇ６松陰以前の松下村塾

６６８　Ｙ２８１－Ｇ５吉田松陰

６６９　Ｙ２８１－Ｇ５村塾の松陰

６７０　Ｙ２８１－Ｇ６貧家の少年松陰

玉木文之進の遺稿を収録

Ｙ２８１－Ｇ６松下村塾をめぐりて

Ｙ２８１－Ｇ６吉田松陰

Ｙ２８１－Ｇ６吉田松陰全集全１０巻

Ｙ２８１－Ｇ７松陰詩稿詳解

Ｙ２８１－Ｇ７松陰読本

　　　　　　　　「人生読本」第３巻

福本椿水昭１１惜春山荘

中野光治昭ｌｌ春　秋　社

山口県教育会昭１１む波書店

吉富洽一昭１２山口県教育会

　　　　　　　昭１２建　設　社



６８４　Ｙ２８１－Ｇ８吉田松陰言行録

６８５　Ｙ２８１－Ｇ９吉田松陰先生終焉之地
　　　　　　　　　碑石寄贈顛末

６８６　Ｙ２８１－Ｇ９坐獄日録訓話

６８７　Ｙ２８１－Ｇ９吉田松陰

福本椿水昭１４山口県教育会

県立下関中学校昭１４県立下関中学校
漢文部

福本格水昭１４惜春荘

松波治郎昭１５宮越太陽堂

６８８　Ｙ２８１－Ｇ９訳註幽囚録

６８９　Ｙ２８１－ＨＯ偉傑快傑

広瀬　豊昭１３三　省　堂

金子久一昭１４

６８２　Ｙ２８１－Ｇ８訓註士規七則 安藤紀一昭１３萩市立椿東小学校

６８３　Ｙ２８１－Ｇ８松陰先生にゆかり深き婦人広瀬敏子昭１３武蔵野書院

　　　　　　　　　　　下田の松陰を講談にしたもの

６９０　Ｙ２８１－ＨＯ吉田松陰全集（普及版）１２巻　山口県教育会編昭１５岩波書店

　　　　　　　　　　　　第１巻「未忍焚稿・幽囚録外」、第２巻「未焚稿・野山雑著

　　　　　　　　　　　　外」、第３巻「壽孟余話」、第４巻「野山獄文稿・丙辰及び丁

　　　　　　　　　　　　巳幽室文稿外」、第５巻「戊午幽室文稿・急務四条外」、第６

　　　　　　　　　　　　巻「己未文稿外」、第７巻「松陰詩稿・照顧録・留魂録外」、

　　　　　　　　　　　　第８巻「書簡（鳥永２～安政４）」、第９巻「吝簡（安政５～

　　　　　　　　　　　　同６）」、第１０巻Ｆ西遊日記・東北遊日記外」、第ｌｌ巻Ｆ吉日

　　　　　　　　　　　　録・関係公文書外」、第１２巻「雑纂・関係人物略伝外」

６９８　Ｙ２８１－Ｈ１吉田松陰の精神

６９９　Ｙ２８１－ＨＩ吉田松陰の母

７００　Ｙ２８１－ＨＩ吉田松陰

陶山　務昭１６第一書房

福本格木昭１６誠文堂新光社

前田隆一昭１６世界創造杜

４１

６９７　Ｙ２８１－ＨＩ吉田松陰先生と日本精神玖付敏雄昭１６尊　攘　堂

福本椿水昭１５惜　春　壮

福本椿水昭１５誠光堂新光社

金子久一一昭１５白銀日新盆本店

　　　　　　　　　　岩波書店

Ｇ９１　Ｙ２８１－ＨＯ　１１１註読綱集録

６９２　Ｙ２８１－ＨＯ吉田松険之最期

６９３　Ｙ２８１－ＨＯ吉田松陰先生と母堂

６９４　Ｙ２８１－ＨＯ吉田松陰全集月報合綴

　　　　　　　　　　　第１号・９号を欠く

６９５　Ｙ２８１－Ｈ１青年教師吉田松陰

６９６　Ｙ２８１－ＨＩ松陰詩歌集

上田庄三郎昭１６啓　文　杜

滝口　　発昭１６原理日本社



玖村敏雄昭１７岩岐書

伊藤銀月編昭１７朝日書

７０８　Ｙ２８１－Ｈ２吉田松験の思想と教育

７０９　Ｙ２８１－Ｈ２校正幽囚録完

７１０　Ｙ２８１－Ｈ２殉国の人吉田松険

　　　　　　　　　　　少年向き

店
　
房

福本義亮昭１７ 誠文堂新光社７０７　Ｙ２８１－Ｈ２

７１３　Ｙ２８１－Ｈ２黎明日本の巨火吉田松陰山中峯太郎昭１７潮　文　閣

吉田

松陰
Ｙ２８１－Ｈ２

池田宣政昭１７偕　成　社

７１１　Ｙ２８１－Ｈ２村塾の松陰

７１２　Ｙ２８１－Ｈ２吉田松陰選集

香川政一昭１７白銀日新堂書店

武田勘治編昭１７読書新報出版部

７０２　Ｙ２８１－ＨＩ吉田松陪の遊歴

７０３　Ｙ２８１－ＨＩ吉田松陰遺羅帖

房
　
店

岡不可止昭１７文芸春秋社

福本義亮昭１６誠光堂新光社７０１　Ｙ２８１－ＨＩ吉田松陰の殉国栢神

妻木忠太昭１６泰　山

玖村敏雄昭１６岩波書

和田健爾昭１７京

和田健爾昭１７京

下川に

於ける
吉田松陰

７０４　Ｔ２８１－Ｈ２松下村塾の指導者

７０５　Ｙ２８１－Ｈ２現代謡訳講孟余話

７０６　Ｙ２８１－Ｈ２古田松陰至誠の書

社
　
社

文
　
文

大陸南遣論

九山義に昭１８教　村７２０　Ｙ２８１－Ｈ３吉田松陰の思想

７２１　Ｙ２８１－Ｈ３時代の明星吉田松陰

　　　　　　　　　　　少年向き

社
　
房

山口県国漢会昭１７ 山口県国漢会７１９

７２２　Ｙ２８１－Ｈ３松陰に学ぶ

７２３　Ｙ２８１－Ｈ３松陰と象山

道川逸郎昭１８人　文　閣

武田勘治昭１８第一出版協会

４２－

学書豊島与心雄昭１８
・¬

一

－－

Ｙ２８１－Ｈ２吉田松除殉国の精神

Ｙ２８１－Ｈ２吉田松陰全日程

社
　
社

７１５

福本義亮昭１７誠文堂新光社７１４

和田健爾昭１７京　文

田中正六曜１７新興亜

河野通毅昭１７三　光

Ｙ２８１－Ｈ２吉田松陰と月性と黙霖　布目唯信昭１７興教書
７１８

Ｙ２８１－Ｈ２松陰読本

７１６

７１７　Ｙ２８１－Ｈ２吉田松陰の詩と文 杜
　
院



７３３　Ｙ２８１－Ｈ４吉田松陰東北遊歴と其亡諦視樟一昭１９　，照林堂書店
　　　　　　　　　命考察

豊昭１８武蔵野書院

槻昭１８雄　生　閣

尉昭１９健　文　社

広瀬

丹

竹内

広瀬 豊昭１９至　文　堂７３４　Ｙ２８１－Ｈ４吉田松陰の研究

　　　　　　　　　　　附「史料探訪」

７３０　Ｙ２８１－Ｈ３謨孟余話留註下巻

７３１　Ｙ２８１－Ｈ３吉田松陰兵家訓

７３２　Ｙ２８１－Ｈ４松陰と素行

７２７　Ｙ２８１－Ｈ３続解説吉田松陰遺文集票栖安一碍昭１８撰　書　堂

中里介山昭１８春秋社松柏館

広漸　豊昭１８日本青年教育会

武藤貞一昭１８統　正　社

７２４　Ｙ２８１－Ｈ３吉田松陰

７２５　Ｙ２８１－Ｈ３勣皇の神吉田松陰

７２６　Ｙ２８１－Ｈ３吉田松陰

松陰関係者の著作や回顧録を原文のまま収める

雑賀博愛編昭１８興　文　杜

斎藤鹿三郎編昭１８第一公論社

７２８　Ｙ２８１－Ｈ３吉田松陰集

７２９　Ｙ２８１－Ｈ３吉田松陰正史

７４１ Ｙ２８１－１　９　萩城太平紀第１郎魂の子艮崎謙二郎昭３４刀江書院

　　　　　　　　若き松下付塾生を描く小説

田

４３－

７４２　Ｙ２８１－１９松険余芳

７４３　Ｙ２８１－１９吉田松陰

熊野隆冶昭３４山口県教育会

岡不可止昭３４角川再店

福

足立直郎昭１９大果書房７３６　Ｙ２８１－Ｈ４勣皇士魂

　　　　　　　　　　　長編小説

７３７　Ｙ２８１－１６松除先生とその教育

７３８　Ｙ２８１－１９松陰先生を腿る

７３５　Ｙ２８１－Ｈ４詩吟物語生きている松陰近藤留蔵昭１９松陰柵神普及会本部

７３９　Ｙ２８１－１９訓護留魂録

７４０　Ｙ２８１－１９新日本の光吉田松陰

　　　　　　　　　　　青少年向き

本格水昭３４福本義亮

巾俊資昭３４山口県教育会

佐伯清音昭３１明喩小学校

山本勉弥他昭３４山口県地方史学会萩支部



　昭４４伊豆春秋社

繁昭４５松険遺墨展示館

７５０　Ｙ２８１－Ｊ　９　吉田松陰　　　　　河上徹太郎昭４４文芸春秋

７５１　Ｙ２８１－Ｊ　９　吉田松陰集日本の思赳１９奈良本辰也編昭４４筑曜書房

村岡

７５２　Ｙ２８１－Ｊ９吉田松陰

７５３　Ｙ２８１－ＫＯ松陰吉田寅次郎伝

７４４　Ｙ２８１－１　９　吉田松陰先生百年祭誌

７４５　Ｙ２８１－ＪＯ吉田松陰

　　　　　　　　昭３４松陰神社

萩商工高等学校昭３５県立萩商工高等学校

松険研究部

福本格水昭３９山口県人会

池田　　諭昭３９弘　文　堂

　　　　　　　　　　　副題：明治維新の人間教育

７４８　Ｙ２８１－Ｊ７維新の血書　　　　太田俊穂昭４２大和存房

　　　　　　　　　　　松陰門下生の若き日の姿

７４９　Ｙ２８１－Ｊ８吉田松陰の思想と生涯　玖付敏雄昭４３山口銀行

７４６　Ｙ２８１－Ｊ４松陰余話

７４７　Ｙ２８１－Ｊ４吉田松陰

７５４　Ｙ２８１－ＫＯ殉国の歌吉田松陰百百撰村岡繁碍昭４５松陰遺墨展示館

薫昭４７第１書房佐藤

４４・

７６２　Ｙ２８１－Ｋ２吉田松陰

７５５　Ｙ２８１－ＫＯ外史吉田松険

７５６　Ｙ２８１－ＫＯ吉田松陰

７５７　Ｙ２８１－Ｋ１　日本の名著第４０巻

　　　　　　　　　徳富蘇峰山路愛山

木俣秋水昭４５白川書院

武田八洲満昭４５金　園　杜

　　　　　　　　昭４６中央公論杜

７５９　Ｙ２８１－ＫＩ吉田松態と僧黙霖　　村岡　　繁昭４６松陰遺墨展示館

７６０　Ｙ２８１－Ｋ１吉田松陰を語る　　　村岡　　繁昭４６松陰遺墨展小館

７６１　Ｙ２８１－Ｋ２吉田松陰全集１１巻　　　　　　　昭４７大和書房

　　　　　　　　　　　　第１巻「未焚稿・未忍焚稿外」、第２巻「跨及私言・幽囚録・

　　　　　　　　　　　　野山獄文稿外」、第３巻「講孟余話」、第４巻「丁巳幽室文稿・

　　　　　　　　　　　　戊午幽室文稿他」、第５巻「急務四条・西洋歩兵論外」、第６

　　　　　　　　　　　　巻「涙松集・留魂録外」、第７巻「冑簡集（嘉永２～安政４）」、

　　　　　　　　　　　　第８巻「書簡集（安政５～安政６）」、第９巻「西遊日記・東

　　　　　　　　　　　　北遊日記外ｊ、第１０巻「関係雑纂等」、第１１巻「関係資料集」

　　　　　　　　　　　蘇峰「吉田伍陰」（明治２６年初版本）を収める

７５８　Ｙ２８１－ＫＩ批評日本史６吉田松陰奈良本辰也他昭４６思　索　社



古川

司馬遼太郎他昭４９大和書房

功昭５０新人物往東社

　　昭５０萩市立明倫小学校

薫昭４９新人物往来杜

７６３　Ｙ２８１－Ｋ２吉田松陰　　　　　武田八洲満昭４７金　剛　杜

７６４　Ｙ２８１－Ｋ２吉田松陰　　　　　池田　諭昭４７大和ざ房

７６５　Ｙ２８１－Ｋ２草莽論　　　　　村上一郎昭４７大和書房

７６６　Ｙ２８１－Ｋ３革命家吉田松陰　　　寺尾五郎昭４８徳間書房

　　　　　　　　　　　副題：草莽嘲起と共和制への展望

７６７　Ｙ２８１－Ｋ３小説高野猛士君と吉田半谷二郎昭４８新人物往来杜
　　　　　　　　　松陰

７６８　Ｙ２８１－Ｋ３吉田松陰青年に与うる書遠藤鎮雄訳昭４８新人物往来社

　　　　　　　　　　　現代語訳「講孟余話」

７６９　Ｙ２８１－Ｋ３吉田松陰－その人と教育一　西山　　患昭４８皇学館大学山版部

７７０　Ｙ２８１－Ｋ３吉田松陰東北遊日記　奈良本辰也昭４８淡　交　社

河上徴太郎昭４８漸出版社

奈良本辰也昭４９岩波書店

桑原信一昭４９白藤書店

山岡荘人昭４９学習研究社

７７１　Ｙ２８１－Ｋ３吉田松険の手紙

７７２　Ｙ２８１－Ｋ４吉田松陰

７７３　Ｙ２８１－Ｋ４国木田独歩と吉田松陰

７７４　Ｙ２８１－Ｋ４吉田松陰

　　　　　　　　　　　小説

７７５　Ｙ２８１－Ｋ４吉田松陰とその門下

７７６　Ｙ２８１－Ｋ４吉田松陰を語る

７７７　Ｙ２８１－Ｋ５吉田松陰留魂録

７７８　Ｙ２８１－Ｋ５松陰読本

Ｙ２８１－Ｋ５吉田松陰入門

Ｙ２８１－Ｋ５象山と松陰

三輪稔夫碍昭５０大和書房

信夫清三郎昭５０河出書房新杜

ｉｌｌ題：開国と攘夷の論理

　　　　　　　　　－４５－

７８１

７８２

７８３

岡崎

７７９　Ｙ２８１－Ｋ５新名将言行録続幕末維新榊｜｜】　潤昭５０講　談　杜

　　　　　　　　　　　長州では吉剛松陰・高杉晋作・伊藤博文を収める

７８０　Ｙ２８１－Ｋ５幻の殺意追跡　　　村岡　　繁昭５０白鳥庵史荘

　　　　　　　　副題：吉田松陰対艮井雅楽

Ｙ２８１－Ｋ５吉田松陰の墓と松陰神社田中助－・一昭５０松陰神社維持会



７８８　Ｙ２８１－Ｋ６天に羽ばたけ

７８９　Ｙ２８１－Ｋ６吉田松陰

７９０　Ｙ２８１－Ｋ７適塾と松下村塾

７９１　Ｙ２８１－Ｋ７草莽吉田松陰

昭５１朝日新聞社

村岡　繁昭５１白鳥庵史荘

徳永真一郎昭５１成美堂出版

奈良本辰也外昭５２祥　伝　社

寺尾五郎昭５２徳聞書店

７９３　Ｙ２８１－Ｋ７花の吉田松陰

　　　　　　　　　　　コミック

７９４　Ｙ２８１－Ｋ７吉田松陰

７９２　Ｙ２８１－Ｋ７明治意外史吉田松陰　八切止夫昭５２日本シェル出版

　　　　　　　　　　　イラスＨこよる伝記

　　　　　　　　　　　スティーヴンソン「吉田寅次郎」他

７８７　Ｙ２８１－Ｋ６新風土記

　　　　　　　　　　　山口県では吉田松陰を取上げる

野利道昭５０伊豆春秋社

岡　繁昭５１新日本敦育図書Ｃ０．

　幸子訳昭５１条例出版

７８４　Ｙ２８１－Ｋ５下田に於ける吉田松陰

７８５　Ｙ２８１－Ｋ６萩と松陰

７８６　Ｙ２８１－Ｋ６異人のみた吉田松陰

佐

鳥

村

７９８　Ｙ２８１－Ｋ８吉田松陰遺皿帖

７９９　Ｙ２８１－Ｋ９維新的人間像

８００　Ｙ２８１－Ｋ９松下村塾

　　　　　　　　　　　児童向き

８０１　Ｙ２８１－Ｋ９吉田松陰

８０２　Ｙ２８１－ＬＯ松陰読本

７９７　Ｙ２８１－Ｋ８日本思想体系５４吉田松陰吉田常吉他昭５３岩波書店

　　　　　　　　　　書簡旅行日記を中心に編集

　　　　　　　　昭５３大和書房

奈良本辰也昭５４日本放送出版協会

古川　　蕉昭５４偕　成　社

４６・

関根悦郎昭５４創　衡　社

　　　　　　　昭５５萩市教育委員会

村岡　　繁昭５２白鳥庵史荘

山田克郎昭５２鶴　書　房

薫昭５２創　元　社

八切止夫昭５２　日本シェル出版

古川

７９５　Ｙ２８１－Ｋ７吉田松陰と僧黙霖

７９６　Ｙ２８１－Ｋ７吉田松陰

　　　　　　　　　　　小説

松陰を吟遊詩人ととらえる



森友幸照昭５７創

玖

山

元　社

８１２　Ｙ２８１－Ｌ２吉田松陰

８１３　Ｙ２８１－Ｌ３吉田松陰の詩藻

勲昭５７藤川書店

博昭５７艮周新聞社

８１１　Ｙ２８１－Ｌ２退化存神の教育者吉田松陰伊東

下秀範昭５６新人物往来社

村敏雄昭５７マツ書店

古川８０４　Ｙ２０８－ＬＯ留魂録の世界

８０５　Ｙ２８１－ＬＯ維新の先覚吉田松陰

　　　　　　　　　　　特別展の解説

８０６　Ｙ２８１－ＬＯ松陰先生と我家

８０７　Ｙ２８１－Ｌ１野山獄相聞抄

　　　　　　　　　　　小説

８０８　Ｙ２８１－ＬＩ吉田松陰の周辺

８０９　Ｙ２８１－Ｌ２吉田松陰

　　　　　　　　　　　解説田中彰

８１０　Ｙ２８１－Ｌ２暁闇の踏海

　　　　　　　　　　　小説

８０３　Ｙ２８１－ＬＯ吉田松陰をめぐる女性たち　木俣秋水昭５５大和書房

薫昭５５山口新聞社

　昭５５山口県教育委員会

古

村 山好毅昭５５吉田松陰寓居所

川　　薫昭５６文芸春秋

８］ ７

６

８ｊ８　Ｙ２８１－Ｌ４山口・人物ものがたり

　　　　　　　　　　　青少年向き

８１９　Ｙ２８１－Ｌ４吉田松陰のすべて

８２０　Ｙ２８１－Ｌ４吉田松陰

　　　　　　　　　　　初版本の複刻

４７・

余良本辰也編昭５９新人物往来社

徳、富蘇峰昭５９岩波書店

昭５９フレーベル館

８」

８】４　Ｙ２８１－Ｌ３吉田松陰翔べ・わが志古ＪＩＩ

　　　　　　　　　士たち

　　　　　　　　　　　青少年向

８１５　Ｙ２８１－Ｌ３近世私塾の研究　　　海原

　　　　　　　　　　　松下村路一時習館等を取上げる

山中鉄三昭５８徳山大学総合経済研究所

冨成

薫昭５８創　隆　杜

前野喜代治昭５８成　文　堂

　　　　　　　　叩５８現代書店

Ｙ２８１－Ｌ３棄顔の吉田松陰

Ｙ２８１－Ｌ３吉田松陰

　　　　　　　　イラスト

撒昭５８思文閣出版



社

小松浅乃昭６１文　園

古川　　薫昭６１文芸春

大林しげる昭６２潮出版

社
　
秋

８２６　Ｙ２８１－Ｌ７人間の旗上・下

８２７　Ｙ２８１－Ｌ７吉田松陰の生涯

８２８　Ｙ２８１－Ｌ７吉田松陰の甦る道上

雅
　
風
　
窓

吉川寅二郎ｌａ６２大

松風会禰昭６２松

堂
　
会

８２４　Ｙ２８１－Ｌ６女たちの明治維新

８２５　Ｙ２８１－Ｌ６吉田松陰の恋

８２ｔ　Ｙ２８１－Ｌ４松陰の教学と杉家

８２２　Ｙ２８１－Ｌ４幕末維新の思想家たち

８２３　Ｙ２８１－Ｌ５吉田松陰の教育像

輪稔夫他昭５９松　風 会
　
店山田

「札幌大学女子短期大学都研究紀要」抜刷

吉村，忠幸昭６０

洸昭５９青木斉

８２９　Ｙ２８１－Ｌ８吉田松除

８３０　Ｙ２８１－Ｌ８吉田松陰ザ語録

氏田鴬堵大４

古出松陰

　　　　　　　昭３２

８３９　４乙４－１９８　吉田松陰言行録

８４０　４丁１－２２　東北遊日記上・下

８４１　５１ｐ１－２５　松除先生批評東波策

佐藤春葉明４３大盛堂書店

　　　　　　　明１６

伊藤痴遊大３東亜堂存房

松下村塾

－４８・

８４２　０９９－　９　　俗簡複輯

８４３　９１４－リ１０　留魂録・風－遺草

８４４　松郷－２　講孟答１１記１～３

吉田松険明２８

吉田松険他明１

吉田松陰明２

Ｓ３５　Ｙ２８１－ＭＯ吉田松陰留魂録

８３６　２甲４－１２０　松陰先生教訓道話

８３７　３甲４－３　松陰詩集上・下

８３８　４乙１－２３５　吉田松陰

デュモリン昭６３南　丿

友幸照昭６３中経

社
　
版

　
　
　
出

Ｈ
　
森

８３１　Ｙ２８１－Ｌ８吉田松陰の人間学的研究下程勇吉昭６３広池学園出版部

８３２　Ｙ２８１－Ｌ９吉ＩＢ松陰と松下村塾の青春奈良本辰也他平ｌ新人物往来社

８３３　Ｙ２８１－Ｌ９（雑誌）歴史街道６月号　　　　　　平Ｉ　ＰＨＰ研究所

占川　薫訳平２徳間書

杜
　
店

８３４　Ｙ２８１－ＭＯ解釈吉田松陰の文と詩松本二郎平２松陰神



広瀬

広瀬

県立萩中学校幅昭１５８５０松郷－１８

８５１　松郷－２０

８５２　松郷－２２

８５３　松郷－２３

８５４　松郷－２５

８５５　松郷－２９

８５６　松郷－３６

８５７　松郷－３７

田中惣五郎昭１６千倉書房

萩市教育会昭１６

　　　　　　　昭３３萩市立明倫小学校

豊昭１６武竃野書院

豊昭１６武蔵野書院

昭１３～岩波書店

徳富蘇峰大６民　友　社

　　　　　　昭１１山口県教育会

士規七則註釈引誼

吉田松陰

「山口県教育」　４３１号

８４５　松郷－４

８４６　松郷－５

８４７　松郷－１１

吉田松陰全集月報合繊

　　普及版の月報

松陰先生遺文抄

吉田松陰先生の教育

散育の神吉田松陰

吉田松陰

松陰先生遺墨帖

吉田松陰先生講学の跡

　　建碑由来書

吉田松陰先生年譜

８４８　松郷－１４

８４９　松郷－１５

　　吉田松陰全集完成記念号

吉田松陰先生母憧滝子刀自河野通敏昭１３

道昭１０萩市役所

　　昭２５萩市立明倫小学校

安 藤紀一昭６

４９

野河

８６１　Ｙ２８２－Ｆ７明倫

８６２　Ｙ２８２－ＧＯ明倫館記私解
　　　　　　　　　　　とう写刷

８６３　Ｙ２８２－ＧＩ明倫館事略

８６４　Ｙ２８２－Ｇ５明倫館址

８６５　Ｙ２８２－１　１　明倫館の教育

明倫館碑文解脱

　　とう写刷

漂城明倫館学頭次第

８５８　松郷－３８　松陰先生と杉民冶翁主と　河野通毅
　　　　　　　　　して民治嚇の茶道について

松陰先生と谷三山及森田河野通観

節斎

８６０　Ｙ２８２ 近藤清石

宗実宗一編昭２明倫校友会

安藤紀一昭５

８５９　Ｙ２８２－



昭３山

昭５山

昭１０山

昭Ｚ３山

県

８７０　Ｙ２８８－Ｆ６東宮殿下行啓記念帖　粟屋芳亮細大１５日本太郎社

　　　　　　　　　　１１本大郎社は萩の新聞社

８７１　Ｙ２８８－Ｆ８皇太子殿下山口県行啓録

８７２　Ｙ２８８－Ｇ１御親閲記念録

８７３　Ｙ２８８－Ｇ５明治天皇山口県御巡幸記

８７４　Ｙ２８８－Ｈ８天皇と防長

　　　　　　　　　　　写真帖

８７５　Ｙ２８８－Ｈ８天皇陛下山口県行幸録

８７６　Ｙ２８８－１６行幸啓誌

　　　　　　　　　　　県民感想文集

８７７　Ｙ２８８－Ｊ４天皇御一家をお迎えして

８７８　Ｙ２８８－Ｊ６近世防長諸家系図綜覧

□

県

□

県

８６６　Ｙ２８２－Ｌ２

８６７　８庚－２９

明倫館御蔵書目１１根帳・

洞春寺書簿

長門国萩明倫館書庫目録

　　写本

江家年譜附系図

　　毛利氏家譜

昭５７山口大学文学部

８６９　Ｙ２８８－Ｅ２行幸記念写真帖 大ｌ山　口　県

山県篤藪智８６８　Ｙ２８８

８７９　Ｙ２８８－Ｊ７萩藩閥閲録全５冊

８８０　Ｙ２８８－Ｊ　９　御代々御判鑑

　　　　　　　　　　　徳山藩ｔのもの

８８１　Ｙ２８８－ＬＩ幕末維新名士會簡集

　　　　　　　昭４２山口県文書館

可合裕智昭４４徳山市立図書館

昭３９山口県山口国体行幸啓記録

昭４１防艮新聞社防長新聞山口支

社

昭６０教育書籍

８８３　Ｙ２８８－Ｌ９萩城下町絵図に見る分限帳阿部次男平１阿部次男

８８４　Ｙ２８８－ＭＯ萩藩城下町絵図に見る　阿部次男平２阿部次男
　　　　　　　　　人名簿及び住所録

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－５０－

李家正文編昭５６木　耳　社

　　　　　　　　　　　長州藩医李家文厚宛のものを編集

８８２　Ｙ２８８－Ｌ５防長の人と書

□

昭２３山

昭３１山

口

県

県口

県□



８９１　Ｙ２８９－ア７６鳳雲児鮎川義介

８９２　２８９－ア７６　鮎川義介伝

８９０　Ｙ２８９－ア７６鮎川義介先生追ｌ録

８８９　Ｙ２８９－ア３４

小

崎一芳昭１３東海出版社

沢親光昭４９山口新聞社

山

萩の名玉

８８６　Ｙ２８９－ア２４青木周薇自伝東洋文庫１６８　青木周蔵昭５７平　凡　杜

田中助一昭１６青木周弼先生顕彫会８８５　Ｙ２８９－ア２４青木周弼

孝女明石

くに事蹟

坂根義久昭６１刀水書房

水沢　周平１　日本エディタースクール
　　　　　　　　　　出版都

香川政一大９

佐々木義彦爾昭４３鮎川義介先生追想録編纂
　　　　　　　　　　刊行会

８８７　Ｙ２８９－ア２４明治外交と青木周蔵

８８８　Ｙ２８９－ア２４青木周蔵壮年爾

田和 　　健昭４４氏原大作顕彰会

芳樹昭５３岩国徴占館

５１－

９０６　Ｙ２８９－ウ７２長州藩の先覚者梅田虎河野通毅昭４２（萩市）梅ほ」再起
　　　　　　　　　次郎信房

桂

村岡　　繁昭４４松陰遺墨展示館

末松謙澄編明４３東京国文杜

中原郵平昭４３啓　文　社

阪谷芳郎他昭８内外書籍Ｃ０。

　　　　　　　　昭１４山口県立教育博物館

中原邦平

阿武松之助翁田中真治昭８（萩市）信清舎８９３　Ｙ２８９－ア９７
郷土美化

之行者

佐藤四郎昭２喰爾浜日日新聞社

中村金蔵昭６大　同　館

土田政次郎明４３

福本椿水述昭５惜春山荘

８９４　Ｙ２８９－イ６２伊藤公追懐録

８９５　Ｙ２８９－イ６２伊藤公銅像建設由来

　　　　　　　　　　　とう写刷

８９６　Ｙ２８９－イ６２伊藤公の最期

８９７　Ｙ２８９－イ６２少年伊藤博文公伝

８９８　Ｙ２８９－イ６２伊藤博文人生双六

８９９　Ｙ２８９－イ６２伊藤公国葬余饅

９叩　Ｙ２８９－イ６２伊藤公実録

９０１　Ｙ２８９－イ７２世外井上公伝５巻

９０２　Ｙ２８９－イ７２元勲井上馨公展覧会目録

９０３　Ｙ２８９－イ７２井上伯伝全９冊

９０４　Ｙ２８９－ウ４７氏原大作伝

９０５　Ｙ２８９－ウ５１宇都宮蓋庵



９１５　Ｙ２８９－オ２１大村益次郎 伸昭４３大村益次郎先生

　　　　　百年祭奉賛会

潔編昭１９肇　書　房

野南橋昭１５三教書院

山咲平昭１７学　習　社

９１６　Ｙ２８９－オ２１大村益次郎

９１７　Ｙ２８９－オ２１大村益次郎

　　　　　　　　　　少年向

内田

９１３　Ｙ２８９－オ２１大村益次郎　　　　内田

　　　　　　　　　　　写真を主とした解説書

９１４　Ｙ２８９－オ２１大村益次郎　　　　丹

　　　　　　　　　　　詳細な年譜及参考史科集

村田峯次郎昭５２マツノ書店９１１　Ｙ２８９一才２１大村先生逸事談話

　　　　　　　　　　　大正８年刊本の復刻

９１２　Ｙ２８９－オ２１大村益次郎

９０７　Ｙ２８９－オ２１暗い谷間　　　　　冨成　博昭４１扉同人杜

９０８　Ｙ２８９一才２１阿東町の生雲大谷本陣　石川卓美昭４２山口県文書館

　　　　　　　　　　　付：大谷家文書目録

９０９　ＹＩ２８９－オ２１大内義陸　　　　　熱田　　公昭５４平　凡　杜

９１０　Ｙ２８９－オ２１大村卿遺徳顕彰会記念誌高梨光司編昭１７大村卿遺徳顕彰会

仲昭４５大村益次郎先生

　　　　　百年祭奉賛会

天皇制軍隊の艇生をテーマとする

糸屋寿雄昭４６中央公論社

村田峯次郎大８９２０　Ｙ２８９－オ２１大村益次郎先生事蹟

　　　　　　　　　　　各氏の追懐談を附す

９２１　Ｙ２８９－オ２１大村益次郎先生伝

９２２　Ｙ２８９－オ２１大村益次郎文書

９２３　Ｙ２８９－オ２１大村益次郎写真集

９１９　Ｙ２８９－オ２１

５２・

９２４　Ｙ２８９－オ２１証言＝明冶維新１１月５川野京輔昭５２ビックフ才一出版ＣＯ．

　　　　　　　　　日大村益次郎暗殺さる

村田峯次郎明２５稲垣常三郎

内田仲編昭５２マツノ杏店

内田伸編昭５１マツノ書店

大村益次郎先生　高梨光司昭１６大村卿遺徳顕彰会

近代軍制の

創始者

佐

小

兵部

大輔

９１８　Ｙ２８９－オ２１ 大村益次郎田中惣五郎昭１３千倉書房



古

内兵衛昭４１筑摩書房

田 光昭５１東京大学出版会

　　昭３１山口県教育委員会

大

御薗生翁甫編昭６１マツノ書店９２５　Ｙ２８９－オ２１北辰余光

　　　　　　　　　　　大内氏時代の蒔文集

９２６　Ｙ２８９一才４４小倉四先生事蹟

９２７　Ｙ２８９－ヵ４１賀田金三郎翁小伝

９２８　Ｙ２８９－ヵ４１賀田金三郎翁の追憶

９２９　Ｙ２８９－ヵ４６桂公功罪史論

９３０　Ｙ２８９－ヵ４６公爵桂太郎伝

９３１　Ｙ２８９－ヵ４６長州藩士桂案文書

９３２　Ｙ２８９－ヵ６３踏海志士金子重之助

９３３　Ｙ２８９－ヵ７３於抒呂我中

　　　　　　　　　　　亀井茲監伝

９３４　Ｙ２８９－ヵ８７河上肇

９３５　Ｙ２８９－ヵ８７河上肇

９３６　Ｙ２８９－ヵ９７　Ｅ・ガントレット氏と山

　　　　　　　　　□県

福本椿水昭３３金子敏輔

加部厳夫毎昭５７マツノ書店

安藤紀一昭２

西村虎太郎大１２芳　誼　会

　　　　　　　　昭１０芳　誼　会

高橋鉄太郎大３フースヒー社

徳富猪一郎大６故桂公爵記念事業会

北原　　進昭５４立正大学経臍研究所

秋芳澗・秋吉台の紹介者

９４５　Ｙ２８９－キ５４木戸孝允

９４６　Ｙ２８９－キ５４木戸孝允

９４３　Ｙ２８９－キ５４木戸公小伝　　　　皆川嘉一明１０

９４４　Ｙ２８９－キ５４木戸孝允文書展示目録　宮内庁書陵部編昭５２

－５３－

冨成　　博昭４７三一奔房

大江志乃夫附４９中央公論社

９４０　Ｙ２８９－キ３４新責料来鳥又兵衛文書瓜生等勝昭５９瓜生等勝

９４１　Ｙ２８９－キ５１吉川経家公事蹟　　　瀬川秀雄昭６

９４２　Ｙ２８９－キ５１吉川元春元長両公三百五瀬川秀雄昭１２吉川家編纂所
　　　　　　　　　十年祭記念講演集

９３７　ＹＺ８９－キ３１岸信介伝

９３８　Ｙ２８９－キ３１昭和の妖怪岸信介

９３９　Ｙ２８９－キ３４来鳥又兵衛伝

吉本重義昭３２東洋書館ＣＯ，

田尻育三昭５４学陽書房

一

一

一 原清尭昭３８来鳥又兵衛翁顕彰会



９５１　Ｙ２８９－キ５４炎と青雲

９５２　Ｙ２８９－キ５４松菊木戸公伝上・下

９５３　Ｙ２８９－キ５４木戸孝允先生庸績録

９５４　Ｙ２８９－キ５４木戸孝允文書１～８

９５５　Ｙ２８９－キ６５三業三本杉

　　　　　　　　　　　木付家の家系

９５６　Ｙ２８９－キ６５いのち萌え

９５０　Ｙ２８９－キ５４

古川　　薫昭５３文芸春秋

妻木忠太明２明治書院

　　　　　　　　昭５５木戸孝允公百年祭奉賛会

日本史籍協会編昭６０～東京大学出版会

木村高士昭５４（防府）木村高士

今崎嗅巳 労働旬報社

妻木忠大福大１５木戸孝允５０回忌遺墨展示会

安藤紀一昭８萩市明倫小学校

９４７　Ｙ２８９－キＳ４展観目録

９４８　Ｙ２８９－キ５４木戸孝允公事蹟概要

９４９　Ｙ２８９－キ５４木戸公行実二関スル時局安藤紀一大１５
　　　　　　　　　ノ要目

　　　　　　　　　　　とう写刷

木戸松菊公逸事　妻木忠太昭７有朋堂書店
史実

考辺

　　　　　　　　　　　入坂玄瑞遺稿集

９６０　Ｙ２８９－ク２２久坂玄瑞全集全１冊　福本椿水禰昭５３マツノ書店

　　　　　　　　　　　複刻本

９５９　Ｙ２８９－ク２２

９６１　Ｙ２８９－ク２２久坂玄瑞の妻

９６２　Ｙ２８９－ク２２涙袖集

９６３　Ｙ２８９－ク４３国司信濃親相伝

９６４　Ｙ２８９－ク４８久原房之助

９６５　Ｙ２８９－ク４８久原房之助

９６６　Ｙ２８９－ク４８続久原一案言

５４－

田部厖雄昭１８翼賛出版協会

伊貿上　　茂昭１９甲子社書房

堀山久夫昭３９国司信濃顕彰会

　　　　　　　昭４５久原房之助翁伝記編纂会

山崎一芳昭１５東海出版社

久原房之助昭６霞　峰　会

９５７　Ｙ２８９－ク２２久坂家略伝

９５８　Ｙ２８９－ク２２久坂玄瑞

「土の宿」経営者木村浩子半生記

久坂恵一一編昭４３

香川政・－・昭１４（萩市）含英書房

福本椿水昭９誠　文　堂久坂玄瑞
松下村塾

偉　人



平

田

９７Ｚ　Ｙ２８９－コＺ４河内懐朝先生小伝

９７３　Ｙ２８９－コ６８厚東氏史話

９７４　Ｙ２８９－コ６８曾鳴

　　　　　　　　　　　厚東常吉伝

９７５　Ｙ２８９－コ７６小早川隆景

９７６　Ｙ２８９－コ７６小早川隆景伝完

上多助昭１４三教書院

戸贋撰明３０梨羽景介

　　　　　　昭６
広斎院

釈実誠居十

川

宍

間久吉昭１１蔵重哲三

中十郎昭４７厚東氏史料研究所

中俊資昭４０厚東事務所

福尾猛市郎昭３５熊谷敦義９６７　Ｙ２８９－ク５３顛谷五右衛門

　　　　　　　　　　　熊谷家文書を収める

９６８　Ｙ２８９－ク５５熊谷直好伝

９６９　Ｙ２８９－ク６９来原良蔵伝上・下

９７０　Ｙ２８９－ク７６粟山孝庵のこと

兼溝止清昭４０熊谷直好伝刊行会

妻木忠太昭１５

安藤杞一昭５

作

　　　　　　　　　　　「中外医事新報Ｊｌｌ５７号抜刷

９７１　Ｙ２８９－ク９９防長二於ケル郡司一族山本勉弥昭１０藤川再店
　　　　　　　　　の業績

　　　　　　　　　　　関係古文書を収める

故斎藤寅先

生を憶ふ

９８４　Ｙ２８９－シ８５幕末の豪商志士白石正中原雅人昭４５三一舟房
　　　　　　　　　一郎

村田峯次郎明４３大日本圃遡Ｃ０．

奥谷松治昭１５高隅占院

９８５　Ｙ２８９－シ８５白石家文書

５５

昭４３下関市教育委貝会

不染軒正識碍昭５５宍戸の集し

佐々木貞子昭５２佐々木義彦追憶集

安藤紀一

９７７　Ｙ２８９－サ１９

９７８　Ｙ２８９－サ２８追憶のため

９７９　Ｙ２８９－サ７１佐藤永忠年譜

　　　　　　　　　　　とう写刷

９８１　Ｙ２８９－シ２９宍戸記

　　　　　　　　　　　元禄１６年の序を有す

９８２　Ｙ２８９－シ３６品川子爵伝

９８３　Ｙ２８９－シ３６品川弥二郎伝

９８０　Ｙ２部－サ７７皿フンシスコ・ザベリヨ山本秀煌大１４イデア再院



周布政之助　境 利彦明４５博　文　館

　　　　昭４０杉道勅追悼緑刊行委員会

９９１　Ｙ２８９－ス１５

中村助四郎昭１０（萩市）松陰研究会

中村助四郎昭５６マツノ書店

９９２　Ｙ２８９－ス３２杉遭勅追悼録上・下

９９３　Ｙ２８９－ス３２学圃杉先生伝

９９４　Ｙ２８９－ス３２杉民治先生伝

　　　　　　　　　　　「学園杉先生伝」再刊

９９５　Ｙ２８９－ス３２杉家寄贈資料目録

９９６　Ｙ２８９－セ１９瀬川独活王

９９７　Ｙ２８９－セ７１奥羽鎮撫使世良参謀

９９８　Ｙ２８９－セ７１世良修蔵

９９９　Ｙ２８９－タ２３大楽源太郎

１０００　Ｙ２８９－タ３４高杉晋作

１００１　Ｙ２８９－タ３４高杉晋作小伝

１００２　Ｙ２８９－タ３４東行先生遺文

少年読本

第廿六楊

９８６　Ｙ２８９－シ８５白石正一郎日記

　　　　　　　　　　　安政４～明治５年

昭３４下間市役所

９８７　ｙ２８９－ス］５周布政之助伝上・下　妻木忠太昭５５マツノ書店

　　　　　　　　　　　復刻本

９８８　Ｙ２８９－ス１５周布政之助資料図録

９８９　Ｙ２８９－ス１５周布政之助翁略伝

９９０　Ｙ２８９－ス１５偉人周布政之肋伝

　　　　　　　　昭５４山口県教育委員会

作間久吉昭６大嵐代用附属小学校

妻木忠太昭６有朋堂書店

高杉晋作
回天の

風雲児
品川義介附１７大東亜書房

１００６　Ｙ２８９－タ３４維新の英傑高杉晋作　野原祐三郎昭８梅田利

　　　　　　　　　　　　　　－５６－

１００５　Ｙ２８９－タ３４

吉村藤舟昭２本地郷新聞社郷土史研究会

高本

谷林

　　　　　　　　昭５６萩市郷土博物爾

松本二郎昭３１松本二郎

寛昭２０大日本教育会山口県支部

博昭４９新人物往来社

１００３　Ｙ２８９－タ３４高杉晋作

　　　　　　　　　　　小説

１００４　Ｙ２８９－タ３４東行義挙録

内　田　伸昭４６風　説　社

村田峯次郎大３民　友　社

香川政一一昭１１（萩市）含英書院

車行光生五ト年大５民　友　杜
祭記念会編

渡辺霞亭昭２近代文芸社



社
　
社

田健爾昭１８京

崎士郎昭１８新尾

和

木村１００７　Ｙ２８９－タ３４海峡の風雲児

　　　　　　　　　　　小説高杉晋作

１００８　Ｙ２８９－タ３４志士の精神高杉腎作

１００９　Ｙ２８９－タ３４高杉讐作（黎明舞）

　　　　　　　　　　　小説

１０１０　Ｙ２８９－タ３４高杉腎作

１０１１　Ｙ２８９－タ３４東行高杉腎作

　　　　　　　　　　　論文集

１０１２　Ｙ２８９－タ３４高杉晋作

１０１３　Ｙ２８９－タ３４高杉晋作

文

潮

賢昭１６春陽堂杏店

海音寺潮五郎昭１６アカツキ書店

阿月健治他昭４１高杉晋作先生百年祭奉賢会

安藤紀一昭４鶴台先生追慕会

１０１９　Ｙ２８９－タ３４面白きこともなき世を面柏谷一一希昭５９新　潮　社

　　　　　　　　　白く

　　　　　　　　　　　高杉晋作遊記

１０２０　Ｙ２８９－タ３４高杉晋作長州の革命児山本光偏平１新人物往来杜

　　　　　　　　　　　雑誌「別冊彫史読本Ｊ１０月号

１０２１　Ｙ２８９－タ３４写真集高杉讐作の生涯冨成噂編平１新人物往来社

１０２２　Ｙ２８９－タ５２滝高渠先生日記　　　安藤紀一写

　　　　　　　　　　　安永７～天明３年。とう写刷。滝高梁は滝鶴台の子

三戸ノプコ昭９鶴台夫人頌徳会事務所

滝口吉継昭９滝口吉継

－５７－

１０２３　Ｙ２８９－タ５２滝長憎事蹟概要

　　　　　　　　　　　滝甚句は魯台のこと

１０２４　Ｙ２８９－タ５２滝鶴台夫人小伝

１０２５　Ｙ２８９－タ５２父を語る

１０１４　Ｙ２８９－タ３４高杉晋作全集上・下　堀哲三郎碍昭４９新人物往来社

　　　　　　　　　　「学校問答丿等横井小楠の著作が混入

古川　　薫昭４９創　元　社

奈良本辰也昭４９中央公論社

１０１５　Ｙ２８９－ダ３４高杉晋作のすべて

１０１６　Ｙ２８９－タ３４高杉習作

１０１７　Ｙ２８９－タ３４高杉晋作青春と旅

１０１８　Ｙ２８９－タ３４高杉習作写真集

古川　薫柵昭５３新人物往来社

冨成　　博昭５４長周新聞社

奈良本辰也昭５８旺　文　社

古川　薫他昭５９新人物往来社



１０３０　Ｙ２８９－タ７９田中義一伝上・下

１０３１　Ｙ２８９－タ７９田中義一伝記附録写真帳

１０２９　Ｙ２８９－タ７９

］０３２　Ｙ２８９－タ７９没後五十年田中義一途熊野英坤智昭５３田中義一顕彰会
　　　　　　　　　憶集

１０３３　Ｙ２８９－タ７９肝伝田中義一上・下田崎末松昭５６平和戦略綜合研究会

大１４玉木先生建碑会１０３４　Ｙ２８９－タ８８玉木正謹先生伝

　　　　　　　　　　　とう写刷

１０３５　Ｙ２８９－タ８８玉木正雄先生伝

　　　　　　　　　　　とう写刷

田中義一

１０２６　Ｙ２８９－タ５２滝口明城翁遺詠紗

１０２７　Ｙ２８９－タ５２明城先生を語る

１０２８　Ｙ２８９－タ７９青空を見つめて

作間久吉編昭１１作間大吉

松林桂月碍昭ＩＩ

原田指月　　甲子書院

田中義一を圭人公にした少年読物

保利史革昭３第一出版社

高倉徹一裾昭３３田中義一伝記刊行会

　　　　　　昭３２田中義一伝記刊行会

宰相と

なるまで

１０４０　Ｙ２８９－ト９２得庵全集続編並年譜

１０４１Ｔ２８９－ト９８烈婦登波

１０４２　Ｙ２８９－ナ１８長井雅楽

１０４３　Ｙ２８９－ナ１８長井雅楽詳伝

　　　　　　　　　　　復刻本

１０４４　Ｙ２８９－ナ２３人間長岡外史

１０４５　Ｙ２８９－ナ２５中島名左衛門の死

　　　　　　　　　　　伝記

１０３９　Ｙ２８９－ト６３

鳥尾小弥太附９得　庵　会

北川栄熊極大６烈婦表終会

松本二郎編昭３７長井雅楽顕彰会

中原邦平昭５４マツノ書店

５８・

戸田大八郎昭Ｓ１艮岡外史顕彰会

丙嶋量三郎昭６０梓　書　院

富永有隣先生小伝王木俊雄昭１１富永有隣先生事蹟顕彰会

吉田庫 他
一

一

一

勤王

志士

１０３６　Ｙ２８９－ツ５１北艮門須佐の生んだ勤王松本二郎昭４９津田舜甫
　　　　　　　　　の士津田常名翁の伝記

１０３７　Ｙ２８９－ツ７４坪井信道爵文及書翰集　青木一郎禰昭５０岐阜県医師会

１０３８　Ｙ２８９－ト２４贈正四位時山直八伝　神代藤次編昭１２神代謙次



１０４９　Ｙ２８９－ナ３１永富独囃庵遺稿集 木山芳明編昭３２永富独囃庵顕彰会

「漫遊雑記」．「吐方考」、［撒電口訣］．「嚢語」．「藻光秘録」

１０５０　Ｙ２８９－ナ３１独喘庵

１０５１　ＹＺ８９－ナ３８中村正路翁を偲ぶ

１０５２　Ｙ２８９－ナ３８中村雪檎先生行状

木山芳明昭３２永富独楡庵顕彰会

藤本　実昭２８中村致堂翁事蹟顕彰会

桂木彦一大１２

安藤紀一昭３（萩）中島義三１０４６　Ｙ２８９－ナ２５中島津徳事蹟鍵要

　　　　　　　　　　　中島治平伝

１０４７　Ｙ２８９－ナ２５中島車徳伝

　　　　　　　　　　　とう写刷

１０４８　Ｙ２８９－ナ２５隠れたる科学の先覚者
　　　　　　　　　中島治平

安藤紀一

雑誌「科学知識」昭石・２月号

昭６科学知識普及会

１０５３　Ｙ２８９－ナ３８萩の恩人中村雪樹先生田中助一昭４２防長最書刊行会

１０６１　Ｙ２８９－ハ７７維新史料大庄屋林勇蔵藤井孫光編大５豊島虎一一

波多放彩｀Ｉ句山口民放杜

桂　芳樹昭４８岩国徴古館

狩谷平司昭１４東海出版社

山本康尚昭３菩薩行道会

－５９・

１０６２　Ｙ２８９－ヒ１７東沢瀦

１０６３　Ｙ２８９－ヒ３３ビリヨン神父の生涯

１０６４　Ｙ２８９－フ４５福原越後血染之直衣

　　　　　　　　　　　戯曲

田中助一昭１６田中助―

和田政雄編昭４５金　聞　社

野坂参三昭５０新日本出版社

野村望東尼昭１７春　陽　堂

１０５４　Ｙ２８９－ノ１１能美洞庵略伝

１０５５　Ｙ２８９一ノ１３乃木希典日記

１０５６　Ｙ２８９－ノ１４風雪のあゆみ１～４

１０５７　Ｙ２８９－ノ１８夢かぞへ

「向陵集」．「夢かぞへ」（幽囚記）、「防州日記」を収録

１０５８　Ｙ２８９－ノ１８防州日記

１０５９　Ｙ２８９－ノ１８上京日記・姫鳥日記

　　　　　　　　　　　附、年譜

１０６０　Ｙ２８９－ハ４９放彩戯稿

野村望東尼昭６防府婦人会

野村望東尼昭１８文友堂書店



１０７２　Ｙ２８９－マ１９前原―誠年譜 静宇野史昭４

とう写刷。静宇野史は安藤紀一

妻木忠太昭９積　文　館

　　　　　　　　昭５２前原―腱萩の乱百年祭顕

　　　　　　　　　　彰会

奈良本辰也昭５９中央公論杜

１０７３　Ｙ２８９－マ１９前原－誠伝

１０７４　Ｙ２８９－マ１９殉国

　　　　　　　　　　　堀真五郎自伝。大正３年刊の複刊

１０７１　Ｙ２８９－マ１９不運なる革命児前原一雄来原慶肋大１５平　凡　社

　　　　　　　昭５８宇部市立図書館

上田芳江昭４１福原越後公百年祭記念顕
　　　　　　　　　　彰会

藤本閑作昭３福原越後公倖績顕彰会

　　　　　　　大５

１０６５　Ｙ２８９－フ４５福原家文書上・中

１０６６　Ｙ２８９－フ４５福原越後

１０６７　Ｙ２８９－フ４５福原越径公を懐ふ

１０６８　Ｙ２８９－フ５６故男爵藤田翁銅像建設書

１０６９　Ｙ２８９－フ５６藤田翁言行録

１０７０　Ｙ２８９－ホ３１伝家録

舎

一

岩下啼周大２秀　英

楓　真五郎　　堀　栄

１０７５　Ｙ２８９－マ１９あゝ東方に道なきか

　　　　　　　　　　　評伝前原一統

１０７６　Ｙ２８９－マ４８益田右衛門介親施

１０７７　Ｙ２８９－マ４８益田親施

１０７８　Ｙ２８９－マ４８中世益田氏の遺跡

１０８２　Ｙ２８９－マ５７ 松林桂月

１０８３　Ｙ２８９－マ６２松岡洋右

－６０－

１０＆４　Ｙ２８９－マ７６萩明倫館の天文・暦数師田中助
　　　　　　　　　範松本家について

難波専太郎昭３８美術探求社

松岡洋右伝記刊昭４９講　談　社
行会編

１０７９　Ｙ２８９－マ５７日本画の大家松林桂月中原義則昭５国民教育会出版部
　　　　　　　　　画伯苦心物語

田中助一昭３９

田中劫一昭４５

広田八穂昭５４益田市史談会

難波専太郎昭３３美術探求杜

横尾深林人昭３８

改訂

増補

１０８０　Ｙ２８９－マ５７松林桂月

１０８１　Ｙ２８９－マ５７しにかげんな世の中

　　　　　　　　　　　松林桂月糾弾の書



１０８９　Ｙ２８９－ミ９２　「；月性の研究　　立泉昭雄編昭５４マツノ書店

　　　　　　　　　　　　児玉破「月性と真宗教団」、海原徹「教育者としての月性」、

　　　　　　　　　　　　井上磐太郎Ｆ月性と秋良敦之助」、村岡繁「月性と吉田松陰」、

　　　　　　　　　　　　吉富治一「詩人としての月性」

１０９０　Ｙ２８９－ム７１村田清風先生遺著漁翁村田清風昭４（萩）池田常吉

　　　　　　　　　寝言

熊田葦城記大１３実業之日本社

小谷保太郎編大１４政　教　社

　　　　　　　昭７

河野通毅昭６

香川敗一昭１３（萩市）含英書院

香川政一編昭１３

１０９１　Ｙ２８９－ム７１清風松の由来

１０９２　Ｙ２８９－ム７１村田済風小伝

１０９３　Ｙ２８９－ム７１源清風年譜完

　　　　　　　　　　　とう写刷

１０９４　Ｙ２８９－ム７１村田清風

－

ｋ ・ Ｊ

一

一】０８５　ＹＺ８９－ミ１３観樹鰐・●快録

　　　　　　　　　　　三浦梧棲

ｔ０８６　Ｙ２８９－ミ１３観樹将軍縦横馥

１０８７　Ｙ２８９－ミ１３観梅蒋軍回顧録

１０８８　Ｙ２８９－ミ１３観樹片影

戸十 細大７日本書院

昭８山口県教育会

１１０３　Ｙ２８９－モ１７雑本反始私録

　　　　　　　　　　　毛利元就以下藩主贈位を記念した出版

明４１

６１

１１０１　Ｙ２８９－ム７１肴雨村田峯次郎翁年譜　吉田祥朔叩２９村田はる

１１０２　Ｙ２８９－モ１７忠正公御事蹟脱諭略記杉　民治明２０

　　　　　　　　　　　明治８年、山代地方の人民に説論したもの

１０９６　Ｙ２８９－ム７１済風翁と済風松　　　自藤　　董昭５３

１０９７　Ｙ２８９－ム７１村田清風－その業績と平川喜敬昭５５東洋図書出版Ｃ０．
　　　　　　　　　感慨一

１０９５　Ｙ２８９－ム７１村田清風全集上・下　山口県教育会碍昭３６山口県教育会

　　　　　　　　　　　綱井平洲の「野芹」等が混在

１０９８　Ｙ２８９－ム７１経営参謀村田清風

１０９９　Ｙ２８９－ム７１村田清風関係文書目録

１１００　Ｙ２８９一ム７１村田清風全集拾遺

霜月一生平１叢　文　社

梶原良則楊平１三隅町教育委員会

松本二郎編平ｌ三隅町枚育委員会



黒田鹿水昭５

瀬川秀雄大３広鳥県高田郡私立教育会

瀬川秀雄編大５三卿伝編纂所

作間久吉大１３作間久吉

　　　　　　　　大１５萩中学校国語漢文科会

　　　　　　　　　　公爵毛利家編輯所

香川取一昭４

１１０７　Ｙ２８９－モ１７毛利元就卿

１１０８　Ｙ２８９－モ１７元就卿御教訓状

１１０９　Ｙ２８９－モ１７毛利忠正公盛徳記

１１１０　Ｙ２８９－モ１７毛利敬親公偉勲銘

１１１１　Ｙ２８９－モ１７忠愛公略伝

１１１２　Ｙ２８９－モ１７毛利綱広公御事蹟

　　　　　　　　　　　とう写刷

１１１３　Ｙ２８９－モ１７英雲公と三田尻

　　　　　　　　　　　とう写刷

１１１６　Ｙ２８９－モ１７毛利元就と教育

１１１７　Ｙ２８９－モ１７英雲公と防府

１１１８　Ｙ２８９－モ１７毛利元艇と勣王

１１４　Ｙ２８９－モ１７少年毛利元就伝

１１５　Ｙ２８９－モ１７もりのはな

　　　　　　　　　　藩政期女性逸話集

野尻二太郎昭６大　同　館

香川政一昭６阿武郡教育会

１１０５　Ｙ２８９－モ１７忠正公略伝

　　　　　　　　　　　長周叢書の１冊

明４２稲垣常三郎

１１０４　Ｙ２８９－モ１７忠正公勤王事蹟上・下中原邦平述明４２同　裳　会

１１０６　Ｙ２８９－モ１７ 忠正公勤王事蹟　中原邦平明４４防長史談会
訂正

補修

贈従三位毛利吉元卿

撞従三位毛利斉広卿

会
　
社

知
　
元

１１２１　Ｙ２８９－モ１７毛利敬親公勤王伝の補正杉　敏介昭１７温

１１２２　Ｙ２８９－モ１７毛利元就　　　　　瀬川秀雄昭１７創

６２・

１１２３　Ｙ２８９－モ１７ 略伝

都勇二昭１４郷土史調査会
郷土

史談

水無瀬徳太郎昭６郷土史調査会

香川政一昭１１防長倶楽部

小祁勇二編昭１１郷土史調査会

１１２０　Ｙ２８９－モ１７毛利元就公の事蹟特に其順川秀雄昭１６山口県教育会
　　　　　　　　　教訓状を脱いて防長精神
　　　　　　　　　の由来に及ぶ

毛利元就ＩＩＩｇ　Ｙ２８９－モ１７



坂本箕山大日至誠堂書店山県有朋

１１３１　Ｙ２８９－ヤ５３山県公のおもかげ

１１３２　Ｙ２８９－ヤ５３山県公の生涯と功業

ｎ３０　Ｙ２８９－ヤ５３

１１２４　Ｙ２８９－モ１７史伝毛利元就

１１２５　Ｙ２８９－モ１７毛利輝元卿伝

１１２６　Ｙ２８９－モ１７毛利元就写真集

森本　集昭５６

岐辺世祐昭５７マツノ書店

森本　繁昭６２新人物往来杜

元帥

公爵

１１２７　Ｙ２８９－モ１７日本の肖像７董施と教育　保田信之他編平１毎日新聞社
　　　　　　　　　　　長州毛利家他

１１２８　Ｙ２８９－モ５７森寛斎先生小伝　　　田総百合之助磁昭１１（萩）前田六郎

１１２９　Ｙ２８９－ヤ５３元老山県　　　　　西村文則大１１忠　誠　堂

雑誌「太隔」第２８巻３号

文

６３

１１３３　Ｙ２８９－ヤ５３山県元帥　　　　　杉山其日庵大１４博　文　館

　　　　　　　　　　　杉山其日庵は杉山茂丸

１１３４　Ｙ２８９－ヤ５３山公達烈　　　　　高橋椿庵大１４慶文堂杏店

１１３５　Ｙ２８９－ヤ５３素空山県公伝　　　徳富蘇峰昭４山県公爵伝記編纂会

　　　　　　　　　　　山県伊三郎伝

１１３６　Ｙ２８９－ヤ５３山県公のおもかげ　　入江貫一昭５偕行社編纂部
　　　　　　　　　附追憶百話

１１３７　Ｙ２８９－ヤ５３公爵山県有朋伝　　　徳富蘇峰昭８山県有朋公記念事業会
　　　　　　　　　上・中・下

１１３８　Ｙ２８９－ヤ５３山県有朋公紀念事業報告書　　　　　　昭８山県公記念事業会

１１３９　Ｙ２８９－ヤ５３遺稿越の山風　　　山県有朋昭１４東京書房

１１４０　Ｙ２８９－ヤ５３山県有朋と勝津家　　山口重治昭４４

１１４１　Ｙ２８９－ヤ５３山県有朋　　　　　藤村道生平２吉川弘文館

１１４２　ＹＺ８９－ヤ５３山県周南先生伝　　　田中喜市大５

　　　　　　　　　　　とう写刷

１１４３　Ｙ２８９－ヤ６４山田原欽　　　　　安藤紀一昭１５明倫同窓会

１１４４　Ｙ２８９－ヤ６４山田顕義伝　　　　　　　　　昭３８日本大学

　　　　　　　　　　　「空斎文藻」を収む

入江貫一大１１博

　　　　　　　　大１１溥

文

館

館



１１４９　Ｙ２８９－ヤ６９れ駿ぼ‰正次田中助一昭４２西鳥愛三

１１５１　Ｙ２８９－ヨ３１池田屋事変始末記　　冨成　博昭５０新人物往来杜
　　　　　　　　　　　副題：新選組と吉田稔麿

１１５０　Ｙ２８９－ヤ７４残念さん山本文之助鑑光阪本務他裾昭９万　有　杜

平１日本大学

１１４５　Ｙ２８９－ヤ６９シリーズ学祖・山田顕

　　　　　　　　　義研究第二集

１１４６　Ｙ２８９－ヤ６４シリーズ学祖・山田顕

　　　　　　　　　義研究第三集

１１４７　Ｙ２８９－ヤ６４シリーズ学祖・山田顕
　　　　　　　　　義研究第四集

Ｈ４８　Ｙ２８９－ヤ６４日本大学学祖・山田顕義

　　　　　　　　　伯爵の墓所整備に伴う学

　　　　　　　　　術調査報告書１９８９

昭６１日本大学

平２日本大学

昭６３日本大学

松本二郎昭４１萩郷土文化研究会

１１６０　Ｙ２９０－Ｋ　８　防長地下上申全４冊

１１６１　Ｙ２卵－ＬＯ山口県の地名

　　　　　　　　　　　「日本歴史地名大系３６」

１１６２　Ｙ２９０－　Ｌ　１　防長風土注進案と同和問題

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－６４・

１１５４　Ｙ２９０－　Ｇ　６　山口県陸路里程表　　　　　　　昭１１山　口　県

１１５５　Ｙ２９０－　１　０　山口県新誌　　　　浜田清吉昭２５日本書院

　　　　　　　　　　　地誌

１１５６　Ｙ２９０－　１　２　ＧＬＩＭＰＳＥＳ　ＯＦ　ＹＡＭ一　　　　　昭２７
　　　　　　　　　ＡＧＵＣＨＩ　ＰＲＥＦＥＣＴＵＲＥ

１１５７　Ｙ２９０－Ｊ１防長風土注進案全２２冊　　　　　昭３６～山口県文書館

　　　　　　　　　　　用謡の解説や貪料集の「研究要覧」をふくむ

１１５８　Ｙ２９０－　Ｊ　１　豊浦藩村浦明綱書　　　　　　　昭４０山口県文書館

１１５９　Ｙ２９０－Ｋ　２　山口県瓜土誌全１４冊　近藤清石碍昭４７～歴史図杏杜

昭５８山口県文書館

昭５２～マツノ書店

昭５５平　凡　社

１１５３　Ｙ２８９－ワ４６
松陰門下の

最後の生存者

１１５２　Ｙ２８９－ワ４６渡辺内蔵太小伝

　　　　　　　　　　　附：萩法華寺仇討

金子久一編昭１５金子久一渡辺翁を

語る



１１６５　Ｙ２９１－Ｄ２　山口県中地理

１１６６　Ｙ２９１－Ｇ　１　防長地名淵鑑

１１６７　Ｙ２９１－Ｈ２　山口県地誌

１１６８　Ｙ２９１－　１　９　のびゆく山口県

１１６９　Ｙ２９１－　Ｊ　４　歴史と伝脱の旅

１１７０　Ｙ２９１－　Ｊ　６　日本城郭全集（こ！ご）

　　　　　　　　　　　山口県関係分

１１７１　Ｙ２９１－　Ｊ　８　山口県の日本一物語

１１７２　Ｙ２９１－Ｋ　２　山口県地名明綱書

１１７３　Ｙ２９１－Ｋ　４　防長地名淵鎬増補

１１７４　Ｙ２９１－Ｋ５　山陽道

１１７５　Ｙ２９１－Ｋ６　山口県の旅観光ガイド

１１７６　Ｙ２９１－Ｋ６　防長両国村別地図

１１６４　Ｙ２９１－

　　　　　　　　　　　「山口県近武史研究要覧」附録

１１７７　Ｙ２９１－Ｋ　７　防長古図

　　　　　　　　　　　萩藩絵図方作成、文政後期か

光尾芳人他昭４３

田村哲夫編昭４７史書刊行会

御薗生翁甫昭４９マツノ書店

岸井良衛昭５０中央公論社

　　　　　　昭５１山口県観光連盟

　　　　　　昭５１マツノ書店

角川日本地名大辞典３５

山口県

山口県郷土誌

昭６３角川書店

西部徳太郎編　　西部教育出版社

井原　儀明３５白銀日新堂

御薗生翁甫昭６防長倶楽部

　　　　　　　　　　山口県地歴会研究部

　　　　　　　　昭３４山　口　県

　　　　　　　　昭３９山口銀行

臼杵華臣他昭４２人物往来什

１１６３　Ｙ２９０－Ｌ　８

昭５８山口県ふるさとづくり県

　　　民会議

清水秀登昭５７

下瀬信雄写真昭５７大和書房

　　　　　　　　昭５８山口県文化財愛護協会

－

６５・

１１７８　Ｙ２９１－Ｋ　８　山口県地名考正一続　高橋正雄昭５４山口県地名研究所

昭５２マツノ書店

１１７９　Ｙ２９１－Ｌ　Ｉ　歴史の道調査報告書
　　　　　　　　　茲往還２冊

　　　　　　　　　　　資料編共

１１８０　Ｙ２９１－Ｌ　２　防長四十八滝

１１８１　Ｙ２９１－Ｌ２　空から見たやまぐち

１１８２　Ｙ２９１－Ｌ３　歴史の道詞査報告再
　　　　　　　　　山陽道

１１８３　Ｙ２９１－　Ｌ　３　山口県の島々

昭５６山口県文化財愛護協会



噌５９昭　文　社

碧瑠璃園 大　鐙　閣

昭４９しらがね白石書店

昭５０萩市郷土博初館友の会

　　　　　　　昭５８山口県観光連盟

　　　　　　　昭５９山口県ふるさとづくり県

　　　　　　　　　　民会議

　　　　　　　昭５９県立山口博物館

　　　　　　　昭６０山口新聞社

　　　　　　　昭４０白石信夫

萩郷土文化研究昭４４しらかね白石書店

会碍

１１８４　Ｙ２９１－　Ｌ　３　山口県ふるさとの散歩道

１１８５　Ｙ２９１－Ｌ４　ふるさと自慢

１１８６　Ｙ２９１－Ｌ４　防長の古地図

１１８７　Ｙ２９１－Ｌ５　ふるさとの綺り

１１８８　Ｙ２９２－Ｄ７　山口県萩町新地図

１１８９　Ｙ２９２－　Ｊ　９　萩城下町地図　　　ｉ

　　　　　　　　　　　鳥永年間

１１９０　Ｙ２９２－Ｋ４　最新萩市街図

１１９１　Ｙ２９２－Ｋ５　萩城古図

　　　　　　　　　　　慶安５年作成分

１１９２　Ｙ２９２－　Ｌ　４　都市地図萩市

　　　　　　　　　　　１／１０，ＣＸ幻

１１９３　３甲７－３３９高杉腎作　　　　‘

　　　　　　　　　　　作者の本名は峻辺霞亭

１１９４　４甲２－１６１林万喜多翁覚書（写本）

　　　　　　　　　　　毛利家史料編纂所太田報助の質問に答えたもの

１１９５　４甲２－１９４未定稿防長回天史第３編４冊

１１９６　４甲２－１９６扶桑見聞私記８０冊　須磨不音

　　　　　　　　　　　別名「大江広元日記」、偽書、全８０巻、江戸時代の禁書

１１９９　４甲２‾２２３竺豊．；：ぶ維新風雲録末松謙澄編明３３哲学書院

１２００　４甲２－２２９温故私記上・中・下　国重政恒明３１長周叢書のうち

１２０１　４甲２－２３０吉田物晒上・中・下　杉岡耗房明３１長周最書のうち

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－６６－

労　会

１１９７　４り１２－２０５甲子兵賢図（折本）上・下

　　　　　　　　　　　元冶元年禁門の変

１１９８　４甲２－２１４史談会速記録１～１２輯

　　　　　　　　　１０冊

　　　　　　　　　　　明冶罹新史資料

明２６

同



１２０６　４甲２　－２８１　外蕃通略

１２０７　４甲２－２８６懐旧記事５巻５冊

１２０８　４甲２－３０５江東秘記（写本）

１２０５　４甲２－２７４唐船（写本）全１０冊の内３冊

　　　　　　　　　　　長崎聞役記録

　　　　　　　　　　　古記録を多く引用している

１２０９　４甲２－３０７見聞秘集（写本）全２冊

　　　　　　　　　　　古配録を多く引用

吉田松陰明２７吉田庫三

山県有朋述明３１丸善書店

近藤活刷所１２０２　４甲２－２５２改定史籍集覧７安西軍
　　　　　　　　　策他

１２０３　４甲２　－２５２　改定史籍集覧１５毛利元
　　　　　　　　　就記他

１２０４　４甲２－２６５啓運録 村田峯次郎編明３０

近藤活刷所

近藤涛有明１８

防長編年史、記事には出典を附す

吉田松陰以下防長人士の小伝

　　　　　　　　　－６７－

１２１９　４甲２　－４７４　蜻献事項上・下

１２１５　４１１１２－３９４防長遺芳上・下

１２１６　４甲２－４２１大内氏実録全５冊

１２１７　４甲２－４２５長州家年報表（写本）

１２１８　４甲２－４７３山口県史略６巻６冊

１２１０　４甲２－３３０国史纂論１０冊　　　山県太華弘化３

１２１１　４甲２－３８６開国五十年史上・下　大限重信編明４１開国五十年史発行所

　　　　　　　　　　　　伊藤博文「帝国憲法制定の由来」、山県有朋「陸軍史」、井上
　　　　　　　　　　　　勝「鉄道誌」等

１２１２　４甲２－３８７江家秘錐（写本）全５冊

　　　　　　　　　　　毛利氏関係

１２１３　４甲２－３８８熊本山口両県下職争紀安達成章明９

　　　　　　　　　聞上・下

１２１４　４甲２－３９３毛利家古実見聞録（写本）

　　　　　　　　　　　天明７年写

近藤清石明１６

野原祐三郎明４３活動之青年社

近藤清石明１８



１２３１　４乙Ｉ－１０３香川津幸子伝

１２３２　４乙ｌ－１２２釈月性

１２３３　４乙ｌ　－１５５　国学者伝記集成

　　　　　　　　　　　近藤芳樹を収める

１２３４　４乙Ｉ－１６１殉難録稿５０巻４９冊

嘉

一

沢 宣

１２２０　４甲３－１４７英国史８巻８冊

１２２１　４甲４－４４　１仮題）攘夷前後始末

　　　　　　　　　　　（写本）

（英国）幕維康文久元長門温知社

元治２

　　　　　　　　　　　長州藩主歎願奔・告文他

１２２２　４甲４－４５｛仮題｝京師変動以来諸
　　　　　　　　　隊歎願書他（写本）

　　　　　　　　　　　杉徳輔「航海日記」等を収める

１２２３　４甲４－４８　温故記（写本）

　　　　　　　　　　　毛利家に閤する記録及び覚書

１２２４　４甲４－４９　萩府秘蔵（写本）

　　　　　　　　　　　「関ヶ原陣以後当家之次第」他

１２２５　４甲４－５０　他国問答（写本）

１２２６　４甲４－５１　長防臣民合議書　　　　　　　　で

１２２７　４甲４－６８　元就公より隆元公・元響
　　　　　　　　　公・隆景公への御條数の
　　　　　　　　　写（折本）２帖

１２２８　４乙１－４９　甲子殉義士伝上・下　村田峯次郎碍明

１２２９　４乙ｌ－７５　大江重就公御一代集（写本）

１２３０　４乙ｌ－７９　大江宗広公傷一代集（写本）

岸

１２３７　４乙１－１９５贈従四位中谷正亮

　　　　　　　　　　　鳥永６～慶応・３年間国事に殉難した人々の伝記集成

１２３５　４乙１　－１７６　三条実芙公年謙３０冊

１２３６　４乙１－１８４文恭公実録（写本）

　　　　　　　　　　　涛末藩世子毛利匡民のこと

－６８－

明４４

貫 明３４溥　文　館

明３７大日本図件Ｃ０．

川田剛他明３７

河



伊藤博文・井上馨・ｌｌｌ県有朋の懐¶日談

時山弥八碍大２

遊佐新右衛門記

　　　　　　　明３３

１２４８　４乙４－６２　見聞私記

　　　　　　　　　　　毛利斉広行実記

１２４９　４乙４－６３　文恭世子遺事

山県太華

１２４０　４乙１－２５９明治功臣録天・地

１Ｚ４１　４乙３－１９　本藩年表（写）（折本）

１２４２　４乙３－３１　佐々木家系図（写本）尼

　　　　　　　　　子・宍道

１２４３　４乙３－３２　案譜児玉（写本）

１２４４　４乙３－５６　防長史談会会員名簿

１２４５　４乙３－６２　旧長藩殉難者名簿

１２４６　４乙３－７３　遊佐家譜（写本）４冊

１２４７　４乙４－５８　元勲肢

１２３８　４乙１－２４３当世策士伝 靭崎鴛城大３東　亜　堂

大５

　　　　　　　　　　　山県有朋・桂太郎等を取上げる

１２３９　４乙ｌ－２５８宇都宮真名介先生小伝　小出豊登細大４

　　　　　　　　　　　孚都官黙霖伝

渡辺修二郎大ｌ１２５３　４乙４　－２２０　木戸孝允言行録

　　　　　　　　　　　「偉人研究」第７１編

１２５４　４丙２－５　山口県地誌略

１２５５　４丙２－６５　山口県大小区名書

　　　　　　　　　．ｈ・下

６９

近藤清石明１２

】２５１４乙４－６９　１正四位周布政之助君井上馨文明２９
　　　　　　　　　碑銘

１２５２　４乙４　－１７６　明治維新三大政治家　池辺三山大１

　　　　　　　　　　　大久保利通・岩倉具視・伊藤博文論

１２５０　４乙４－６８　恋の伊藤博文

清末藩世子毛利匡尺のこと

禅罵明３５谷



石

飯

１２６０　４１０－３０

１２６１　４１０－３３

１２６２　４１５－１４

１２６３　４１７－１８

松下村塾

１２６４　４２０－４

１２６５　４２０－５

寛政十二庚申歳正月吉日庄屋友吉噸
公用控（写本）

宋元明鑑紀奉使抄上，下吉田松陰楊明２松下村塾

鴉片始末附考異（写本）斎藤竹堂

　　月性考異

村貞一明４４

田忠彦明１５

１２５７　８丁－２６８

１２５６　８丁－２６３　御座敷図（写本）

　　　　　　　　　　　「於大書院正月元日上段御規式之図」

享保五年御書附井伺書

｛写本｝

延享三丙寅七月廿四日寅

卯辰三ヶ年之御仕組井六

ヶ年之御倹約御書附（写

本）

長門国萩明倫館書庫目録

｛写本｝

訂正続続皇朝史略

野史全１００冊

大和日記全

１２５９　８庚－２９

１２５８　８丁－２６９

活版史略１～３

参議広沢真臣卿略伝

１２７０　２１５－サ８

１２７１　２１５－ホ１６

１２７２　２１５－ホ２０

三業

防長史鮫

某氏意見書

大

７０・

　　　　　　　　　　　「日本経済大典」よりのコピ

１２７３　２１６－ヵ４　元治甲子殉難士名簿

野深戴明２松下村塾

藤　机明２６

　　　　　　明６山　口　県

村田峯次郎大１０

１２６６　４３０－５５

１２６７　４Ｓ９－１５

１２６８　２１４－チ５ み見広頼朝鮮滞陣日記下瀬頼直
（写本）

狩

１２６９　２１５－イ１　関西陰徳太平記８０巻　香川正矩（幕末期）

　　　　　　　　　　　欠巻あり



１２８５通郷－９　日載備忘

　　　　　　　　　　　慶応４年分

１２８６通郷－１０　日載

小幡屏山

新撰塾の卜祀。明治４～５年

１２７４　２１６－ヒ５　肥長電伝録初編～三楊青山　薫編明９～

　　　　　　　　　全６冊

　　　　　　　　　　　萩の乱関係

１２７５　２８１－シ８　二孝子伝　　　　　沢　宣嘉

１２７６　２８２－モ７　蒙求詳説１６巻４冊　宇都宮悪庵天和３

１２７７　２８２－モ９　僥註●求校本　　　佐々木向陽疏安政５

　　　　　　　　　上・中・下

　　　　　　　　　　　岡白駒１註の疏。佐々木向陽は宇部福原氏の倫臣

１２７８　２８８－コ４　江氏家譜（写本）

　　　　　　　　　上・中・下

　　　　　　　　　　　毛利氏家譜。宗広までを記す。山県岡南序

１２７９　２８９－キ９　勅撰木戸公神道碑　三鳥毅撰文大２

　　　　　　　　　　　野村泰介書

１２８０通郷－１　御使番役諸廻状案文目録

　　　　　　　　　（写本）

１２８１通郷－３　吉見記（写本）

　　　　　　　　　　　天保１１年写。吉見氏

１２８２通郷－６　拾遺萩の枝折（写本）５冊

　　　　　　　　　　　幕末期長州藩を扱う

１２＆３通郷－７　銀山騒乱略記（写本）

　　　　　　　　　　　生野の変

１２８４通郷－８　銅臭瑕録　　　　　小幡屏山

　　　　　　　　　　　屏山は小幡高政。慶応２～同４年の金銭出納簿

１２８８通郷－２１　乾鳥略志（写本） 新山政辰

安政５年，成。見島の地誌

　　　　　　　　　－７１－

雙　柿　園１２８７通郷－１１　座右抜粋（写本）

明治初年の山口県庁文書の抄写



佐伯為蔵楊昭８

和田彦次郎禰昭８

１２９２通郷－３５　近世防府人物腱

１２９３通郷－３６ 明治維新志士叢孜

全５冊

１２９０通郷－３０

１２９１通郷－３１

電燈株式会社買収山口県内務節電昭３

経過誌　　　気局

萩

防町

　　電燈株式会社は、昭和２年１１月に県営となる

豊栄仰徳記　　　　作間入吉楊　昭７

毛利元就の教訓状について瀬川秀雄昭７

　　「史学研究」第４巻３号抜刷

１２８９通郷－２２

１２９４通郷－４１　考古学上より見たる長門国山本　博昭９

　　　　　　　　　　　「萩中学校校友会雑誌」３３号より抜刷

１２９５通郷－４２　稿本防長所在洪魯年表小川五郎昭９

　　　　　　　　　　　「考古学雑誌」より抜刷

１２９６通郷－４５　西日本弥生式問題　　山本　博昭１０

　　　　　　　　　　　「考古学雑誌」抜刷。萩市大井の出土品を中心に論述

１２９７通郷－４６　防長二州と北九州及び朝山本　博昭１０

　　　　　　　　　鮮との古代に於ける文化

　　　　　　　　　関係

　　　　　　　　　　　三輪為一「防長藩百姓一揆概観」他

１３０３通郷－７０　広鳥山口両県下経済史料

　　　　　　　　　採訪報告

　　　　　　　　　　　「経済史研究」第２０巻より抜刷

１３０４通郷－７２　萩城天守閣

　　　　　　　　　　　とう写刷

山本

山本

７２－

昭１３

皇政復古と切支丹

萩城址の研究

防長文化研究年報第１輯

古文書が語る維新前の秘史広津藤吉昭１２下関梅光女学院

１２９８通郷－５４　長門国紫福村見鳥氏の研究山本　博

　　　　　　　　　　　とう写刷

博昭１２

博昭１２

　　昭１３

１２９９通郷－５５

１３００通郷－５８

１３０１通郷－６０

１３０２通郷－６４



波

小

木四郎昭３４萩民報社

川五郎

　　　　　　　　　岩国徴古館

１３１０通郷－１０７

１３１１通郷－１１１

１３１２通郷－１１２

１３１３通郷－１１４

１３１４人郷－３ 華明４３写百非林先生行状（写本）天野

　　万延２年成

伊藤公銅像建設記念帖

幕末動乱期の分析

新萩風土記

防長地方の古墳文化

森脇家古文書

　　とう写刷

１３０６通郷－７８

１３０７通郷－７９

１３０８通郷－９７

英雲公華浦贅住居内手控御薗生翁甫楊昭１６防長文化研究会

１３０５通郷－７４　攘夷決行町後の長州藩　高橋政溝

　　　　　　　　　　　菊浜女台場築造前後の関係史料を収める

１３０９通郷－１０１　毛利氏が封建的大名とし田辺竹次郎昭２９
　　　　　　　　　て近世的性格をもつまで

　　　　　　　　　の経緯

　　　　　　　　　　　とう写刷

大内氏の神社崇敬

山口県先史時代遺跡遺物

発見地名表

　　１９５０年以降

広永達夫昭１７山口県協和会

小野忠男楊昭２８

　　　　　　　昭５

沢本孟虎柵昭８帝国公凡教育協会

手塚律蔵と瀬脇寿人

志士金子癩輔

　　とう写刷

１３１９人郷－１４ 江本敏大和春三昭９

武氏

７３

１３２０人郷－２４

１３２１人郷－２６

岩崎克巳昭１３温　知　会

藤本吹娃編大１３

満洲事変戦死者

　陸軍歩兵少佐

贈正四位益田親施略伝村田峯次郎昭９

維新動王志士の祭壇

京都霊山招魂社

１３１５人郷－６

１３１６人郷－１１

昭９東　行　会高杉東行先生銅像建設趣

意書

　　付；東行会会則

１３１７人郷－１２

１３１８人郷－１３



１３３１医郷－１３

１３３２医郷－１４

青木周弼と緒方洪庵　　田中助一昭１６

杉山宗立と井本文恭（シ田中助一昭１６
－ボルト研究補遺）

１３３３医郷－１７　萩藩の医学教育と明倫館田中助一毎昭１９

　　　　　　　　　　　とう写刷

１３３４医郷－１８　賀屋恭庵先生

　　　　　　　　　　　「山口県教育」所載

田中助一昭１７

松門の人黒瀬安輔翁

勤王僧月性伝

中原家の人々

原采藷女史

小幡井山翁

旧藩と医学第１輯

鳥田智庵と其医系

１３２２人郷－２７　非常時の巨人政友会顧間高木秀男娼附１３日本教育資料刊行会
　　　　　　　　　久原房之助氏論

香川政一編昭１６

吉富治一昭１７

田中助一編昭３１

　　　　　　　昭３３原釆蔵先生顕彰会

松本二郎碍昭３４

　　　　　　　昭４

田中助一昭１５

防長名医伝の中木戸幸田中助一昭１５
允の父和田畠景

１３２３人郷－３４

１３２４人郷－３５

１３２５人郷－４１

１３２６人郷－４２

１３２７人郷－４４

１３２８医郷－９

１３２９医廊－１１

１３３０医郷－１２

１３３７［肖郷－２３ 賀屋恭庵の著書他

　　「滝養正のこと」

山口県地誌略

萩の開港に就て

近藤涛石明１２

松尾利右衛門大１５萩町役場

１３４０地郷－１８　出雲地方調査研究報告書萩高等学校社会昭２９
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　研究部

１３４１地郷－２２　山口県大小区村名書巻こ
　　　　　　　　　長門国之部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　－７４－

１３３８地郷－４

１３３９地郷－１４

１３３５医郷－２２ 梅原芳堂昭２８乎生か産める蘭医学の秦斗

岡事安・研介に就いて

囲中助－－一昭１５

１３３６医郷－２３　大村益次郎の誕生地　田中助一

　　　　　　　　　　　雑誌よりの切抜き



河内才三昭５萩中学校校友会

樋口彰一昭９

　　　　　　　　昭８鴻陽新報社

田元鐘昭１６厚　生　閣

　　　　　　昭１８全日本郷土史研究家協会

一

一

一

馬杉

昭和４年萩町舅要覧

殉難士伝上・下

鮮満旅行記

満鮮を旅して

山口県案内

切支丹伝承

全日本郷土史研究家名潭

御国目附江唐船事御答一

件（写本）

１３４２地郷－２４

１３４３文郷－１０

１３４４文郷－３０

１３４５文郷－４１

１３４６稚郷－１３

１３４７雑郷－１７

１３４８雑郷－１８

１３４９雑郷－３０

　　昭５萩町役場

繋昭１０

　　　　　　　　　　　寛政１４年のこと。幕府目附への答弁

１３５０雑郷－３２　南貞助に関する書類

　　　　　　　　　　　５点

昭４１萩市選挙管理委員会

附４２山口県議会

－７５－

　　　　　　　大ｌ～山　口　県

　　　　　　　大１山　口　県

　　　　　　　大１３山　口　県

阿部茂雄昭２５山口県新聞社

　　　　　　　昭３４山口県議会事務局

Ｙ３社　会　科　学

１３５１　Ｙ３１２－Ｋ　Ｉ　山口県政史上・下　山口県文書館編昭４６山　口　県

１３５２　Ｙ３１２－Ｌ３　山口ｌ自由民権運動史料集田村貞雄碍昭５８マツノ書店

１３５３　Ｙ３１４－　Ｅ　２　山口県会史上・下

１３５４　Ｙ３１４－Ｅ　２　山口県会史附属喪

１３５５　Ｙ３１４－Ｅ　８　山口県会史続編下

１３５６　Ｙ３１４－　１　０　山口県会小史　　　１

１３５７　Ｙ３１４－　１　９　山口県議会四年の回頭

　　　　　　　　　　　昭和３０年度丿可３３年度

１３５８　Ｙ３１４－　Ｊ　６　１９６６　選挙１０年史

　　　　　　　　　　　昭和３０年度～同４０年度

１３５９　Ｙ３１４－　Ｊ　７　山口県会史

　　　　　　　　　　　昭和６年度丿副５年度



昭５５山口県町村議会議長会編

県

□
　
□

１３７０　Ｙ３１８－Ｌ７　２１此紀をめざして第四

　　　　　　　　　次県勢振興の長期展望

１３７１　Ｙ３２２－　ｊ　２　萩藩四冊御言附

　　　　　　　　　　　民政関係主要法令集

１３７２　Ｙ３２２－　Ｋ　４　郡中制法条々

１３６９　Ｙ３１８－　Ｌ　Ｏ三十年のあゆみ（創立三

十周年記念）

昭５９萩

昭６０山

昭Ｓ４山

昭５３山口県議会

１３６０　Ｙ３１４－Ｋ　１　山口県会史

　　　　　　　　　　　昭和１６年丿司２１年

１３６１　Ｙ３１４－Ｋ　８　山口県議会史

　　　　　　　　　　　昭和２２年丿可３０年

１３６２　Ｙ３１４－Ｌ　Ｉ　山口県選挙史

１３６３　Ｙ３１４－　Ｌ　２　山口県議会史

　　　　　　　　　　　昭和３０年～同３４年

１３６４　Ｙ３１７－Ｋ８　山口県警察史上・下

１３６５　Ｙ３１７－Ｋ　９　山口県行政文書仮目録

　　　　　　　　　戦前の部

１３６６　Ｙ３１７－Ｌ４　萩市行政文書楳題目録

１３６７　Ｙ３１７－Ｌ５　８０年中期県勢振興プラン

１３６８　Ｙ３１８－Ｋ　９　市町村要覧地方自冶３０

　　　　　　　　　年のあゆみ

昭４６山口県議会

市
　
県

昭５３山口県警察本部

昭５４山口県文書館

昭５６山口県選挙管理委員会

昭５７山口県議会

１３７５　Ｙ３３４－　Ｊ　２在伯山口県人移り来て濤節義雄碍昭３７

五十年

　　ブラジル穆住５０年史

在伯山口県人移住史刊行

会

７６

山口県統計協会１３７６　Ｙ３３５－　Ｌ　８　山口県事業所名毒昭和山口県企画部統
　　　　　　　　　６３年版　　　　　計課編

防長経済新報社

昭４９秋芳占文書研究会

昭３７山口県文書館

昭６２山　口　県

１３７４　Ｙ３３０－　Ｌ　７　防長経済要覧昭和６２年
　　　　　　　　　度版

１３７３　３２２－リ１ 標注令義解校本３巻　近藤芳樹元治１
６冊



１３８２　Ｙ３４２－Ｇ　８　旧萩藩非常用貯蓄金穀　三輪為一昭１３防長文化研究会

１３８１　Ｙ３３８－　Ｌ　Ｏ　山口県信用保肛協会三十

　　　　　　　　　年史

１００年のあゆみ

１３８５　Ｙ３４２－Ｋ　７　萩藩の財政と撫育制度　三坂圭治昭５２マツノ書店

　　　　　　　　　　　昭和１９年刊本の複刻

三坂圭治昭１９春　秋　社

兼重慎一昭５１マツノ書店

１３８３　Ｙ３４２－Ｈ　２　萩薯の財取と撫育

１３８４　Ｙ３４２－Ｋ６　長州藩財政史談

　　　　　　　　　　　複刻本

１３＆Ｏ　Ｙ３３８－Ｋ８

山 本勉弥昭２９萩文化協会

　豊彦昭５１森　豊彦

１３７７　Ｙ３３７－　１　７　毛利藩賀幣

１３７８　Ｙ３３７－Ｋ６　古銭こぼれ話

１３７９　Ｙ３３８－　Ｊ　８　山口銀行史

目で見る

やまぎん

昭４３山Ｌ］銀行

昭５３山口銀行

昭５５山口県信用保証協会

森

１３８６　Ｙ３５０－　Ｅ　Ｉ　山口県政要覧

１３８７　Ｙ３５０－　１　０　県勢概要昭和二十五年

１３８８　Ｙ３５０－　Ｉ　Ｉ　山口県県勢概要昭和二十

　　　　　　　　　六年

１３８９　Ｙ３５１－　Ｊ　８　山口県の統計百年

１３９０　Ｙ３５１－Ｌ５　山口県勢要覧

１３９１　Ｙ３６１－Ｋ　９　山口県同和問題関係史料

　　　　　　　　　集（近世）

　　　　　　　　　　　第１部法令籐、第２部幕未踏限編

１３９３　Ｙ３６５－　Ｆ　６　勣倹強調運動概況

１３９４　Ｙ３６６－　１　０　萩電争議実剱

１３９５　Ｙ３６６－　１　６　山口県地方労働委員会十

　　　　　　　　　年腱

１３９６　Ｙ３６６－　Ｊ　６　山口県地方労働委員会

　　　　　　　　　年誌

１３９２　Ｙ３６１－　Ｌ　Ｏ　長州藩留落解放史研究　布引敏雄昭５５三一書房

昭４３山　口　県

昭６０山　口　県

昭５４山口県教育委目会

７７－

昭４１山口県地方労働委貝会

　　　　　　　大１５山　口　県

山本勉弥昭２５山本勉弥

　　　　　　　昭３１山口県地方労働委員会

口

口明４４山

昭２５山

昭２６山

県

県

□ 県



上田芳江昭５４山　口　県

　　　　　　　　昭４日本赤十字山口支部

１３９９　Ｙ３６９－Ｋ　９　女審三十年の軌跡

１４α）Ｙ３６９－Ｆ９日本赤十字社山口支部沿
　　　　　　　　　革誌

明３５～山　口　県１４０１　５丁 山口県冶一班８冊

　　明治３５、３９年～４５年

山口県勢一班２冊

山口県衛生統計書３冊

　　明治４１、４２、４３年

山口県統計書（学事）５冊

　　明治４５（大正１）～大正５年

山口県統計書（土地戸口

他）４冊

　　明治４５（大止い

山口県統計書（勧業）３冊

　　大正２～４年

山口県第二回統計表

山口県阿武郡郡治提要

１３９７　Ｙ３６６－　Ｊ　６　山口県地方労働委艮会十

　　　　　　　　　年誌

　　　　　　　　　　　昭和３１年～昭和４０年

昭４１山口県地方労働委員会

山口県労働組合評議会１３９８　Ｙ３６６－　Ｌ　７県労肝３５年のあゆみ

年表でつづる

大６、１１山口　県

明４１～山口　県

１４０６　５丁 大２～山口　県

　　　　　　　　明１８山　口　県

　　　　　　　　明４１阿武郡役所

　　　　　　　　明４４山　口　県

　　　　　　　　明４３山　口　県

　　　　　　　　明４４山　口　県

　荒川清登大７防艮新聞合責会社

　　　　　　　　昭３８萩市教育委貝会

　村上俊江大５

　　　　　　　　大１１阿氏郡敦育会

７８－

１４０９　５丁－１０２　山口県勢要覧

１４１０　５丁－１０９　山口県第２７回勧業年報

１４１１　５丁－１１６　山口県第２８回勧業年報

１４１２　Ｙ３７０－　Ｅ　８　饅近防長の教育

１４１３　Ｙ３７０－　Ｊ　３　萩市の教育

１４１４　Ｙ３７１－Ｅ６　教育勅語と士規七則

１４１５　Ｙ３７２－Ｆ２　阿武郡教育五十年史

１４０７　５丁－７

１４０８　５丁－５５

大１～山　口　県

１４０２　５丁

１４０３　５丁

１４０４　５丁

１４０５　５丁 大１～山　口　県



笠井助治昭５７吉川弘文館

１４２２　Ｙ３７２・Ｌ２－Ｓ　近世・校の総合的研究　笠井助治・Ｎ５７吉川弘文館

１４２３　Ｙ３７２－Ｌ２－Ｓ　近世藩校に於ける学統学笠井助冶昭５７吉川弘文館
　　　　　　　　　派の研究上・下

１４２４　３７２－Ｌ　２－Ｓ近世藩校に於ける出版書

の研究

】４１６　Ｙ３７２－Ｆ５　山口県教育史上・下

１４１７　Ｙ３７２－　Ｊ　Ｏ　河野養哲と越氏塾

１４１８　Ｙ３７２－Ｋ　２　明治維新と教育

１４１９　Ｙ３７２－Ｋ２　図説山口県の教育１００年

１４２０　Ｙ３７２－Ｋ３　山口県小学校の系臍

１４２１　Ｙ３７２－　Ｌ　Ｏ　防長教育会沿輩史抄

　　大１４山口県教育会

　　昭３５華浦小学校

徹昭４７ミわレヴァ書房

　　昭４７山口県教育委員会

田村哲夫昭４８風　説　社

高松　博編昭５０防艮教育会

海原

１４２５　Ｙ３７２－　Ｌ　４　防長教育会百年史

１４２６　Ｙ３７２－　Ｌ　６　山の勣く日山口県の婦

　　　　　　　　　人教師その戦後

１４２７　Ｙ３７２－　Ｌ　７　防長教育会奨学生名簿

１４２８　Ｙ３７５－Ｇ　８　明倫教育沿革

１４２９　Ｙ３７６－Ｇ４梅光女学院史

昭２７県立萩高等学校ｌｉ・１窓公

叩３０県立萩高等学校同窓会

町３４県立萩高等学校

昭３７県立萩高等学校吋窓会

昭４０県立萩高等学校『可窓会

１４３ｊ　Ｙ３７６－Ｇ８　南園会史男２５号

　　　　　　　　　　　創立二十周年記念号

１４３２　Ｙ３７６－　１　２　会員名簿１６昭和２７年版

１４３３　Ｙ３７６－　１　５　会員名簿１７昭和３０年版

１４３４　Ｙ３７６－　１　９　学校一覧昭和３４年度

１４３５Ｔ３７６－１　５　会員名簿１８叩和３７年版

１４３６　Ｙ３７６－　Ｊ　２　昭和三Ｉ一七年版会員名

　　　　　　　　　簿第１８号訂正追録

１４３７　Ｙ３７６－　Ｊ　４　三十五周年記念誌

　　　　　　　　　　　県立萩中学枚

７９－

田中助一編昭３９透　逸　会

昭９

　　　　　　　昭５９防艮教介会

山口県退職教職昭６１燕雀通信
員協譲会婦人部

　　　　　　　昭６２防長教育会

桂木彦一編人１３桂木彦－・

黒木五郎編昭９下関梅光女学院

木村武彦楊昭１３県立萩高等女学校南岡会

１４３０　Ｙ３７６－Ｇ　４　山口県立願高等女学校一覧



たちばな会員名簿

昭和４８年版

末永太一郎昭４７県立萩商業高等学校たち

　　　　　　　　　　ばな会

　　　　　　　　昭４８県立萩商業高等学校たち

　　　　　　　　　　ばな会

　　　　　　　　昭４８県立萩高等学校

　　　　　　　　昭４９萩市教育委貝会

１４４１　Ｙ３７６－Ｋ３

昭４９県立萩高等学校同窓会

昭５０県立萩工葉高等学校

１４４２　Ｙ３７６－　Ｋ　３　山口県立萩高等学校百年史

１４４３　Ｙ３７６－　Ｋ　４　萩市学校寄宿舎開設１０

　　　　　　　　　周年記念誌

１４４４　Ｙ３７６－Ｋ４　会員名簿１９昭和４９年版

１４４５　Ｋ３７６－Ｋ　５　三十年の歩み

１４３８　Ｙ３７６－　Ｊ　６たちばな会員名簿

昭和４１年版

昭４１県立萩商業高等学校たち

　　　ばな会

昭４５県立萩高等学校

１４４０　Ｙ３７６－Ｋ　２　萩商六十年史

１４３９　Ｙ３７６－　Ｋ　Ｏ　学統を受けついで

　　　　　　　　　　　萩高校１００年の歩み図録

１４４６　Ｙ３７６－Ｋ　６　伸びゅく中学生創刊号八浪利徳編昭５１

昭５５県立萩商業高等学校

昭５４県立奈古高等学校

昭５４県立萩商業高等学校

昭５８県立萩商業高等学校たち

　　　ばな会

昭６０県立萩高等学枚吋窓会

昭６０萩市学校寄宿舎

昭６０萩市立明倫小学校吋窓会

－８０－

１４５６　Ｙ３７６－Ｌ５　山口県産業教育１００周年　増野純雄他昭６０山口県産業教育１００周年
　　　　　　　　　記念誌　　　　　　　　　　　　記念会

昭５２野田学園創立百周年記念

　　　事業委員会

昭５３萩市中学校校長会

１４４７　Ｙ３７６－　Ｋ　７　野田学園百年史

１４４８　Ｙ３７６－Ｋ８

１４４９　Ｙ３７６－Ｋ　９　奈古高等学校Ξ＋年史

１４５０　Ｙ３７６－Ｋ　９　たちばな会員名簿

　　　　　　　　　昭和５４年版

１４５１　Ｙ３７６－　Ｌ　Ｏ　たちばな

　　　　　　　　　　　創寸．７０周乍・記念沿革小史

１４５２　Ｙ３７６－Ｌ３　たちばな会具名簿

　　　　　　　　　昭和５８年版

１４５３　Ｙ３７６－　Ｌ　５　会員名簿附和６０年版

１４５４　Ｙ３７６－　Ｌ　５　学校寄宿舎のあゆみ

１４５５　Ｙ３７６－　Ｌ　５　明倫小学校百年銘

萩市中学校教育三十年

のあゆみ



　　　　　　　　昭５７［ＩＩ目人学

毎日新聞山口支昭５８［１１口大学教育学部同窓会

社

　　　　　　　　昭６２晦光女学院同窓会

　　　　　　　　昭５４山口県特殊教育連盟

田中義一大４博　文　館

１４６３　Ｙ３７７－　Ｌ　２　山口師範教育の遺産　村山英雄碍昭５７ぎょうせり

１４６６　Ｙ３７７－　Ｌ　７　梅光女学院遠望

１４６７　Ｙ３７８－Ｋ　９　山口県の特殊教育

１４６８　Ｙ３７９－Ｅ　５　社会的国民教育

　　　　　　　　　　　副題：青年義勇団

１４６９　Ｙ３７９－Ｇ　２　山口県社会教育概要

１４７０　Ｙ３７９－Ｈ　Ｏ　青年道鳩落成記念

１４６４　Ｙ３７７－　Ｌ　２　山口大学三十年史

１４６５　Ｙ３７７－　Ｌ　３　格野の流れ

昭６２たちばな会

昭６２萩市立第一中学校同窓会

１４５７　Ｙ３７６－Ｌ７たちばな会報昭６２創刊号

１４５８　Ｙ３７６－Ｌ７　萩市立第一中学校同窓会

　　　　　　　　　会員名簿

１４５９　Ｙ３７６－ＭＯ　たちばな会員名簿

　　　　　　　　　　　創立８０周年記念

１４６０　Ｙ３７７－Ｇ　４　創立六十年史

１４６１　Ｙ３７７－Ｋ　７　八十年史

１４６２　Ｙ３７７－　Ｌ　Ｉ　徳山大学

昭９山口師範学校

昭Ｓ２大鳥商船高等専門学校

昭５６徳山大学

平２たちばな会

　　昭７山口県学務部社会教育課

　　昭１５萩市青年団叫喩分閻第ｔｊ

　　　　　支部

　　昭３０萩市公民館

茂昭４３山口県連合婦人会

　　昭２７山　口　県

　　　　　　　　咄４５山口県教育委員会

波多放彩昭５０川上村文化財愛護協会

　　　　　　　　昭５０山「１県丈化財愛護協会

１４７４　Ｙ３８０－　Ｊ　９

８１

１４７５　Ｙ３８０－　Ｊ　９　阿武川の民俗

１４７６　Ｙ３８０－　Ｋ　５　阿武川の民俗資料

１４７７　Ｙ３８０－　Ｋ　５　長門の民俗

林

１４７１　Ｙ３７９－　１　５　萩市公民館概要

１４７２　Ｙ３７９－　Ｊ　８　山口県連合婦人会史

１４７３　Ｙ３８０－　Ｊ　２　防長方言考・防長民謡集

　　　　　　　　　　　「山口県文化史外篇」

昭４４山口県教育委員会阿武川ダム水没地域民俗

資料緊急調査概要



１４８１　Ｙ３８２－Ｋ６　明活大正長州北浦風俗小西常七昭５１マツノ書店
　　　　　　　　　絵巻

１４８２　Ｙ３８２－　Ｌ　Ｉ　防長海辺の民俗　　　伊藤　彰昭５６東洋図番出版

　　　　　　　　　　　玉江浦のおしくらごうを含む

１４８３　Ｙ３８３－Ｋ４　ふるさとの民具‐山口岐多放彩昭４９山口民報杜
　　　　　　　　　県－

向谷喜久江昭６１マツノ書店

官本常一他昭４９第一法規出版

松岡利夫昭５６山口放送ＣＯ、

憶見光三昭４１北長門地方文化研究所

御薗生翁甫昭４７未　来　社

　　　　　　　　昭５７山口県教育委貝会

　　　　　　　　昭５７山口県ふるさとづくり県

　　　　　　　　　　民会議

　　　　　　　　昭５８豊北町教育委員会

　　　　　　　　昭６１山口県教育委員会

　　　　　　　　昭２９見島観光協会

１４７８　Ｙ３８０－Ｋ　５　周防の民俗

１４７９　Ｙ３８０－Ｋ　７　山口人学農学部所蔵民
　　　　　　　　　俗資料目録第１集

１４８０　Ｙ３８２－Ｋ　６　山口県民俗地図

昭５０山口県文化財愛護協会

昭５２山口大学農学部

昭５１山口県教育委員会

１４８４　Ｙ３８３－　Ｌ　６　よばいのあったころ

１４８５　Ｙ３８４－Ｋ　４　日本の民俗３５山□

１４８６　Ｙ３８４－　Ｌ　Ｉ　伝承ふるさとの遊び

１４８７　Ｙ３８６－　Ｊ　６　長門神踊考

１４８８　Ｙ３８６－Ｋ２　防長神楽の研究

１４８９　Ｙ３８６－Ｌ　２　山口県の民俗芸能

１４９０　Ｙ３８６－　Ｌ　２　山口県のまつり

田中助一昭３１秀　逸　会

桧岡利夫昭４４山口銀行

　　　　　　　昭４４日本放送出版協会

１４９８　Ｙ３８８－　Ｋ　４　周防・長門の民話１～２松岡利夫編昭４９未　来　社

１４９９　Ｙ３８８－　Ｋ　６　油谷町の昔話　　　　　　　　昭５１油谷町冊土文化会

８２

１４９１　Ｙ３８６－　Ｌ　３　浜出祭

１４９２　Ｙ３８７－　Ｌ　６　山口県の絵馬

１４９３　Ｙ３８８－　１　４　見島民謡集

１４９４　Ｙ３８８－　Ｊ　２　ふるさとの唄むつみ村波多放彩昭３７むつみ村教育委員会

１４９５　Ｙ３８８－　Ｊ　６　萩尺謡男なら

１４９６　Ｙ３８８－　Ｊ　９　防長の昔話

１４９７　Ｙ３＆８－Ｊ９日本民謡大観中国篇



１５０５　Ｙ３８８－Ｋ９　日本昔話通観２０
広鳥

山□

１５０６　Ｙ３８８－Ｋ　９　日本の伝説３５山口の伝説松岡利夫他昭５４角川書店

昭５４同　朋　社

１５００　Ｙ３８８－Ｋ６防艮紀行民話の里 朝日新聞山口支昭５１山口県教育会

局編

松岡利夫毎昭５１山口県教育会

松岡利夫昭５１山口県教育会

松岡利夫編昭５１山口県教育会

松岡利夫編昭５２第１法規出版

１５０１　Ｙ３８８－Ｋ６　周防・長門の昔話

１５０２　Ｙ３８８－Ｋ６周防・長門の伝脱

１５０３　Ｙ３８８－Ｋ６　周防・長門の生活腱

　　　　　　　　　全３冊

１５０４　Ｙ３８８－Ｋ　７　長門・周防の伝説

１５０７　Ｙ３８８－　Ｌ　２　山口県の民謡

１５０８　Ｙ３８８－　Ｌ　５　萩の昔話

１５０９　Ｙ３９０－Ｋ　５　芳魂録

１５１０　Ｙ３９０－Ｋ　５　芳魂録

１５１１　Ｙ３９０－Ｋ　５　芳魂録

１５１２　Ｙ３９２－　Ｌ　８　山口歩兵第四十二連隊史

田辺竹次郎昭３０大蔵財務協会

森重都由昭５４保　育　社

１５１６　Ｙ３９７－Ｇ５　村上水菖につきて

　　　　　　　　　　　とう写刷

１５１７　Ｙ３９７－　１　５　毛利氏の水軍と御船蔵

１５１８　３９７－Ｋ９　合法三島流船峨要法

　　　　　　　　　上・下

　　　　　　　　　　　村上水軍戦法秘伝書

１５１９　Ｙ３９７－　Ｌ　９　徳山海軍燃料廠史

－８３

脇　英夫他平ｌ僊山大学総合経済研究所

１５１３　Ｙ３９３－　Ｇ　７　徴兵令発布五十年記念

１５１４　Ｙ３９３－　Ｊ　３　郷土部隊戦記

　　　　　　　　昭５７山口県教育蚕貝会

　　　　　　　　昭６０萩青年会議所

　　　　　　　　昭５０萩市越ヶ浜遺族会

　　　　　　　　昭５Ｏ萩市脩東遺族会

　　　　　　　　昭５０萩市大井遺族会

　　　　　　　　昭６３山口県歩兵第四Ｉ一二連隊

　　　　　　　　　　史編纂委員会

　　　　　　　　大１２山口聯隊区司令部

斉田宗三郎昭３８郷七部隊友の会

工田栄二郎昭１０

１５１５　Ｙ３９７－Ｆ　９　毛利氏水重と三田尻船廠御薗生翁甫昭４御薗生防長史研究会



明４３

１５２３　２乙６－２７　山口県高等商業学校大学山口高等商業学
　　　　　　　　　予科一覧　　　　　校

　　　　　　　　　　　明治３８～３９年

１５２４　２乙６－１２８　山口県教育資料第四

　　　　　　　　　　　阿武郡立萩図書館の記事かある

１５２５　３甲６－１１７　浬謡隻

　　　　　　　　　　　萩の住吉お船路を収める

大３文　部　省

湯浅竹山人大４辰　文

高野辰之大４六　合

１５２６　３甲６－１２６　諸国僅・傑作集

１５２７　：叩６－１３２　僅謡集拾遺

山口高等学校一覧

　　８冊。明治３１年９月～大正２年。欠年あり。

１５２０　２乙】－１６０日本敦青史賢料

　　　　　　　　　　　１ヽ３、７～９、付録の７冊のみ蔵

　　　　　　　　　　　　防艮閔係収録分＝・２；西海道諸藩郷学う６際儀・補遺・古記録、

　　　　　　　　　　　　（９私亀・寺小屋冊録）学校図

１５２１　２乙６

山　口　県１５２２　２乙６－７，１４，２９山口県学事年報

　　　　　　　　　　　３冊。明治３３、３５、３６年。

吉田松陰明４１１５３１　７乙ｌ－７５　孫子肝註乾坤

　　　　　　　　　　　松陰自筝の影印本

１５３２　８丁－１４９　糞子脱

　　　　　　　　　　　町本

１５３３　７９１－４　　孫子岬註上・下

１５３４　３７２－ヤ３　山口藩学史

山県周南

「日本教育史貪料」よりの抄録

　　　　　　　　－８４－

古田松陰文久３松下村路

館

館

１５２８　５乙９－３３　標注職原抄校本全６冊近藤芳樹元治１

１５２９　５乙９－３９　服忌令附服忌令私註

　　　　　　　　　　　写本

１５３０　７乙１－７０ 御馬印御家来備印同指物

井御当家重役人馬定価軍

法

　　写本



日本の自立と嫡和会議

久原一家言

皇道経済論

１５３７通郷－２９　自治沿革史昭和風土記篠田皇民昭７地方自治調査会

　　　　　　　　　　　山口県・鳥根県・兵庫県を収める

１５３８通郷－３４　毛利家所蔵の手本銭に就て田中啓文

　　　　　　　　　　　抜刷もの

１５３９通郷－３４　毛利家所蔵判金井に銀銭田中啓文
　　　　　　　　　に就て

　　　　　　　　　　　抜刷もの

１５４０文郷－２３

１５４１文郷－３３

１５４２文部－３Ｓ

１５４３文豪－４０ 諭防長教育書

爪集

　　とう写刷

中川以良昭２３新人陽社

入原房之助昭６

久原房之助昭８千兪、‘：房

１５３５　３９９－シ１３　思夢問笞 福田正憲 萩呉服町山城屋孫四郎他

１５３６　３９９－タ２１ 高六百石備｛写本ｊ

　　“千時寛政十戊午仲夏吉祥日大江朝臣徳定魯之Ｉ’の識語

１５４９雑郷－３３　山口県立萩高等女学校鼓

　　　　　　　　　笛隊便り

昭５萩町農会

昭６

恥９

１５５０　Ｙ４００－　Ｈ　９　社会科学教室自然環境編小川五郎編昭２４日本出版社山口支社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　－８５－

Ｙ４　自　然　科　学

　　　一一　　　　　－

１５４４文郷－４５　防長精神の再検討山口　毛利元良　昭１１京城山口県人会

　　　　　　　　　県人の奮起を促す

附山陰鴻河野通毅昭９

新日本への遭　　　村田公亮昭２０

萩瀋の医学教育と明倫館田中助一一一昭１７

萩町農会要覧

山口県立萩中学校誠之学

舎沿革及概況

　　萩巾学校寄宿舎の歴史

１５４５文郷－５７

１５４６医郷－１７

１５４７椎郷－６

１５４８雑郷－９



１５５４　Ｙ４５１－Ｈ　９　山口県の気象災害

１５５５　Ｙ４５１－　Ｊ　Ｏ　山口県気象累年報

１５５６　Ｙ４５４－　１　７　秋吉台学術詞査報告書

１５５７　Ｙ４５４－Ｋ　５　秋吉台の鍾乳洞

　　　　　　　　　　　副題：石灰洞の科学

１５５８　Ｙ４５４－ＬＩ秋吉台三億年

１５５９　Ｙ４５５－Ｋ　５　山口県の地質

１５６０　Ｙ４５５－　Ｌ　Ｏ　日曜の地学１２山口の地山口地学会編昭５５築地書館
　　　　　　　　　質をめぐっで

１５６１　Ｙ４５５－　Ｌ　４　山口県地学のガイド　山口地学会昭５９コロナ社

１５６２　Ｙ４５７－Ｌ５　山口県の古生物古生代　　　　　昭６０県立山［］博勧館

１５６３　Ｙ４６２－　Ｌ　７　享保元文諸国産物帳集盛永悛太郎他昭６３科学書院
　　　　　　　　　成第８巻

　　　　　　　　　　　備筏・安芸・長門・周防

山田三郎昭２４四葉出版ＣＯ、

下関地方気象台昭３５山　口　県

　　　　　　　　昭３２山口県教育委貝会

河野通弘碍昭５５河野通弘教授退官記念事
　　　　　　　　　　業会

　　　　　　　　昭５６秋吉台科学博物館

　　　　　　　　昭５０県立山口博物館

１５５１　Ｙ４００－Ｋ　５　山口県の自然史

１５５２　Ｙ４００－　Ｌ　９　山口県の自然１（Ｘ）選

　　　　　　　　昭ＳＯ県立山口博物館

朝日新聞山「」支平１葦　書　房

局

　　　　　　　　昭５８萩市郷土博物館１５５３　Ｙ４０７－　Ｌ　９　萩市科学展の３０年

　　　　　　　　　　　昭和２８～５７年度の記録

山口県

北部地方

昭５７県立山口博物館

昭４７日本鳥類保護連盟山［］県

昭３１県立山口博物館

昭６３萩市郷土博物館

昭３４萩市役所

１５７０　Ｙ４８６－Ｋ　４　日本海沿岸のミカドアゲハ佐々木克巳昭４９

　　　　　　　　　　　碓誌「蝶と蟻」２５巻１号より抜刷

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－８６－

１５６５　Ｙ４７５－　Ｌ　２　山口県のコケとシダ

１５６６　Ｙ４８２－Ｋ２　探鳥の手びき

１５６７　Ｙ４８４－　１　６　山口県産貝類目剱

１５６８　Ｙ４８４－Ｌ８　多田武―氏寄贈貝類資料
　　　　　　　　　目録

１５６９　Ｙ４８６－　１　９　巾学生による蚊の発生
　　　　　　　　　源調査

池田笑成昭３７萩市郷土博初館１５６４　Ｙ４７０－　Ｊ　２ 植物目録



「中外医事新報」１２２６～１２２８号より抜刷

１５７７　Ｙ４９０－１１０　訳解漫遊雑記　　　永富独喩庵昭１５中山文化研究所

　　　　　　　　　　　他に「嚢後」・「葎光秘録」「独喩庵先生行状」を含む。富日｜｜游編

１５７８　Ｙ４９０－　Ｉ　Ｉ　防長医学史上・下

１５７９　Ｙ４９０－　Ｊ　１　山口県歯科医師会史

１５８０　Ｙ４９０－　Ｊ　４　山口県医師会史

１５８１　Ｙ４９０－　Ｊ　４　山口県歯科医師会史補遺

１５８２　Ｙ４９０－Ｋ　２　創立４０周年記念詰

１５８３　Ｙ４９０－　Ｋ　８　弥富村診療記

１５７１　Ｙ４８６－Ｋ　４　山口県のミドリシジミ類佐々木克巳他昭４９

　　　　　　　　　　　「山口県の自然」４巻１号抜刷

１５７２　Ｙ４８７－　１　０　珍魚の奮　　　　　田中市郎昭２５萩文化協会

１５７３　Ｙ４８７－　１　９　阿武川の魚類　　　藤岡　豊他昭３４

　　　　　　　　　　　「山口大学教育学都研究論叢」８巻３号より抜刷

１５７４　Ｙ４８８－　Ｋ　６　山口県の野鳥

１５７５　Ｙ４８８－　Ｌ　９　山口県の野鳥ガイド

１５７６　Ｙ４９０－Ｇ　６　萩藩医育史綱要

　　　　　　　昭５１日本野鳥の会山口県支部

　　　　　　　平１県立山口博物館

田中助一昭ＩＩ

田中助一昭２６防艮医学史刊行後援会

　　　　　　　　昭３６山口県歯科医師会

田中助一碍昭３９山口県医師会

　　　　　　　　昭３９山口県歯科医師会

　　　　　　　　昭４８萩市医師会

縄田皆夫昭５３現代ジャーナリズム出版

　　　　　　　　　　会

　　　　　　　　昭５８萩市医師会

１５８６　Ｙ４９０－　Ｌ　４　山口県医師会史第２巻

１５８７　Ｙ４９０－　Ｌ　７　防長医家遺墨集

１５８８　Ｙ４９０－　Ｌ　８　山口県医師会創立百周年

　　　　　　　　　記念誌

１５８９　Ｙ４９８－Ｈ３　萩市医師会略史

１５９０　Ｙ４９８－Ｋ　Ｉ　二十年の歩み

１５９１　Ｙ４９９－　Ｋ　４　山口県薬剤師会沿革史

田中助一編昭１８萩市医師会

掘　由和綴昭４６全真会病院

　　　　　昭４９山口県薬剤師会

附：防長の「くすり」の９史考

　　　　　　　　　－８７－

１５８４　Ｙ４９０－　Ｌ　２　創立５０周年記念誌

１５８５　Ｙ４９０－　Ｌ　４　阿武郡医師会史全２巻波多放彩昭５９阿武郡医師会

昭５９山口県医師会

昭６２山口県医師会

昭６３山口県医師会



（写本）２冊

島田智庵楊１５９８　４９９－リ１　両国本草（

昭２９萩市公民館附設科学博物

　　　館

池田美成他

１６００通郷－１１３　萩名木集目録

　　　　　　　　　　　とう写刷

１５９９通郷－１０２　田中市郎氏寄瞳標本目剱

周防産物名寄、

長門産物名寄’

山脇東洋

ｊ５９２　Ｙ４９９－　Ｌ　９　やまぐちの薬草

１５９３　６乙７イー１９　周防国産物之内義形（写

　　　　　　　　　本）

　　　　　　　　　　　植物・倆類・貝類

１５９４　６丙２－２０　喊志弁附録乾坤

平１山口県薬剤師会

　　滝鶴台・永富独喩庵への香簡併収

山口県野生薬用植物

物理階梯上・中・下

漫賢紙録

　　天保５年，賀屋恭安序

１５９５　０７８－２

１５９６　４２１－フ１

１５９７　４９０－マ２

　　　　　　　大１２山口県内務部

片山淳吉訳明７聚　珍　堂

河野中庵

１６０４医郷－５

　　滝鶴台と吉益東洞との往復書簡を収める

鴻城医学者人名簿（写本）

　　明治１４年５月起

萩医会会員住所氏名

　　明治２９年５月現在

１６０３医郷－１

１６０５医郷－７

８８－

１６０６医郷－１０　日本赤十字社病院耳鼻咽田中助一昭１３
　　　　　　　　　喉科略史

　　　　　　　　　　　「内外医癖」第１３年１２号所妓

萩　医　会

巌恭敬編　文政１１

山　口　県１６０１地郷－１６ 国定公園候補地長門日

本海岸の概要

天然記念物萩市笠山の田中長三郎
タチバナは同定の誤であ
った

建殊録

萩市役所１６０２地郷－２３



河野桂章編昭３９河野桂章

山口県企画部統昭６３山口県統計協会

計課編

　　　　　　　昭４９建設省中国地方建設局

Ｙ５技 術

１６１０　Ｙ５０３－　Ｊ　４　工業県山口

１６１１　Ｙ５０５－　Ｌ　８　山口県の工業昭和６２年

省

県

市

昭６０山口県ふるさとづくり県

　　　民会議

１６１２　Ｙ５１０－Ｋ４　昭和四十七年七月豪雨災
　　　　　　　　　害誌

１６１３　Ｙ５１５－Ｌ　５　ふるさとの橋

防長医学史料展覧会出

品目録

　　とう写刷

萩市医師会略史続編　田中助一編昭３４萩市医師会１６０７医郷－１９

１６０８医郷－２０ 昭２２

雑誌切抜き。滝養正は滝鶴台の養父

田中助一１６０９医郷－２３　滝養正のこと

昭５鉄　道

昭５１山　□

昭５７萩

市昭４７萩

１６２１　ＹＳ２１－ＫＯ

１６２２　Ｙ５２１－Ｋ２　史跡旧萩藩御船倉保存修

　　　　　　　　　理工事報告書

１６２３　Ｙ５２１－Ｋ　３　史跡萩城跡旧周布家長歴

　　　　　　　　　門保存修理工事報告書

８９

昭４８萩 市

昭４３萩

　　　　　　昭６２萩市水道局

田中文夫他昭６２萩青年会議所

弘津史文昭５山高郷土史研究会

１６１４　Ｙ５１６－ＧＯ　長門線建設概要

１６１５　ＹＳ１７－Ｋ　６　阿武川綜合開発事業史

１６１６　Ｙ５１８－Ｌ２　萩国際彫劃シンポジウム

１６１７　Ｙ５１８－Ｌ　７　萩市の水道

１６１８　Ｙ５１８－Ｌ　７　萩市の来集展望

１６１９　Ｙ５２１－Ｇ　Ｏ　防長之古塔

１６２０　Ｙ５２１－　Ｊ　８　重要文化財旧厚狭毛利家

　　　　　　　　　萩屋敷長屋保存修理工事

　　　　　　　　　報告書

市

昭４５萩史跡明倫館水練池及び有

俑館附明倫館碑保存修理

工事報告書

市



１６２５　Ｙ５２１－Ｋ　５ 昭５０萩

井研究室

１６２６　Ｙ５２１－Ｋ　８　都市集住様式の歴史的研東京都立大学石昭Ｓ３新住宅普及会

１６２４　Ｙ５２１－Ｋ４　山口県の民家

　　　　　　　　　　　昭和４７年緊急調査報告

昭４９山口県教育委貝会

史跡伊藤博文旧宅保存修

理工事報告書

市

　　　　　　　　　究　　　　　　　；

　　　　　　　　　　　萩市を対象にした研究

１６２７　Ｙ５２１－Ｋ９　やまぐち建築ノート　　ｉ

１６２８　Ｙ５２１－　Ｌ　Ｏ　日本城郭大系１４鳥取・

　　　　　　　　　鳥根・山口

１６２９　Ｙ５２１－　Ｌ　Ｏ　重要文化財熊谷家住宅

　　　　　　　　　（主屋・宝蔵）修理工事

　　　　　　　　　報告書

１６３０　Ｙ５２１－　Ｌ　１　日本の民家７町家Ⅲ

　　　　　　　　　中国・四国・九州地方

１６３７　Ｙ５６０－Ｋ　６　佐州金銀採叫全図・鼓銅葉賀七二男他｜節】恒和出版
　　　　　　　　　図録先大津阿川村山砂
　　　　　　　　　鉄洗取之図

　　　　　　　　　　　Ｆ江戸科学古典叢再」の内

昭６２山口県ふるさとづくり県

　　　民会譲

昭１０山口県総務部電気局

昭４９中国電力Ｃ０．

昭５７山口県文化愛護協会

昭５７山口県文化愛護協会

ｊ６３８　Ｙ５６２－　Ｌ　２　生産遺跡分布調査報告書

　　　　　　　　　採鉱・冶金

１６３９　Ｙ５６２－　Ｌ　２　白須たたら製鉄遺跡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－９０－

昭５６学習研究社

松葉一清昭５４マツノ書店

　　　　　　　昭５５新人初往来社

　　　　　　　昭５５熊谷美術館

１６３４　Ｙ５２１－　Ｌ　７　ふるさとの民家

１６３５　Ｙ５４０－Ｇ　５　山口県営電気事業十周

　　　　　　　　　年誌

１６３６　Ｙ５４０－Ｋ４　中国地方電気事業史

１６３１　Ｙ５２１－　Ｌ　３　史跡萩城下町（菊屋家　文化財建造物保昭５８菊屋栄子
　　　　　　　　　旧宅）修理工事報告書　存技術協会

１６３２　ｙ５２１－Ｌ６　史跡吉田松陰幽囚の旧　文化財建造初保昭６１史跡吉田松陰幽囚の旧宅
　　　　　　　　　宅保存修理工事報告書　存技術協会　　　保存修理委員会

１６３３　Ｙ５２１－Ｌ６　萩堀内平安古　　　宮本雅明他昭６１萩市教育委員会

　　　　　　　　　　　萩市〔堀内・平安古地区〕伝統建遺物群保存対策調査報告



Ｙ６産

一

業

国守　進昭４６

山本勉弥昭２６萩文化協会

御薗生駒甫昭４防長紙同業組合

御薗生翁甫昭４９マツノ書店

渡辺信男昭４６風　月　堂

波多放彩昭３６萩市廊土博物館

波多放彩昭４２萩市郷土博物館友の会

　　　　　　　　昭５３角川書店

貞永美紗子昭５６マツノ書店

中村喜昭他昭６１萩市観光協会

　　　　　　　　昭６３山口県ふるさとづくり県

　　　　　　　　　　民会髄

「日本の食生活平ｌ農山漁村文化協会

全集」山口編集

委員会

　　　　　　　　　　家

１６４０　Ｙ５６４－Ｌ７史ｉ恒射炉保存整備事業

　　　　　　　　　報告書

１６４１　Ｙ５６７－ＫＩ　山口炭田の研究

１６４２　Ｙ５７３－　１　１　萩の瓦

１６４３　Ｙ５８５－Ｆ　９　防具造紙史

１６４４　Ｙ５８８－Ｋ　４　防具造紙史研究

１６４５　Ｙ５８８－Ｋ　１　山口県菓子業界史

１６４６　Ｙ５９６－　Ｊ　Ｉ　ふるさとの味

１６４７　Ｙ５９６－　Ｊ　７　萩の郷土料理

１６４８　Ｙ５９６－Ｋ　８　昧のふるさと１８山口の昧

１６４９　Ｙ５９６－　Ｌ　１　防具・味の春夏秋冬

１６５０　Ｙ５９６－　Ｌ　６　育てよう萩の昧

１６５１　Ｙ５９６－Ｌ８ふるさとの味

１６５２　Ｙ５９６－　Ｌ　９　聞き書山口の食事

昭６２萩市教育委員会

１６５６￥６０３－Ｌ２山口県近代農業発達史年表田村盛一一編昭５７田村哲夫

１６５７　Ｙ６０３－　Ｌ　５　第３２次山口農林水産統計中国四国農政局昭６０山口農林統計協会

　　　　　　　　　年報昭和５９～６０年　山口統計情報事

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　務所

９１

　　昭５５山口県経営者協会

巌昭５２マツノ書店

昭５８事業実施主体組合１６５３　Ｙ６∽－Ｌ３萩地区の地壇産業総合対

　　　　　　　　　策事業要覧

１６５４　Ｙ６０２－　Ｌ　Ｏ　県産品ガイドブック

１６５５　Ｙ６０３－　Ｋ　７　防長本草学及び生物学・　日野

　　　　　　　　　農学年表



　　　　　　　　　　　山口県・広鳥県。山口県についての解説は関順也

１６６５　Ｙ６１０－　Ｋ　９　日本農書全集第２９巻

　　　　　　　　　　　防長関係の巻

１６６６　Ｙ６１０－Ｌ３　山河有情山口県農葉考中山清次昭５８マツノ書店

昭４１山　口　県

昭５４

　　　　　　　　昭５防長米同業組合

　　　　　　　　昭９山口県萩市農会

　　　　　　　　昭１０山　口　県

　　　　　　　　昭２４山口県農業共済組合連合

　　　　　　　　　　会

　　　　　　　　昭２７弥　富　村

山ｒ】県良山漁村昭３４鴻ノ峯書房

新生運動協会

１６６７　Ｙ６１１－Ｇ　Ｏ　防長米同業組合史

１６６８　Ｙ６１１－Ｇ　４　萩市農会要覧

１６６９　Ｙ６１１－Ｇ　５　靭貯蔵成績概要

１６７０　Ｙ６Ｈ－Ｈ９防長の飢饉とその対策

市１６５８　Ｙ６０５－　Ｌ　７　萩市農林瀬業センサス農

　　　　　　　　　林漁業累年統計書

１６５９　Ｙ６０６－Ｇ　５　萩博物館富内

１６６０　Ｙ６１０－Ｆ　２　山口県農事試験魯成紬要覧

１６６１　Ｙ６１０－Ｇ　８　山口県農会史

１６６２　Ｙ６１０－　１　９　山口県農業ハンドブック

　　　　　　　　　１９５９年版

１６６３　Ｙ６１０－　Ｊ　６　農業のみち上・下

１６６４　Ｙ６１０－Ｋ９　明治中期産業遭勣史料

　　　　　　　　　第１２巻

大１１山口県農事試験場

昭１３山口県農会

昭３４山　口　県

中国四国農政局昭６２萩
山口統計情報事

務所
　　　　　　　昭１０

賞昭５６山本 賞

９２

山本

１６７３　Ｙ６１１－　Ｊ　３　山口県農業信用基金制度史

１６７４　Ｙ６１１－Ｋ３　大地の骨

１６７５　Ｙ６１１－Ｋ　８　山口県農葉共済三十年史

１６７１　Ｙ６１１－１２新農村建設計画書（富）

１６７２　Ｙ６１１－　１　９　新たなる歩み

１６７６　Ｙ６１１－Ｌ　Ｉ　あぜ道便り二十一年

　　　　　　　　　　　農業通信員の記録

昭３８山口県農業信用基金協会

昭４８萩農業改良普及協議会

昭５３山口県農業共済組合連合

　　　会



１６８１　Ｙ６２５－　Ｌ　７　イヨカンの発見地付近の中村光夫他昭６２山口県萩柑橘試験場
　　　　　　　　　今昔

田中助一昭４３史都萩を愛する会１６８０　Ｙ６２５－　Ｊ　８　萩の夏みかん

１６８２　Ｙ６２５－　Ｌ　８　山口県の果樹（截培ことはじめ等）

１６８３　Ｙ６２７－　Ｌ　４　萩の椿

１６８４　Ｙ６２７－　Ｌ　６　伝脱の桜みどりよしの

吉松

　　昭６３山口県果樹技術者協議会

茂昭５９萩市郷土博物館友の会

　　昭６１萩市郷土博物館

貪平１山本　賓

１６７７　Ｙ６１１－Ｌ６萩市における青果物の

生産・流通・消費の現

状と問題点

山口大学農学部　附６１萩 市

１６７９　Ｙ６２５－　１　２　長州萩名産夏密柑雑話　田中助一昭２７田中助一

　　　　　　　　　　　とう写刷

昭５２山　口　県１６７８　Ｙ６１４－Ｋ７　山口県の土地改良

昭６川上村役場

叩５４山　口　県

大４山口県水産試験場

１６９１　Ｙ６５０－Ｇ　Ｉ　川上村の林業

１６９２　Ｙ６５２－Ｋ　７　山口県の林業

１６９３　Ｙ６６０－Ｅ５　山口県水産試験場要覧

　　　　　　　　　　　明治３３～人１Ｅ３年度

１６９４　Ｙ６６０－　Ｊ　８　見嶋と鯨

１６９５　Ｙ６６０－　Ｌ　４　北浦捕鯨物語

１６９６　　Ｙ６６１－Ｊ３中国漁民救助聞書

１６９０　Ｙ６４５－Ｋ　８　無角和橿作出の経営経済中山清次昭５３マツノ書片
　　　　　　　　　的研究

田穂波昭４３三島と鯨編纂会

村七推昭５９藤田謄写堂

井条次昭３８日中友好協会山口県連合
　　　　　　　　会

９３

諸

多

松

昭７山口県蚕糸鳶組合聯合会

昭７山口県蚕糸業組合聯合会

１６８５　Ｙ６２７－　Ｌ　９　明日を見つめて３７年の山本
　　　　　　　　　歩み

１６８６　Ｙ６３０－Ｇ　２　山口県蚕糸業史

１６８７　Ｙ６３０－Ｇ　２　山口県之蚕糸巣

昭４４無角和種５０周年記念事桑
　　　実行委員会

１６８９　Ｙ６４５－Ｊ９無角牛五十年の歩み

１６８８　Ｙ６４５－Ｇ　Ｏ　純粋和牛見鳥牛に関する本橋平一郎昭５
　　　　　　　　　研究
　　　　　　　　　　　「，４取農業会報」２巻１号抜刷



　　　　　　　昭５６関門商品取引所

臼杵幕臣昭１７山口県協和会

　　　　　　　昭５４広鳥鉄道管理局

　　　　　　　昭５７県立山口博物館

１７０３　Ｙ６７１－　Ｌ　６　萩商工名鑑１９８６

１７０４　Ｙ６７３－Ｋ　８　昭和５３年９月萩市広域商

　　　　　　　　　婁診噺報告書

１７０５　Ｙ６７６－　Ｌ　Ｉ　関門商品取引所二十五年史

１７０６　Ｙ６７８－　Ｈ　２　大内氏の対鮮交易　　１

１７０７　Ｙ６８６－Ｋ　９　閥釜連絡船史

１７０８　Ｙ６８６－　Ｌ　２　鉄道いまむかし一山口県
　　　　　　　　　を中心として－

１７０９　Ｙ６９９－　Ｌ　７　山口放送三十年史

日本林制史資料山口藩農林省編

　　藩林政史料集成

昭６２山口放送

　　　朝　陽　会

１７０１　Ｙ６７０－　Ｌ　Ｏ　昭和５４年山口県の商業

１７０２　Ｙ６７０－　Ｌ　９　山口県の商業

１６９７　Ｙ６６２－Ｋ　９　萩藩近世轟村の研究

１６９８　Ｙ６６４－　１　７　長州捕鯨考

新宅　勇昭５４新宅　勇

徳見光三昭３２関門民芸会

　　　　　　　　昭５５山　口　県

山口県企画都統平ｌ山口県統計協会
計諜楊

　　　　　　　　昭６１萩商工会議所

　　　　　　　　昭５３萩　　　市

１６９９　Ｙ６６４－Ｋ８明治期山口県捕鯨史の多田穂波昭５３マッノ書店
　　　　　　　　　研究

１７００　Ｙ６６４－　Ｌ　８　錦川為飼物語増補版　大岡　　昇昭６３錦川鵜飼振興会

１７１０　９３２－１

昭２４山　口　県

昭２７山口県教育委貝会

１７１２　Ｙ７０６－Ｇ　４　尊攘堂陳列品案内詳記

１７１３　Ｙ７０９－Ｇ　３　古燈火器具

　　　　　　　　　　　山口県内での収集

９４－

１７１４　Ｙ７０９－Ｈ９　山口国宝重要美術品解脱

１７１５　Ｙ７０９－　１　２　山口県文化財概要第一集

　　　　　　　昭９尊攘堂事務所

弘津史文昭８

叙餓提要 布施御諭嘉永３

Ｙ７芸　術・芸　道

１７１１通郷－５



昭４３山口県教介委員会

昭４９山口県教育委員会

昭３７山口県教育委員会

昭５２山口県教育委員会

昭５０山口県教育委員会

昭３３山口県教育委員会１７１６　Ｙ７（Ｓ－ＩＢ山口ｌ文化財概要第二集

　　　　　　　　　　　国及び県指定の史跡

１７１７　Ｙ７０９－　１　９　山口県文化財概要第三集

　　　　　　　　　　　名勝・天然記念物

１７１８　Ｙ７０９－　Ｊ　Ｏ　山口県文化財一覧

１７１９　Ｙ７０９－　Ｊ　１　山口県文化財慨要第四集

　　　　　　　　　　　埋蔵文化財

１７２０　Ｙ７０９－　Ｊ　２　山口県文化財籤要第五集

　　　　　　　　　　　民俗芸能・陶芸・民俗賢料

１７２１　Ｙ７０９－　Ｊ　８　山口県の文化財

１７２２　Ｙ７０９－Ｋ４　山口県文化財要録第１集

　　　　　　　　　　　史跡

１７２３　Ｙ７０９－Ｋ５山口県文化財要９第２集

　　　　　　　　　　　名勝一天然記念物・建造物

１７２４　Ｙ７０９－Ｋ　７　山口県文化財要録第３集

昭３５山口県教育委貝会

昭３６山口県教育委員会

昭３４山口県教育委貝会

暖画・書籍・考古資科・無形文化財・民俗文化財

１７３１　Ｙ７０９－　Ｌ　３　山口県文化財要録第１集

　　　　　　　　　史跡

１７３２　Ｙ７０９－Ｌ４未指定文化財総合調査報

　　　　　　　　　告書全２巻

昭５８山口県文化財愛護協会

－９５

昭５９山口県文化財愛護協会

１７２５　Ｙ７（Ｓ－Ｋ７山口県文化財－・

１７２６　Ｙ７㈲－Ｋ　８，　山口県文化財要録第４集

　　　　　　　　　　　彫刻・工芸

１７２７　Ｙ７０９－Ｋ９　山口県文化財総覧

１７２８　Ｙ７０９－Ｋ９　山口県文化財地図・附録

１７２９　Ｙ７０９－Ｌ　１　ふるさとの文化財

昭５２山口県教育委員会

昭５３山口県教育委員会

１７３０　Ｙ７的－Ｌ３防長の美術と文化全２巻臼杵華臣他昭５８学習研究社

昭５４山口県教育委員会

昭５４山口県教育委員会

昭５６　ＮＨＫ山口放送局



１７３５　Ｙ７１８一Ｊ８ 楳第

１７３６　Ｙ７１８－Ｋ　Ｉ　山口県の木喰仏 新見亮助他昭４６

山口県仏像シリーズ

ー集

原孝一昭４３

１７３３　Ｙ７０９－　Ｌ　５未指定文化財総合調査報

告書

　　史跡・中世編

附６０山口県教育委員会

伸昭６０マツノ書店１７３４　Ｙ７１４－Ｌ　５　山口県の石遺美術 内川

１７３７　Ｙ６１８－　Ｊ　８　写真集防長路の仏たち白石常夫福昭５１良文堂書店

中田喜太郎編昭６中田喜太郎

　　　　　　　　昭３１山口県教育委貝会

河村幸次郎他昭３６県立山口博物館

松林桂月昭４０天　香　舎

　　　　　　　　昭５１　日本程済新聞社

飾屋吉生昭５８山口県立美術館

　　　　　　　　昭５９山口県立美術館

山県伊三郎昭４山県公爵伝記編纂会１７４１　Ｙ７２１－Ｆ９　素空公療蘭書存

　　　　　　　　　　　画集

１７４２　Ｙ７２１－Ｇ　Ｉ　桂月山人富謙

１７４３　Ｙ７２１－　１　６　雪舟と山口

１７４４　Ｙ７２１－　Ｊ　Ｉ　高島北海

１７４Ｓ　Ｙ７２１－　Ｊ　５　松林桂月遣●集

１７４６　Ｙ７２１－Ｋ　６　高島北涵画集

１７４７　Ｙ７２１－Ｌ　３　松林桂月

１７４８　Ｙ７２１－Ｌ４　雲谷等顔と桃山時代

１７５１　Ｙ７２３－Ｋ　３　画集城下町萩

１７５２　Ｙ７２３－Ｋ　５　画家のことば

　古館充臣昭４８西日本教育図書Ｃ０．

　香月黍男昭５０新　潮　社

９６－

１７４９　Ｙ７２１－Ｌ６　「古丈術」７８特集・雲谷派芳賀和発掘昭６１三彩新杜

１７５０　Ｙ７２３－　Ｆ　７　前原氏洋画附考　　　安藤紀一昭２

　　　　　　　　　　　ｉｌ原氏は前原一誠のこととう写刷

１７４０　Ｙ７２１

内田 伸昭５４マツノ書店１７３８　Ｙ７２０－Ｋ　９　防長の微笑仏

　　　　　　　　　　　木喰上人の足跡

１７３９　Ｙ７２０－Ｋ３　美しい城下町萩

　　　　　　　　　　　画文集

時山弥人書僧雪舟と雲谷派

　　とう写刷

大和義男他昭４８赤間閲書房



楢崎鉄香昭１８盛　運　堂

　　　　　　　　平２山口県ふるさとづくり県

　　　　　　　　　　民会議

山本勉弥昭２５萩文化協会

宇祁市立図書館昭２９涛　文　舎

掘

　　　　　　　　昭４２須佐町教育委貝会

１７５９　Ｙ７５０－Ｈ３　萩焼

１７６０　Ｙ７５０－Ｍ　Ｏ　ふるさとの民工芸

１７６１　Ｙ７５１－　１　０　萩の陶磁器

１７６２　Ｙ７５１－　１　４　山口県の陶磁器展

１７５８　Ｙ７４８－　Ｌ　９　萩ＨＡＧＩ（下噸信雄写下瀬信雄平１求　龍　堂

　　　　　　　　　真集）

１７５３　Ｙ７２３－Ｋ　５　香月泰男芸術と人間像　　　　　昭５０朝日新聞西部本社

１７５４　Ｙ７２３－　Ｌ　２　中本達也と戦後美術の一針生一郎他昭５７山口県立美術館

　　　　　　　　　断面

大和義男昭５８大和義男

　　　　　　　昭５９萩　両　房

　　　　　　　昭４６細田和子

１７５５　Ｙ７２３－　Ｌ　３　大和義男画文集

１７５６　Ｙ７２３－　Ｌ　４　水沼兼雄画集

１７５７　Ｙ７３０－Ｋ　１　地福の版画集

橋詰隆康昭４８三一一書房

１７７１　Ｙ７５１－Ｋ４　カラー日本のやきもの吉賀大眉文昭４９淡　交　社
　　　　　　　　　６萩

９７

昭４８

１７６３　Ｙ７５１－ｊ　７　須佐焼唐津窯

　　　　　　　　　　　発掘調査報告

１７６４　Ｙ７５１－　Ｊ　９　日本やきもの４萩

１７６５　Ｙ７５１－Ｋ　Ｉ　須佐唐津窯

１７６６　Ｙ７５１－Ｋ　２　休和喜寿記念作品集

１７６７　Ｙ７５１－Ｋ　２　古萩

　　　　　　　　　　　写真：下瀬信雄

１７６８　Ｙ７５１－Ｋ２　陶芸二人展

　　　　　　　　　　　三輪休和・藤原啓

１７６９　Ｙ７５１－Ｋ　３　吉賀大眉作陶近作展

　　　　　　　　　　　写真・下瀬信雄．

１７７０　Ｙ７５１－Ｋ　３　萩焼

三輪休零他昭４４淡　光　杜

小野忠煕編昭４６須佐町教育委員会

　　　　　　　昭４７花　喜　多

　　　　　　　昭４７萩　　　市

昭４７県立山口博物館



河 社

山

坂３号窯発掘調査報告

昭５４山口県教育委員会

林屋晴三昭５３中央公論社

彦

１７７６　Ｙ７５１－Ｋ６　萩焼

１７７７　Ｙ７５１－Ｋ６　やきもの風土記

Ｌ７７８　Ｙ７５１－Ｋ　７　萩焼古家｜

河野良輔他昭５１朝日新聞西部本社

神崎宣武昭５１マツノ書店

　　　　　　　昭５２山口県教育委員会

１７７２　Ｙ７５１－Ｋ５　陶磁大系１４萩・出雲　河野良輔昭５０平　凡　社

１７７３　Ｙ７５１－Ｋ　５　日本のやきもの１７萩　河野良輔昭５０講　談　社

１７７４　Ｙ７５１－Ｋ５伝統の萩焼と高麗茶碗古萩林屋晴三他昭５０山口県教育委員会

ｔ７７５　Ｙ７５１－Ｋ　６　太陽やきものシリーズ　佐藤雅彦網昭５１平　凡　社

　　　　　　　　　　　　　膚津・萩

本勉弥昭５３森　豊

野良葡昭５３講　談

昭５３山口県教育委員会

　　　　　　　　　　　坂１号窯発掘調査概要

１７７９　Ｙ７５１－Ｋ　８　萩焼古窯２

　　　　　　　　　　　坂２号窯発掘調査報告

１７８０　Ｙ７５１－Ｋ　８　萩の陶磁器　　　　１

１７８１　Ｙ７５１－Ｋ８　入間国宝シリーズ４　　ｉ

　　　　　　　　　三和休和

１７８２　Ｙ７５１－Ｋ　８　日本陶磁全集１８萩・　ｊ

　　　　　　　　　上野・高取

１７８３　Ｙ７５１－Ｋ９萩焼古窯３

育

昭５８山口県文化財愛護協会

１７８９　Ｙ７５１－Ｌ３　茶碗一楽二萩三唐津　河野良輔他昭５８山口県文化財愛護協会

１７８８　Ｙ７５１－Ｌ　２　萩焼３６０年坂高麗左衝門展

９８・

昭５８山口県文化財愛護協会

１７９０　Ｙ７５１－Ｌ　３　生産遺跡分布調査報告書

　　　　　　　　　窯業

１７９１　Ｙ７５１－Ｌ　３　須佐唐津窯

昭５７毎日新聞西部本社

坂田泥華昭５４保

河野良輔昭５５小

１７８４　Ｙ７５１－Ｋ９　日本の陶磁１２萩

１７８５　Ｙ７５１－　Ｌ　Ｏ　探訪日本の陶芸５萩
　　　　　　　　　出雲

１７８６　Ｙ７５１－ＬＯ　萩日本のやきもの

社
　
館

１７８７　Ｙ７５１－ＬＯ　名陶萩その実際と鑑賞藤円時平昭５５西日本茶陶研究会

河野良葡昭５５講　談　社

学



平１淡　交　社

三輪和彦他平１彩　陶　庵

　　　　　　平１演中月付

１７９６　Ｙ７５１－Ｌ　８　新愛液展

　　　　　　　　　　　写真：下瀬信雄

１７９７　Ｙ７５１－　Ｌ　９　ばけるほのお

１７９８　Ｙ７５１－Ｌ　ｇ　Ｈａｍａｎａｋａ　Ｇｅｓｓｏｎ

　　　　　　　　　演中月村作品集

１７９９　Ｙ７５１－ＭＯ　現代の日本阿芸山陰

小倉惣右衛門昭２中央刀剱会本部

弘津史文昭７弘津史文

１８０１　Ｙ７５６－Ｆ　７　長州蝉

１８０２　Ｙ７５６－Ｇ　２　甲冑研究資料

　　　　　　　　　　　山口県下所在のもの

１８０３　Ｙ７５６－Ｋ　３　長州の蝉

１８０４　Ｙ７５６－Ｋ７　更生長門新刀銘鑑

　　　　　　　　　　　とう写刷

１８０５　Ｙ７５６－　Ｌ　Ｏ　麗名帖

　　　　　　　　　　　艮門潭図録

１８００　Ｙ７５１－ＭＯ　Ｆ炎芸術」２７特集・萩焼高橋常昭他平２阿郁出版
　　　　　　　　　今昔物語

１７９３　Ｙ７５１－Ｌ　５　僕と炎と唇と

朝Ｅ］新聞山口支附５８葦　香　房
局

三綸龍作昭６０求　龍　堂

１７９２　Ｙ７５１－Ｌ３　萩焼人国記

幡龍作昭６３彩　陶　庵
一

一

一

１７９４　Ｙ７５１－Ｌ　６　日本のやきもの４萩　吉賀大眉他昭６１淡　交　廿

１７９５　Ｙ７５１－Ｌ６　「炎芸術」１５特集：＋一高橋常昭他昭６１阿部出版
　　　　　　　　　代三輪体曾

附３９１８０９　Ｙ７８０－　Ｊ　４　栄光第１８回同体記念写
　　　　　　　　　真集

１８１０　Ｙ７８３－　Ｋ　６　会誌

１８０７　Ｙ７７９－Ｌ　Ｏ　猿まわし復活

１８０８　Ｙ７８０－　Ｊ　４　第１８回国民体育大会報告書

－９９・

昭５１山口県高等学校野球連盟

国尺体育大会山口県実行

委員会

羽

村 上孝介昭４８刀　苑　杜

根文雄昭５２

村崎義１Ｅ昭５５部落問題研究所出版部

　　　　　　　　昭３９岡民体育大会山口県実行

　　　　　　　　　　委貝会

１８０６　Ｙ７７３－Ｋ　Ｉ　山口鷺流狂言の伝来衣裳河済敏子昭４６

　　　　　　　　　について

伊東莫純昭５５伊東叱純



三十六峰外史遺墨暢寄頼山
帖上・中・下

十文宇槍技術注解（写本）

　　寛政１２年写

初射的法口伝覚書（写本）

　　寛保２年写

水沼兼雄還暦記念画集

多々良神祇遭術体来由略

　　宝歴１３年成

明治１８１６　７丙１‾３　名家¶？¶１§？Ｓｔ知名士の筆墨集

１８１７　７丙２－３４　三鼓譜（写本）

　　　　　　　　　　　天明７年写

１８１９　７８９－シ２

１８１８　８２０－１０ 陽明２長門蔵版局

１８１５　Ｙ７９１－Ｋ　Ｉ　毛利敬親と茶道

１８１１　Ｙ７＆３－Ｋ９青春のうた

　　　　　　　　　　　山口県高等野球史

１８１２　Ｙ７８９－　Ｊ　７　弓遭雑話

　　　　　　　　　　　とう写刷

啓昭５４条例出版Ｃ０．徳原

田中助一昭４６史都萩を愛する会

１８１３　Ｙ７８９－Ｍ　Ｏ　長州藩相伝神道無念流木村高士平２新人初往来社

１８１４　Ｙ７９１－　Ｊ　４　萩市指定文化財花月檜田巾助一編昭３９

山根林作

１８２０　７８９－シ４

１８２５　Ｙ８１６－　１　５ 山口県の子ども山口県作文の会昭３０山口県教職員組合

　　　　　　　　楊

第五回

作文集

－１００－

松１６龍他昭４２須佐文化協会１８２６　Ｙ８１８－　Ｊ　７　初稿須佐方言考

１８２４　Ｙ８１３－　Ｋ　５　新訂山口県方言辞典　山中六彦昭５０マツノ再・店

１８２３雑郷－３３　萩市音楽文化協会会報

　　　　　　　　　　　第５年号

昭３０１８２１人郷－３８

１８２２雑郷－２９

語Ｙ８　言

昭１９



１８３７　Ｙ９１０－タ４７古典横苑植栽案内

１８３８　Ｙ９１０一二２２防長文学碑採拓行

１８３９　Ｙ９１０－フ８６ふるさと文学触歩

１８４０　Ｙ９１０－ヤ５６山口県近代文学年表

１８４１　Ｙ９１０－ヤ５６ふるさと文学紀行

１８３６　Ｙ９１０－ク４２国木田独歩山口時代の桑原伸一昭４７笠間書院
　　　　　　　　　研究

高

勇昭５８独　拿　庵

　　昭５９山口鏝行

　　昭４７山口県教育委貝会

　　平１山口県ふるさとづくり県

　　　　　民会議

山章介昭３１八幡人丸神社

学

１８２７　Ｙ８１８－　ｊ　７　ふるさとのことば　　波多放彩昭４２防艮民俗研究所

　　　　　　　　　　　阿武郡福栄村の方言集

１８２８　Ｙ８１８－　Ｋ　６　長門方言集　　　　重本多喜津編昭５１図舟刊行会

１８２９　Ｙ８１８－　Ｋ　７　須佐地方の方言　　　　　　　　昭５２須佐町教育委員会

１８３０　Ｙ８１８－　Ｋ　８　防長動植物方言考　　小川五郎昭５３マツノ書店

１８３１　Ｙ８１８－　Ｌ　Ｉ　全国方言貿料第五巻　　　　　　昭５６　日本放送出版協会
　　　　　　　　　中国・四国地方楊

１８３２　３甲１－８０　作文階梯全３冊　　宇都宮蓋庵天保８

１８３３　８２６－サ３　作文初問　　　　　山県周南宝１５

Ｙ９　文

上杉久吉昭３０世論月報杜

大岡　昇柵昭４５市立岩国図書館

１８３４　Ｙ９１０－ウ１８周防時代の国木田独歩

１８３５　Ｙ９１０－オ２１岩国文学百年史

夫妻川柳碑田中助一編昭４１萩ユネスコ協会

報告書

井上剣花坊

井上信子
１８４４　Ｙ９１１－イ７２

－１０１－

１８４５　Ｙ９１１－コ５３小島経彦先生歌碑報告書田中助一編昭４６小鳥経彦先生歌碑建立期
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　成公

村西

１８４２　Ｙ９１０－ヤ７４萩庶民文学

１８４３　Ｙ９１１－ア４３美知乃詩集こころ

山本勉弥昭３６萩市郷土博物館

明山美知乃昭２７余占中学校



山本勉弥昭２８萩文化協会

山本勉弥昭３２萩文化協会

１９６６年以降年次。欠年あり

１８５１　Ｙ９１１３－ホ３９防長俳諧史点描

１８５２　Ｙ９１１５－マ４８ネプチューンの庫

１８５３　Ｙ９１１－ヤ５６現代山口県爵選

１８６０　Ｙ９１４－ア５３菜香亭紳士剱

１８５６　ＹｇＨ－ヤ７４萩におｌｉる俳摺師の系統山本勉弥

　　　　　　　　　　　とう写刷

１８５７　Ｙ９１１－レ１２萩・黎明短歌会合同歌集　　　　　平３黎明短歌会

１８５８　Ｈ９１１５－ワ４５和田健詩集　　　　和田　　健昭４５こだま詩社

１８５９　Ｙ９１２－ミ８５近松門左衛門出生の秘密宮野　薫昭５０俵山古代文化研究所

１８５４　Ｙ９１１－ヤ７４萩俳諧史

１８５５　Ｙ９１１－ヤ７４萩の歌人

　　　　　　　　　　　附：防長歌人名簿

勇平１西村

１８４８　Ｙ９１１－タ８５歌集田原保美遺詠集　竹内八郎楊昭４６田原吉良

１８４９　Ｙ９１１一二２２防長文学碑採拓行正・続西村　勇昭６２独　楽　曜

１８４６　Ｙ９１１－コ６４児玉花外その詩と人生谷林　博昭５１白藤書店

１８４７　Ｙ９１１－タ４４千代女と菊舎尼　　　山中六彦昭１７人文書院

本間活人昭６０本聞活人

増田元広昭５８みどり屋

和田健他昭４１～山口県詩人懇談会

勇１８５０　Ｙ９１１－ニ２２防長文学碑採拓行（芭蕉西村

　　　　　　　　　爾）

朝日新聞山口支平２葦　書　房
局編

中野重治昭３２筑摩書房

石

川

張

鮎

－１０２－

行川香世女昭６２石川香世女

１１１

日本の文学４０青年 林

１８６１　Ｙ９１４－ナ３３萩のもんかきや

１８６３　Ｙ９１９－チ４８百耕園飼章

１８６４　Ｙ９５０－ア７６百味箪笥

１８６５　Ｙ９５０－イ３６花筏

　　　　　　　　　　句集

１８６６　Ｙ９５０－イ３６香檀

　　　　　　　　　　句集

房雄　　中央公論杜

忠一昭３３松本二郎

義介昭３９

再世女昭５５

１８６２　９１８　ニ２５



井上信子福昭１０叢　文　閣

井上琳代昭４５萩木兎句会

伊東

伊東

１８７６　Ｙ９５０－オ３２歌集指月嶺

１８７７　Ｙ９５０－オ４６弘毅斎遺稿

１８７８　Ｙ９５０－カ６１日本語の研究

大村武一昭３９

大中一忠編昭６１萩女子短期大学
　　　　　　　　　　国文研究室

勲昭５１しらがね白石書店

勲昭５２しらがね白石青店

板垣青檀子昭４７１８６７　Ｙ９５０－イ５２白魚舟

　　　　　　　　　　句集

１８６８　Ｙ９５０－イ６２春畝公詩文録屹坤

　　　　　　　　　　　伊藤博文漢蒔文集

１８６９　Ｙ９５０－イ６２藤公詩存

　　　　　　　　　　　伊藤博文漢詩集

１８７０　Ｙ９５０－イ６２防長にかおる万葉歌

１８７１　Ｙ９５０－イ６２山口にかおる万葉

１８７２　Ｙ９５０－イ７２井上剣花坊句集

１８７３　Ｙ９５０－イ７２花検

　　　　　　　　　　　句集

１８７４　Ｙ９５０－オ２１影絵

１８７５　Ｙ９５０－オ２１万葉秀歌選

末松謙澄編明４３博　文　館

松緑楊附８，春畝公追頌会

大中－－忠昭６３短歌新聞社

奥平謙輔大１５萩事変五十年追悼会

兼常涛佐昭１４中央公論社

木

村秀吉大１５厚生閣書店

村秀吉昭４神谷書店

村秀吉昭５万里閣書房

一１０３－

木

木

１８８０　Ｙ９５０－ヵ６１与謝野晶子　　　　兼常涛佐昭２４三笠書房

１８８１　Ｙ９５０－ヵ８７自炊を楽しく絵で見る河口和子楊昭６０風　媒　社
　　　　　　　　　調理入門

１８７９　Ｙ９５０－ヵ６１兼常潰佐遺作集上・下兼常消佐昭３５兼常清佐遺作集刊行会

河口和子禰昭６３風　媒　社

河野通毅昭３０

１８８２　Ｙ９５０－カ８７マンガ子育て文化

１８８３　Ｙ９５０－カ９２学半草堂詩文紗

　　　　　　　　　　　漢詩文集

１８８４　Ｙ９５０－キ６５心と言葉

１８８５　Ｙ９５０－キ６５精神文化の諸問皿

１８８６　Ｙ９５０－キ６５精神学論考



入保雲仙昭３９久保雲仙

入保雲仙昭４８久保雲仙

桑原萍雨昭Ｓ４桑原茂政

小鳥経彦昭３６

久保雲仙昭４３久保雲仙１８９１　Ｙ９５０－ク４８句集花昌蒲

１８９２　Ｙ９５０－ク４８句集返り花

１８９３　Ｙ９５０－７４８　句集高砂

１８９４　Ｙ９５０－ク９５私の文学碑寂心

小島経彦昭５１

小島経彦昭５５雁　書

桜井哲郎昭１６桜井豊

１８９６　Ｙ９５０－コ５３歌集害雲雀

１８９５　Ｙ９５０－コ５３晩潮

　　　　　　　　　　歌集

渡辺翁辺悼陽明

学研究刊行会

木村再吉昭８建　設　杜１８８７　Ｙ９５０－キ６５物心の研究

１８８８　Ｙ９５０－キ６５陽明学研究 木村秀吉編附１３

久坂天掻は久坂玄珊の兄

入坂玄瑞慶応４河内屋吉兵衛

久坂天機昭４惜春山荘

１８８９　Ｙ９５０－ク２２江月斎稿

１８９０　Ｙ９５０－ク２２久坂天雖詩文稿

滝

竹内

昭５９学　宛　社得
　
八

郎昭４３樹空出版会

－１０４－

洋田巾俊資昭５９田中

佐藤朔太郎昭４８

佐藤剣坊昭５６佐藤剣坊

沢本良秋昭４０しらかね白石書店

神野克巳昭５２神野洋一

末永　　明昭５９末永　明

館
　
子

１８９７　ｙ９５０－コ５３歌集萩

１８９８　Ｙ９５０－サ４７静浦遺詠

１８９９　Ｙ９５０－サ７１萩日記

１９００　Ｙ９５０－サ７１小説岩匯

１９０１　Ｙ９５０－サ９２萩ずいき

１９０２　Ｙ９５０－シ９４句奥城山

１９０３　Ｙ９５０－ス１８鶏肋記

１９０７　Ｙ９５０－タ５２無花果

１９０８　Ｙ９５０－タ５８歌集樹空

１９０９　Ｙ９５０－タ７９遺稿集菩提樹

末成和子昭６Ｚ短歌研究社

高鳥北海昭３高島京江

福本俸水禍昭６惜春山荘

１９０４　Ｙ９５０－ス１８歌集余波

１９０５　Ｙ９５０－タ３４九峰詩砂

１９０６　Ｙ９５０－タ３９高橋楽水翁詩存



福田蓼汀昭２７山　火　会

福田蓼汀昭３２近藤再店

福田蓼汀昭４１山火発行所

福田寥汀昭４５角川書店

福田蓼汀昭４６スキージャーナル

都志見木吟昭５９園田辰彦

永井跨泰昭６１永井聘秦

波木四郎昭５３

橋本士郎昭５８橋本白郎

長谷川道隆昭６３長谷川道隆

１９２５　Ｙ９５０－フ３７句集霞

１９２６　Ｙ９５０－マ２５句集花密柑

１９２７　Ｙ９５０－マ５７桜雲洞詩砂

　　　　　　　　　　　漢詩集

１９２４　Ｙ９５０－フ３７四季讃歌福田蓼汀エツ福田寥汀昭５０牧　羊　社

　　　　　　　　　セイ集

田中龍夫昭５６

田総百合之助昭２８田総百山先生歌集刊行会

福本椿水櫛昭６講談社サービスセンター

１９１０　Ｙ９５０－タ７９世界に翔ぶ

１９１１　Ｙ９５０－タ８５田総百山歌集春蘭

１９１２　Ｙ９５０－タ８８玉指先生時存

　　　　　　　　　　　王木文之進漢詩存

１９１３　Ｙ９５０－チ４８百耕園詞草

　　　　　　　　　　　張紫村文集

１９１４　Ｙ９５０－ツ４７遺句集寒栂

１９１５　Ｙ９５０－ナ１８近代日本数青史の学習

１９１６　Ｙ９５０－ハ３４歌集燈圖

１９１７　Ｙ９５０－ハ４２句集榛東

１９１８　Ｙ９５０－ハ４８中国の俳優俑（演劇と

　　　　　　　　　の関連において）

１９１９　Ｙ９５０－フ３７句集君落

１９２０　Ｙ９５０－フ３７句集暁光

１９２１　Ｙ９５０－フ３７源流句集

１９２２　Ｙ９５０－フ３７秋風挽歌句集

１９２３　Ｙ９５０－フ３７黒部幻彫

松本二郎楊昭３３松本二郎

福

牧

松

田亮子附６２こだま詩社

田亮子平２こだま詩社

１９Ｚｇ　Ｙ９５０－ム７１歩み隨筆集

１９３０　Ｙ９５０－ム７１歩み第２集

－１０５－

村

村

１９２８　Ｙ９５０－ム５９長州藩幕末秘帖吼えろ村岡

　　　　　　　　　留魂録

田蓼汀昭５１牧　羊　社

沢正彦昭４８

林桂月昭２７桂　月　会

繁昭４９村岡 繁



南條範夫昭５０中央公論社

ｊ９３９　Ｙ９９０－ナ３３萩のもんかきや

１９４０　Ｙ９９０－ナ５８城下の少年

１９４１　Ｙ９９０－ヒ４３萩・秋吉台殺人事件

１９４２　Ｙ９９０－フ５９原爆不発弾

広山義慶平２天山

藤村正太昭５３光　：

出 版

１９３５　Ｙ９５０－ワ３３日本美術随想

１９３６　Ｙ９９０－ア３９虹を織る上・下

１９３７　Ｙ９９０－シ４４世に棲む日々３巻

１９３８　Ｙ９９０－ナ１８萩・殺人迷路

ｊ９３１　Ｙ９５０－ム７１詩集柊　　　　　村田亮子昭６１　１１　田亮子

１９３２　Ｙ９５０－ユ１６連言と怒濤と　　　渦郷跨和昭５７日本放送川版協会

１９３３　Ｙ９５０－ユ１６キサク・タマイの冒険　渦郷跨和平ｌ新人物往来社

１９３４　Ｙ９５０－∃３１吉田賢良先生詩稿　　福本梓水禍

　　　　　　　　　　　古田賢良は吉田松陰の養父

脇本楽之粁昭４１新　凋　社

秋田佐知子昭５５日本放送出版協会

司馬遼太郎昭５８文芸春秋

社
　
房

長井　彬昭６２光　文

中野重治昭３２筑家書

１９５２　９１１５－ナ３５中原中也

１９５３　９１１．５－ナ３５評伝中原中也

１９５４　９１４．６－カ８７愁ひ顛のさむらひたち

岡昇平昭５０角川書店

ＵＩ煕生昭５３東京書籍Ｃ０．

ｈ徴太郎昭５０文芸春秋

大
　
吉
　
河

－１０６－

月性・世良修戴・赤根武人等

１９４３　Ｙ９９０－レ２５萩の雨　　　　　連城三紀彦平ｌ講　ｉ

ｌ９４４　Ｙ９９０－ワ３６アリバイは両刄の貪」　和久峻三昭６０講　ｉ

ｌ９４５　９１０．２－ヵ７１嘉村破多その生涯と作品太田静一昭４６弥生

社
　
社
　
社
　
房

　
　
　
　
　
　
　
　
書

文
　
談
　
談

１９４６　９１０．２－ワ４５郷土の文学・本と人　和田　健昭５０条例出版

１９４７　９１０．４－タ４７古典の木草　　　　高山章介昭４２北長門地方文化研究所

１９４８　９１１．３－タ８３定本山頭火全集全７冊種田山頭火昭４７～春陽堂書店

原　黙杉昭３７

児王花外昭４８世界文庫

大岡井平他楯昭５３角川書店

１９４９　９１１．３－ハ８１句集須磨

１９５０　９１１．５－コ６４社会主義峙集

１９５１　９１１．５－ナ３５中原中也全集６巻



１９６２　９１８一二２５－５４ 昭５０筑摩書房宮本顕治集現代日本文

学大系５４

宇野千代集硯代日本文

学大系６９

１９６４　９１８－メ１８－６６国木田独歩集明治文学
　　　　　　　　　全集

１９６５　２乙６－１２１　１言（写本）

１９６３　９１８一二２５－６９ 昭４９筑摩書房

現代日本文

１９５５　９１４．６－カ８７厳島閑談

１９５６　９１４．６－カ８７史伝と文芸枇岬

１９５７　９１４、６－７３７　百合子のふるさと辞典

１９５８　Ｈ９１４．６－フ３７やまぐち菜時記

１９５９　９１８－ウ４７　氏原大作全集４巻

１９６０　９１８，ニ２５－１０国木田独歩集日本近代

　　　　　　　　　文学大系１０

河上徹太郎昭５５新　潮　社

河ヒ徹太郎昭５５作　品　社

福田百合子昭５４［Ｕ口新聞社

福田礼輔昭５８サンデー山口

山口県教育会編昭５２条例出版Ｃ０。

　　　　　　　　昭５６角川書店

１９６１　９１８一二２５－４９嘉村磯多集

学大系４９

昭５０筑摩書房

１９７０　３甲２一７ 周南先生文集初編１０山県周南宝暦１０

巻６冊

　　滝鶴台「周南行状」

杉

－１０７－

県有朋明２５

坂玄塙

１９７１　３甲２－１５　但採集集話（写本）全１５冊

１９７２　３　１１１　２　－１９　葉桜日記　　　　　山

１９７３　３甲２－２０　懐古集　　　　　久

　　　　　　　　　　　明喩館での国学採用への反対上申書

１９６６　３甲１－１８　松陰先生遮瞳

　　　　　　　　　　　「縛吾集」・「涙松集」を収める

１９６７　３甲１－２１　興風集前・後

　　　　　　　　　　　久坂玄瑞他詩歌集

山県太華

昭４９筑摩書房

敏介明３４

　　　　明１９馬嶋春海

１９６８　３甲１－４１　本邦文学史

１９６９　３甲２－５　陶蝸節集１０巻４冊

明２松下村路



１９８０　３甲２－５１　長門戊辰間機上・ｑ・・下

　　　　　　　　　　　山県周南字

１９８１　３甲２－５９　江月斎遺集屹坤

１９８２　３甲２－６０　清狂遺稿上・下

１９８３　３甲２－６３　東行遺稿上・下

　　　　　　　　　　　山田顕義序

１９８４　３甲２－７１　雲水遺稿

１９８５　３甲３イー５９歴代名臣審謨３１巻２０冊

１９８６　３甲３イ，７８陸宣公審議１２巻６冊

１９８７　３甲４－３　松陰峙集上・下

１９８８　３甲４－１２　藍東集上・中・下

１９８９　３甲４－１６　潰狂詩砂

１９９０　３甲４－１７　杷山遺稿

１９９１　３甲４－１８　江月斎稿

１９９２　３甲４－１９　投獄集

１９９３　３甲４－３５　松菊遺稿

１９９４　３甲４－４７　爾海峙誌

１９７８　３甲２－４８　東郊先生文集５巻５冊和智東郊

　　　　　　　　　　　山根華陽序。３巻は後補。

１９７９　３甲２－５１　華陽先生文集附済洲遺山根華陽・済洲明和７
　　　　　　　　　稿全６冊

　　　　　　　　　　　滝鶴台序、栗山孝庵欧

坂玄端明１０

　　　　性

杉晋作

寛延元

明和２長門明倫館

　　　　　　　長門蔵版局

山鳳剛文化８

田松険明１４尊　攘　堂

１９７４　４甲２－２１　諸葛丞相集３巻３冊

１９７５　３甲２－２７　鳳願集１２巻６冊

１９７６　３甲２－３９　幽室文稿６巻６冊

　　　　　　　　　　　品川弥二郎禰

１９７７　３甲２－４２　長門発申閻橿乾下

吉

片

久

桧下村塾月　　　性

口羽杷山明１６

久坂玄瑞慶応４

高杉普作

木戸孝允明２８

杉　孫七郎明３７

－１０８－

松下村塾

役

能美隆庵大２

　　　　　　　文久３長門明倫館

　　　　　　　　　長門蔵版局

月

高

田松陰明１６尊　攘　堂

　　　　観文化１３

吉



伊藤博文明４５

福原公亮明３８

岩敢信比古

近藤芳樹碍

熊谷直好明治溥　文　館

２００６　３甲５－２２　浦の潮貝拾遺航路日記熊谷直好明３２博　文　館
　　　　　　　　　船路のゆきゝ巌畠日記
　　　　　　　　　続日本歌学全書第１０編

寄居百首続日本歌学全近藤芳樹明３２博
書第１１編

　　寄居は近藤芳樹の家号

１９９５　３甲４－５９　弘毅斎遺稿　　　　奥平謙輔明１９

１９９６　３甲４　－１０３　南滉先生詩集３巻３冊山根南漢寛政９

内藤昌盈文政４

繁沢経山

毛利広漠

１９９７　３甲４　－１３５　官暇漫吟上・下

１９９８　３甲４－１５５維山詩稿（写本）

１９９９　３甲４　－１５６　鳳今亭集（写本）

２０００　３甲４－１５７豊腸詩集（写本）

２００１　３甲４　－１６５　増補簾公詩存

２００２　３甲４　－１７３　外征紀事詩存

２ＣＸ）３３甲５－２　本末歌の解

２００４　３甲５－５　類題月波集上・下

２００５　３甲５－１７　古今集正義総論補註

　　　　　　　　　古今集正義序註追考

　　　　　　　　　浦の志ほ貝

　　　　　　　　　続日本歌学全書第５編

近藤芳樹弘化２　求古粛

近藤芳樹天保８

２０】０３甲５－１１５同風・集天一地・人　近●芳樹明１１

　　　　　　　　　　　明治１１年歌会始の和歌集

Ｚ０１１　３　９　５　－１２９　浦乃志保貝上・中・下熊谷直好

２０１２　３甲５－１７７詠史歌集二編上．・ド

　　　　　　　　　　　萩の人士の作品を集める

２０１３　４乙ｌ　－１０４　入江子遠遺積　　　入江九一

　　　　　　　　　　　野村靖「追懐以」に収む

－１０９－

文　館２００７　３甲５－２３

２００８　３甲５－１０７寄居歓談二纏

２００９　３甲５－１１５古風三体考
　　　　　　　　　　　和歌史論



吉田松陰明１９

片山鳳咽

吉田松陰他

吉田松陰

久坂玄瑞

毛利斉広

吉田松陰

２０２０　８丁－２５

２０１８　８丙－６８

２０１９　８丙－７４

事斯語

佐久良の林

技痩録（積善堂随筆）

上・下

釣天余韻（写本）

雲陣茶話・崇文公付録

（写本）

回顧録附長崎紀行

上・下

留魂録附風盾遺草

幽囚録

挨釆揮録弁夢路ノ日記

世子詰文

照顧録附坐諏日録

哲学序説

源語奥旨

阿武の鄙風

　　歌集

一騎歌金

延齢松詩歌前集

回春集

春霞集２巻２冊

　　歌集

２０１４　８乙ｌ－ｌ　詩文国李殯少年必読日林　東湛明治溥　文　館

　　　　　　　　　本文庫第３碍

２０１５　８丙－８

２０１６　８丙－３５

２０１７　８丙－５７

毛利斉広天保１３

岩政信比古

南部伯民文化１

２０２１　８丁－２７

２０２２　８丁－２８

２０２３　８丁－３０

２０２４　８丁－５４

２０２５　８丁－５５

２０２６　ｊ００－１６

２０２７　３１０－１３

２０２８　９１１－ア５０

明１７２０３３　９１１．１一シ３１　春月集

　　　　　　　　　　　近藤芳樹慰霊和歌集

２０３４　９１１．１－セ４１　静居遺稿２巻２冊

－ｌｌＯ・

近藤芳介大７

２０２９　９Ｈ．１－イ２８

２０３０　９１１．１－エ１７

２０３１　９１１．１－力６６

２０３２　９１１．１－シ３０

松下村塾

松下村塾

加藤榊陰文入３明　倫　館

　　　　　　　　天保１０周防台遊不昧居

杉　孫七郎明４５

毛利元就

木村秀吉昭４文　書　堂

近藤芳樹明９

楢崎時太郎明３２



虚舟遺稿２巻２冊

２０４１　９１９－カ８１

２０４２　９１９－キ７１

　　文久元年（１８６１）洋行時の漢蒔集

鶴台先生遺稿１０巻５冊滝　鶴台安永７

落合済三明２４

滝　高梁

　　沢潟明１７

　　沢肩明１７

坂玄端

利元功明２７

置心録上・下

謹心余録

悛釆揮録

随風堂遺稿

　　漢蒔集

２０４３　９１９－コ７９　－噪先生文集

　　　　　　　　　　　複写本

孫七郎大４

２０３５　９１１．１－ハ２６

２０３６　９１１、１－ホ３３

芦屋大人撰文久２

毛利元徳明３０

萩城六ゝ歌集

芳宜園集上・下

　　歌集

一字庵菊舎尼遺稿

翁塚集乾

　　萩在住俳人の句集

本荘熊次郎編人１４本荘熊次郎

聴松庵連文化７

杉

２０３９　９１３－イ２　いせ物語（写本）

　　　　　　　　　　　享保７年写

２０４０　９１９－ヵ５３　爾海詩誌

２０３７　９１１．３－イ１９

２０３８　９１１．３－オ１４

東

増野喬定昭５

山県洙川編寛延２

２０４９　９１９－ト５７

２０５０　９１９－ナ７７

２０５１　９１９－ハ６９

２０５２　９１９－ハ７２

２０５３　９１９－ハ７３

２０５４　９１９－ハ７５

増訂藤公峙存

長門発甲問催ｈ

楳波遺稿１５集７冊

漏城新著

湯城三十六勝記２巻２冊山県篤蔵碍明３３

川一

湯山詩集６巻３冊

　　複写本

田坂ｉ覇山

伊藤博文明４４

松下村塾

東

２０４４　９１９－シ４３

２０４５　９１９－シ４４

２０４６　９１９－シ５２

２０４７　９１９－ス４５

久

２０４８　９１９－タ７８　太華文齢上・下

　　　　　　　　　　　複写本

山県太畢

毛



邱山小田村先生集（写本）小田村鄭山

２０５７　９１９－フ３５

２０５８　９１９－フ３６

２０５９　９１９－フ８０

瓜雅上．‾Ｆ

２０６０　９１９－ホ５６

２０６１　９１９－ム１２

復軒先生遺稿

　　複写本

防長詠史

山田原欽

玉乃九華嘉永７

林 東湛諸体峙則上・下

　　複写本

□羽杷山明１５２０５６　９１９－ハ７８　杷山遺稿

　　　　　　　　　　　複写本

２０５５　９１９－ハ７６

岩田博道昭４２０７１文郷－２１　越中禅

　　　　　　　　　　　欧米旅行記

２０７０文廊－１８　歎嗇集（写本）

　　　　　　　　　　　天保３年（１６８１）成るか。和歌集

　　野村益三昭２日本学術普及会

　　滝口吉良昭３明木図書館

－１１２－

帝都を顧みて

私の三尊

２０７２文部－２２

２０７３文部－２４

２０６６文郷－１１

２０６７文郷－１３

２０６８文郷－１４

２０６９文郷－１５

藍田小田村先生婁　　小田村藍田

草露日載　　　　　秋涯居士

　　文久元。１１．４～同２，２，５の漢文体日記

十符の菅薦全４冊　近藤芳樹明９

楽浪物語上・下

　　烈婦登波のことを記す

無隠禅師無孔笛６巻無隨遺費延享元
３冊

来栖坦堂昭１５

五竜文詩２巻２冊　玉乃世履明２２

寄居文集初編上・下近藤芳樹明２３

松増遺稿２巻２冊　佐々木松瓊明２６～

巌山金玉集５巻４冊　南方　厚爾明３４

　　漢詩文集

２０６４文部－８

２０６５文部－９

２０６２　９１９－ラ３７

２０６３文郷－６



２０８１文郷－４２

２０８２文郷－４６

２０８３文郷－４７

２０８４文郷－４８

金子栄一昭１４

妻木忠太轜昭１７泰　山　房

高村茂太郎昭１７

２０８５文郷－５１

２０８６文郷－５４

２０８７文郷－５５

佐伯文子昭９

香川政一他昭１０

山根菊子昭１２日本と世界社

倉田晋七楊昭１２

忿１都美（いづみ）

忠幸我観

南山雑記

母のねがい

伊勢神宮・三都めぐり

水光

山陰鴻爪集

　　とう写。漢詩集

おもかげ

磯崎拾玉前・後

光は東方より

浮雲抄

　　とう写

求道者の旅日記

木戸孝允遺文集

此世での供養

　　中国・朝畔紀行

倉田晋七昭６白水小学校

岩田博道昭５

藤山一雄昭８

野村寿美子昭８

野村益三昭９

野村益三昭９帝国水産会

河野通毅昭９

２０７４文郷－２８

２０７５文郷－２９

２０７６文郷－３６

２０７７文郷－３７

２０７８文郷－３８

２０７９文郷－３９

２０８０文郷－４０

２０８８文郷－５６　蔵拙函（写本）　　奈古屋大原

　　　　　　　　　　蔵書目録，附和１９年写

２０９２歌郷－４

青雲閣兼文編明２

　　　　　　　明２

－１１３－

２０９３歌郷－５

２０９４歌郷－６

肯雲間兼文編慶応４

柳　義雄昭３３

伊藤理．基昭３３

青雲閣兼文欄慶応４

星甫随筆　　　　　４

その道を辿る　　　１

殉難前草　　　　　丿

　　吉田松陰他志士詩歌集

殉難後草　　　　　丿

　　長井雅楽他の詩歌集

殉難遺草　　　　　丿

殉雛拾遺

２０８９文郷－５８

２０９０文郷－５９

２０９１歌郷－３



黄鳥集

和歌集記（写本）

十かへりの花

喜寿賀集

佐波のあらたま（写本）

明１９

２０９８歌郷－１４

２０９９歌郷－１７

２１００歌郷－１８

２１０１歌郷－１９

２１０２歌郷－２０

　　安政年成。昭和３１年写。

あしのかれ葉

　　　　　　　　明２３

松尾まっ子明２７

　　　　　　　　明２８

　　　　　　　　明３０

２０９５歌郷－９

２０９６歌郷－１１

城　戻文編明２有節集

２０９７歌祥一１２　青屑余震

　　　　　　　　　　　伊勢華追悼詩歌集

続風盾遺草｜「防長正気天野御民碍明８

集」）

　　附：山田顕義「追懐古人詩」

　　　　　　　明３１

弥富破魔雄明４５

田中一介大３

近藤清石大４

２１１Ｚ歌郷－３４

２１１３歌郷－３５

２１１４歌郷－３７

２１１５歌郷－３８

宮原牧太遺積（写本）宮原牧太

春蘭

竹廼舎遺柵

五，畿中国山高水長集

　　とう写

－１１４－

田総百山昭２８

半伴成質

河野通毅

大和こヽろ

春及遺楠

花の下草舎

　　詩歌集

久礼多計

朝寿寞

十駕遺稿

静浦遺詠

鏝の屋歌集

　　「防艮叢書」第１２編

２１０３歌郷－２２

２１０４歌郷－２４

２１０５歌郷－２６

２１０６歌郷－２７

２１０７歌郷－２８

２１０８歌郷－２９

２Ｌ０９歌郷－３０

２１１０歌郷－３２

２１１１歌郷－３３

桜

木

　　　　　　大８

　　　　　　昭８

　　　　　　人１０

井哲郎昭１６

村亀平昭１７防長文化研究会



山の句帖

秋の箇（写本）

　　　　　　　　昭１５

　　　　　　　　大５～

　　　　　　　　大１３～

中野青四郎昭９

観　耕　亭

嘉永５年（１８５２）成るか

高橋青斗昭３０

田中松蔵昭２５

２１２４俳廊－１５

２１２５俳郷－１６

宝層六子二月廿五日神納

両吟連歌（写本）

発句集（写本）

　　安永９成

はいかい句集（（東武紀焦雨園棋声楊
行旅之花ｊ）

　　寛政１３年成るか

おくの雪道坤

若竹会誌（写本）

萩川柳会詠草（写本）

２１１６俳郷－２

２ｎ７俳郷－４

２１１９俳郷－１０

２１２０俳郷－１１

２１２１俳郷－１２

２１２２俳郷－１３

２１２３俳郷－１４

２１１８俳郷－５

おのが句碑

松寿連吟集

脇起俳諧の連歌（写本）

五色の雲（写本）

明２４

里編

－１１５・

文

雨聴視

　　　　　　　　　　　田中松蔵は２世聴潮庵松寿

２１２６俳郷－１７　故琴浦翁追弔集（写本）

　　　　　　　　　　　明治２６年成るか

２１２７俳郷－１８　石津吾朝追悼句集（写本）古萩園三世

　　　　　　　　　　天保１２年（１８４１）成るか

２１２８俳郷－１９　葉さくら（写本）

２１３１俳郷－２３

２１３２俳郷－Ｚ４

　　　　　　　　　　　如慧園雨聴追悼句集。天保１４年成るか。昭２６年写。

２１２９俳郷－２０　以忠以成両吟連歌抄（写

　　　　　　　　　本）

　　　　　　　　　　　安永７年（１７７８）成るか。以忠は余古屋大原。

２１３０俳郷－２１　道の月抄（写本）

　　　　　　　　　　　天明３年（１７８３）成るか。



獅子門道統俳｜奮系統録　高村桃甫楊昭３４

赳前福井帰一坊筑紫紀
行長城滞城抜書（写本）

２１３５俳郷－２７

２１３６俳郷－２８

２１３７俳郷－２９

２１３８俳郷－３１

２１３９俳郷－３３　雪のねぐら｜写本）　如　　竹編

　　　　　　　　　　　享保２年（１７１７）成るか

２１４０俳郷－３５　桜のゆるし四（写本）

　　　　　　　　　　　聴松庵社中による，美濃派俳人百茶坊萩来遊の歓迎句集

２１４１俳郷－４１　天満宮事納達歌集（写本）

　　　　　　　　　　　享保１５年（１７３０）成るか

２１４２俳郷－４３

２１４３俳郷－４４

品川弥二郎左書他３点

歳旦集

　　天明３年頃。５点

皿林唱和上・下

　　漢詩集

青年・必吟正気詩集

西遮詩稿鈴

　　とう写

笠禰余涯

　　とう写

２１３３俳郷－２５ 勢実勢延景海楢崎五百輔

連歌噺片（写本）

２１３４俳郷－２６　嘉永六年正月掘内城内興

　　　　　　　　　業御規式連歌（写本）

　　　　　　　　　　　昭２８年写

田村哲夫他昭２８

高僑青斗昭３２

宗祇と山口

喜寿徳利

伊易

２１４７詩郷－９ 桂

２１４８詩郷－１０　鄙横井詠草

　　　　　　　　　　　８点。明冶１９年頃

１１６

福原俊彦

２１４４詩郷－４ 華明１２

２１４５詩郷－７

２１４６壽郷－８

天香明２７

市川一郎編昭６萩町聯合青年団

藤本鉄石昭１６



；ｌ郷　Ｉ帽　　　　光だより＝楽

　　　　　　　　卜氏啓一・＝リ

・，・．・｜・りヨ｜：：１１・；　萩先習烈士尊攘詩歌選　｜｜｜・・・ｌｔ　ｉ・Ｓ

ご１１；！・，ｊｌｌ：　｜・；　萩を歌へる弓歌

　　　　　　　　　　　ヒ’ｙり：

ＩＩ」゛ＩＩｒ１し・｜知

｜萍ｊ

川

］１こ旨町べｎ　　２ｈｊ文芸風土ｊトを

ｔ

　
　
ｎ
、

沢



資　　料参　　考

藩校｜り』倫館蔵舟

萩　閔　係　資　料

山目県関係資料

藩　政　川　史　料

「萩市史．編旅依拠史料



例凡

この参考資料は帝川分類、山口分類による

もの及び登録未済のものを追加した

左端の数字は標也毎＝の収録資料の辿し番号

である。

２

１



５

太

田篤胤

宰春台　寛延元

４

平

６

９

１０

８

　　　　　　　　　　　「嘉永三改」の印あり

　　　　　　　安永９「安政七改」の印

　　　　　　　安永９Ｆ安政七改」の印

　　　　　　　㈲隆慶３唐本

　　　　　　　（１５６９）

（溝）徐継沓文入元世男１地理・歴史書

７

文化１１

１乙－３６ 平田篤胤 奇兵隊蔵

藩校明倫館蔵書

古道大意上・下
１

３

３甲３イー１７官板唐宋八家文読本

　　　　　　３０巻１６冊

３甲３イ，１２２皇典文彙３巻２冊

３甲４　－１５４　詩論井附録

３乙４－１１　康煕字典４１冊の内１９冊

３乙４－１２　康煕字典全４１冊

３乙４－１３　康煕字典全４１冊

４乙４－１０７歴代君臣将相史学珠嚢

　　　　　　６巻６冊

４丙１－４　凛環志略１０巻１０冊

「嘉永三改」の印あり

『官板』とは徳川幕府によ

る出版本

３甲】－６６　増補文語料金上・下鈴木政寧編弘化４

３項２－１５　但棟集集詰（写本）１５冊

２

１１

１８ シ１３２２２

シ５１７

１９　２２２－シ２６　賢治通鑑巻１９～２９４
　　　　　　　　１３８冊

２０　２８２－コ５

１２１

唐本、「鳥永三改」の印

あり

津藩有造館蔵版

古今人物論巻１９～２０・（明）鄭賢輯
１冊

２２２

８甲

１２５－ヵ１５

２０２－ハ１

１３ 群書拾・上・中・下｛剛張九朗編寛政９

７乙ｌ－１３　校刻兵要録２２巻７冊長沼涜斎安取２Ｆ安政七改」の印あり１２

重梓鶴林玉露１８巻９冊

－修宣和博古図録１４冊

１６　２２２－コ１０　尺木堂爾鑑易知録１冊で清）共栗権他

資治通鑑綱目３冊

僚記増補十八史略巻
４・１冊

１５

寛文２　Ｆｉ永三改」の印あｌｊ

　　　　欠奄あり「嘉永三改」の

　　　　印．唐本

　　　　巻９～１１、他欠、「安政

　　　　七改」の印唐本

　　　　「安政七改」の印あり

１４



フ２２７

－

９２４

２８　９２８－サ２８

萩　関　係　資　料

－

官板三事忠告全１冊（元）張養浩嘉永５「牧民忠告」「風憲忠告」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「廟堂忠告」

８２３

物理学の書巻８・９

１０欠

「安政七改」の印あり

「嘉永三改」の印あり

唐本「嘉永三改」の印

あり

２ｊ　２９１－シｌ　諸国名義考上・下　　斎藤彦麻呂　　「安政七改」の印あり

２２　３９５－チｌ　一枚正活版築城典刑巻１（蘭）吉母波百児慶応元（萩）明倫館蔵版、大鳥圭
　　　　　　　　　１冊　　　　　　　　　　　　　介訳

２３　３９６－サｌｌ　三兵答古知髄巻９～１５　　　　　　　　巻１～８欠
　　　　　　　　　７冊

２４　４２０－キ２　気海観瀾広鶴巻１～１５ボ　イ　ス安政３
　　　　　　　　　の内１２冊　　　　　り｜｜本幸民訳）

２５　８２３－コ２　康煕字典等鱗備考２冊

コ７２６ （明）硬雅隆編

（明）徐師曽楊

五車躾瑞１６０巻２３冊

文体明櫛

阿武

見島

阿武

見島

６

７

８

４

５

１０

１１

１２２・

大１３萩町役場

人１４阿武郡役所

大１４

昭３萩町役場

９

３

山口県

山口県

明冶十五年

一月調重

明治十六年

　調重

郡冶一覧喪　明１５阿武見鳥郡役所

山口県阿武郡治提要

萩町勢要覧

萩案内

山口県阿武郡治提要

山口県阿武郡治提要

萩町舅一班

阿武郡の産業

史賊詳解萩案内

萩町勢一班

大３阿武郡役所

大３萩町役場

大７

大８阿氏郡役所

大９川　　　上

郡治一貰表　明１６阿武見鳥郡役所
２



１５　萩町自冶行政一覧

１６　荻案内記

１７　萩案内

１８　萩市農会要覧

１９　萩市舅要覧

２０　萩史蹟産業大博覧会会崎配置予定図

２１　新萩案内

２２　萩市学事一覧

２３　萩市勢要覧

２４　市舅と観光

２５　市勢と観光

２６　萩市勢要覧

２７　萩市の全観

２８　萩市勢要覧

２９　市勢要賢１９５３版

市制３０周年記念市勢要覧昭３７

昭４１萩市役所

昭３萩町役場附：萩市街図

昭４萩町役場昭和４年１１月１日現在

昭５萩町役場附：萩市街図

昭５萩町役場

昭５萩町役場附：萩町内史蹟地図

昭５日本太郎社

昭９萩市農会

昭９萩市役所

昭１０萩市役所

昭１１含英書院香川政一著

昭１３萩市役所

昭１６萩市役所

昭２５萩市役所主要会社・工場名紹介

昭２６萩市役所各種団体・商工業者名紹介

昭２７萩市役所

昭２７萩市役所

昭２８萩市役所

昭２９萩市役所

萩町勢要覧

荻町職員剱

萩町勢要覧

１２

１３

１４

昭４４都市計測協会

　　萩市教育委員会

３４　萩市基本計画報告書

３５　萩市勤労青年実鰻調査

－１２３－

３０　は　　ぎ

３１　国勢調査結果のあらまし

３２　１９６６選挙１０年史 昭４１萩市選挙管理委昭和３０～４０年度
　　　貝会

３３　１％５年農業センサスから見た萩市農業の姿　昭４１萩市役所



３９統計　萩

４０　選挙の記録

市

市

市昭和２１～同５６年

萩響海館宗像伝吉明治３４．２．１０（３号）～同３４．４．２０（１２号）

（山口町）実業新宗像伝吉明治３４．５．１５（１４号）～同３５よ２５（３８号）

聞社

昭５７萩

昭５７萩

昭５２萩市役所

昭５３山口県・萩市

３６　統計　萩

萩市広域商業診断報告書

３８　萩市における宿泊観光客アンケート調昭５３萩

　　査報告書

３７

４７　萩新報

４８　萩実業新聞

４９　長周日日新聞

国華新聞社井上　茂大正４、１１．２（５５９号）～同５，７．１（７５３号）

長州新聞社上野竹造大正７．１，１（１１９２号）～昭１６．１２．２８終刊

萩新報社杉山高介大正１４．２．２５（創刊号）～同１４．５．３（１０号）

萩新報社西村一馬大正１５．１、１（８７号）～昭２．２．２９（１ひ８号）

萩実業新聞社椿　敏彦昭和５．１．１（３４４号）～昭５．６．３０（５０５号）

長周日日新聞社横山直造昭和６．４．１６（１３２６号）～『可９．８．１１（２３１０号）

　　　　　　　　　　　　　廃刊

日本太郎社粟屋芳亮昭和７．７，３（４７７号）り巾６．１２，２８終刊

防長日報社長野一馬昭和８．口（１４９９号）丿咀４．１２．２７（３５４３号）

萩新聞社平野公道昭和２６．３．１６（２３５号）～同３４、１１．１０終刊

　　　　　　　　　　　　　欠号あり

萩民報社伊東祐基昭和２８．１，１（１１４川丿可６２．１１．２０（２Ｓ１号）

　　　　　　　　　　　　　欠号あり

萩文化新聞社鯨岡猛四郎昭和２８．１．６（１７号ｊ～同２８．４．２４（２８廿）

竹Ｆ・商店竹下晋平昭和２８．４．２２（１号）丿司２９、７．３１（１７号）

萩時報社河野　潔昭和２８．８．２５（１号）

山険新報社佐仰　英昭和２９、５（４号）～同５１．９．１６（６４５号）

　　　　　　　　　　　　　欠号あり

　　　　　　－１２４－

５０　日本太郎

５１　防長日報

５２　萩新聞

５４　萩文化新聞

５５　萩住宅ニュース

５６　萩時報

５７　山陰新報

５３　萩民報

４３　萩時報

４１　萩実業新聞

４２　寞業新聞

萩時報社

４４　国華新聞

４５　長州新聞

４６　萩新報

馬島敏幸明治４４．７．２３（８号）～同４５．６．３０（５７号）
（のち井上茂）



６６　新日本

６７　山口県新聞

長北新聞社内山寿美男昭和３０，５ｊ７（２号）～同３０，５．２５（３号）

萩報知新聞社大杉　潔昭和３０．６．１（１号）～同３０．７．６（９号）

畏北タイムス社内山寿美男昭和３０．６．１６（１号）

新日本タイムス内山寿美男昭和３０．８、１０（２号）～｜司３０．９．２１（４号）
社

新日本社中野　純昭和３０．１０．８（２号）～同３２、１２．２２（１３１号）

昭和３３．１．１（１１９８号）丿司３６．１．１（１６７８）山口県新聞萩支

局

６２　長北新聞

６３　萩如知

６４　長北タイムス

６５　新日本タイムス

長門実業新聞社竹下音平昭和３０．１．１（１号）

　　　　　　　　久保雲仙昭３０．１．１（１６号）～「唄０．１２．ｔＯ（２２号）

大和同盟本部金子直祐昭和３０．３．１０（１号）

５８　長門実業新聞

５９　政　学

６０　大和同盟報

６１　山口県新聞（叙版〉 昭和３０．３．２８（３８０号）～同３６．１．１（１６７８号）山口県新聞萩支

局

サンデ一北浦

長萩タイムス

綜合農法山口県

研究所萩阿武地

区会

７４　山口県新報

７５　山陰時事

７６　サンデー北浦

７７　長萩タイムス

７８　鐘

１２５

　　　　　　附和５５．１１．２（２号）～現刊行中

　　　　　　昭和５６．９．１０（１号）丿巾７．６．７（３２号）

河野　潔昭和５８．２、２４（５３号）丿喝８．１２．２５（６３号）

山口県新囃社　　　　昭和４７．２．２１（３１１号）～現刊行中

山陰時事新聞社菊池政信昭和５３．７．３０（１号）～１唱５，１０，２５（１１２号）

西部日日新聞社平野公道昭和３４．１１．１４口号）～同４４．６．２８（１７６１号）

デルタ新聞社三村卓治昭和３６．１．５（１１号）～現刊行中

長州新聞社桶谷輔一昭和３６，８．１１（２４４号）～同３７，３，２８（２７２廿）

長州新聞社勝山平八郎昭和３６．９．１５（復刊１号）～同５９．１２，２２

　　　　　　　　　　　　　（１０９７１号）

萩新報社桶谷輔一昭和３７．４．４（１号）～同４４．１２．１１｛Ｓ５６号｝

　　　　　　　　　　　　　欠号あり

山口新聞社　　　　昭和４４．７．３（４３１４号）丿可４５，４，３０（４５６７号）

６８西部日日新聞

６９　デルタ新聞

７０　長州新聞

７１　日刊長州新聞

７３　山口新聞

７２　萩新報



　　　　　　大正３．６．５（１号）～同ｌｌ．７．２５（６６号）

　　　　　　欠号あり

　　　　　　昭和３，４（１号）～同６．１２（４５号）

平瀬太平昭和３、４（１巻２号）～同１３．５（１１巻５号）

（のち山本勉弥）

月

８５　萩高同窓会報

８６　阿武郡報

萩町役場

萩佛教研究会

８７

８８

萩

法

報

鼓

萩市報

萩市教育委員会報

市政時報

７９

８０

８１

昭和２１、１．１（１号）～現刊行中

昭和２７．１２．２５（１号）～同２９．１１．１（２４号）

昭和３２，１．２０（２号）～同３２．５．２０（１６号）

昭和３７，０５（１号）～現刊行中

昭和２９、１１．１２（１６号）～同２９．１２、ｌｌ（１７号）

萩　　　市

萩市教育委貝会

萩市役所

萩市観光協会

県．包萩商工高等

学杖広報委貝会

県立萩高等学校 昭和３０．４．２５（３７号）～同３２．１１．２５（６３号）

欠号あり

昭和３１、７．２０（３号）～現刊行中欠号あり県立萩高等学枚

同容会

阿武郡役所

８２　萩市観光協会報

８３　たちばな

８４　萩高新聞

萩文化研究会山本勉弥昭和１３．５（１巻１号）丿巾９．６（終刊号）

９８ さ

波

９７　ながれ

波

９９

－１２６一

濤

明治３４，４（１号）～昭和２．１２（２６号）

欠甘あり

昭和１２（２４号）丿可１３年（２５号）南園会誌

８９　萩文化

９０　萩中学校校友会雑蒔萩中学校校友会

　　　　　　　　　　　　　創刊号より（現刊行中）

　　　　　　　　　　　　　創刊号より（現刊行中）

　　　　　　　　小島経彦碍昭和５３．７～同６３．１２

碑　詩　社田坂致和創刊号（昭４９．６）～１０号

　　　　　　　　　　　　　第１巻１号（昭２８、８）～第２巻１２号

　　　　　　　　　　　　　欠号あり

　　　　　　　　村岡緊縮萩市役所敬場誌第１号（昭和２１．６）～
　　　　　　　　　　　　　３号（同２１．９）

　　　　　　　　　　　　　第１号（昭和３４、５）～第４号

　　　　　　　　　　　　　萩市役所職員文芸乏第１号（昭和３７．４）

　　　　　　　　　　　　　～１１号（同４０．４）

９２　史都はぎ

９３　川初　萩

９４　黎明短歌

９５碑

９６　岬

県立萩高等女学

校南園会

９１



１０２ 葦

萩創作グループ　　　　第２号（昭和３１、５）～８号（同３２）

萩文芸同好会伊藩学信編第１号（昭和４２．６）～２号（同４３，７）

露英学館文書出本多天心楊第７号（昭５３．１２），４６号（同５８．１２）

版部　　　　　　　欠号あり

萩青年会議所　　　　１９７９，９～１９８４，１２

萩市議会　　　　陥，２９（昭６２．１．１）～刊行中

防長新聞社　　　　明治３４．１．２２～昭和５３．４．２６

山口新聞社　　　　昭和４７年２月１５日～刊行中

　　　　　　　　　　　　　明治３４年４月～昭和２２年１２月まで

１０３はぎ（のち萩）

１０４防波堤

１０５さえら

１０６燃　柴

新日本文学会萩角田正雄創刊号（昭和２７，２）～５号（｜り９．８）

支郁

萩文化集団梶田皆夫２号（昭和２５，４）

萩文学グループ田奴致和第１集（昭和２５、７）～第２集胴２６、４）
葦の会

蜂のグループロ羽素行編第２号（昭和３１．８）～３号巾１３１．１２）

１００萩文学

１０１炎

励　文　堂　昭２５

　　　　　　　　昭２９

萩市役所　昭２９

　　　　　　　　昭３６

萩郷土文化研究
会編

　　　　　　　－１２７－

昭９

１／５０，０００

田辺竹次郎作図

１／１０皿０

藤川書店

日本太郎社

萩町役場

萩町役場

白石信夫

１０７萩Ｊｃニュース

１０８はぎ市議会だより

１ひ９防長新聞

１１０山口新聞

１１１防長新聞萩関係記事

　　索引

１１２山口県阿武郡全図

ｎ３瑕新地図

１１４萩名所図絵

１１５靫案内

１１６萩市街地図

１１７萩の案内

１１８萩市案内図

１１９萩市地図

１２０萩市観光案内

１２１萩市地図

１２２萩城下町地図

ｌ／１２，０００

明４２　附；萩町明縮図

大１４

大１４

昭５



　　　　　　　　　　　昭和５３年刊版以降欠年あり

　　　　　　　　文政１０長陽１月庵社中句集

岡本栖雲明治

村上与介明２３

吉田庫三明２３

ゼンリンの

住宅地図
萩市

１２９響興

１３０栖曾山人遺草

１３１黄鳥集

１３２松陰神社頭蓋余事

　　第１集

１３３彩霞追慕集

１３４湯城所々之覚（写本）

１３５散テ巴城人士二訴フ

１２８

１／３０００

塔　文　社

和楽路屋

萩郷土文化研究

会楊

昭４１

昭４２

昭４５

Ｉ／１２，０（・

Ｉ／１２，（ＸＸ）

嘉永年間のもの

１２６萩市内史蹟名勝案内萩市役所

１２７萩市街地図

１２３最新萩市衝地図

１２４最新萩市衝図

１２５萩城下町地図

　　　　大６　烈婦表施会

浦梧根大１３

揖取三郎編明３０

村上俊江大５

　　　　　　大８　瀬能正路追悼

－１２８－

旧中義一人１４

伊佐伊三郎人１４　長州新聞社

伊藤痴遵大１５　忠　誠　堂

１３７催涙集

１３８教育勅晒と士規七則

１３９しのぷぐさ附奉豊川社
　　百首歌

１４０烈婦登波

１４１愚痴曼陀羅草（写）

１４２軍事より政治へ

１４３防長人物名鑑録

１４４吉田松陰

明２７　巴城膏年義勇団日清戦下．義勇団への

　　　　　　　　　　　参加を呼びかけたもの

根来行寛楊明２５

１３６志の婦久佐 萩修善女学校同窓生和

歌集

栂取道明追悼詩歌集

明２７



１５０

１５１青年必吟正気詩集　市川一郎編昭６

記念帖 広中正蔵昭６

須子五郎編昭８　萩中学校校友会１５３萩中吟詠詩集

昭７１５２会員名簿

木戸公遺蹟

久畑の関碑

安藤紀一昭３

　　　　昭４ 県立萩中学校｜可

窓会

県立萩中学校同

窓会

萩仏教研究会

萩巾学校校友会

出石郡教育会

萩町聯合青年団

県立萩中学校同

窓会

１４５　：ｊな：事蹟提要

１４６改訂尊王を主とせる萩
　　史蹟

１４７会員名簿第１１号

とう写刷

１４８聖晒録

１４９続畔満旅行記

　　　　　　　昭５

河内才三昭５

昭５ 昭和５年８月現在

１５８松陰先生と吉田槍麿

１５９吉田稔麿年譜他

１６０防長郷土資料解題

１６１萩史蹟名勝脱明文

榎写

「防長文化丿附録

「萩文化」附録。一般

公募によるもの

１５７松陰先生にゆかり深き婦人広瀬敏子昭１１［１１「」県教育会

来柄守衛昭１３　山口県教育会

１６２蘭芳吐芳

１６３吉田松陰先生の臨終

１６４吉田松陰先生と母堂

１６５興亜の御柱

－１２９

昭１２～

昭１３

萩中明正会編昭１４

広瀬　豊昭１４　武蔵野書院

金子久一一昭１５　白銀日新堂

　　　　　　昭１５　県立萩商業学校

　　　　　　　　　｜可窓会

香川政一昭１０　白銀Ｅ］新童

１５４７・ビリヨン神父一周年堀　自適画昭８

　　記念絵葉書

満州事変

戦死者

儀一版画３枚１阻堀

１５５

１５６村塾の松陰

大和春三昭９陸軍歩兵少佐

江本敏武伝



１７１吉田松陰書簡集

１７２香川政一先生筆塚由来

１７３吉田松陰留魂録

１７４大照院誌

昭１７ 防長史実資料研

究会

柿 村　峻昭２０　日本書院

野道政昭２７　毛利秀職・宗広
　　　　　　　　　倖業顕彰会

　　　　　　昭２７　萩市役所

広瀬　豊楊昭１８岩波書店

　　　　　昭１８

香川政

昭１４　松除橋神道場

剛１６　含英再院

１６６松陰精神読本

１６７吉田松陰

１６８岡田廣追憧集

１６９重枝清君進軍日誌

金子入１７０偉人吉田松陰略伝

岡田幸槌編昭１４

香川政一昭１５　県立萩中学校回
　　　　　　　　　　窓会

河

昭３０　萩市役所とう写刷

昭２９　萩　　　市

　　　萩市役所

昭３０　萩市役所とう写刷

昭２７　萩市役所

昭２８　山口大学農学部学術報告書

昭２９　見島村役場

　　　昭３０　明倫小学校

　　　昭３０　第一中学校演劇

　　　　　　都

－１３０－

とう写刷昭３０

第二種越ヶ浜漁港修築陳

情書

昭２７　萩

１７５萩市の全貌市利二十周

　　年記念

１７７萩港と萩漁港の概況

１７８見島牛の研究

１７９見島の概況

１８０阿武川の改修について

１８１萩市の漁港について

１８２萩市見鳥村大井村六島村

　　見島村合併申請書

１８３萩市建設計画書

１８４奈古町・福賀村宇田郷村

　　合併申請書阿武町建設

　　計画書

１８５本校特殊教育の概要

１８６演劇部脚本集

１７６ 市



昭３７　萩電報電話局

昭３７

１９４昭和３７年度葉務槻要

１９５萩東光寺文化財保存会役

　　貝名簿

１９６誦国山東光寺について

蘭学資科研究会「研究

報告」９５号抜刷

昭３７　萩東光寺文化財

　　　保存会

昭３７　長井雅楽顕彰会

昭４２

１９８維新の先達吉田松陰　田中俊責附４２　松陰神社維持会

１９７長井雅楽

１８７劇炎え立つＦＥ 田中俊資昭３２ シナリオ。古田松陰の

生涯の劇化

巌昭３３

　　昭３３

　　昭３５　市立相鳥小学校

　　昭３５　萩パストラル・グループとう写刷

　　　　　　　　昭３６　市立大井小学校

池田哲郎昭３６

日野１８８日野宗春

１８９萩の大名行列

１９０相鳥教育の概要

１９１萩パストラル・グループ

　　の栞

１９２大井教育

１９３毛利藩と蘭学

１９９吉田松険先生銅像建立期

　　成会趣憲書及会員名簿

２００萩市大井の史蹟

２０１山口県北浦地区観光診

　　断軸告書

２０２（雑誌）ＳＤ　１月号

夫妻川柳碑

軸告書

昭４６　萩ユネスコ協会
井上剣花坊

井上信子
２０５

１３１

昭４５　萩の９史を知る会２０６大照院東光寺墓所一覧

山［］県日本観光

協会

堀 勇昭４４

　　昭４４

昭４５　鹿鳥研究所出版萩市民館建築概要紹介

　　　会

昭４５　彰　国

昭４５　双

２０３（雑誌）建築文化１月号

２０４（雑誌）インテリア１月号

社萩市尺館建築概要紹介

栄萩市尺館建築概要紹介



山口県で儡された大会

資科

昭４７　萩高等学校ｌｉ］窓、

　　　会

昭４７

昭４７　山口県阿武川総概要書

　　　合開発局

昭４７　山口県阿武川総

　　　合開発局

昭４８　日本英学史学会長州藩英学史について

　　　　　　　　　　　特集

竹内八郎先生歌

碑建設会

昭４８

２０７想いをよせて

２０８小鳥経彦先生歌碑報告書

山本福蔵昭４５

　　　　　　　昭４６　歌碑建設記念会

２１０萩高同窓会の栞１９７２

２１１萩市立明倫小学校沿革史

２１２阿武川ダム

２１３阿武川総合開発事業計画

　　慨要図

２１４（雑誌）英学史研究第６号

２１５第１０回日本英学会賢料

２０９島嶼部落解体の過程　脇　英夫昭４７　徳山大学

　　一萩市羽鳥の場合一

２１６欄空抄・除草庵雑記　竹内八郎昭４８

２１７萩市小中学校奴育指導計画萩市教育委貝会

　　　萩市教育委貝会昭和４９年度より

　　　萩市教育委員会昭和４９年度（第１４集）よ

　　　　　　　　　　　り

昭４９　萩大照院文化財

　　　保存会

市

－１３２－

２２６私の卜本地図１３萩附近宮本常一一・昭４９　同　友　館

２１８栄光第１０集

２１９萩市基本構想

２２０昭和４８年萩市行政白書

２２１山口県立萩高校百年史

Ｚ２２市役所便利帖

２２３教育要覧

２２４萩市立小中学校研究のあ

　　ゆみ

２２５霊椿山大照院

昭和４７年度より。欠年

あり

市
　
市

山本明治昭４８

　　　　　　　昭４８　萩

　　　　　　　昭４８　萩

　　　　　　　昭４８

　　　　　　　昭４９　萩



昭５１　ありのまま舎映萩市の・・青年．の日常

　　　画製作部　　の映画化

昭５１　萩市教育委員会２３２天然記念物明神池緊急調

　　査報告書

２３３映画車椅子の青毒（パン

　　フレット）

昭５２

市２３４萩夏みかんの百年小史　脇　英夫昭５１　萩

２３１萩市観光協会総会議案

２２９吉田松陰先生の詩文　田中俊資楊昭５０　松陰神社維持会

２２７萩市郷土博物館事業概要

２２８理数科紀要第２号

　　　萩市郷土博物館昭４９年度版より

昭ＳＯ　県立萩高等学校生徒の研究の集録

弘昭５０２３０近世中期以降における漁有田
　　民人口増加の一考察

　　　　　　　　「鷹陵史学」】号より

　　　　　　　　抜刷。玉江浦を中心に

　　　　　　　　考察

萩市観光協会昭和４９年度より、欠年

　　　　　　　　あり

Ｆ山口県地方史研究」

３８号附録

昭５２　萩　　　市

昭５３　県立萩高等学校

昭５３　冗総理大臣田中

　　　義一・顕杉会

昭５３　秋「ｌ」‘教育委員会

市昭５２　萩

２１５萩藩における益田氏及ぴ田巾助一一昭５４

　　周布一族

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－１３３－

とう写刷

昭５３　平　几　社テーマ：幕末艮州藩の

　　　　　　　　　　　党争

２３８明倫館および松陰先生と

　　明倫小学校

２３９昭和５２年３月萩市長施

　　政方針

２４０萩市基本計画（改定版）

２４１学校一覧昭和５３年度

２４２役後五十年田中義一追

　　憶集

２４３萩市公立小・中学校管理

　　規則等資料

２４４（雑誌）季刊歴史と文学

　　２２号

黄梅山隆景寺誌抄香積元清編昭５２
増補

改訂

２３５防長両国慶長検地郡村

　　別石高一覧

昭５２　明倫小学校

２３７防長回天史（シナリオ）松田求馬昭５２　文　洋　杜

２３６



昭５４２４９新広域市町村圖計画策定

　　のための基礎資料

２５０笠山の植物

２５１たちばな創立７０周年記

　　念沿革小史

２５２心のたちばな

２５３吉田松陰先生生誕百五十

　　年記含松陰先生の言動

　　と行動

２５４萩夏みかん沿革上の諸問題脇 英夫昭５５

昭５５　萩市郷土博物館

昭５５　県立萩商業高等

　　　学校

昭５５　萩市仏教団

昭５５　市立越ヶ浜中学

　　　校

２４６柳友の収

２４７白水校区のふるさとばなし

２４８（雑誌）えとのす第１２号

種田伊佐巳昭５４　種田伊佐巳川柳による交友記

　　　　　　　　昭５４　市立白水小学校とう写

　　　　　　　　昭５４　新日本教育図書「長門玉江浦の社会と

弁天祭」他Ｃ０，

山口県萩地区広

域市町村圏組合

「山口県地方史研究」

３８号よりの抜刷

２５９南貞助略伝

２６０松陰先生生誕１５０年記念
　　作文集

２６１水道料金等改定資料

２６２景仰吉田松陰先生

昭５５　萩地区広城市町

　　　村圏組合

昭５５

昭５５　萩「卜杖育委貝会

２６３長州萩－その歴史的
　　考察－

２６４湯浅家蔵書目録

　　　昭５６　萩市水道局

　　　昭５６　吉田松陰形象穆

　　　　　　管連絡協議会

　　　昭５６　日本大学城研究とう写

　　　　　　会

　　　附５７　萩市郷土博物館

－１３４－

昭５５　萩　　　市

昭５５　萩地区広城市町

　　　村圈組合

２５５第二次萩市基本計画

２５６薮地区新広域市町村圖計

　　画広域事業に関する計

　　画・要里一覧表

２５７萩地区新広域市町村圖計

　　画実施計画

２５８萩地区新広域市町村圖計画

萩地区広域市町

村圏組合

昭５５



２７０市制施行５０周年紀念作
　　文集

大野雑草子｜鄙７　牧　羊　杜萩焼関係では坂倉新兵

　　　　　　　　　　　　　　　　　　衛・中村真一・浜中月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　村が取上げられている

　　　　　　　　昭５７　萩市教育委員会

２７１古代の大井をたずねて　萩市郷土博物館昭５８　萩文化財保護協会

　　　　　　　昭５８　山口県青少年育見島中学校生徒山本ゆ

　　　　　　　　　　　成県民会議　　かり最優秀入選収録

　　　　　　　昭５８　萩市消防本部

　　　　　　　昭５８　啓　心　会

高梨公之昭５８

２７２昭和５８年度少年の主張

昭５７

昭５７　萩市郷土博物館

昭５７　萩　　　市

２６５歴史の道（「萩往還」）

２６６萩市行政区別人口構成 昭和５５年及び同５７年の

１０月１日現在の数値

昭５７　萩市役所職員粗合２６７萩市役所職員労働組合の

　　あゆみ

２６８兼田観正会二十周年記念

　　能大会記録一件

２６９陶芸の匠たち

２７３昭和５８年火災・救急年報

２７４第１５回啓心会書道展図録

２７５山田顕義小引

父子展図録
国幹

窓筧
２８３小倉

１３５

昭６０

二階堂竪編｜肪０

　　　　　　　　昭６０　萩市役所見島支所

　　　　　　　　昭６０　市立見島小学校

増出元去昭６０　七　月　堂詩集

ボランティア活動実践

記鉉

２？６　一緒に歩いてみませんか岡村和子昭５９

２７７博物館事業概要

２７８昭和５９年度少年の主張
　　山口県大会発豪文集

２７９見島関係文献目録

２８０見島の概況

２８１萩市立見島小学校１００年
　　のあゆみ
２８２捨てる雪

昭５９　萩市郷土博物館昭４９～同５８年度の１０年

　　　　　　　　　　　間の事業記録

昭５９　山口県少年育成明経中学校生徒大鳥道

　　　県民会議　　子般優秀入賞文収録



山口県教育委員

会

２８９長門六鳥村見聞記 桜田勝徳

大正１２年刊か

複写

２９１萩商葉学校一覧第２回

２９２冥人遠の見た萩

２９０見鳥総合学術調査報告

人中一忠編昭６１

昭６０　萩市郷土博物館２８４改可山口県北部地方植
　　物目録－シダー

２８５万葉集秀歌選

２８７伸びゅく中学生よ：～・４八浪利徳毎

２８８相鳥日記　　　　　瀬川浦子

手の平教育実践記録

角川書店刊「日本民俗

誌大系１０」よりの複写

角川書店刊「日本尺俗

誌大系１０」よりの複写

２＆６学校寄宿舎のあゆみ　　河村　昭福昭６１　萩市教育委貝会明和寮沿革誌

Ｎ．Ｔ．グレッグ他

宮本泰男訳

市昭和８年度より欠年

　　あり

萩市議会昭４９年年６月定例「ｂ‘議

　　　　　　　　会より

３０１萩市議会

－１３６－

萩３０２萩市歳入歳出予算書

余占屡大原所有本を中

心に

安藤紀一蔵害目録

とう写

萩読弁会

県立山口図書館

２９３萩読書会文集（三）、（五）

２９４吉田松陰関係図書目録

２９５奈古屋氏蔵書目録

：；：会議録

映画脚本

２９６帥宇文庫図書目

２９７萩市立図書館蔵書の研究田巾助一
　　第１巻

２９８故田中相国銅像除幕式記念
　　俳諧連歌歌仙行

２９９喜寿一路翁立机式俳諧
　　連歌歌仙行

３００萩焼　　　　　門田竜太郎



萩
　
萩
　
萩

市昭和２９・３３１３７年度

市昭和３８・３９・４０年度

市昭和５０年度より欠年

　　あり

　　昭和２４年度り可３６年度

萩市水適局昭和５０年度より欠年，
　　　　　　　あり

萩市水選局昭和４８年度より欠年

　　　　　　　あり

山本修之助昭５３

山本修之助綱昭５１

佐渡郷土文化の

会

奥平謙輔資科

佐岐郷土文化の奥平謙輔資料
会

佐渡郷土文化の奥平謙輔資料

会

市昭和４９年度より

市昭和４８年度より欠年
　　あり

萩
　
萩

３０３萩市予算説明書

一般会計

鋳別会計

３０５萩市水道会計予算書

３０６萩市水道事業会計予算書

３０７萩市市民所得白書

３０８萩市民所得推進報告書

３０９萩市職員録

３１０萩市中学校敦職員名録

３１１佐渡の百年

３１２佐渡明治資料集（－）

３０４萩市 峻入歳出決算書

３１３佐渡維新日記・佐渡海防山本修之助編昭５０

　　史料

５ 口山

山

１３７－

６ 口

山［］県明泊３３一一１１１４４年欠年

　　　　　　　　あり

山　口　県大正元～昭和１３年

山　口　県昭和８り巾３年

山　口　県昭和５、７年

山口県冶一班

山口県勢一班

蹴計より見たる山口県の

地位

山口県勢概要

県勢要覧

山口県勧業年報

山口県関係資料

２

県昭和３０年より欠年，あ

　　り

県明治４卜同４４年

４

３



１１

□ 県大正元～昭和１３年欠
　　年あり

山　口　県大正元～昭和１２年欠
　　　　　　　　年あり

１０

山

１２

山口県統計書第四編（警

察・衛生）

１３

山口県統計書第三綱

業）
山　口　県大正元～昭和６年欠
　　　　　　　　年あり

山　口　県明治４４～昭和１２年欠
　　　　　　　　年あり

山　口　県昭和２２年より欠年あ

　　　　　　　　り

（産

山口県産麦統計

山口県産繭統計

８

山

山口県産米統計
７

山　口　県大正１３～昭和１４年欠
　　　　　　　　年あり

山 Ｌ」

山口県統計書第一編（土

地人口その他）

山口県統計書第二編（学

事）

県昭和１１年

県昭和９～同１４年欠年

　　あり

□

９

１４　山口県統計書

口

□山

山

□

２０　県民所得統計

２１　消費者物価と家計

２２　山口県の商業

２３　山口県の公害

２４　山口県の漁業

２５　山口県治一覧表

２６　山口県勢要覧

山

叩４３　山

　　　山

人３　山

□

Ｌ」

－１３８－

□

山 口

口

１６　山口県市町村別統計書 農　林　省１９６０年世界農林業セン

　　　　　　　　サス

１７　養蚕に関する町村別統計書

１８　山口県農林水産統計年報

１９　県民所得報告書

１５　山口県衛生統計年報 山
□　県昭和２５年～同４６年欠
　　　　　年あり

山 □

山

省昭和２６～同３０年

県昭和３７～同４３年

県昭和２８丿司４０年欠年
　　あり

県昭和４４～同４６年

県附和４５年～同５７年

県昭和４１．５１．５７年

県昭和４２～同４６年

県附和４３年

県明治９．１２年

県大正３

林農



３９　大典記念山口県自治大観野原祐三郎昭３

日本赤十字社山

口支部

山口自治大観刊

行会

４０　名勝天然記念物須佐湾
　　図絵

４１　山口県図絵 昭６

昭３　岩本欣栄堂

横山健堂人１５

　　　　　　　　大１５

　　　　　　　　　　　山　口　県昭和１３、２４、５１年

　　　　　　　　大１５　山　口　県大正１５年

　　　　　　　　　　　山　口　県明治４３、４４

　　　　　　　　明４４　農商務省附中国五県産裏概況

　　　　　　　　大５　山　口　県大正５年

　　　　　　　　　　　山　口　県大正７年

福地源一一郎明１９　日　報　社

与謝野　寛明３５　防長婦人相賢会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　大正４年刊本の写

２７　山口県勢一覧

２８農家経済調査書

２９　山口県学事年報

３０　各府県重要商品調査報告

３１　道府県生産額及公課額比較

３２　民有地統計附農葉戸数

３３　薩長論

３４　孝女阿米

３５　御即位大礼に際し特旨殲

　　位者弁功労者氏名及功績

３７　長門峡と耶馬渓

３８　日本赤十字社創立五十年

　　山口支部記念会誌

３６　防長青年補習読本１～４山口県教育会細大１２

藩主毛利斉煕の遺事を

記す

４５

４６　大名相揆

－１３９－

４７　安芸吉田郡山合戦の記水無噸徳太郎昭１１　広島県吉田町郷

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上史男査会

　　　　　　　　昭１２　山　口　県

福田虎助昭１４

伊藤博文編昭９　患法賢料刊行会下巻欠

重本多喜津編昭１２　防艮文化研究会「防長方卜資料」第１輯

４２　　楠公精神の展開と幕末維金本喜一昭９　皇道宣揚余
　　新の志士

４３　憲法資料上・中

４４　長門方言集

講演要録
王政復古

七十年記念



５８　笠井順八翁小伝

５９　児玉花外郷土峙集

前田登作楊昭３１　笠井順八頌徳会

　　　　　　　　昭３５　長門市郷土文化

　　　　　　　　　　　研究会

　　　　　　　　昭３２　山口県世話人会

布浦真作他昭４０　山口県公論社

　　　　　　　　昭４２下関文會館

岡

桂

６１　　維新の原動力

６２　　郷土資料目録

６３　古川経幹

６４　　山口県地方労働委員＾
　　年誌　　　　７゛

６５　　探鳥の手びき

６０　戦争裁判殉国烈士遺言集

義武昭３３　岩波書店

　　　　昭３５　山口県蓬莱会

　　　　昭３５　宇部市教育委卦
　　　　　　　会

４８　大田絵堂の戦史 船木恒一昭１９ 大政翼賛会山口

支部

５１　孚都山口と上田鳳陽

５２　鮑７回中国市長会議議事録

５３　山口県大観

５４　日で見る山口県の歴史

５５　山県有朋

５６　山口県蓬莱会名簿

５７　留坂家文書目録

牧　信　二昭２４　清水書院

山口県観光協会昭２５　山口県新聞社

毎

　　　　　　　　昭２８　県立山口図書館

　　　　　　　　昭２６

　　　　　　　　昭３０　防長新聞社

山口県文書館編昭３８

４９　わか郷土山口県

５０観光山口県

６８　長州歴史散歩

６７ 明治初年における山口県

の廃仏毀釈

－１４０－

焦昭４４　創　元　杜占川

村田安穂、昭如

昭４７ 日本鳥類保護連

盟山口県支部

芳樹昭４４　吉川報敷会

　　　昭４２　山口県地方労働

　　　　　　委貝会事務局

「人文地理」１８巻３廿

よりの抜刷

元昭４１６６　毛利藩藩政村の一考察　山澄
　　一知行制と共同体－



７６ 山口県産業地図

郷土長門市附大津郡年代表７７

７８

７９　論集「山口県方言の研究」岡野信子他昭５６　笠間書院

絵本やまぐちの昔ぱなし松岡利夫楊昭５５　ＴＹＳテレビ山
１～３　　　　　　　　　　　　　口

昭５５～岩国敵古館

昭４９　須佐町教育委貝

　　　会

昭４８　山口銀行大正篇昭和現状輪

昭４２　長門市立図書館

　　　　　　昭４６　下間文書館艮府藩伐人任命記録

　　　　　　昭４９　下間文書館佐甲家文書

堀哲三郎編昭４９～下間文書館

大中重孝編昭５７

６９　御当家御役人前帳

７０郷土資料目録（９）

７１　潰末蕩日記４冊

７２　長府史年表

７３福原家文書目録 渡辺翁記念文化

協会

７４　御用所日記抄２冊

７５　須佐町文化財のしおり

昭４７

８４　商業関係史料集

８５　六三制風雪二十五年

８６　防長倶楽部会員名簿

８７　長門ブルーライン

　　　　　　　昭５３　笑祢市立図書館

有久跨夫昭４７

　　　　　　　昭５９　防長倶楽部

　　　　　　　昭５０　ＫＲＹＬ１１口放送

８８十三代長府藩主元周公謎山口重治

　　の死

８９　小林和作の世界

１４１

昭５５　山ＬＪ県ヽｙ．笑術館

８３

８０　山口県の古城山跡 松永豊一昭５４

中村塗美昭５４－一下関文書館

　　　　　　　昭５２ヽ山口川柳吟社

長門国志１～加

山口県川柳大会作品集

４冊

山口県に伝存する国語学

・国文学一国語敦育関係

文献（写本・版本）目録

２冊

昭５６　山口女子大学国

　　　文学科

８１

８２



昭和１４～１６、１８、３２～

昭和５２年版

第１号～第３７号（大正

元年１２月）

防長新聞社

９８　防長史談会雑誌

９９　史酸会速記録

大正１

徳山市立図書館和紙生産盛衰記

山口県文書館

９０　須萬盛裏紀

９１　防長風土注進案附録合繩

９２　阿武郡北部の地質について高橋英太郎

９３　山口県内所在史料目録

９４　山口県職員録

山口県文書館第８集より

山　口　県明治３６～昭和１７年欠

　　　　　　　　年あり県下市町村役

　　　　　　　　場職貝名も搭載

山　口　県大正６～昭和１８年欠

　　　　　　　　年あり

　　　　　　　　昭和４９年度より９６　山口県教職員誦

９７　防長年鑑

９５　山口県学事関係職員録

１０５ 山口県立山口博物館研究

報告

１０６天花

１０７山口県の自然

１０８山口県文化団体名簿

１０９山口県近代文芸同人跡一覧

－１４２－

山口県立美術館創刊号より

県立山口博物館創刊号より欠廿あり

山口県文化連盟昭和５０、５３、５９年

山口県立山口図昭和５３年３月現在

書館

１００維新史料

１０１助長文化

明２５～史　談　会第２輯、１０．１６～第５０
　　　　　　　　　　　輯

小川五郎毎昭１２～防長文化研究会昭和１２年第１巻１号～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和１３年第２巻３号

　　　　　　　　　　　山口県地方史学第１号より

　　　　　　　　　　　会

　　　　　　　　　　　山口県文杏館第１号より

　　　　　　　　　　　山口県文化財愛第３ｔ６、１１．１２．１３号
　　　　　　　　　　　護協会

　　　　　　　　　　　県立山口博物館弟６号より

１０３山口県文書館研究紀要

１０４山口県文化財

１０２山口県地方史研究



２

３３

要路一覧坤（写本）　　ｌ

御当家譜代嫡家筋目（写本）ｌ

２

０９０－

０９０－４
１

５

０９０－

大江姓系図（写本）

大江姓系図（写本）

萩鶴巻四（写本）

萩鵬番八（写本）

江家古老聞書（写本）

４

１

１１１文芸山口 　　　　　　　　昭和４０年１２月第羽廿よ

　　　　　　　　り

阿　武　町昭和５０年３月より

阿武郡医師会創刊号より

１１２あぷ（町広報誌）

１１３阿武郡医師会報

１１０あらつち 第９巻５月廿より

号あり

欠

０９０－　１　要路一覧乾（写本） 当職・当役座以下主要役人

一覧。慶長５年～亨保１５年。

享保１６年～嘉永２年

烏田智庵作とある。－・・・名「昔

物語」

山県周南序。「江氏家譜」か

１

藩　　政 期

－

史　　料

一一

０９０－５

０９０

毛利姻戚・－覧。奥書に「文

政七甲巾六月東祁於桜田

之客舎写之国司ａ通」

とある

服部栄之軒写。奥４に「乎

保廿年乙卯春御・１ｉ役皿人

於黒書院被聞召巾候ム々」

とある。

０９０－１１［江家辨疑］に続く

もの

０９０

９９ １

１１　０９０－１１　江家辨疑全（写本）

１２　０９０－１２　江家辨疑類譜全（写本）１

１４３・

１１０ １０

毛利家櫛譜代衆（写本）

公家親姻録（写本）

年表。慶長５年～寛永７年。

年表。宝暦元年～寛政１２年。

毛利家古記録及び判物を集

める。

１

０９０－７

１

６

０９０－６

０９０８ １

７ １

８



１

大江広元関東下向より毛利

秀就代の寛永十一年将軍家

光上洛の頃までを記す。奥

書にＦ此一冊は享保十八年

発丑宗広公御在昨当役山内

縫殿広通御供の時右の廉々

屋拠を引早速書付可差上の

由に付即認江戸差上候也」

として、「上書に享保十八発

丑御在府の時御尋当役山内

縫殿広通」とある。その後

別筆にで服都七右衛門所

持の書天野氏より借用’と

記す

１６　０９０－１６　江統辨疑全（写本）
１

毛利家系譜の考誼。天保九

年間円月。瀧戸政忠写。「江

氏家譜」のための永田瀬兵

衛のメモか

１

１３　０９０－１３　江家秘鑑－より二（写本） 毛利時親より毛利再就まで

の譜録奥書にＦ右此本は

服部氏所持を天野源三淵良

方より恩ぽ昔仕写置者也。寛

政十二庚申六月廿人日平川

三左衛門藤原貞勝」と記す。

１

１４　０９０－１４　江家秘鑑抜葦附老人覚書

　　　　　　　（写本）

１５　Ｃ別－１５　江家深秘録全（写本）

毛利元就以後を記す。「老人

覚書ｊは別人の筆

Ｆ吉川家解疑」と「御当家旧

事記」を合綴「吉川家辨

疑」は延享四年に永田瀬兵

断と山県周南が麗府に差出

したもの。「御当家旧事記」

島田智庵ヵ奥書に「右は島田知安島孝

　　　　　　　　貫通之書上山庄左衛門大江

　　　　　　　　泰昭写之于時延享五戊辰

　　　　　　　　平川内記藤原貞勝写之六十

　　　　　　　　三戴于時文致四年辛己七月
　　　　　　　　二日」と記す

２１　０９０－２１　毛利旧事秘要録（写本）

１４４

１

１

１

１７　０９０－１７　毛利御家御先祖之次第（写本）

毛利家関係旧記。

書名は後より附したもの。

ｌ

１８㈲０－１８　江家要録（写本）

１９　０９０－１９　元就公諸戦記（写本）

２０四０－２０　毛利家偉弓箭正説自永正十
　　　　　　　四年至慶長二年全（写本）



２５　０９０－２５　御当家御記抜書全（写本）ｌ

１

毛利家及び長州藩関係の便

覧。後に「天保七丙申清秋

吉日書之上仙水」と記す。

２６　０９０－２６　御正統（写本） 「隆元公御正統辨」・秀元本

家相続関係の反鐙記録。黄

梅院関係記事、「元就公御法

名之辨Ｊ・「禁裏御献上之次

第」・「大阪陣頭注文」・「太

閣十人目付連判之覚」・「秀

吉返状井五大老状」より成

る。

２３　０９０－２３　対御当家聞書（写本）

２４　０９０－２４　御当家旧事記下（写本）

２２呟）－２２　対御当家聞書（写本）

は永田瀬兵衛の考鐙覚書よ

り山内広邑が輯録したもの

１

「対御当家聞奔」と同一香

毛利家関係の故実・事蹟に

ついて古書等で考鐙し、「永

瀬云」として永田噸兵衛が

論断している。

毛利氏をめぐる史実の考履

をしているもの。文中に

「永瀬云」として考鐙してい

るか、これは水田瀬兵衛政

純のことと思われる。従っ

て本書は享保１１年完成の

「閥同録」編纂上の考鐙点検

による所産であろう。

１

２９　０９０－２９　秘書地（写本）　　　１

３０　０９０－３０　御感状（『毛利家御感状』）（写本）１

安政３年写。

寛正４年（１４６３）より天文２４

年の間の毛利氏外発給の感

状。藩士所持のものを提出

させ、享保５年と７年に改

めた（確認した）ものの収

録。「闇閲録」の資料。

３１　０９０－３１　輝元様より林仁左衛門へ御書１

　　　　　　　（写本）

－１４５－

享和元年写。林仁左衛門は

内藤元忠のこと。元忠は内

１

毛利坪元の右筆小田木工助

の覚書を写したもの。

２７　０９０－２７　抜書抄（写本）
１

２８　０９０－２８　秘書天（写本） 長州藩及び毛利家をめぐる

諸記録をあつめる。安政３
年（１８５６）写。



３８　０９０－３８　防長両国名所私記全（写本）

３９　０９０－３９　萩藩中分限帳上（写本）

１

藩勢要覧。寛政四年以筏の

内容。文政１３年写。

梧桐館主人写。名所案内記。

１

弘化３年（１８４６）時のもの。

　‘い’～“く’まで。

下（写本） 　“や”～“ず。三十人通、

諸細工人等に及ぶ。

１

４０　０９０－４０　同上

毛利宗広一代の記録。文化

九年桜田智是写

宝暦５年７月２６日までを記

す。

藤隆春の子で、毛利輝元と

従弟になる。

３２　０９０－３２　吉元公御代略記全（写本）１

３３㈲Ｏ－３３宗広公日記　　　　　１

３４　０９０－３４　重就公御一代記－（写本）ｌ

山県太華奢「見聞私記」の

写し。

３７　０９０－３７　御両国一円記（写本）

３５　０９０－３５　斉嘸公・斉元公・斉広公・敬１

　　　　　　　親公年表（写本）

３６　０９０－３６　崇文公御幼年中御規定９（写本）ｌ

文化６年～安政７年までを

記す。

長州彫諸事件・諸事の記録

を各宵より集めたもの。

１

ｌ

４３　的Ｏ－４３　見聞録上（写本）

４４　０卯－４４　見同録下（写本〉

４５　０９０－４５　御書付（写本）
１

－１４６－

１

「可上。

艮州藩の規定（「武具定条々」

「謂法慶条々」等）及び「無

壷集」よりの抄録。享和２

年平川吉十郎写。外に「重

就公御鎧注文」にれは別筆）

を収める。

慶長］３年より天保ｊ３年に至

る間の、藩士庶民の生活に

関する布告等を類別し、便

覧として編集したもの。

品定御書附（写本）

１

類聚

便覧

４１

和智履実毛利宗広逸話集。弘化三年
　　　　　　　　石津常信写。

４２　０９０－４２　遺徳談林全（写本）

０９０－４１
１



「国司広孝覚書」を転写した

もの。平川貞勝写。国司広

孝は寄祖。亨保ｌ１年２月７

日死、３２才。

１

４９　０９０－５０

５０　０９０－５２　秘密噺聞書（写本）

１

梨羽紹幽小早川隆景の事蹟を記す。

宍道就晴自分への処罰の不当につい

　　　　　　　　て抗議して書いたもの。当

　　　　　　　　職宍道就啼（玄蕃）の処罰は

　　　　　　　　正徳３年２月のこと。

ｌ

元就公ヨリ隆元元春隆景公へ

御書置之御言外御返書控（写

本）

１

関ヶ原戦前後における毛利

氏と徳川氏との交換文書及

び毛利元就が三人の子ども

に宛てた意見書、’勧修寺

家執奏之事」、再吉朱印状、

慶長年間を主とした輝元よ

り家臣への手紙、宝永元年

毛利吉広より幕府老中本田

伯香守へ差出した書状その

他を集めている。

４６　０９０－４７　隨身録（写本）

式日諸行事ｇ毛利家ｌ二おける

もの）の記録・前例集。

毛利家一族の命日を日別に

まとめ戒名等を記したもの。

４８　０９０－４９　公祖易閲録全（写本）

４７　０９０－４８　御規式帳（写本）

５１　０９０－５３　覚書（写本）

５２　四Ｏ－５４　覚書（写本）

ｌ

空巌玄恬５４　０９０－５７　妙玖寺縁起（写本）

妙玖寺関係のもの。享保１０

年より寛保３年間の記録。

１４７－

ｌ

５６　０９０－５８　金城山配録（写本）

内題は「卜代巾蹟紗」。寛政

１３年の序及び亨和３年の祓

あり。

５３　０９０－５５　山内広通控物全（写本） 当職肖役を歴任した山内縫

殿広通の役中覚書。吉元宗

広時代の藩状を記す。桂広

保の意見書や後役の者への

引継覚書等をおさめる。天

保２年写。

１

１

１

５４　０９０－５６秘録（写本） 藩士の事件簿。享保前後の

事什を記す。・



ｌ

麗主出府中の城中警爾のた

めの大組士の勣務規則。享

和２年３月、平川吉十郎写。

延宝年中の事件についての

実録。天明元年写。

１

６１　０９０－６３　長井四郎記（写本）

１

６４㈲Ｏ－６７　聞書心覚（写本）

６３　０９０－６６　御預人旧記書抜（写本）

６２　０９０－６５　御城御留守御番仕法帳（写本）１

長府藩が赤穂浪士を預かっ

た時の記録の抜記。

５８　０９０－６０　萩故実全（写本）
１

１

奥書に「天保五甲午四月於

御高札方写之」とある。

「萩古実未定之覚」の転写本。

５７　０９０－５９　長門金遺全（写本）

６０　０９０－６２　御命日覚全（写本） 藩主一族の命日の覚え。文

化２年大江姓徳定写。

１

明和期に所帯方勤務の下村

弥三右衛門が上申した財政

素見書。毛利重就退隠前。

５９　０９０－６１　下村上書全（写本）

大組の士の城中警備の勤務

上の心得を記したもの。嘉

永５年８月、平川正勝写。０

９０－６５の書に続くもの。

幹長州藩士渡辺平吉著「自棄
　　抄」等よりの抜書。藩関係

　　の故事や逸話を各書より集

　　録したもの。

１

渡辺

文久３年写。慶長５年（１６（籾

より寛文１２年間６月（１６７２）

までの記事。

６８　０９０－７１　自楽抄抜葦全（写本）

享和二年（１８０２）吉川和三

郎経忠江戸出府に僚しての

もの

－１４８－

７０　０叩－７３　和三郎殿出府二付御老中方えＩ

　　　　　　　旧格被仰入の写（写本）

６９㈲Ｏ－７２　御所帯方御一紙大概植草完１
　　　　　　　（写本）

安永４年（？）の藩財政収支

計算書各項目別に明細を

記す

１

完

大組の士の諸役務動務のき
まりを記したもの。平川蕨

明記。

１

６５　０卯－６８　大組平番諸役勧方大格控記

　　　　　　　（写本）

１

１

６７　０９０－７０　年喪壱（写本）

（写本）６６　０９０－６９　育才小言 岡村賢斎内題「館下育才小言」。



ｌ

７５　０９０－７８　御制法（写本）

７６　０９０－８０　品定（写本）

万治制法中の中間統制法令

嘉永七年。生活規制上の布

達。前数葉落書あり

１

後都欠如す

安政４年（１８５７）記

寛保２年（１７４２）４月。老中

松平左近聘監乗邑らの連署

により発令された幕府の族

令を写したもの享和元年
（１８０Ｄ写

７７　０９０－８１　御政務取捌心得一件（写本）１

ｌ

７２　０９０－７５　江戸御供被仰渡候より江戸御１

　　　　　　　鎗迄諸控（写本）

７３　０９０－７６　江戸御着当日より日記（写本）１

毛利秀元一代記毛利秀元

が毛利家の家督を相続した
と記す

７１　０郭－７４秀元家譜第－～第七（写本）７

宝暦２年１２月１２日より川３

年４月５日までの記

鳥田智庵毛利氏家臣各家の筋目由来

　　　　　　　　を記したもの文致４年写

７４　０９０－７７　鳥翁覚書（写本）

宝暦３年４月６日より１２月

２９日までの日記上記㈲Ｏ－

７５書に続くもの

嶋尾五郎右左衛宝暦五年の事柄

門

８２　０９０－８６　御役御断魯附井被楚留候次第１

　　　　　　　覚（写本）

８３的Ｏ－８７　文形之次第（写本）　　１

「御目附役江戸御番手諸控」

「御目附所勣方控ＪＦ御留守

年御客様御使者引請之事」

「諸勤之事」等目附役の勤

務上の心得についての覚書

公務上の書状や封書等の書

き方（形式）を示したもの

１４９・

８４　０９０－８８　御初入国御祝御規式一件全１
　　　　　　　（写本）

天明四年毛利治観が藩主

として初めての領国入りに

８１　０９０－８５　耳目御番手口伝書全（写本）１

山口より大坂迄船路道の記

（写本）

１

７８　０９０－８２　岩井実記（写本）

７９　０９０－８３

㈲０９０－８４　春岱日記（「嘉永七甲寅私記」）１
　　　　　　　（自筆本）

遠藤春岱（藩医）の日記。

「春岱日記」は後人の命名。

嘉永７年より文久４年まで

のもの

１



明和八卯ノ八月長府功山寺

江御代香被差越所動之党
（写本）

嶋尾甚右衛門

徳山江　１嶋尾種芳
（写本）

８８　０９０－９２　文化十四丁丑ノ正月

　　　　　　　年始祝儀使者所動和

１

［並組頭名附記録手子役護人

手代名］。安永１０年の時。文

化１０年正月嶋尾藤蔵種賢写

安政四巳ノ春より同五午ノ

夏迄の記録

天保１０年、参観随従の旅中

記

９２　０９０－９６　江戸御番手往帰諸如（写本）１

８９　０９０－９３

９０　０９０－９４　寛政九巳ノ二月漬末御代香１嶋４藤蔵
　　　　　　　使者相（写本）

９１　０９０－９５　御先手御弓頭記（写本）　１

家督以後組並諸役其外控

（写本）

１

伴う諸公式行事に関する記

録

嶋尾種芳宝暦１２年（１７６２）閏４月８
　　　　　　　　日家督以来明和８年８月

　　　　　　　　まで役を努めた記録

　　　　　　　　大組士嶋尾家の婚礼

８５　０９０－８９

諸規式における座配り座敷

蒔り等を記す

８７　０９０－９１（書名なし）（仮題）御国江戸１
　　　　　　　御座敷之図（写本）

８６　０９０－９０　宝層三年丙ノ十二月廿三日
　　　　　　　婚礼一巻諸相（写本）

１

目付役の勤務記録。宝永・

正徳・亨保の間を主とする

９７　０９０－１０１青表紙の内抜書（写本）

１

９６（沿０－１００

ｌ

１

－１５０－

９８　０９０－１０２（仮題）徳山江御使者一件
　　　　　　　（写本）

諌早助十郎文化１２年正月の記録。文化

　　　　　　　　１４年正月、嶋尾種芳写。前
　　　　　　　　部分欠

９４　０９０－９８　伊勢御代参に付御初穂献納謂１

　　　　　　　取岫相（写本）

書名は後代に附したもの
天和三年の事件を記したも
の。天野藤内景重・内藤就

信・中所政之の争い

９３　０９０－９７　江戸より御供にて帰節道中日１

　　　　　　　記弁中国地室迄且船中共
　　　　　　　（写本）

鳩尾五郎右衛門代参

９５　０９０－９９　天野藤内外四名処罰之事

　　　　　　　（写本）

瀧鶴台九州紀行附案内記
（写本）

滝

１

鵜台宝暦８年鶴台５０才の時、長
　　　　崎に遊んだ時のもの



１

井伊掃部頭様御大変一件追々

聞書（写本）

１０２　０９０－１０６　庚申義誠記く写本） 安政七年（万延元年）桜田

門外の変及び外国接渉の事

などを記す。万延元年（１８６

０）に米国に渡航した斎藤某

の渡航記を附す

１０４　０９０－１０９　御戒名附全（写本） 元禄３年９月平田半じ写⌒
毛利裏一族の戒名を記す

１０３　０９０－１０７
１

ｌ

他よｉ；の使者への応接の覚

書。Ｆ上使御引請一途」「御

・・門方御引請一途」「御老中

引請」「僧衆引請」「諸御使

者引粛」「諸所へ御使者勤方

の定観」他

９９　０９０－１０３御小姓役申談書附御意書写

　　　　　　　（写本）

ｌ卯０９０－１０４御使者御引躊一途（写本）

天保１５年（１８４４）のもの

１０１　０９０－１０５　秘書抜草（写本）
１

１

寛政７年平川貞腸写。諸書

よりの抜書。藩政に直接関

係するものは少ない。一一般

知識の集録

１０９　０９０－１１４　安永八巳亥十月廿二日内藤蔵Ｉ

　　　　　　　主組岨人迄申達候演説之写

　　　　　　　（写本）

１１０　０９０－１１５　（仮題）聞書（写本）　　Ｉ

安永８年１１７７９）、寄組内藤

畷主の発言に対する大組士
の抗議事件に関するもの

役務所動の記録。亨保９年

～享保１９年。後部欠損か。

１

人保１０年１２月９日阿武郡徳

佐村宗源寺十一世和尚より、

石見国大森銀山艮安寺にあ

る毛利元就木像についての

聞書

－１５１－

嶋尾種芳天保８年、大塩平人郎の乱

　　　　　　　　に現地で実見した徳隣寺の
　　　　　　　　弟子よりの同事件の聞書

１１１　０９０－１１６聞書（写本）

１０５　０９０－１１０　政方廉書（写本）
１

１

自己の経恥を記したもの。
寛政７年～文吸ｌ暉の間

１

１

１０８　０９０－１１３　御役目之党（写本）

１０６帥Ｏ－１１１子初夏海陸日紀（写本）

１０７（別－１１２役中党書（写本）

天保ｎ年のもの

須佐益山家の叶政再世に関
するもの。火明６乍以降



１１６　０９０－１２２　世子論（写本）

１１７　０９０　１２３　小楯輯録全（写本）

１

１

１

嘉永３年、粟屋弾蔵が動め

たものの記録

１１５　０９０－１２１　暮目御用記（写本）

１

１１８　０９０－１２４ 文政７年１２月２日より１１日

まで萩において行う

武芸者の心得について述べ

たもの

斉元公募目鳴弦法御伝授一件

（写本）

１

粟屋正俊同上（懐妊，出産等
　　　　　の魔除けに用う弓術の法）

１１２　０９０－１１８ 粟屋正俊後の毛利敬親（当時猷之進）
　　　　　　　　よりの依頼の時の記録

天保八丁酉ノ正月於稽古魯

暮目法被仰付候一件（写本）

天保八丁酉ノ正月於稽古場

暮目法被仰付候一件（写本）

１１４　０９０－１２０　墓目御用記（写本）
１

文化７年、斉煕内室の懐妊

時の御用及びそれ以後に勣
務した事柄（蔓目施行の）

についての記録

Ｈ３　０９０－１１９
１

平川長左衛門

１

１２５　０９０－１３２　年表心控（写本）

１２４　０９０－１３１　御役要用控（写本）

安政２年９月より安政４年
８月の間の勤務日誌

安政４年９月より文久元年

（１８６５）４月までの勣番日誌

嶋尾五郎右衛門

－１５２－

１２６　０９０－１３３　万延弐丙ノ正月廿九日二月

　　　　　　　三月引続明倫引除所勣和物
　　　　　　　（写本）

万延元年１０月より慶応元年

（１８６５）３月までの藩内記事

１

１２０　０９０－１２７　大津郡日置上村なはいたて原１藤野四郎右衛門
　　　　　　　さらのこ御開作坪付帳

１２１　０９０－１２８　防長見聞極秘録全（写本）１

享保１３年１１月５日記。享保
２年より岡１３年までのもの

１

京都駐在の役中動務上に必
要な知識を書留めたもの。

寛保元年か。所司代以下の
氏名や用人等の名を記して

いる。

１１９　０９０－１２６　覚書（写本）

１

１２３　０９０－１３心御役要用諸控（写本）

岩国吉川鎖の年表。慶長５

年より享和２年（１８０２）ま
でを記す。文敢７年に筆記

したもの

万延元年湯玉の山本氏記。

藩主の経歴や藩要覧事項。

１２２　０９０－１２９　岩邑年欄載事（写本）



１

１３５　０９０－１４２　俳諧前句附（写本）

１３６　０９０－１４３　本朝武藍百人一首全

　　　　　　　（写本）

１３７　０９０－１４４　英雄百人一首（写本）

Ｉ

１

１２７　０９０－１３４　換諌元治元年甲子十一月＋１

　　　　　　　八日ヨリ（写本）

１２８　０９０－１３５　寄組以上分限帳弁知行所附　ｌ

　　　　　　　（写本）

１２９　０９０－１３６　否究目安地下御普請仕法目ｌ

　　　　　　　安（写本）

１３０　０Ｓ）－１３７天保四発年大組六給人帳　１

　　　　　　　（写本）

１３１　０９０－１３８　享保二年改御当家御軍定　１

　　　　　　　（写本〉

　　　　　　　慶応四戊辰春日紀（写本）

１３２　０９０－１３９　明木佐々並村手鑑（写本）１

　　　　　　　　日誌。桂林書屋の苦名があ

　　　　　　　　る

　　　　　　　　鳥永４年改めの分を、同５

　　　　　　　　年に写したもの

　　　　　　　　久保五郎左衛門久成写

　　　　　　　　天保４年６月改め

　　　　　　　　「御当家御軍定」は、岩国領

　　　　　　　　吉川家のもの。異国船への

　　　　　　　　軍列

　　　　　　　　村内石高の附立

　　　　　　　　「長門金匯」の異本

楢崎頼三内題「提兵録」。明治元年２

　　　　　　　　月より記す。東山道先峰と

　　　　　　　　して出陣

　　　　　　　　嘉永４年６月よりのもの

　　　　　　　　安政３年７月１日河上弥市

　　　　　　　　筆記

　　　　　　　　安政３年４月上旬河十。弥市

　　　　　　　　筆記

　　　　　　　　萩町森本屋艮兵衛が訴願し

　　　　　　　　た一件

１３３　０９０－１４０　防長略国史（写本）

１３４　０９０－１４１　楢崎頼三呻中日記（写本）

１４１　０９０－１４９　前田御台場図丼角石御陣屋図１

１４２　０９０－１５０　金谷天満宮はいかい願済め１
　　　　　　　（写本）

１４３　０９０－１５１　銀百五貫目頼若仕法帳（写本）１ 安政６年９月樋爪彦十郎・

畝田静馬・武安清治発起。
小林作五郎・小林三四郎

（卵商）の名が見える

一１５３－

現下関市

現下関市

ｌ

１

１３８　０９０－１４５　外国諸品商取引差止出入帳　１

　　　　　　　（写本）

１３９　０９０－１４７徳陽郭藩図弁分限　　　１

１４０　０９０－１４８彦島全図　　　　　　１



１４６

１４７　０９０－１５５　京師風説（写）

幕末期のもの
１

１４８　０９０－１５６（仮題）毛利秀就二百回忌作１

　　　　　　　善動務覚書（写本）

１４９　０９０－１５７　（仮題）幕末覚書（写本）１

１５０　０９０－１５８長府侯上書之写（写）

１５１　０９０－１５９　日記他

１

　　嘉永２年３月～４月の記録

　　嶋尾五郎右衛門

　　文久年より

　　文久２年毛利氏よりの上書

　　等

　　元治元年よ。り明治４年頃ま

　　でを記す。慶応・元年記の

　　「御目附暫役密記」その他を

　　含む

　　寛文８年正月、三沢門之助

　　宛書状

　　寛政２年より天保１０年まで

　　５０ヶ年の勤功覚書

　　多田藤五郎・吉田他三郎・

　　吉田熊之助（吉田大助賢良。

　　吉田松陰の養父）の藩庁へ

　　の願出書の写し

　　慶応・元年、征長の役前の情

　　報

　　徳山・山崎隊よりのもの。

　　幕府征長に関して

　　明治３年正月、海軍各中よ

　　り藩主へ。脱隊騒動時のも

　　の

洲誦隊従軍時の起草文案等藩

　　主。への上書等

三物丸（写）０９０－１５２
当肝

流行
坪井九右衛門の物産取立政

策を批判したもの

０９０－１５３奉勅始末（写本）

０９０－１５４浪華風説私記全（写本）

１４５

１

１４４

艮
１

１５９　０９０一１６７長先生雑著（写本）

１６０　０９０－１６８　能美雪水遺草（自筆本）

一

一

１

－１５４－

笑雪水安藤紀一の識語あり能

１５２　０９０－１６０　三沢家先祖長門御下向之次第１

　　　　　　　聞伝申通書付

１５３　０９０－１６１　（仮題）井上三郎兵衛正虎勤３

　　　　　　　功手控

１５４　０９０－１６２　覚（写）　　　　　１

１５５　０９０－１６３　丑＋一月上方探索向覚書　１
　　　　　　　〔写〕

１

２０

１

１５８　０９０－１６６　脱退騒動鎮圧に関する声明書ｌ

ｔ５６　０９０－１６４　歎願書（写）

１５７　０９０－１６５　歎願書（写）

１



日置流弓術書

粟屋舎人正憲が嶋尾五郎右

衛門に伝授したもの

日置流弓術害

日置流

１

１６４　０９０－１８０

１６５　０９０一１８１射場始口伝註全（写本）

１６６　０９０－１８２　（仮題）日置流弓翻云書

　　　　　　　（写本）

１

３

３

１６７　０９０－１８３射手初簡条之書（写本）

１６８　０９０－１８４　巻藁之次第（写本）

１６９　０９０－１８５　日置流印西派初段之書聞書

　　　　　　　（写本）

１

１

１６１　０９０－１７０　唱和草稿巻上（写本）

１６２　０９０－１７８　夢想流績書（写本）

広瀬旭荘萩来遊時の漢詩を収める

　　　　　　　　文化５年８月、刺賀治部左

　　　　　　　　衛門が平川吉十郎に伝授し

　　　　　　　　たもの

　　　　　　　　寛延２年２月、粟屋弾蔵正

　　　　　　　　憲伝書。日置漉弓術書

　　　　　　　　日置流弓術奔緯矢之書・指南二巻書一大矢

之書（写本）

１

１６３　０９０－１７９　射礼初学書（写本）
ｌ

ｌ

Ｌ

Ｉ

日置流弓術書

日置流弓術書

日置液弓術害

日置流弓術関係者

寛政元年７月、嶋尼種貞写

－１５５－

１

１

１８０　０９０－１９８　破軍クリ日取之書（写本）１

１８１　０９０－２０４　小笠原流七冊之内聞書乾坤２
　　　　　　　（写本）

１７０　０９０－１８６　日置流印西派表書聞書（写本）１嶋尾種芳

１７１　０９０－１８９　鳥的口伝之書（写本）　Ｉ 弓術害。粟屋舎人が嶋尾五

郎右衛門に伝授

嶋尾種芳
１

１

嶋尾種芳

１７２　０９０－１９０　日置流弓書（写本）

１７３　０９０－１９１　秘極十陰弓之書（写本）

１７４　０９０－１９２　脇之図（写本）

１７５　０９０－１９３　日置流表書聞書（写本）

１７６　０９０－１９４　弓矢名取之書（写本）

１７７　０９０－１９５　上刺鏑矢（写本）

１７８　０９０－１９６　（無題）（写本）

１７９　０９０－１９７　軍法巻伝（写本）

１

１



１８６　０９０－２Ｈ　元就公隆元公輝元公秀就公敬１

　　　　　　　親公寥伝

１８７　０９０－２１２　１仮培丿勣番諸届書式（写本）１

１８８　０９０－２１５　遠鳥仕り候次第発端（写）１

新険流剣術書。享保５年内

藤作兵衛が桜井市之助に伝

授

附萩志都岐神社祭神願、

秀就公外１１名略由緒會其

他

１９０　０９０－２２１　知人紗（写本）

１９１　０９０－２２２　栢古和歌集（写本）

１９２　０９０－２２３　東叡山通夜物語（写本）

１９３　０９０－２２６　鹿児島征討日記（写本）

１８９　０９０－２１６於相古鳩御内用暮目法御祈祷１粟屋正俊天保７年９月のこと
　　　　　　　被仰付候一件（写本）

１８２　０９０－２０６火術秘書（写本） 内容Ｆ山岸流花火之害」「萩

野流夜之分花火口伝井二藁

ノ再」「中嶋流花火口蜂之書」

１８３　０９０－２０７　萩野浪花火之書（写本）　１

１８４　０９０－２０８　中嶋流花火口伝之會（写本）１

１８５　０９０－２０９　圓太刀之書（写本）　　１

１

　　　　　　　享和３年。積翠園主人の序

　　　　　　　がある

　　　　　　　文政１１年、早稲子という人

　　　　　　　の和歌習作稿

　　　　　　　将軍徳川柵吉治政への批判

　　　　　　　書。江戸時代禁書

西村兼文楊途中にて切れている。西南

　　　　　　　の役のこと

　　　　　　　市川与惣（大組上１８０石余）

　　　　　　　家のもの。市川与惣記か

　　　　　　　原本は亨保３年に害かれた

　　　　　　　ものか。題答なし

　　　　　　　（１２２枚）８８～１１１枚まで欠。

　　　　　　　天保９年３月より

　　　　　　　文化５年、益田隼人屋敷表

　　　　　　　側借用について品川藤右衛

　　　　　　　門より「御家頼巾」にあて

　　　　　　　た文書

１

１９５　０９０－２２８　渡辺記（写本）

１９６凹Ｏ－２３０切馬添馬之事（写本）

１９７　０９０－２３１　原藤輔在府日記

－１５６－

１９８　０９０－２３２　（仮題）品川藤右衛門文書　ｌ

Ｉ

ｌ

１９４　０９０－２２７　（仮題）市川裏勣功書（写）１

１



諸参会音信贈答乗
遊芸賭勝負富頼若

１

諸法度品定

真人張備道具

２

０００－１９触書抜１）

１４ ０００－２０触書抜（２）

３

商物諸職人屋舗法溝浚道造り附町

家在郷住宅

依拠史料

萩市内所在史料等〉

萩関係記事の抜草

書館蔵

「萩市史」編纂

（文書館所蔵毛利家文書他

１９９　０９０－２４６　治親公御直書御書附
１

叫３－１５諮事少々之控（延享３年～天保２年） ４萩関係記事の抜乖原本は山］県文
　　書館蔵

１

原本は山口県文０００－１当職所日記（元文４年正月～文政１２年１２月）１４

０００－２１触書抜（３）

８

９　０００－３９典雅２）

１０　０００－４０典刑３）

０００－３８典封１）

１

文政７年（１８２４）有田作胤片有田

作胤編纂原本は山口県文舟館蔵

同上

１

１５７・

１１　０（Ｘ）－４１典用１７）

１２　㈲０－４２典刑χ８）

１３　０００－４３典雅９）

１

１

１

１－１．１こ

防火同上

洪水対策同上

同上

㈲Ｏ－２２触書抜（４） 御扶持方成諸稽古火事非常御
究養子緑育諸物成被下米銀
公納諸出米銀貸借米銀諸口銭運
賃米銀雑事間作

５

作事寺社祭礼群衆諸見物他国人
来去狼籍不作法井慮外盗出奔其
外諸御咎人御目見諸御礼御動事
諸願諸届

１

０００－２３触書抜（５）
７ 山林葉制家来分一季居奉公人郡夫

諸猟犬嘴御役心得足軽以下御

役足軽以下代役旅役一件道中

人馬其外心得御門勘過（上々様御

通筋）心得紙櫨雑

１６



１

１

２０　０００－５０愚聞雛記（抜葦）

２１　測〕－５１溜り家一件

０００－４７阿武郡榛東分焼物師由来書

０００－４８萩廻新道掃除等之義被仰出候一巻

０００－４９遠近方控の内写屋舗方御書附

１

１

１

１

２２（Ｘ）０－５２郡中大略浜崎宰判

２３　０００－５３御究事書付之写

１５

１６

１７

１８

１９

１

１４　０００－４４萩両川筋掘浚御普請一件控一 文化４年ｌｌＳ０７）発譲。全５冊。第２

冊を欠く。原本山口県文書館畝

「可上

『可上

坂・三輪・佐伯の三家。同上

正徳２年のこと（１７１２）同上

元禄１２年（１６９９）～天保３（１８３２）年

同上

後半の萩の古実を記した都分。同上

盗賊改方の溜り家についての規定や

動功の記録。ｌｉｊ上

安政２年０８５５）３月記。同上

万治３年（１６６０）～天明２年（１７８２）。

目付役の吟味取飼規定。原本は山口

県文書館蔵

延享元年１１月記同上

［萩古実未定之覚］（烏ＵＩ智庵著）他

古記録・覚書を収める

萩峨その他の記録。同上

竃延３年（１７５０）改のもの。同上

元禄７年（１６９４）、幕府検使来藩に伴

う諸沙汰書の集成。同上

天保年の萩町人の勤功詮議配｜、・ｊ上

文久２年作成のコピー。同じもの２

部

コピー

０００

０００

１

１

１

１

１

－４５萩両川筋堀浚御普請一件控三

一４６萩両川筋掘浚御普請一件控四・五

コピ

コピ

３３　０００－６３百官履歴・歴代顕官録目次

３４　０００－６４「百官履歴」人名目録

３５　０００－６５百官履歴

４

一１５８－

６昭和２年刊のコピー。本人より提山
　　の履歴再により碍纂

１

１

３２測）－６２

１

２６　０（Ｘ）－５６萩府記

２７　０００－５７萩大絵図別冊目卿

２８　０００－５８大記録八十二

２４　０００－５４津守町間帳

２５　０（沿－５５萩古実未定之覚他

校訂明治史料顕要職務補任録上巻・

下巻

１

２

２９　０００－５９勤功詮議書

３０（ＸＸ）－６０美祢郡中絵図
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書　　名　　索　　引



例几

この索引は，１１；名を７ＩＴ　Ｉ一音』｜｜似ごｔ列したもの

である。

右端の数字は収録資料の通し冊号を表わす，

著者名・編名一名，及び１１年を附記した。

２

３

ｌ



秋穂町史・
　昭５７
相　　　鳥・

あゝ東方に道なきか評伝前原―誠………１０７５

　奈良本辰也昭５９
●●●●●●●●　５１３

　昭４０
相鳥調査報告………………………………４２１

　萩高等学校社会研究部昭３３

青木周弼………………………………８８５

４２４

　　　　　　アアトーアブグ

３７年の歩み………………１６８５

書　　名　　索　　引

　明３１

明日を見つめて
　山本賞平成１
あぜ道便・ｊ二十一年…………………………１６７６

　山本賓昭５６

新しい萩史蹟観光案内………………………３２７

　河野遊昭３２

阿知須町史………………………………５１２

　小野忠煕他昭５６

ア

阿東町の生雲大谷本陣・

　大谷忠敬楊

　波多放彩編昭４５
阿東町史余話………………………………４６８

　倉増清昭４６
４６６

秋吉台の鐘！

あぷ‘６９町舅要覧……………………………４５８

　昭４４

阿武・大津一美祢三郡案内…………………４０８

阿武川綜合開発事業史………………………１６１５

　昭５１

阿武川総合開発事業図画集…………………４５１

阿武川ダム建設の歩み………………………４５０

阿武川ダム水没地域民俗資料緊急

９０８阿東町生雲大谷本陣・

　石川卓美附４２
４６７

青木周弼………………………………８８５

　田中助一昭１６

青木岡弼と緒方洪庵…………………………１３３１

　田中助一昭１６

青木周蔵自伝東洋文庫１６８………………８８６

　青木周蔵昭５７

青木両蔵壮年蜜……………………………８８８

　水沢周平１

青空を見つめて………………………………１０２８

　原田指月

赤根武人の冤罪………………………………２８７

　村上磐太郎昭４６

天保九年赤間関人別帳……………………４８８

　昭３４

秋の謐（写本）………………………………２１２３

　観耕亭

秋吉台学術調査報告書……………………１５５６

　昭３２

秋吉台三億年………………………………１５５８

　昭５６

阿東町誌・

　附４１

阿武川の魚類………………………………１５７３

　腰岡豊他昭３４

阿武川の民俗………………………………１４７５

　昭４５

阿武川の民俗資料……………………………１４７６

　岐多放彩昭５０

阿武郡医師会史全２巻………………………１５８５

　岐多放彩昭５９

阿武郡会史概要………………………………４３４

　人１２

阿武郡教育五十年史…………………………１４１５

　大ｌｌ

阿武郡志………………………………３４４

　山口県阿武郡教育会昭４８

山Ｌ」県阿武郡治堤要大正３年……………４３１

　人４

山口県阿武郡冶堤要大正５年……………４３２

　人６

山口県阿武郡冶堤要大正５年……………４３３

４９９

　河野通弘編１帖５
秋吉台の伝説と秘話…………………………４７７

　光谷済昭３８
山口県阿武郡明木村村籐解説………………４３８

　伊藤新一昭６
明木村民必携歌謡集………………………４３９

　昭７
厚狭郡史………………………………

－１６３－

３

旭　村　史…・

　原田卓雄昭５３

厚狭郡教育会昭６１

口り活厚狭郡誌………

藤川辰雄編昭２６

あしのかれ葉………………………………２１０３

…・４４１



遺稿集 ９０９

アプグーイツク

　大６

阿武郡内の「イチ」に就いて………………４３６
　山本博昭７

阿武御領について……………………………４３５

　昭５

阿武の里大井浦……………………………４１５
　昭５６

阿武の鄙風………………………………２０２８

　楢崎時人郎叫３２

鴉片始末附考異（写本）…………………１２６５

　胃藤竹堂

尼子毛利合戦雲陽軍実記…………………２２９

　防川勝年・校注昭５３
阿弥陀寺文書………………………………５２３

　昭５４

鮎川義介先生追想録…………………………８９０

　佐々木義彦禰昭４３

鮎川義介伝………………………………８９２
　小沢親光昭４９

ｉ　ｌｌｌ県有朋昭１４

維

し

歩み

歩み

維新峨役実歴肢………………

　児王如忠他大６

　田中隆資昭５９

石津吾朝追悼句集（写本）…………………２１２７

　占萩園三世雨聴編

維新勣王志士の祭埴京都霊山招魂社……１３１６

　沢本孟虎編昭８

維新実験七卿芳跡…………………………２５５

　作間大吉大１４

維新殉難の人々と萩…………………………２７８

　松本二郎他昭３９

維新史料大庄屋林勇蔵……………………１０６１

　藤井孫光楊大５

偉人周布政之肋伝……………………………９９０

　妻木忠太昭６

維新前後名士叢談……………………………５６２

　天野御民編明３３

維新的人間像………………………………７９９

　奈良本辰也昭５４

奈良本辰也選集２維新に生きる…………２５

　奈良本辰也昭Ｓ７

維新の英傑高杉晋作………………………１（χ）６

　野原祐三郎昭８

２５３

村川亮Ｔ・ 昭６２

９３０

　打｜｜｜亮了平２

新たなる歩み………………………………１６７２

　山口県農山漁村新生心動協会昭３４

アリバイは両刃の剣…………………………１９４４

　和久峻三昭６０

歩く・見る・食べる萩・津和野・山口………３６９

　冊水さとし昭５８

安海校正註維摩経１０巻５冊……………１１９

　下間安海校明１４

　　　　　　　　　イ

１９０７無　花　果・

　滝碍一昭５９

　太田俊笹．｜旧２

維新の先覚月性の研究……………………１０８９

　立泉昭雄編昭５４

維新の先覚吉田松陰………………………８０５

　昭５５

異人のみた吉田松陰…………………………７８６

　島幸子訳昭５１

出雲地方調査研究報告書……………………１３４０

　萩高等学校社会研究部昭２９

伊獅神宮・三都めぐり………………………２０７８

　野村益二昭９

いせ物晒（写本）……………………………２０３９

磯崎拾玉前・後……………………………２０８２

　再１１［政一一他昭１０

一字庵菊舎尼遺稿……………………………２０３７

　本荘熊次郎大１４

２０２９

１９５５

一騎歌書………

　加腰榊陰文久３

巌島閑談………

　河上徹太郎昭５５

一門六家大野毛利氏と平生開作……………５３４

　す乍町郷土史調査研究会昭６３

１４１

　横尼深林人叩３８

為学正論２巻２冊…………………………９３

　窪井鶴汀富暦９

Ｅ・ガントレット氏と山口県………………９３６
　昭３１

彙　玉　綴・・

６８９

遺稿越のＩ

連句集　寒梅………………………………］９１４

　都志見木吟昭５９

生野義挙と其同志……………………………２６４

　沢宣一昭７

池田屋事変始末紀……………………………１１５１

　冨成博昭５０

偉傑快傑………
　松波治郎叩１５

－１６４－



　山口県教育会楊昭５２

氏原大作伝………………………………９０４
　和田健叩４４

以都美

イヅミーエチゼ

英国史

美しい城・

２０７４

１２５一君一民辨全一

　近藤芳樹

倉田晋七昭６

伊康公追ｉ

伊藤・井上二元老直略維新風雲録………１１９９

　末松藤澄編明３３

伊藤公国葬余韻………………………………８９９

　末松謙澄編明４３

伊藤公実録………………………………９圓

　中原邦平明４３

　俵田明他昭２８

宇部市史全３冊……………………………５０７

　三坂圭治他昭４１

宇部石炭史話………………………………５０８

　朝日新聞宇祁支局昭５６

宇部地方産業史料目剱………………………５０５

　昭３１

裏からみた長州の維新史……………………２９３

　中原雅夫昭４９

浦乃志保貝上・中・下・

　限谷直好

・２０１１

　大和義男他昭４８

宇都宮遜庵………………………………９０５

　桂芳樹昭５３

宇都宮真名介先生小伝………………………１２３９

　小出豊登細大４

卯歳生れ防長先賢遺墨展覧会目９………３６

　昭１４

宇野千代集現代日本文学大系６９…………１９６３

　昭４９

宇部産業史・ ５０４

浦の塩貝拾遺他続日本歌学全書

第１０績…………………………………

　熊谷直好明３２

‥‥‥‥１１１３

英雲公輩浦櫛住居内手控……………………１３０６

　御薗生翁甫編昭１６

栄光篇１８回国体記念写真集………………１８０９

　昭３９
２２０

２００６

愁ひ顔のさむらひたち………………………１９５４

　河上徹太郎昭５０

雲谷等顔と桃山時代…………………………１７４８

　昭５９

雲陣茶話・崇文公附録（写本）……………２０１９

　　　　　　　　　　工

英雲公と防府………………………………１１１７

　香川政一昭１１

英雷公と三田尻…………………

　黒山鹿木昭５

　土田政次郎明４３

伊藤公銅像建設記念帖………………………１３１５

　昭５

伊藤公銅像瞳設由来…………………………８９５

　福本椿水述昭５

伊藤公の最期………………………………８９６

　佐藤四郎昭２

伊藤博文人生双六……………………………８９８

　村岡繁昭４４

井上剣花坊井上信子夫妻川柳碑

８４４

田中助一編昭４１

井上剣花坊・

いのち萌え・
　今崎暁已

　井上信子娼昭１０
井上伯伝全９冊……………………………９０３

　中原邦平
９５６

－１６５－

イヨカンの発見地付近の今苦………………１６８１

　中村光夫他昭６２

入江子違遺稿………………………………２０１３

　人江九一

伊呂波寄分限帳（写本）……………………５５８

岩国市史………………………………５４３

　瀬川秀雄他昭３２

岩国市史上●下……………………………５４５

　桂芳樹他昭４５

岩国城と錦帯橋史料…………………………５４４

　昭４１

岩国人物誌………………………………５９３

　上田純雄昭４５

岩国文学百年史………………………………１８３５

　人岡昇編昭４５

陰徳太平記上・下…………………………２２６

　香川正矩・景継剛４８

　　　　　　　　　　ウ

氏原大作全集４巻…………………………１９５９

　　（英国）慕維廉文人元
詠史歌集二編上・下………………………２０１２

英米仏間聯合艦隊幕末海峨記……………２６２

　Ａ・ル升ン昭５
越前福井帰一坊筑紫紀行長城滞城抜書・・・２１３８



おくの雪道坤・

　昭１５

１２１６

‥２１１９

　近慶芳樹

大日比史料………………………………４７３

　安藤紀一編

大村卿遺徳顕彰会記念暁……………………９１０

　高梨光司編昭１７

大村先生逸事談話……………………………９１１

　打田峯次郎昭５２

大村益次郎………………………………９１２

　糸屋寿雄昭４６

大村益次郎………………………………９１３

　内田伸昭４５

大村益次郎………………………………９１４

　丹潔編昭１９

大村益次郎………………………………９１５

　内田伸昭４３

大村益次郎………………………………９１６

　小野南僑昭１５

大村益次郎………………………………９１７

　佐山咲平昭１７

大村益次郎写真集……………………………９２３

　内田伸編昭５１

兵部大輔大村益次郎先生…………………９１９

　高梨光司昭１６

大村益次郎先生事蹟…………………………９２０

　村田峯次郎大８

大村益次郎先生伝……………………………９２１

　村田峯次郎明２５

大村益次郎の誕生地…………………………１３３６

　田中助一

大村益次郎文書………………………………９２２

　内田伸編昭５２

翁塚集　乾………………………………２０３８

　聴松庵連文化７

御国目附江廃船事御答一件（写本）………１３４９

二Ｉツチーオノガ

越　中　樺………………………………２０７１
　岩田博道剛４

江戸の思想案たち（下）……………………５３
　昭５４

ＮＨＫの記者のみた山口県この１０年

２０３０

３０５

１３０７

・２１２４

４７０

－１６６－

おの

５１１ｂ郡町史・

３１１をなご台鳩について

　高橋正清

　ＮＨＫ山口放送局昭５５

延享三丙寅七月廿四日寅卯辰三ヶ年之

御仕組弁六ヶ年之御倹約御書附（写本）……１２５８

遠雷と忽濤と………………………………１９３２

　湯郷将和附５７

延齢松，

大内氏実録全５冊・

　近藤清石明１８

大内氏実録………………………………２２８
　近藤清石昭４９
大内氏の神社崇敬一

　広永達夫昭１７

人保１０

オ

奥羽鎮扨使世良参謀………………………９９７

　鳥本寛昭２０

桜雪洞峙紗………………………………１９２７

　松林桂月昭２７

黄梅山隆景寺誌紗……………………………７４

　再梢元請昭４８

桜圃寺内文庫の研究…………………………１６３

　国守進昭５１

御馬印御家来備印同指物弁

御当家憲役人馬定御軍法（写本）…………１５３０

大井大寺廃寺………………………………４１６

　１１』川県埋蔵文化財センター昭６０

大内氏史研究………………………………２２４

　御薗生翁甫昭３４

　河野徹毅他１１１３３

大内義隆………………………………９０９

　熟田公昭５４

大江重就公御一代集（写本）………………１２２９

大江宗広公御一代集（写本）………………１２３０

王政復古にゆかり深き防長女性…………５７５

　塚本小治郎附１３

大津郡志・

　萩原新生剛６１

大祓執中抄天・地・人……………………ｔ２６

大内氏の対鮮交易……………………………１７０６

　臼杵華臣昭１７

大内村誌・ ●●　５１４

小倉四先生事蹟………………………………９２６

　安藤紀一昭２

　能吏宗一編昭Ｓ

御座取図（写本）……………………………１２５６

御代々御判鑑………………………………８８０

　河合裕編昭４４

御使番役諸廻状案文目録（写本）…………１２８０

於抒呂我中………………………………９３３

　加部厳夫編昭５７

高恬再斗附３０



史料上…………………………５０１小野田市史

　昭６１

　　　　　　　　　　　　　オノダーカクレ

　岩武泰祐明４２

会　　　誌………………………………１８１０
　昭５１　　　　　　　　　　’・

解釈吉田松除の文と詩………………………８３４

　松本二郎平２

回　春　集………………………………２０３１

　杉孫七郎明４５

ｂ野田市史通史……………………………５０３

　平２

外史吉田；

小幡科

小野田市史資料篇上・下・

　小川五郎他昭３０

５００

小野田市史民俗と文化財…………………５０２

　昭６２

小野村六十五年史……………………………５０６

　松村茂他昭３７

外蕃通略・

　木俣秋水昭４５

外征紀事詩存………………………………２００２

　福原公亮明３８

改訂音訓五経全１１冊……………………１０１

改訂吝訓四書正文全８冊………………１４３

　安政２

改定史籍隻覧７安西軍策他………………１２０２

改定史籍集覧１５毛利元就記他……………１２０３

改訂新訓易鰹上・下……………………１００

改訂増補松林桂月…………………………１０８２

　難波専太郎昭３８

回天の風雲児高杉晋作……………………１００５

　品川義介昭１７

　吉田松陰明２７

嘉永六年正月堀内城内興業御規式連歌

１２０６

２０８１

　佐伯文子昭９

面白きこともなき世を面白く………………１０１９

　粕谷一希昭５９

温故記（写本）………………………………１２２３

温故私記上・中・下………………………１２（χ）

　国重政恒明３１

女たちの明冶維新……………………………８２４

　小松浅乃昭６１

　　　　　　　　　カ

会目名簿１６昭和２７年版……………………１４３２

　萩高昭２７

会員名簿１７昭和３０年版……………………１４３３

　萩高昭３０

会員名簿１８昭和３７年版……………………１４３５

　萩高昭３７

会員名簿１８訂正追録………昭４０…………１４３６

会員名簿１９昭和４９年版……………………１４４４

　萩高昭４９

会員名簿昭和６０年版………………………１４５３

　萩高昭６０

懐旧記事５毒５冊…………………………２４８

　山県有朋述叫３１

懐旧記事５巻５冊…………………………１２０７

　山県有朋述明３１

海峡の風雲児………………………………１００７

　木村毅昭１６

　松本二郎編昭３４

小幡末蔵書目録（写本）……………………３３

想ひを寄せて………………………………３３７

　山本福載昭４７

おもかげ・

１２１１

１９７３

２０２０

４５５

回顧剱附長崎紀行上・下・

　ｌｌｆｌｌ松陰明１９
回　顧　録・

開国五十年史上・下・

　大隈歌信搦明４１

懐　古　集・
　大坂玄瑞 革命家吉｜

退化存神の教育書吉田松陰………………８１１

　伊東勲昭５７

画家のことば………………………………１７５２

　香月泰男昭５０

鍍の屋歌集………………………………２１１１

　木村豊平昭１７

香川津孝子伝………………………………１２３１

　沢賞磋

艮門同阿武郡香川津村孝子伝………………５９

　沢宣鳥

各駅停車山口県……………………………１８９

　巾国新聞山口支社昭５５

学則集訪（写本）……………………………１４０

鶴台先生遺稿１０巻５冊……………………２０４１

　滝鶴台安永７

学統を受けついで……………………………１４３９

　昭４５

学半草堂詩文砂………………………………１８８３

　河野通毅昭３０

学圃杉先生伝………………………………９９３

　中村助円郎昭１０

１６７一

７６６

　寺尾ｆｆ郎昭４８
隠れたる科学の先覚者中島冶平…………１０４８

　昭６



　大村武一附３９
何公全集第５巻吉田松陰…………………２４

　大庭何公人１４

笠山ト明神池………………………………３１９

　昭１０
歌集 ８９６

カゲエーカンジ

影　　　絵・ 家譜児玉（写本）…………………………１２４３

嘉村峻多集現代日本文学大系４９…………１９６１

　昭５０

高村磯多その生涯と作品…………………１９４５

　太田静一昭４６

カメラで捉えた４０年萩の今昔写真集……３６６

　角川政治昭５７

賀屋恭庵先生………………………………１３３４

　田中助一昭１７

質屋恭庵の著書他……………………………１３３７

　田中助一昭１５

華陽先生文集附済洲遺稿全６冊…………１９７９

　山根華陽・済洲明和７

鳥田智庵と其医系……………………………１３２９

　田中助一昭１５

カラー日本のやきもの６萩……………１７７１

　吉賀大眉文昭４９

………１８７４

歌集

・４４９

川上村誌………………………………４４８
　波多放彩昭３９歌集

９０８

歌集

かわかみ・

　昭４７

歌集指月嶺・

小島経彦附５１

大中一一忠昭６３

１８７６

竹内八郎昭４３

画集城下｜

　古館充１ｉ昭４８

歌集田原保美遺詠集………………………１８４８

　竹内八郎編昭４６

萩・

波木四郎昭５３

歌集

　小鳥経彦 昭５５

１８９７

１２２８

１１９７

１８０２

甲子殉難士伝上・下・

　付田峯次郎編明

　未成和子昭６２

書僧雪舟と雲谷派…………………………１７４０

　時山弥八

賀田全三郎翁小伝……………………………９２７

　西村虎太郎大１２

賀田全三郎翁の追憶…………………………９２８

　昭１０

香月泰男芸術と人間像……………………１７５３

　附５０

学校一覧昭和３４年度………………………１４３４

　昭３４

学校寄宿舎のあゆみ…………………………１４５４

　昭印

　１７７

１８７９

活版史略１～３………………………………１２６６

　明６

桂公功罪史論………………………………９２９
　高橋鉄太郎人３

角川日本地名大辞典３５山口県……………１１６３

　昭６３

甲子兵讐図（折本）上・下・

　明２６

甲冑研究賢料……………………

　弘津史文昭７

大内兵衛昭４１

河　上　豊・
　古田光昭５１

９３５

　昭６

河上徹太郎著作集７巻……………………２７

　河上徹太郎昭５７
河　上　肇・ ９３４

近代日本思想大系１８河上肇集……………５２

　内田義彦楊昭５２

河野養哲と

　昭３５

官暇漫吟

－１６８－

河内信朝先生小伝・

　佐間久吉昭１１

９７２

１９９４

２０４０

環海峙誌・

看雨村田峯次郎翁年譜………………………１１０１

　吉田祥朔昭２９

杉孫七郎大４

環海峙腱・

杉孫じ郎明３７

　内●昌盈文政４

閑居魯一旧長州藩遊撃軍隊士回顧録一……２８０

　西村紀義昭４０

関西陰徳太平記８０巻………………………１２６９

　再川正矩（幕末期）

巌山全玉集５巻４冊………………………２０６９

　南方厚碍明３４

観樹将軍回顧録………………………………１０８７

　大塚武松・昭６

兼常漬佐遺作集上・下・

　兼常清佐昭３５



・…・９４６

　大江志乃夫昭４９

木戸孝允言行録………………………………１２５３

　渡辺修二郎大ｌ

木戸孝允公事蹟概要…………………………９４８

　安藤紀一昭８

木戸孝允先生庸餓録…………………………９５３

　昭５５

木戸孝允文書１～８…………………………９５４

　日本史籍協会柵昭６０～

木戸孝允文書展示目録………………………９４４

　宮内庁書陵部権昭５２

奇兵隊始末記………………………………２９２

　中原雅夫昭４８

奇兵瞰日記全４冊…………………………２９０

　昭４６

奇兵隊反乱史料脱隊騒動一件紀事

観樹片影・
　昭７

１０８８

　小谷保太郎碍大１４

観樹将軍豪快録………………………………１０８５

　水戸十三福大７

観樹将軍縦横談………………………………１０８６

　熊田葦城記大１３

カンジーギョウ

皆川嘉一明１０

９４５木戸孝允・
　冨成博昭４７
木戸幸允・

寛政十二庚申康正月吉日公用控（写本）…１２６３

　１１屋友吉願

含雪山県公遺稿………………………………２５８

　山県有朋大１５

関釜連絡船史………………………………１７０７

　昭Ｓ４

関門商品取引所二十五年史…………………１７０５

　昭５６

　　　　　　　　　キ

聞き書山口の食事…………………………１６５２

　「日本の食生活全集」山口編集

　委員会平１

２１０１

２１３６

喜寿賀集・
　明３０
喜舟徳利・
　高橋青斗昭３２

北浦捕鯨物語………………………………１６９５

　松村七楼昭５９

北長門須佐の生んだ勤王の士

津田常名翁の伝記……………………………１０３６

　松本二郎昭４９

吉川経家公事蹟………………………………９４１

　瀬川秀雄昭６

吉川経幹周旋記全６巻……………………２５９

　人塚武松編人１５

吉川元春元長両公三百五十年祭記念

講　演

１４１４

２６６

菊川町史・

　昭４５

２９８

１７１１

４８０

１８１２

　１５６

キサク・タマイの冒険………………………１９３３

　湯郷将和平１

岸信介伝………………………………９３７

　吉本重義昭３２

来島又兵衡伝………………………………９３９

　三原清尭昭３８

　布施御柵嘉永３

旧長藩殉難者名簿……………………………１２４５

　時Ｌ１１弥八編大２

旧長藩殉難者名簿……………………………５６５

　時山弥八大２

弓道雑話・

　山根林作

石川卓美他昭５６

救難提要・・

教育勅語と士規七則・

　村上俊江人５

教育と

九峰詩鈴………………………………１９０５

　鳥島北海昭３
休和喜寿記念作品集………………………１７６６

　昭４７

旧萩藩年表・

　田辺竹次郎編昭２８

旧萩藩非常用貯蓄金穀………………………１３８２

　三輪為‥一昭１３

旧藩以降官私選防長史籍地誌解題………　４１

　昭１２

旧藩と医学第１輯…………………………１３２８

　昭４

　瀬｜｜｜秀雄昭１２

木戸孝允遺文集………………………………２０８６

　妻木忠太編昭１７

木戸公行実二関スル時局ノ要目……………９４９

　安藤紀‥大１５

９４３木戸公小伝・

　徳．富猪一一郎昭ｊＯ
教育の神吉田松陰…………………………８５２

　広瀬豊昭１６

森友幸照昭５７

－１６９－



８７６

切支丹伝承……

　三出元鐘昭１６

１３４７

　８９

１３９３

ギョウーキンノ

行幸記念写真帖……………………………８６９
　大１

　昭４５

切支丹巡礼の譜………………………………８８

　沢本良秋他昭５６行幸啓誌・
　昭３１
郷土史験

７３６

３２４

１７０・

キ｜．

３３６

卿土！

郷　土　萩・
　昭５６

郷土志料目録………………………………　３

　昭４

郷土資料目録………………………………　４

　昭３０

郷土資料目録１～８……ｔ……………　………１６０

　剛４２～４９

郷土の文学・本と人…………………………１９４６

　和旧健昭５０

　小郡勇ｌｌ昭１４

郷土史事典山口県…………………………２１６

　松岡利夫昭５５

郷土開発の先覚者たち………………………５８５

　岩根保重他昭３９

１７６

郷土美化之行者阿武松之助翁……………８９３

　田巾真治昭８

郷土部隊戦記………………………………１５１４

　片田宗三郎昭３８

郷土二俣瀬………………………………５０９

　児玉一雄昭４８

３６１

」．Ｇ．Ｌ・デ・メディナ昭５９

勤倹強飼運齢概況…………

　大１５

銀山騒乱略記（写本）………………………１２８３

近世私塾の研究………………………………８１５

　海庫瞰昭５８

壽座日本近世史９近世思想論……………５５

　本郷隆慮外昭５６

近世における漁民共同体についての

勤皇士魂・

　有田弘昭４５

近世溥校に於ける学餓学派の研究上・下…１４２３

　笠井助治昭５７

近世藩校に於ける出版書の研究……………１４２４

　笠井，助治昭５７

近世藩校の綜合的研究………………………１４２２

　笠井助洽昭５７

近世防長諸家系図綜覧………………………８７８

　防艮新聞山口支社昭４１

近世防長人名辞典……………………………５８４

　占田祥朔昭３２

近世防府人物誌………………………………１２９２

　佐伯為蔵編昭８

近代軍制の創始者大村益次郎……………９１８

　田中惣五郎剛１３

近代日本教育史の学習………………………１９１５

　永井将泰昭６１

近代防長人物誌天・地・人………………６０９

　井関九郎編昭６２

釣天余韻（写本）……………………………２０１８

　片山鳳裾

勤王僧

　足立直郎昭１９
勤王志士富永有隣先生小伝………………１０３９

　五木俊雛附ｌｌ

勤王諸士遺墨小誌……………………………５６４

　明４４

　ｊ，・村藤舟昭４一一

郷土山口県地理喪解…………………………１８０

　地理研究会明４３

享保元文諸国産物帳集成第８巻………１５６３

　盛永悛太郎他昭６３

享保五年御書附弁伺書（写本）……………１２５７

救民の飼………………………………１０５
　沢宣嘉

技廣録（積善堂随筆）上・下……………２０１７
　南部伯凡文化Ｉ

村田清風先生遺著漁翁寝言………………１０９０
　付田柄風昭４

玉糧先生峙存………………………………１９１２

　福本椿水禍昭６

虚舟遺稿２巻２冊…………………………２０４２

　落合済三明２４

清末藩史話………………………………４８１

　徳見光｛昭４６
清末藩旧記

　吉商ｉｌ一一昭１７

勤王と防長女性………………………………５８０

　平間芳高昭１７

勤皇の神吉田松陰…………………………７２５

　広瀬豊．昭１８

　　　　　　　　　ク

　堀哲三郎編昭４９～

清末藩年表………………………………４９０
　堀哲三郎編昭４２
清末蕩分限帳………………………………５９４



広瀬喜連昭５０

山口県久賀｜

句集

　福田蓼汀

クガグーケイゲ

玖珂郡志・ ５３８

句集

句集

１７１

句集

句集

句集

１２１３

９０７

９
６
４
　
９
６
５

大原房之助昭６

久原房

　昭４５
久原房

９６９

Ｉ□
慧

０９８

２１０７

１９２３

６８２訓註

　香川政一一・昭１４
久坂玄瑞全集全１冊………………………９６０

　福本椿水編昭５３
久坂玄瑞の妻………………………………９６１

　田郷虎雄昭１８
久坂天軸詩文稿・ １８９０

　宮本常一昭２９

久坂家略伝………………………………９５７

　久坂恵一編昭４３

久坂玄瑞・ ９５８

霞・

昭５１

８９２

入坂天顧昭４

・・・…・１９２５

略い谷間・
　冨成博昭４１

熊本山口両県下戦争紀聞上・下・

　安達成孝明９

　山崎・－芳昭１５

熊谷直好伝………………………………９６８

　簾清正清昭４０

来原良蔵伝上・下・

　妻木忠人昭１５

福田蓼汀附４６

黒部幻彫一

久礼多計・
　大８

熊谷五右衛門………………………………９６７

　福尼猛市郎昭３５

會敷●津和野●萩……………………………３７３

　昭５９

栗山孝庵のこと………………………………９７０

　安藤紀一一昭５

ＧＬＩＭＰＳＥＳ　ＯＦ　ＹＡＭＡＧＵＣＨＩ

ＰＲＥＦＥＣＴＵＲＥ●●‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１１５６

　昭２７

久保雲仙昭４３

句集

　原黙杉

句集

　福田寥汀

句集　城

　神野克巳

昭３２

山一

昭５２

…・１９０２

昭３７

８９３

昭４８久保雲仙

　久保雲仙昭３９
句集花密柑………………………………１９２６

　牧沢止彦昭４８
　安藤紀・附１３
郡中制法条々………………………………１３７２

　昭４９

訳註読綱鏃録………………………………６９１

　福本椿水明１５

訓註古田松陰殉国詩歌集…………………６７８

訓註吉田松陰先生野山文稿………………６Ｓ６

　安藤紀一昭７
割註　留魂録………………………………７３９

　福本椿水附３４

　　　　　　　　　　ケ

啓　運　録………………………………１２０４

　村田峯次郎編明３０

経営参謀

福円蓼汀昭２７

楠町の歴史・ ４９７　１　福本義亮昭１２

橋本士郎昭５８

国木田独歩集日本近代文学大系１０………１９６０

　昭５６

国木田独歩集明治文学全集………………１９６４

　昭４９
国木田独歩と吉田松陰………………………７７３

　食原信一昭４９
国司信濃親相伝………………………………９６３

　堀［ｉｌ矢大昭３９

国木田独歩山口時代の研究………………１８３６　１

　桑原伸一・昭４７　　　　　　　　；

　原田卓雄昭５５

下松市史通史編……………………………５３２

　平元

求道者の旅日記………………………………２０８５

　金子栄一一昭１４

霜ＩＬ一土ＴＩ

眼

鳥尾小弥人明９
月山人會譜………

中川喜太郎編昭６



激勣二十年山口県の峨後史………………３０３

　柳本見一昭４０

研究者・技術者名鑑…………………………６０８

　昭６１

元勲井上盤公展覧会目録……………………恥２

　Ｈ旧４

１９０３鶏　肋　記・
　末永明昭５９

元　勲　談
　明３３
源梧奥旨・

恵の伊●博文………………………………１２５０

　谷禅罵明３５

講学日記（写本）……………………………１３５

　山県周南

弘毅斎遺稿………………………………ｊ８７７

　奥平謙輔大１５

弘毅斎遺稿………………………………１９９５
　奥平護輔明１９

コ

　矢野太川昭５３

　（仮題丿京師変勣以来諸隊歎願書他

　（写本）………………………………………１２２２

芸窓筆記（コピー本）………………………９６

　山県人挙

京洛における防長殉難志士顕彰之記録……２７７

　昭３１

京洛における防長殉難志士顕彰之記録……５８３

　　昭３１

１９４２

１２４８

ケイコーコウセ

芸侯三家誌・吉田物語………………………２３０　，　原爆不発弾・

見聞秘集（写本）全２冊……………………１２０９

源流　句集………………………………１９２１

　福出參汀昭４１

県労評３５年のあゆみ年表でつづる………１３９８

元老山県………………………………１１２９

　丙村文則人１１

見聞私記・

　山県人卒

藤村ｉＥ人昭５３

…・…・１２４７

１２７３元冶甲子殉難士名簿・・・

元治甲子禁門事変実歴談……………………２５１

　馬屋原二郎人２

－１７２－

６（Ｘ）

・治甲子殉難士名録…………………………５６０

廸　殊　録………………………………１６０３

　暇恭敬編文政日

元帥公爵山県有朋…………………………１１３０

　坂本箕山人目

県勢概要昭和二十五年……………………１３８７
　昭２５

現代語訳講孟余話…………………………７０５
　和田健爾昭１７

現代の日本陶芸山陰………………………１７９９
　ヽ１句

現代防長人物史天・地・人３冊…………５６７
　井関九郎撰人６

　近藤芳樹明９

県産品ガイドブック

　彫５

・・………２０２７

工業１６５４

江月斎稿・

　河野桂章編昭３９

高渠先生文集………………………………２０４３
　沌高渠

江月斎遺集乾坤……………………………１９８１
　入坂玄瑞明１０

・・・………１８８９・１９９１

　香川政一人９

鴻城医学者人名簿（写本）…………………１６０４

更生長門新刀銘鑑…………………………１８０４

　入坂玄喘珊心４

江家年譜附系図……………………………８６８

　山県篤截編

江家秘鑑（写本）全５冊……………………１２１２

江家秘記（写本）……………………………１２０８

考古学上より見たる長門国…………………１２９４

　山本博昭９

広斎院釈実誠居士故斎藤賞先生を

博一ｉ………………………………………………９７７

　昭６

維山詩稿（写本）……………………………１９９８

　繁沢轍山

江氏家譜（写本）上・中・下……………１２７８

公爵桂太郎伝………………………………９３０

　徳富猪・・郎人６

公爵山県有朋伝上・中・下………………１１；１７

　徳富蘇峰昭８
県庁伝来旧藩記録等仮目録…・

　聊０

　鶴岡ｊＥ人編昭５２

現代山口の１００人……………………………１１０５

　読売新聞山口支局編昭５８

現代山口県詩選………………………………１８Ｓ；３

　町］田健他昭４１一一

乾鳥略志（写本）……………………………１２８８

　新山政友

………１６８　ｉｌ　孝女明石くに事蹟萩の名玉………………８８９



…・・１８８４

　木村秀吉大１５

心に残るヴィエラ神父の言葉………………９０

　浅井愛子附６２
黄　鳥　集・・
　明２３

心と言葉・

コウセーコモン

　松本二郎昭４２

児　恋　章………………………………１２１

　鳥尾小弥太明３６

　羽根文雄昭５２

校正幽囚録完……………………………７０９

　伊藤銀月楊昭１７

皇太子殿下山口県行啓録……………………８７１

　昭３
・２０９８

稿本

９７３

１７６７

９７５

爽風集

　明２

香　　　檀………………………………１８６６

　石川香世女昭６２

倣頭近思録１４巻６冊……………………１３７

　宇都宮蓋庵註延宝６

皇遭経済論………………………………１Ｓ４２

　久原房之助昭８

寄居歌談二編………………………………２００８

　近藤芳樹弘化２

寄居百甘続日本歌学全書第１１編…………２００７

　近藤芳樹明３２

審居文集初編上・下……………………２０６７

　近藤芳樹明２３

越ヶ浜・ ３２３

厚東氏史話・

　田中助一昭２３

五色の雲（写本）……………………………２１３２

　文里編

小鳥経彦先生歌碑邨告會……………………１８４５

　田中助一編昭４６

御親閲記念録………………………………８７２

　昭５

古銭こぼれ話………………………………１３７８

　森豊彦昭５１

御大典記念防長人士発展鑑………………５６９

　松田元介編昭７

古代の萩第１部先史原史時代の萩………４０１

　山本博昭４７

古代の萩第２部古墳時代の萩……………４０２

　山本博昭４８

児玉花外その爵と人生……………………１８４６

　谷林博昭５１

故男爵藤田翁銅像建設書…………………１０６８

　大５

古典樹苑植栽案内……………………………１８３７

　高山章介昭３１

古典の木草………………………………１９４７

　高山章介昭４２

古燈火器具………………………………１７１３

　弘津史文昭８

御当家御役人前帳……………………………５９６

　昭４６

　平中十郎昭４７

此世での供糞………………………………２０８７

　高村茂太郎昭１７

　ｊｌｌ十多助昭１４

小早川隆景伝完……………………………９７６

　宍戸履説明３０

「古美術」７８特集・雲谷派………………１７４９

　芳賀和美禰昭６１

古風三体考………………………………２００９

　近藤芳御天保８

古文書が語る維新前の秘史…………………１２９９

古　　　顧・
　昭４７
小早川隆景・

１５１８合法三鳥流船概要法上・下・

　森重都由昭５４
稿本防長所在洪鐘年表………………………１２９５

　小川五郎昭９

２ｎ５

２３７

五畿中国山高水長集・

　河野通毅

講孟刳紀１～３………………………………Ｂ４４

　吉田松険明２

講孟刳記評語（写本）………………………９４

　山県太華

講孟余話輝註下巻…………………………７３０

　広瀬豊昭１８

皇政復古と切支丹……………………………１３００

　山本博昭１２

　時山弥八大５
講孟劃記全５冊……………………………１３４

　吉田松険

護国山東ｉ

国史纂論

古今集正義総論補註古今集正義序

註追考続日本歌学全書第５編…………２００５

　熊谷直好叫治

故琴浦翁追弔集（写本）……………………２１２６

国学者伝記集成………………………………１２３３

　明３７

　山県太華弘化３
国定公園候補地長門日本海岸の概要……１６０１

　池田美成他
７０

－１７３－



三十年のあゆみ１．２

　萩青年会議所昭６２

最近防長の教育・

　荒川清登大７

１４１２

菓香亭紳士録………………………………１８６０　１

２２

ｊ三十年の歩み………………………………１１４５

；　萩工業高校昭５０

三鼓譜

一一
－

ゴリューシシカ

　広津藤占・昭１２
五竜文詩２巻２冊…………………………２０６６

　玉乃世職明２２
古老物隔・防長古今見聞集…………………２４３

　昭５１

　　　　　　　　　サ

策・

　狩野深蔵明２

三十五周年記念誌……………………………１４３７

　田中助一編昭３９

１２７０

１４４

４９８

三法語講１

　法州

佐久良

４３７

２０４６

佐々並

峻　旦

朝日新聞山口支局編ｆ２

三十年のあゆみ（刮立三十周年記念）……１３６９

　山口県町村蕨会昭５５

三十六峰外史遺墨暢寄帖上・中・下…１８１８

　頼山冊明２

三条寞美公年譜３０冊………………………１２３５

残念さん山本文之助重光…………………１１５０

　阪本勝他禰昭９

宰相となるまで田中義一

　保利史革昭３

最新萩市衝図………………………………１１９０

　昭４９

１０２９　ｉ

・・…………１８３２作文楷梯全３冊…………

　宇都宮悪庵天保８

在１白山口県人移り来て五十年………………１３７５

　溝部義雄編昭３７

座右抜粋（写本）……………………………１２８７

　雙柿園

　山県周南宝暦５

桜のゆるし四（写本）……………………２１４０

…・・１８３３作文初問・

山陽町史……

耶９
山陽町史資料篇上…………………………４９５

　昭３６

山陽町史資料篇下…………………………４９６

　昭５２

山陽町史年表………………………………４９４

　昭４２

山　陽　道………………………………１１７４山　陽　道………………………………】１７１

　岸井良衛昭５０

　　　　　　　　　　シ

四季讃歌福田蓼汀エッセイ集……………１９２４
　福田蓼汀昭５０

士規七則………………………………６５９

　吉田松陰昭８

太規七則註釈引謹…………………………８４５

詩吟物語生きている松陰…………………７３５

　近藤留蔵附１９

四境戦争戦死者氏名並戦争略記……………２４６

　｛雑誌｝自警｜～３号………………………３４

　大１０～

地下上申・風土注進案阿武郡佐々

　岩政信比古

坐獄日剱訓話………

　福本椿水剛１４

６８６

佐々木家系図（写本）尼子・宍道………１２４２

　松村茂他昭３０

佐州全銀採糾全図・鼓銅図録先大

津阿川村山砂餓洗取之図……………………１６３７

　葉賀七三男他昭５１

佐藤寛作手控………………………………２４１

　佐藤寛作昭ＳＯ

佐藤永忠年譜………………………………９７９

　安藤紀一

佐波のあらたま（写本）……………………２１０２

さらば仙崎引揚港……………………………３０８

　萩原晋太郎昭６０

猿まわし復活………………………………１８０７

　村崎義川昭５５

山陰鴻爪簒………………………………２０８０

　河野通毅昭９

　中山清次昭５８

参議広沢真臣卿略伝…………………………１２６７

　付田峯次郎大１０

俊英揮録・
　久坂玄珊

悛菜揮録件夢路
　久坂玄瑞

藤井禎輔編昭４

山河有情山口県農葉考……………………１６６６　１　伎菜揮録件夢路ノ日記………………………２０２３

－１７４－

志士

藤本炊蛙細大１３



悪夢問答・
　福田正憲

１５３５

志都

指

　　　　　　　　　　　　　　シシドージユウ

史伝と文芸批評………………………………１９５６

　河上徴太郎昭５５

史伝毛利元就………………………………１１２４

　森本繁昭５６

史都萩１～４９号……………………………３８１

　昭６１

品川子爵伝………………………………９８２

　村田峯次郎明４３

品川弥二郎伝………………………………９８３

　奥谷松治昭１５

品川弥二郎左書他３点………………………２１４２

地福の版面集………………………………１７Ｓ７

　昭４６

詩文国字攘少年必読日本文庫第３罵……２０１４

　林東瞑明治

宍　戸

詩集

工事：

社会的国，

１７５

事報ｉ

下田に於ける吉田松陰・

　村松春水昭５

下田に於ける吉田松陰・

　福本義亮昭１７

ｍ
　
７
０
７

下田に於ける吉田松陰………………………７８４

　佐野利道昭５０

下関市史原始―中世………………………４８９

　中原雅夫他昭４０

下閥市史蕩制一明治前期…………………４８６

　昭３３

下関市史市制施行Ｕ後……………………４８７

　昭３３

下関市史市史年喪…………………………４９２

　昭５３

下関二千年史………………………………４８４

　重山禎介碍大４

社会科学教窒自然環境纏…………………１５５０

　小川五郎編昭２４

社会主義詩集………………………………１９５０

　児玉花外昭４８

１９３１柊・

　不染軒正識碍昭５５

史実考謐木戸松菊公逸事…………………９５０

　妻木忠大昭７

志士の精神高杉習作………………………１００８

　利田健爾昭１８

獅子門道統俳諧系統録………………………２１３７

　高村桃甫編昭３４

　村田亮子昭６１

四書集註６冊………………………………９８

　明和３

自炊を楽しく絵で見る調理入門…………１８８１

　河口和子碍昭６０

　昭５８

指月山の植物相………………………………３３５

月 ………３９８

　安●紀一昭５
事　斯　語… ９５・２０１５

　毛利斉広天保１３

史財伊藤博文旧宅保存修理工事報告書……１６２５

　昭５０

史躊旧萩藩御船倉保存修理工事報告書……１６２２

　昭４７

史跡萩城城下町………………………………３４８

　田中助一一一昭５０

史跡萩城下町（菊屋家｜日宅）修理工

　文化財建造初保存妓術協会昭５８

史跡萩城跡旧周布家長屋門保存修理

　昭４８

史跡反射炉保存整備事業報告書・

　昭６２

１６４０

史跡明倫館水練池及ぴ有備館附明憧

館碑保存修理工事報告書……………………１６２１

　昭４５

史跡吉田松陰幽囚の旧宅保存修理工

事報告書………………………………………１６３２

　文化財建造物保存技術協会昭６１

時代の明星吉田松陰………………………７２１

　ら島与志雄昭１８

史談会速記録｜～１２餓１０冊……………１１９８

自治沿革史昭和風土記……………………１５３７

　篠田皇民昭７

七　卿　落………………………………２５０

　池辺義象大１

市町村要覧地方自治３０年のあゆみ………１３６８

　附５４

釈　月　性・

田ＩＩ・義一一大４

１２３２

＋鴛遺
　大１０

　河岸貰－－一明３４

写真集防長路の仏たち……………………１７３７

　白石常人編昭５１
写真集明治大正昭和萩……………………３６４

　田中助‥昭５７

拾遺萩の枝折（写本）５冊………………１２８２



６１３薔・

修理工事：

　昭５５

松陰詩集上・下・

　明１６

松陰詩稿詳解………………………………６７５
　吉富治一昭１２

６２９

　滝口

松陰

松陰及其筏………………

　香川政一昭７

春　　　蘭………………………………２１１３

　田総百山昭２８

殉難録稿５０巻４９冊…………………………１２３４

　川田剛他明３７

（仮題）攘夷前後始末（写本）……………１２２１

攘夷決行前後の長州藩………………………１３０５

　高橋政清

松陰以前の松下村塾…………………………６７１

　吉田理昭１１

松陰遺著補………………………………６３８

　安藤紀一輯大１５

松陰逸話………………………………６６３

　香川政一昭１０

シユウーシヨウ

修訂防長回天史第１～６纏全１２冊………２５４

　末松謙澄大１０

周東町史………………………………５３９

　国守進他昭５４

周南先生文集初編１０巻６冊……………１９７０

　山県周南宝暦１０

秋風挽歌句集………………………………１９２２

　福田蓼汀昭４５

萩府秘蔵（写本）……………………………１２２４

秋芳町史………………………………４７６

　高橋政涛他昭３８

修補防長史鼠話……………………………１９８

　田中真治昭Ｈ

十文字槍術註解（写本）……………………１８１９

重要文化財旧厚狭毛利家萩塵敷

長屋保存修理工事報告書……………………１６２０

　昭４３

重要文化財熊谷家住宅（主屋・宝蔵）

…‥６５０

尭
雑

昭１６

松陰詩歌集………………………………６９６

８５４松陰先生ヨ

県立萩中学校編昭１５

殉難士伝

－１７６－

４８

３４３

　相沢敏人郎明３８

松験先生逸話………………………………６４８

　香川政一一昭６

松陰神社説明要項……………………………６３９

　高田盛穂大１５

松陰神社と松下村塾…………………………６６５

　河野道昭１０

松陰先生遺瞳………………………………１９６６

松陰先生遺著………………………………６２８

　吉田庫三碍明４２

春霞集

８３７

春及

　川中・

古剛庫三綱明４２

叫１７

啼２

　
―
春
　
殉

　９９

２０３２

朱子刊誤孝経全一・

２０９３　松陰先生遺文抄………………………………８５０

１０７４

’‥ア八丿

月　集……… ・２０３３

国・

毛利元就

稿…

大３

・………２１０５

　池田宣政昭１７

純粋和牛見島牛に関する研究………………１６８８

　本橋平一郎昭５

殉難遺草・

　青雲閣兼文編明２

殉難後章………………………………２０９２

　青雲閣兼文編慶心４

殉国の歌吉田松陰百首撰…………………７５４　・　松陰先生通著第二編………………………６２９
村岡繁編昭４５

殉国の人吉田松険…………………………７１｛｝Ｉ松陰先生逸事一節……………………………６２５

　萩Ｉｌｊ・教育会昭１６

松陰先生を語る………………………………７３８

　山本勉弥他昭３４

松陰先生温故録………………………………６３２

　女藤紀一編大６

松陰先生教訓道話………………………１３２・８３６

　佐藤春葉明４３

松険先生交友録………………………………６４１

　福本義亮

松陰先生と松陰神社…………………………６４２

　昭３

松陰先生と精神修養…………………………６１４

　馬杉繋昭１０

殉難拾遺………………………………２０９４
　明２

殉難前草………………………………２０９１

　青雲閣兼文腎慶心４
殉難百年記念吉田松陰遺墨遺品展覧

　昭３４

春畝公詩文録乾坤…………………………１８６８
　小松緑編昭８



８０６松陰先生と我家・ １９９３

６８３

　村山好毅昭５５

松陰先生にゆかり深き婦人………

　広瀬敏子昭１３

８５７

６８０

　古ｊｌｌ薫昭５４

松下村塾偉人久坂玄瑞……………………９５９

　福本椿水昭９

松下村塾をめぐりで…………………………６７２

　福本椿水昭１１

松下村塾叢書（写本）５８冊…………………３０

松下村塾の指導者……………………………７０４
　岡不可止昭１７

シヨウーシヨウ

　村上俊江述大５

松陰先生女訓………………………………６３０

　吉田庫三編明４２

松陰先生とその教育…………………………７３７

　佐伯清音昭３１

松険先生と杉民治翁主として民治

翁の藁道について……………………………肪８

　河野通穀
松陰先生大忠誠録……………………………６４４

　井上清介述昭４

松陰先生と谷三山及森田節斎…・・

　河野通毅

松陰先生と吉田独座………………

　来栖守衛昭１３

２７４

１９４０

松陰先生の教育力……………………………６６２

　広瀬豊昭９

松険先生枇肝東駿簾………………………８４１

　昭３２

松陰先生埋葬井改葬の記……………………６１７

　吉田庫三

７２２

松陰とその門下………………………………６３５

　高橋淡水大１１
松陰に学ぶ・

１７７

　道川逸郎叩１８

松陰の教学と杉家……………………………８２１

　三輪稔夫他昭５９

松陰門下の最後の生存者渡辺翁を

松陰と素行・
　竹内尉叩１９

松陰読本・ ７１９

７７８

８０２

７２３

７３２

山口県国漢会昭１７

武田勘治昭１８

松陰読本・
　昭５０
松陰読本・

　昭５５
松陰と象山・

城下の少年・

山中蜂太郎昭１８

　南篠範夫昭５０

照顛録附坐獄日録…………………………２０２５

　吉田松陰

　木戸孝允明２８

松菊木戸公伝上・下………………………９５２

　妻木忠太昭２

上京日記・姫鳥日記…………………………１０５９

　野村望東尼昭１８

証言一明冶維新ｌ１月５日大村益次

松菊遺稿・

２０４４

２０４５

１９００

護心舗上・下・

　東沢ｉ寫明１７

諧心余録・

　東沢ｉ寫明１７

小脱岩礁・

　川野京簡昭５２
象山と松除………………………………７８３

　信夫清三郎昭５０

松舟遺吟集………………………………２１２５

　田中松蔵昭２５

少年吉田；

抄宗寮叢書

佐藤剣坊昭５６

８９７少年伊藤博文公伝・

　中村金竃昭６

　近藤芳断編明２

松喩遺積２巻２冊…………………………２０６８

　佐々木松敏明２６～

６４３

野尻二人郎昭６

Ｉ少年毛利元就伝………………………………１１１４

７４６

８００

　金子久一編昭１５
松陰吉田寅次郎伝……………………………７５３

　村岡繁昭４５
松陰余芳………………………………７４２

　熊野隆治昭３４
松陰余話・

松下村塾・

福本椿水昭３９

　松本浩記剛３
松門の人黒瀬安輔翁………………………１３２３

　香川政一編叩１６

昭和５３年９月萩市広域商業診断報

　限３

昭和５４年山口県の商業・

　鴫５

１７０１



３９９女書三十ｊ

新萩案内……

　香川政一昭１１

３２０

心地観経報恩品………………………………１１８

　鳥尾小弥太訓点明１７

新訂山口県方言辞典………………………１８２４

　山中六彦昭５０

人道要論全…………………………１０３，１２２

　鳥尾小弥太明３３

新南隠市史………………………………５２５

　昭６０

シヨウースサカ

昭和の妖怪岸信介…………………………９３８

　田尻育三昭５４

昭和４年萩町勢要覧………………………１３４２

　昭５

昭和四十七年七月豪雨災害誌………………１６１２

　昭４９

諸葛丞相集３巻３冊………………………１９７４

初稿須佐方言考……………………………１８２６

　松尾龍他昭４２

諸国埋謡傑作集………………………………１５２６

　湯浅竹山人大４

新日本の光吉田松陰・

　田中悛資昭３４
新日本への道………………………………１５４５

　村田公亮昭２０

新農村建設計画書（案）……………………１６７１

　昭２７

・・・７４０

新萩風土記………………

　波木四郎昭３４

光・水 ●●●●●●●●●●・２０７９

陶　村

　野村益三昭９

随風堂遺稿………………………………２０４７
　毛利元功明２７

新風土記・・
　昭５１

１３１１

７８７

２４２

１５８

新名将言行録続幕末維新…………………７７９

　榊山潤昭５０

　　　　　　　　　　ス

瑞雲山大寧護国禅寺略案内…………………６７

　細田武市編大８

水魚一遇の長期建設…………………………２７２

　香川政一昭１４

新編物語蕩史第９巻・

　児玉幸多他昭５１

諸瞰剱人員帳…………………………………５６１

庶民史料目録１・２

　昭３６

諸体峙則上・下・
　林泉滉

　上田芳江昭５４

處　世　訓………

　桂太郎昭４５

　１２９

２０５５

初射的法口伝覚書（写本）…………………１８２０

白石家文書………………………………９８５

　昭４３

幕末の豪商志士白石正一郎………………９８４

　中原雅夫昭４５

白石正一郎日記………………………………９８６

　昭３４

白須たたら製鉄遺跡…………………………１６３９

　昭５７

シリーズ学祖・山田顕義研究第二集……１１４５

　昭６１

シリーズ学祖・山田顕義研究第三集……１１４６

　昭６３

シリーズ学祖・山田顕義研究第四集……１１４７

　平２

新愛液展・・

　三輪●作昭６３
神教大意全………………………………１２７

新郷土腕本………………………………２０３

　昭３０

臣行解　全………………………………１０４

　毛利斉広輯

真宗正信偏五部評林………………………１１６

　下間安海校明１３

新資料来島又兵衛文書……………………９４０

　瓜生等勝昭５９

「人生読本」第３巻松陰硫本……………６７６

　昭１２

板垣青檀子昭４７

白　魚　舟・ １８６７

１７９６

杉道助追悼録上・下・

　昭４０

　青木繁昭４９

素顔の吉田松陰………………………………８１６

　前野喜代治昭５８
杉家寄贈賢料目剱……………………………９９５

　昭５６

杉民冶先生伝………………………………９９１

　中村助四郎昭５６

杉山宗立と井本文恭（シーボルト研

９９２

　田中助一一昭１６

須佐唐津窯………………………………１７６５

　小野忠煕編昭４６

－１７８－



・…‥‥‥１９８２

須佐地方の方言・

　昭５２

潰狂肝砂・・

　月性
聖訓　　全・・

スサカーセガイ

須佐唐津窯………………………………１７９１

　昭５８

済狂遺稿上・下・

　月性
１９８９

　１２３

靖献事項須佐焼

　昭４２

７６３

１８２９

須佐町の碑石と碑文…………………………４６３

　松尾龍他昭５５ 鳥尾小弥太明３６

２１４５

１６３８

青年必吟正気詩集………

　市川一郎編昭６

生産遺跡分布調査報告書・

　昭５７

　近藤清石明１８

日本の文学４０青年…………………………１８６２

　林房雄

生産遺跡分布調査報告書窯業……………１７９０

　昭５８

舅実匁延景海楢崎五百輔連歌断片

・２０２４世子註文・
　毛利斉広

周防国府・

　白上貞利昭３
図脱日本の町並み９山陰編……………３６５

　太田博太郎他昭５７
図脱山口県の教育１００年…………………１４１９

　昭４７

少年鋏本節廿六編周布政之助……………９９１

　境利彦明４５

周布政之助翁略伝……………………………９８９

　作閃久吉昭６

周布政之助資料図録…………………………９８８

　昭５４

周布政之肋伝上・下………………………９８７

　妻木忠太昭５５
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　昭３９

黎明日本の巨火吉田松陰・

　山中峯太郎昭１７

両公伝史料仮目録……………………………１６７

　昭５９

両国本草（周防産物名寄長門産物

………２１４７

１５９８

　９６２

２００４

７１３

名寄）（写本）２冊・

　島田智庵編



著者名・編者名索引



几 例

２

３

この幸引は、祐姓名・編名一名をＩＩＥ　Ｉ・Ｊ・？」１１ｒｉに

配ダ｜」したものてある

石端の数字は収録資料の通し冊いごある

占名及び則年を附記した．



青木

相沢敏太郎………………………………６２５

　松陰先生逸事一節明３８

青木一郎………………………………１０３７

　坪井信道蒔文及書翰集昭５０

秋田

青山

阿月健

アイザーアンド

著者名・編者名索引

ア

安達成

東

安藤

２０９・

東

安藤紀

天野

明山

粟屋芳

荒川済

熊本山口両県下戦争紀聞

上・下明９

阿部次男・・・・

萩城下町の絵図に見る分限帳

平１

＆８４

１３１４

萩彫城下町の絵図４ご見る人名簿及

び住所録平２

阿留茂雄・

　東行高杉普作昭４１

熱田　公………………………………９０９

　大内義隆昭５４

阿部茂雄………………………………１３５６

　山口県会小史昭２５
１
２
　
８
８
３

阿部次男・

お国自慢防長事初起原昭３３

維新前後名士叢疎明３３

天野御民・

鮎川義介・

百味箪笥昭３９

１８６４

百非林先生行状（写本）明４３写

恵一

天野御民一

続風蕎遺草（「防長正気集」）明８

Ｊ
５
６
２

　陶村史昭４９
青木周瞰………………………………８８６
　青木周蔵自伝東洋文庫１６８

１９３６

１８４３

　９０

肥長電信録初編～三碍全６冊

明９～

７３６

４６４

虹を職る上・下昭５５

　躍遣する田万ｊｌｌ町昭４６

朝日新聞宇部支局……………………………５０８

　宇部石炭史話昭５６

朝日新聞山口支局……………………………５８７

　風雪百年，一郷土を桑いた人々－

　昭４２

朝日新聞山口支局……………………………１５００

　防艮紀行民話の里昭５１

朝日新聞山口支局……………………………１７９２

　萩焼人同記昭５８

朝日新聞山口支局……………………………１５５２

　山口県の自然１００選平Ｉ

朝日新聞山口支局……………………………１８６０

　菜香亭紳Ｌ録平・２

芦屋大人………………………………２０３５

　萩城六ヽ歌集文久２

沢潟・

浅野信行・

　笑知乃許集こころ昭２７

浅井愛子………………………………

　心に残るヴィエラ神父の言葉

　附６２
厚狭郡教育会………………………………４９９

　厚狭郡史昭６１

・・２０４４

・・２０４５

足立直郎・

動皇士魂昭１９

湿心余録明１７

Ｚ心録上・下明１７

沢潟・

有田　弘・

最近防長の教育大７

　近世における漁民共｜可体についての

　ー考察昭４５

あるつく握集留………………………………３７６

　萩・津和野・秋芳洞昭５９

●●●●●●●・・●●●　３３６

６
３
２
　
６
３
８

東卜殿下行啓記念帳大１５

松陰光生温故録人６

１７５０

９２６

１０４６

９４９

安藤紀

木戸公行実二関ス・レ時局ノ要目

人１５

　松陰遺著補大１５
安藤紀－………

前原氏洋画附考昭２

安藤紀

小倉円光生事蹟昭２

安藤紀



●・●●●●●Ｉ●●●●　３１５安藤紀

滝長恂事蹟概要昭４

志都岐廼麓昭５

栗山孝庵のこと昭５

９７０安藤紀

………】０２３

安藤紀

国定公園候補地長門日本海岸の

概要

アンドーイトウ

　中島津徳事蹟提要昭３
Ｉ●Ｉ　１５３

安藤紀

池田

　吉田松陰

池田

萩地図時代推定録昭３

安藤紀－

３９２

６８２

６６０　

石川

安藤

伊藤

伊東

板垣

９４８

安藤紀一一

明倫館記私解昭５

・…８６２

８６３

６５６安藤

石井明倫館事略昭６

池辺義象・
　七卿落大ｌ
池辺三山・

２５０

１２５２

３５０

明治雄新Ξ大政治家大１

昭３９

諭………………………………２８１

高杉晋作と久坂玄瑞昭４２

池田　諭………………………………７６４

　吉田松陰昭４７

昭………

８６６

２１９

５１８

都市の歴史的環塊とその保存策に関

する調査研究一萩市の場合一昭５０

石川香世女……
　花筏昭５５

１＆６５

木戸孝允公事蹟概要昭８

安藤紀

訳註吉田松陰光生野山文稿
昭７

安瞭紀－……

吉田松陰先生幽囚録昭８

安藤紀

訓註士規七則昭１３

安藤紀
萩史料昭１０

　長州藩新田開発の研究昭５６
石川卓美………………………………２９８
　奇兵隊厦乱史科睨隊騒動一件紀事
　材料昭５６

石川卓美……

石川卓美………………………………１６９

　防艮歴史用語辞典昭６１

石川卓美…・

　山口市史昭５７

石川卓美・・

　香栓昭６２

石川卓美………………………………９０８

　阿東町生雲大谷本陣昭４２

山口県近世史研究要覧昭５１

・』８８

石村貞－………………………………

　訂正続続皇朝史略明１４

伊舅　華………………………………：

　聖林唱和上・下明１２

６
０
９
Ｊ

井閥九郎・

２１４５

１８７０

１８７１

１４８２

近代防艮人物史大・地一人昭６２

井関九郎・・

１２６０

２１４４

現代防長人物史天・地・Å３冊
大６

●●●●●●・●　５６７

阿武至郎・・

滝高渠光生日記

１０２２

　　　　　　　　　　イ

飯田忠彦………………………………１２６１
　野史全１００冊明１５

伊賀上　茂………………………………９６２

美東町史昭４９

・・４７８

安藤紀

…１０４７

…４７３

安藤紀・

　中島幸徳伝

安藤紀・

　大日比史料

安麗紀・

山田原欽昭１５

佐藤永忠年譜

９７９

山口県北部地方植物目録昭３７

…・・…１５６４池田芙成・

－２１０－

…・１６０１池田美成一

殉国の人古田松険昭１７

８７

　涙袖集昭１９
池田皿雄・

７１０池田宣政一

ビリオン神父昭４２

勲………

青年必吟正気詩集昭６

　臼魚舟昭４７
市川一郎……

防長｜ごかおる万葉歌｜節１

彰・

山口にかおる万葉昭５２

伊東　勲‥



上田純雄………………………………

　岩国人物誌昭４５

５９３

上田芳江・

　増訂藤公詩存明４４
伊藤博文………………………………２００１

　増補藤公蒔存明４５
伊東楓純………………………………１８０５

　麓名帖昭５５
伊藤理基………………………………２０９０

　その道を辿る昭３３

上杉久吉・ …‥・・・１８３４

　周防時代の国木田独歩昭３０

上田庄三郎………………………………卵５

　青年教師吉田松陰昭１６

糸麦寿雄・ ●●●●●●●●●●・●●・　９１２ ７７

‥‥‥‥‥‥１０６６

福原越後昭４１

上田芳江・

岩根保重………………………………

　郷上闘発の先覚者たち昭３９
岩政價比古………………………………２００３

　本末歌の解
岩政信比古………………………………２０１６

　佐入良の林

　　　　　　　　　　ウ

伊藤新

　防長海辺の民俗昭５６
伊東　　勲………………………………８Ｈ

　過化存神の教育者吉田松陰昭５７
伊藤銀月………………………………７０９
　校正幽囚録完昭１７

イトウーウチダ

岩武ｉ祐・
　回顧録昭４２

４
５
５
　
５
８
５

●…………８３８伊藤痴遊・

　吉田松陰大３
伊●博文………………………………２０４９

豊北町史昭４７

４３８

４８２

山口県阿武郡明木村村旗解説昭６

伊藤忠芳・

臼杵拿井上信子・・ １８７２

臼杵華

‥‥‥‥‥‥１７０６

大内氏の対鮮・交易昭１７

内田

入江九

内田

内田

井上剣花坊句集昭１０

井原

内田

印南敏秀・ ●・●φ●●●●●●　５５４

女審三十年の軌跡昭５４

１３９９

１２３８

長門尼僧物語昭５４大村益次郎昭４６

上田芳江・

馨・

　贈正四位周布政之幼君碑銘明Ｚ９

井上濤介………………………………６４４

　松陰先生大忠誠録昭４
井上琳代………………………………１８７３

　花棟昭４５

臼杵雅臣・

１２５１

東和町誌各論編４昭６１
鵜崎賢城………

　当世策士伝大３
井上

日本城郭全集Ｈ昭４２

山口県風土記半２

９１５

９１３

９９９

３９１

防長の美術と文化全２巻昭５８

臼杵華臣・

伸一

　大楽源太郎昭４６
内田　伸………………………………９２３

　人村益次郎写真集　昭５１
内田　伸………………………………９２２

　人村益次郎文書昭５２

人村益次郎昭４５

大村益次郎昭４３

伸・

　１

伸一

入江貫－・・

山県公のおもかげ大１１

入江貫－・

山口県中地理明３５

今崎暁巳………

　いのち萌え

９５６

１１３１

１１３６

山県公のおもかげ附辿憶百話

昭５

岩田博道・
　越中禅昭４
岩田博道・
ｌ，孝我観昭５

－２１１

・２０１３

　人江子遠遺稿
岩崎克巳………………………………１３２０

　手塚律蔵と瀬脇寿人昭１３
岩下潰周………………………………１０６９

　藤田翁言行録大２
２０７１

２０７５

　防長の瞰笑仏附５４

内田　伸………………………………１７３４

　山口県の石造美術昭６０

内田　伸………………………………１５２

　山口県の金石文平２

内田義彦………………………………５２



大岡　山口県郷土史上・下昭５３

宇都宮選庵……………………

　蒙求詳説１６巻４冊天和３

１８７

昇一

…１２７６ 岩国文学百年史昭４５

・・１８３５

大岡昇平・・

中原中也昭５０

ウチヤーオカベ

　近代日本思想大系１８河上肇集

　昭５２ １９５１

中原中也全集６巻昭５３薫・内山

海原

太田

　図説

　昭５７

海原

楳原

大内

　河上

大江

岡

役

錦川鵜創物語増補版昭６３

大岡 昇………………………………１７Ｃχ）

宇都宮選庵………………………………１３７

　弩頭近思録１４巻６冊延宝６

太田静

宇都宮渥

大隅重

１９４５

７４８

３６５

開国五十年史上・下明４１

太田悛穂………

　維新の血書昭４２

島村磯多その生涯と作品昭４６

徹………………

……・・１７６２

　作文楷梯全３冊天保８

宇部市立図書館…………………

　山口県の陶磁器腱昭２９

１４１８

８１５

近世私塾の研究昭５８

徹・

明治維新と教育昭４７

太田報助………………………………２３６

　毛利十一代史全４３冊明４３

大館知導………………………………６８

　篤行寺誌昭１３

日本の町並み９山陰編

大谷忠

大村武・
　影絵昭３９

大村武

瓜生等勝・

光だより（楽那）

２１５１

●●●●●●　９４０

８２９Ｈ。デュモリン

新食料来島又兵衛文書昭５９

　　　　　　　　工

　７１

１３３５

楳原孝

山口県仏像シリーズ第一集昭４３

防長路のみ寺巡拝記上昭４４

梅村香暁・

平生か産める爾医学の泰斗
岡泰安・研介に就いて昭２８

梅原芳堂・

吉田松険昭６３

兵
肇

吉田松陰青年に与うる潜昭４８

　　　　　　　　オ

７６８

９３４

－２１２

９４６

英米仏蘭聯合艦隊幕末海戦記

昭５

２６２Ａ。ルサン・

観・

遠藤・錬雄・

　藍泉集上・中・下文化ｊ３

ＮＨＫ山口放送局……………………………３０５

　ＮＨＫ記青のみた山川県

　この１０年の記録昭５５

………】９８８

万葉秀歌選昭６１

大中一忠一

　歌集指月嶺昭６３
大野英徳………………
　ニッ峠昭５３

大中一忠・

栂取家文書１～２昭６

大塚武松………………………………
　．‘ｆ川秤幹周旋記全６巻大１５

　阿東町の生雲大谷本陣

大塚武松………………………………２５７

　防長四境之役大１５

大塚武松・

２５９

１７７

１８７５

１８７６

４
６
０
　
２
４

‥‥‥‥‥１８７４

註訳涙松集昭９

６０４

７０４

人間の旗，Ｅ．‾Ｆ昭６２

何公全集古用松陰大１４

大庭何公・

８
２
６
　
６
６
１

大林しげる‥‥‥‥‥‥‥‥

　松下村塾の指導者昭１７

岡　不可止………………………………７４３

　吉田松険昭３４

岡崎　功………………………………７７７

　吉田松陰留魂録昭５０
岡部忠夫・

萩藩諸家系譜昭５８

木戸孝允昭４９

大岡昇平・・ ……１９５２



小川国

　高田都史上・下昭４７
小野忠煎………………………………１３０８
　山口県先史時代遺跡遺物発見地名表
　昭２８

１７６５

５１２

小野忠煕・

小都勇二・

オガワーカガワ

５５６小川国冶………………………………５３５

　光市史昭５０

　須佐唐津窯昭４６
μ野忠煕………………

　阿細須町史昭５６

小都

小童惣右；

２１３・

小都

小川五

小野忠

海會寺

小川五

　稿本防畏所在洪鐘年表昭９
小川五郎………………………………５１

　防長精神史序説昭１２

１２９５

　山口県の百年昭５８
Ｆ川五郎…………

１５５０

５００小川五郎・・

卜川五郎………………………

社会科学教室自然環境楊昭２４

大村益次郎昭１５

小幡屏山一

　銅臭載録

小幡屏山・

　日載備忘

………９１６

　山口県の考古学昭６０
小野忠煕………………………………２３４

　日本の古代遺跡３０山口昭６１
小野南檎……

１２８４

８８０

御代々御判良昭４４

河合　裕一

…●・…・１２８５

カ

小野田市史資科篇上・下昭３０

　防長文化史雑考昭４５
小川五郎………………………………１８３０
　防長動植物方言考昭５３

沖本常吉………………………………　６２

　幕末淫祀論叢昭５３
奥平謙輔………………………………１９９５

　弘毅斎遺稿明１９

　防長地方の古墳文化
小川直人………………………………２１５
　やまぐち史伝上・下昭５４
沖野武雄………………………………３９４

　日で見る萩の歴史昭４３

奥平謙輔・

　弘毅斎遺稿大１５
奥谷松冶………………………………９８３

　品川弥二郎伝昭１５

…・……１８７７

５７０・】１１５香川政

香川政

松陰先生逸話附６

６５０

松険及び其俊昭７

もりのはな昭６

香川政

８８９

孝女明石くに事餓萩の名玉大９

高杉晋作昭１６

番川政

毛利綱広公御事蹟昭４

６４８

香川政 ………・・１１１２

　吉田松陰昭１０

香川政一…●・

　新萩案内昭１１
香川政一……

香川政 ｀
　

３
２
０

香川政

英雲公と防府昭１１

１００１

１１１７

高杉晋作小伝昭１１

磯崎槍玉前・俊昭１０

６
６
３
　
６
６
９

香川政 ●●●●●●●・２０８２

香川政一・

村塾の松陰昭１０

香川政

松陰逸話昭１０

高杉晋作（黎明篇）昭１８

小沢親光一

　長州卿昭２
尾崎士郎・・ ……・１００９

●●●●●　８９２

大鳥康正・

奈古の歴史昭４５

鮎川義介伝昭４９

●１●●　４５９

毛利元就と勣王昭ｌｌ

郷土史談毛利元就昭１４

小田豊

小田村鄙

宇都宮真名介先生小伝大４

小田村藍田・ ２０６２

２０４２

齢山小田村光生集（写本）

虚舟遺稿２巻２冊明２４

落合済三・

藍田小田村先生集



久坂玄瑞昭１４ 芳樹・
香川政

２１４７

　５４５

香川政

桂

…………１３２３

村塾の松陰昭１７

加古儀 ８２

松門の人黒瀬安輔翁昭１６

７１１香川政

桂　天香………………………

　笠機余涯明２７

８０１０９２

１０９３

２７２

９５８

カガワーカベイ

香川政 香積元済一

南陽山松雲寺（旧称平安寺）誌抄

昭５８

　　　太郎………………………………１２９

處世訓昭４５

桂

香川政

水魚一遇の長期建股昭１４

村田清風小伝昭１３

香川政

源清風年譜完昭１３

金子久

金子久一・・ ６９３

２０８５

６８５

求道者の旅日記昭１４

粕谷－

金子久

兼常滑

野
策
部

狩
三
加

２１４

１１５３

片山鳳 松陰門下の最期の生存者

渡辺翁を語る昭１５

全子栄

１２６９

　関西陰徳太平記８Ｃ巻（幕末期）

香川正矩・景継………………………………２２６

　陰徳太平記上・下昭４８

笠井助治………………………………１４２２

　近世藩校の綜合的研究昭５７

笠井助治………………………………１４２３

　近世藩校に於ける学統学派の研究

　上・下昭５７

桂木彦一……………

　明倫教育沿革大１３

長門公靫史大７

香川正矩・

３６６

９
６
８
　
５
２
２

兼清正徳・

周防国分寺史昭５１

金丸乙助・・
　二孝子大１４

６０

笠井助

　岩国市史上・下昭４５
桂　芳樹………………………………１０６２
　東沢潟昭４８
桂　芳樹………………………………９０５

　宇都宮遅庵昭５３
桂木彦一………………………………１０５２
　中村雪樹先生行状大１２

…・…１４２８

角川政治………………………………

　萩の今昔写真集昭５７

加藤榊険………………………………２０２９

　一騎歌童文久３

吉田松陰先生と母堂昭１５

兼済正済………………………

　熊谷直好伝昭４０

可児茂公………………………………７６

　山口県寺院沿革史全昭５２　近世彫校に於ける出版書の研究

　昭５７

河済敏子………………………………１８０６

　山口鷺流狂冒の伝来衣装について
　昭４６

梶原良則………………………………１ひ９９

　村田清風閔係文書目録平１

吉田松陰先生終焉之地碑石寄贈

顛末昭１４

兼重憤－………………………………】３８１

　長州藩財政史談昭５１

兼常清佐………………………………１８７８

　日本語の研究昭１４

兼常清佐………………………………１＆８０

　与謝野晶子昭２４

１５９６片山淳吉・

面白きこともなき世を面白く昭５９

物理階梯上・中・Ｔ明７

釣天余韻（写本）

…‥‥２０１８片山鳳翻・

　鳳疆集ＩＺ巻６冊文化８

香月寥男………………………………１７５２

　画家のことば昭５０

香月洋一………………………………５５１

　東和町誌各論編１昭６１

勝田勝年………………………………２２９

　尼子毛利合戦雲陽軍実記昭５３

香積元潰………………………………７３

　物斜上方山香積寺市陽山松雲寺

　誌考昭４５

香積元済………………………………７４
　黄梅山隆景寺誌砂昭４８

兼常清佐遺作集上・下昭３５

深蔵………………………………１２７０
明２

巌夫………………………………９３３



河上

川上多助………………………………９７５

　小早川隆景昭１４
河上徹太郎………………………………７５０

　吉田松陰昭４４
河上徹太郎………………………………７７１

　吉田松陰の手紙昭４８

河野通毅・

長州藩の先覚者梅田虎次郎信房

昭４２

９０６

　両国本草（周防産物名寄
　長門産物名寄）（写本）２冊
狩谷平司………………………………１０６３

　ビリヨン神父の生涯昭１４

於抒呂我中昭５７

　　　　　　　　　　　　　　カミリーキシヒ

河野通穀………………………………１５４３

　論防長教育書附山陰鴻爪集昭９

河野通畷………………………………２０８０

　山陰鴻爪集昭９

河野通穀………………………………８３

　萩のおけるキリシタン殉教者と新資

　料の発見について昭１０

河野通毅…………………………………８４Ｓ

　吉田松陰先生母堂滝子刀自昭１３

河野通穀………………………………７１７

　吉田松険の蒔と文昭１７

河野通般………………………………１４７

　大照院誌昭２７

河野通毅………………………………１８８３

　学半草堂誌文砂昭昶

河野通毅………………………………５１４

　大内村誌昭３３

５６６

１５９８

　右田遺芳録大３
鳥田智庵…………………………………

上領仙蔵・

河野通毅・・

河村

河野通

巌

２１５・

河野

河野通

五畿中国山高水長集

２１１５

河野通毅・

　松陰先生と谷三山及森田節斎
河野通取………………………………８５８

　松険先生と杉民治翁主として

　民泊翁の茶道について

●●●●●●●●●啼●●●・●●●●●　８５７

１３４４

９２４

河内才三………

　鮮満旅行記昭５

河口和子………………………………１８８２

　マンガ子育て文化昭６３

川崎又次郎………………………………２５６

　中山忠光卿大１４
川田　剛………………………………１２３４

　殉難録稿５０巻４９冊昭３７

１６１０

１５９７

８６４

６６５

３２７

証言＝明治維新１１月５日大村益次

郎暗殺さる昭５２

川野京輔・・

河岸貫 －………………………………１２３２

　愁ひ頭のさむらひたち昭５０
河上書太郎………………………………１９５５

　　厳鳥閑談昭５５
河上徹太郎………………………………１９５６

　史伝と文芸批評昭５５
河上徹太郎………………………………２７

　河上微太郎著作集７巻昭５７

自炊を楽しく絵で見る調理入門

昭６０

………・・・…・……１８８１

　釈月性明３４
河口和子・

河野桂章……

新しい萩史蹟観光案内附３２

道…●●

清風松の由米昭６

‥……１０９１河野通毅・

道…一

附１０

河野中庵・
　漫費紙録

工業県山口昭３９

松険神社と松下村塾昭１０

遭・

河野

　明倫館址

河野

萩を歌える詩歌

５７

　秋吉台の鍾乳嗣昭５５

河村一郎………………………………５６

　長州藩思想史覚書昭６１

長州藩祖徐学平２

河村一郎・・

１６河村重夫・

高鳥北海昭３６

菊屋吉

　松林桂月

岸

恭

萩ロータリークラブ三十年史平２

生………

昭５８

　建殊録文政１１

観　耕　亭………………………………２１２３

　秋の僚（写本）

　　　　　　　　　　キ

１７４７

６１０

毛利氏八箇国御時代分限帳昭６２

浩………



　久坂家略伝昭４３
久坂玄瑞…………
　侠菜揮録
久坂玄瑞・

久坂恵 　９５７

２０４６

・……・２０２３

１９７３

１８８９・】９９】

侯菜挿録井夢路ノ日記

久坂玄鵬・
　懐古集
久坂玄瑞・

１０４１

１８６

１１７４

岸田裕之………………………………１９４

　中国大名の研究昭５９

キシイークボイ

岸井良衛・

　山陽道昭５０

京都帝国大学…………………………………５７９

　曝攘遺芳昭１６

　　　　　　　　　　ク

木田

●●４●●●●●●●●　１１３

蓮華一糸秒全

３８６

遇親子集・

江月斎遺稿慶応４

国守

国守

　萩の歴史昭１４

官内庁書陵部………………………………９４４

　木戸孝允文書展示目録昭５２

国重政恒………………………………１２００

　温故私記上・中・下明３１

国守

久原

２１６

国守

　周東町史

国守

国守

５７６

　江月斎遺集乾坤明ｊＯ
久坂天難………………………………１８９０
　久坂天條詩文稿昭４
鯨岡猛四郎………………………………３４９

　萩観光ガイド昭５０１８１３

９５５

１００７

１４３１

２１１１

１８８４

久坂玄瑞 …・…・１９８１

口羽杷山………

　杷山遺稿明１６‥
Ｊ
‥

久浄内猶

１９９０・２０５６

木村高士・

　長州藩士桂家文書昭５４
木俣秋水………………………………７５５
　外史吉田松険昭４５

木俣秋水………………………………８０３
　吉田松陰をめぐる女性たち昭５５

　松菊遺稿明２８

木梨恒充………………………………３８９

　八江萩名所図画平２

樹下明紀………………………………６０７

　萩藩給禄帳昭５９

北原　進………………………………９３１

長州藩相伝神道無念流平２

海峡の風雲児昭１６

三本杉昭５４

高士一

本杉｜

　　毅・

………・・１９９３

烈婦９波大６

北川栄熊・

萩・津和野昭６３

北小路　ｉ
　山口昭５３
木戸孝允・

健一・

木村武彦・

木村秀吉…………

　哲学序説昭４

精神文化の諸問題昭４

木村秀吉・

　Ｈ４

１８８６

１８８７

１８８８

　陽明学研究昭ｊ３

木山芳明………………………………１０４９

　永富独寥庵遼稿集昭３２

木山芳明………………………………１０５０
　独喋庵昭３２

木村秀吉………………………………

　物心の研究昭８

木村秀吉………………………………

木村秀吉………………………………

　精神学論考昭５

哲学序説昭４

鏡の屋歌集昭１７

木村●平・

南園会誌第２５号昭１３

木村秀吉・

●●●●・２０２６

…・・１８８５

木村秀吉・

心と言葉大１５

山口炭田の研究昭４６

桜圃寺内文庫の研究昭５１
進・

●●　１６３

・・５３９

日置町史昭５０

進一

大和町史昭５８

５３３

昭５４

進一

　徳．地の俊乗房重源昭６】

久原房之助………………………………１５４１
　久原一家言昭６

久原房之助………………………………９６６
　統久原一家言昭６

５
４
２
　
９
３

皇道経済論附８

窪井鶴汀・



国木田独歩山口時代の研究昭４７

桑原信

国木田独歩と吉田松険昭４９

１８３６

７７３

１８９４

・……２α｝５

　古今集正義総嗇補註古今集正義序
　註追考続日本歌学全書第５纒明３１
熊谷直好………………………………２００６

　浦の塩貝拾遺舟路日記続日本
　歌学全書第１０編明３２

……●………………●………１０８６

観梅将軍縦横談大１３

熊野英坤・

桑原弾雨・

私の文幸碑寂心昭５４

　　　　　　　　　ケ

鰍田蒼城

熊谷直好……………

黒木五郎・・ １４２９

１１１３

梅光女学院史昭９

クポりーコウノ

　為学正論宝歴９
久保雲仙………………………………１８９１
　句集花曹蒲昭３９
久保雲仙………………………………１８９２
　句集返り花昭４３
久保雲仙………………………………１８９３

　句集高砂昭４８
熊谷直好………………………………２０１１

　浦乃志保貝上・中・下

萩の塀垣について昭４８

●●●●●●●　２１３

日本合戦全集６維新動乱碍昭４９
桑原伸一…………

累田鹿水・

　英雲公と三田尻昭５

黒　策　巾………………………………４４４

　長門嶮道記大１４
桑田忠親・

・１０３２

陶磁大系１４萩・出雲昭５０

河野良輔…・
　萩焼昭５１
河野良輔・

河野良輔・

日本のやきもの１７萩昭５０

河野良輔・

………・・１７８６

萩日本のやきもの昭５５

河野良

…・・………１７８１

入間国宝シリーズ４三輪休和昭５３

河野良輔・

贈正四位時山直八伝昭１２

　没後五十年田中義一追憶集昭５３

熊野隆冶………………………………７４２

　松険余芳昭３４

玖村敏雄………………………………６４９

　吉田松陰の研究

玖村敏雄………………………………６６４

　吉田松陰先生と日本精神昭１０

玖村敏雄………………………………７０３

　吉田松陰遺墨帖昭１６
玖村敏雄………………………………７０８

　吉田松陰の思想と教育昭１７

佛法護国論全安政３

ｔ
　
ｔ

性・ １０９

１９８９

１９８２

月
　
月
　
月

敏

神代謙次・ １０３８

１７７３

１７７２

１７７６

清狂詩砂

　清狂遺稿上・下

県立下関中学校英語部………………………６８１

　ＹＯＳＨＩＤＡ　ＳＨＯＩＮ昭１３

県立下関中学校潰文部………………………６８７

　吉田松陰昭１４

県立萩中学校………………………………８５０

　松陰先生遺文抄昭１５

　　　　　　　　　　コ

神崎宣武………………………………１７７７

　やきもの風土記昭５１

村
細
″

玖
　
玖

倉田腎七・
　浮雲抄昭１２
倉増　濤・

２０８４

以都美（いづみ）昭６

２肺０

６８０

阿東町史余話昭４６

４６８

敏雄・ ８０９

松陰の思想と生涯昭４３

倉田晋七・ ‥２０７４

吉田松陰昭５７

不運なる革命児前原一誠大１５

１０７１

　５０

来原慶助・

－２１７・

　防長精神読本昭１０
黒川純行………………………………３４３

厨川肇他・

松陰先生と吉田稔麿昭１３

来栖守衛・

来栖担堂………
　防長詠史昭１５

続解説吉田松陰遺文集昭１８

来栖安－・ …・７２７

　探訪日本の陶芸５萩出雲昭５５

河野良輔………………………………１７８９



２００９

２２８近藤清

近藤芳
　社会主義詩集昭４８
小谷保太郎………………

　観街将軍回顧録大１４

１５２８

●●●・●２２２近藤潰石……………
　長門国旧族誌昭９

コガヤーサイタ

　茶碗一楽二萩三唐津昭５８

小茅喜冶………………………………４０９

　浜崎魚市場誕生にまつわる紛争順

　末記昭４７

古萩胃三世雨聴……………………………２１２７

　石津吾朝追悼句集（写本）

小鳥経彦………………………………１８９５
　晩潮昭３６

小島経彦………………………………１８９６

　歌集寒雲雀昭５１

小鳥経彦………………………………１８９７

　歌集萩昭５５

児玉花外………………………………１９５０

山口県風土誌全１４冊昭４７～

・１１５９近藤清石・

１ａ８７

…………………・６４７後藤三郎・

５０９

２１８・

小西常

吉田松陰とその教育昭６

維新戦役実歴談大６

２５３

２３８

児玉如忠………

児玉一雄………………………………

　郷土二俣瀬昭４８

児玉幸多………………………………２１２
　新編物語藩史第９巻昭５１

児玉幸多…………

　物語藩史６昭４０

　古風三体考天保８
近藤芳樹………………
　寄居歌談二緬弘化２

近藤芳樹・

　大内氏実録昭４９

近藤潰石………………………………６０６

　増補防長人物誌昭５９

標柱職原抄校本全６冊元治１

近藤芳樹・

・２｛Ｘ｝８

近藤芳樹………

寄居文集初編上・下明２３

同風歌集天・地・人明１１

近藤芳樹・ …・…‥２０１０

・・・・・・φ・●２０６７

近藤芳樹・ ２
２
３
　
１
２
５

寄居百首続日本歌学全書第１１編

明３２

近藤芳樹・ ●●●●●●・・２（Ｘ）７

抄宗寮叢書２巻２冊明２
近藤芳樹・

３１

標柱令嚢解校本３巻６冊
元冶１

近藤芳樹・

…・……２０６４

十符の菅薦全４冊明９

近藤芳樹・

………２０２７

源語奥旨明９

７３５

詩吟物語生きている松陰昭１９

近藤留蔵・

２０３４

静居遺稿２巻２冊大７

斉田宗三郎・ １５１４

７２８

サ

雑賀篤愛………

　吉田松陰集附１８

近藤芳樹・ ２００４

一君一民緋全

防長辺要志昭９

近藤芳樹・

人祓執中抄天・地・人
近康芳介・

●●●●●●●●・・・　１２６

類題月波集上・下

近藤芳樹・

１２１８

１２１６

１２１９

近藤濤石・

近藤清石………………………………

　山口県史略６巻６冊明１６

　明治大正艮州北浦風俗絵巻昭５１

小林　茂………………………………１４７２

　山口県連合婦人会史昭４３

小松浅乃………………………………８２４

　女たちの明治維新昭６１

小松　緑………………………………１８６８

　春畝公詩文録乾坤昭５７

駒　敏郎………………………………３６８

　萩・長門路昭５７

近藤清石………………………………８６０

　ｉ覇城明倫館学頭次第

近藤済石………………………１２５４・１３３８

　山口県地誌略明１２

大内氏実録全５冊明１８

近藤潰石・

　花の下草舎大４

近●済石………………………………５７１

　増補防長人物誌昭８

・２１０６

近藤済石・

靖献事項上・下明１８



佐々木克巳・

７２９斉藤鹿三郎………………………

　吉田松除正史昭１８ …・……１５７０

佐々木

佐々木克

日本海沿岸のミカドアゲハ昭４９

萩・津和野昭５９

２１１０

　３７２

桜井哲郎・・

サイトーサワモ

　郷ｔ部隊戦記昭駱
斉藤　定………………………………３９６

　萩の歴史昭５０ 佐々木 晃一

静浦遺詠昭１６

貞永

作間久吉・

周布政之助翁略伝昭６

作同久吉・

　豊栄仰徳記昭７

作間久吉…………

作間久

河内信朝先生小伝昭１１

沢

沢

防長史綱昭３

潤…………………榊山 ７７９

佐藤

沢

　ｊ

沢

沢

作間久吉・

１１０９

２５５

２６１

９８９

１２９０

９７２

斉藤竹堂………………………………１２６５

　鴉片始末附考異（写本）
佐伯清音………………………………７３７

　松陰先生とその教育昭３１
佐伯清音………………………………８６

　萩におけるビリオン神父昭４１
佐伯為難………………………………１２９２

　近世防府人物誌昭８
佐伯文子………………………………２０８１

　おもかげ昭９
境　吉之丞………………………………５４１

　平郡島史昭５３
境　利彦………………………………９９１

　少年読本第廿六纏周布敢之助
　明４５

山口県のミドＩＪシジミ類昭４９

佐々木貞子………
　追憶のため昭５２
佐々木松喩・

鬘註蒙求校本上・中・下
安政５

９７８

２０６８

…８９０

鮎川義介先生追想録昭４３

松瓊遺稿２巻２冊明２６～

佐々木義彦・

吉田松陰昭４７

佐藤寛作・ ●●●　２４１

防長味の春夏秋冬昭５６

佐藤　薫・ ア６２

７８４

９１７

２６４

１０５

１２３１

１２７５

１３１６

　佐藤寛作手控昭５０
佐藤剣坊……………

　小説岩礁昭５６

１９００

８９９

　新名聘言行録続幕末維新昭５０
坂田泥華………………………………１７８４

　日本の陶器１２萩昭５４
坂根義久………………………………＆８７

　明治外交と青木周蔵昭６１
坂本箕山………………………………１１３０

　元師公爵山県有朋大１１

坂本　勝………………………………１１５０

　残含さん山本文之助鑑光昭９

阪谷芳郎………………………………９０１

　世外井上公伝５巻昭８

作間久吉………………………………５６３

　防長肖像鑑明３７
作間久吉…………………………………

　毛利忠正公盛徳記大１３
作同久吉………………………………

　維新実談七卿芳跡大１４

太陽やきものシリーズ唐津・萩

昭５１

佐藤雅彦・

下田に於ける吉田松険昭５０

佐野利遭・

佐藤四郎・・

　萩日記昭４８
佐藤春業………………………………１３２

　松険先生教訓話明４３

伊藤公の最期昭２

８９６

１７７５

　　　宣嘉一

香川津孝子伝

　　　宣嘉………………………………

教民の詞

沢本孟虎…………

　雛新勤王志士の祭埴

　　　宜嘉一

二孝子伝他

大村益次郎昭１７
佐山咲平・・

生野義挙と其｜司志昭７

　　　宣嘉………………………………５９

長門国阿武郡香川津村孝子伝

宣

　滝口明滅翁遺詠政昭１１
桜井哲郎………………………………１８９８

　静浦遺詠昭１６

－２１９－



……１７３７白石常夫・・

　吉田松陰の甦る遺上昭６２
庄屋友吉………………………………１２６３
　寛政十二庚申歳正月吉日公用控
　（写本）

………●…………●…４６１白上貞利・

写真集防長路の仏たち昭５１

焦雨圃棋声………………………………２１１８

　はいかい句集（「東武紀行旅之花」）

松　風　会……………………………８２８

沢本良

下間安海………………………………１１９

　安海校正註維摩耗１０巻５冊

　明１４

下関地方気象台………………………………１５５５

　山口県気象累年報昭ａ５

秋涯居士………………………………２０６３

　草露日軟

サワモースエマ

　京都霊山招魂社昭８

城　兼文・…・
　有節集明２

２１３９

２０９５

如　　　竹………………………………：

　雪のねぐら（写本）

‥
昌
‥

５８２末富

再

末永

末永

　鶏肋記

…・…・……１９０２神野克巳・信夫

５４６末岡美胤・

司馬

切支丹巡礼の譜昭５６

８８

シ

重山禎介・・

Ｊ．Ｇ．Ｌ・デ・メディナ…………………８９

　キリシタン墳墓昭５９

重本多喜津………………………………１８２８

　長門方言集昭５１

沢本良秋…・・

萩ずいき昭４０

３３８

沢本良秋・

萩散歩案内記昭４７

●●●●●●●●●●●●・●●●・●　４８４

品川義介………

　小早川隆景伝完明３０
下程勇吉………………………………８３１
　吉田松陰の人間掌的研究昭６３

・…・１００５

７８３

　回天の風雲児高杉晋作昭】？

篠田皇民………………………………１５３７
　自治沿革史昭和風土記昭７

宍戸　叢……

　長防臣民合議書

下閔二千年史大４

２６３

９７６宍戸　璃・

句集城山昭５２

　須佐湾案内昭３
白藤　董………………………………１０９６
　清風翁と清風松昭５３
新宅　勇………………………………１６９７
　萩藩近世漁村の研究昭５４

増補改訂和木町誌稿昭５５

ス

　象山と松陰昭５０
司馬遼太郎………………………………７７６

　吉田松険を語る昭４９

経営参謀村田清風平１

・……・１０９８

…・…‥１１８１下瀬信雄・

　さとし………………………………３６９

・見る・食べる萩・津和野・

　昭５８

　秀登………………………………１１８０

　世に棲む日々３巻昭５８

鳥　幸子………………………………７８６

　異人のみた吉田松陰昭５１

霜月一生・

防長四十八滝昭５７

・・………１２６８輯直一

－２２０－

　吉見広幅朝鮮滞陣日記（写本）
下間安海………………………………１１６
　真宗止信渇五都評林明１３

下瀬信雄・

空から見たやまぐち昭５７

ＨＡＧＩ（下瀬信雄写真集）

●Ｉ●●・１７５８

防長人物史料第１巻昭２９

　明・

昭５９

…●……●・●１９０３

萩商六十年史昭４７

末成和

末松謙

５７３末弘　清一

歌集余波昭６２

　山口県人物史昭１０

末弘錦江………………………………５８８
　防艮人物百年史昭４２

末松謙澄……………

　伊藤公国葬余韻明４３

１１９９

８９９

末松雄澄………………………………
　伊藤・井上二元老直話明３３



１％８

１１２１

２０４０

杉　敏介……………
　本邦文学史明３４

１１２２

瀬川秀雄・

杉 岩国市史昭３２

５
４
３
　
２
７
５

瀬川秀雄…………………
　毛利元就昭１７

………・１１２０瀬川秀雄・

スエマータカノ

　藤公詩存明４３

末松餓覆……………………

修訂防長回天史第卜ヽ６編

全１２冊大１０

２５４ 毛利元就公の事蹟特に其教訓状を説

いて防長精神の由来に及ぶ昭１６

敏介……………

・２０９３

高倉徹

宗実宗
　明倫昭２

４２８

１２９１ 高梨光

高梨光

雙　柿

毛利敬親公勤王伝の補正昭１７ 関 順也・

藩政改革と明治維新昭３１

１２０１

１１３３

５５２

１１９６

世木廉

　
　
　
　

杉
　
杉
　
杉
環海蒔誌大４

・２０３１

世良蒐－…………

　吉田寅次郎大４
関根悦郎………………………………８０１
　吉田松陰昭５４

曹洞宗瑞雲山大寧護国禅寺略史

昭５５

　　　　　　　　　ソ

７８

…………●……●１１０２杉　民治・・

回春集明４５

　　　孫七郎………………………………１９９４

環海詩誌明３７

…１０７２

瀬川秀

瀬川秀雄・

静宇野史・

須藤　護…・・

東和町誌各論編２昭６１

須磨不音…………
　扶桑見聞私記８０冊

杉山其日庵……………

　山県元師大１４

忠正公御事蹟脱諭略記明２０

杉岡就房………

吉田物語上・中・下明３１

陶山　務………………………………６９８

　吉田松陰の精神昭１６

　　　　　　　　　　セ

瀬川済子………

　日間賀鳥一見島民俗誌昭５０
瀬川秀雄………………………………１１０７

　毛利元就卿大３

瀬川秀雄………………………………１１０８

　元就卿御教訓状大５
瀬川秀雄………………………………９４１

　吉川耗家公事蹟昭Ｇ

毛利元就の教訓状について昭７

肯雲閣兼文…………

　殉難遺草明２

　前原―誠年譜昭４
青雲閣兼文………………………………２０９１

　殉難前草慶応４

青雲閣兼文……

　殉難後草慶応・４

●●●●●●●●●・●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●・２０９２

非常時の巨人敢友会碩問久原房之

助氏論昭１３

　防長史談明２６
高木秀雀………

田中義一伝上・下昭３３

…………・●１０３０

１２７１

１３２２

８６１

座右抜粋｜写本）

大藤　政・

タ

１９０５

４４５

１９８３

１９９２高杉腎作・
　投獄集

東行遺稿上・下

９１９

高田盛徳………………………………６３９

　松陰神社説明要項大１５

商杉腎作・

九峰蒔砂昭３

高鳥北海・

長門峡ノ五大特色井二丁字川大９

高鳥北淘・

兵部大輔大村益次郎先生昭１６

高野轟祐……

　大村卿遺徳顕彰会記念誌昭１７

高野辰之………………………………１５２７

　僅差集拾遺大４

一 一

２９７

吉川元春元長両公三百五十年祭記念

講演集昭１２

－２２１－



高橋塀庵・ 滝口吉良一

松陰詩歌集昭１６

●●●●●●●・２１３６

喜寿懲利昭３２

・…１１３４

滝口吉継・ …‥……１０２５

私の三尊昭３

・・２０７３

　山公遣烈大１４

高橋淡水………………………………６３５

　松陰とその門下大ＩＩ

滝口

得滝高橋青斗・・

タカハータナカ

　長州諸隊上・下昭５２ 高梁先生文集

２１２４

高橋青斗・ 発………………………………６９６

おのが句碑昭３０

………１９０７

無花果昭５９

父を語る昭９

高松

高村

武田

武田 ７５６

７６３

高本

滝

滝

滝

滝 田中

商橋正

１９０８

「炎芸術」１５特集：十一代三輪休雪

叩６１

・………１７９５高橋常昭一 竹内八郎・

　歌集樹空昭４３

竹内八郎………………………………１８４８

　「炎芸術」２７特集：萩焼今昔物語
　平２

高橋鉄太郎………………………………９２９
　桂公功罪史論大３

高橋文雄………………………………１９０
防長土地に刻まれた歴史昭５６

１８００高橋常昭・ 　歌集田原保美遺詠集昭４６
竹内　尉………………………………７３２
　松陰と素行昭１９
武田鴬塘………………………………８３９
　吉田松陰言行録大４
武田勘治………………………………６７７

　吉田松陰教育説選集昭１２
武田勘冶………………………………７１２
　吉田松陰選集昭１７
武田勘治………………………………７２３
　松陰と象山昭１８元就公と幕末の長州藩昭１６

高橋政濤一

２７３

山口県地名考正一続昭５４

高橋政潰・

４７６

４７９

３１１

１３０５

高橋正清一

　をなご台場について

高橋政漓………………………

　攘夷決行前後の長州藩

美祢市史昭５７

秋芳町史昭３８

商橋政済

吉田松陰昭４５

　ｉｌ山詩集６巻３冊
田崎末松………………………………１０３３
　評伝田中義一上・下昭５６
田尻育三・ ●●１●●●●●●Ｉ●●●・　９３８

　久坂玄瑞の妻昭１８

田坂湯山………………………………２０５４

吉田松陰昭４７

田郷虎雄・ ●●●●●●●●●●・●・・　９６１

立泉昭雄一 …………ｌａ８９

維新の先覚月性の研究昭５４

　三嶋と鯨昭４３

多田穂波………………………………４２９
　みしまの今昔昭５０

多田穂波………………………………１６９９

　明治期山口県捕輦史の研究昭５３

昭和の妖怪岸信介昭５４
多田穂波・・ …・………１６９４

防長教育沿革史抄昭５０

２０８７

此世での供養昭１７

高村桃

奥羽鎮撫使世良参謀昭２０

高山章介…………

９９７

１８３７

１９４７

獅子門道統俳諧系統録昭３４
寛・

古典樹苑植栽案内昭３１

・‥‥‥‥‥２０４３

－２２２－

高渠・・

高山章介………

　古奥の木草昭４２

　　　蝕台………………………………２０４１

鶴台光生遺稿１０巻５冊安永７
　　　鶴台………………………………１３３

はし立（写本）

　　　鶴台………………………………１３９
老子抄全（写本）

　幕末の藩政改革昭４０

田中　彰………………………………Ｚ８９

　幕末の長州昭４６

田中　彰………………………………３００

　高杉晋作と奇兵隊昭６０

田中市郎………………………………１５７２



１０７６
　吉田松陰全日程昭１７
田中真治………………………………８９３

　郷土美化之行者阿武松之助翁

　昭８

萩市医師会略史続碍昭３４

田中助

益田右衛門介親施昭３９

田中肋

田中正六・

萩民謡男なら昭３１

１９０９

７１６

田中助

田中助 ・１６０７

遺稿集菩提樹昭５９

田中助 １８１４

１８４４

田中真治………

田中助 萩市指定文化財花月檎昭３９

修補防長史講話昭１１

山口県医師会史昭３９

１９７

１９８

三十五周年記念誌昭３９

…１４３７

田中助 ・１５８０
田中真治………

　防長史講話昭１１

田中義 田中助－……

春及遺稿大３

社会的国民教育大４ 萩先賢烈士尊攘詩歌選昭１９

１４６８

１１４２

６７９

萩藩の医学教育と明倫館昭１９

田中一介・・

珍魚の誉昭２５

　　　　　　　　　　　　　タナカータナカ

萩藩の医学教育と明憧館昭１７

・２１０５ 田中助 １３３３

２１５０

３２３

１５７８

１６７９

田中僅資・

　雷鳴昭４０
田中俊資・

田中助

長州萩名産夏密柑雑話昭２７

中原家の人々昭３１

９７４ …１３２５

…１４９５

田中助－…………

越ヶ浜の郷土誌昭２３

田中喜市………………………………

　山県周南先生伝大５

田中金一………………………………

田中助

　吉田松陰先生逸話と遺訓昭１３
田中悛賢………………………………７４０

　新日本の光吉田松陰昭３４

防長医学史上・下昭２６

田中助－…………

青木周弼と緒方洪庵昭１６ 田中助

田中肋

田中助－・・ 小鳥経彦先生歌碑報告書昭４６

匹
　
３
４
８

毛利敬観と茶道附４６

田中助 益田観施昭４５

田中助

能美洞唯略伝昭１６ 田中助 ・…‥１８１５

萩市医師会略史昭１８

田中助

賀屋恭庵先生昭１７

－２２３－

田中助 ・１５４６

１３３４

１５８９

史跡萩城城下町昭５０

杉山宗立と井本文恭（ジーボルト研

究補遺）昭１６

田中助

田中助 田中 ７８１

萩の恩人中村雪樹先生昭４２

田中劾－…… １０５３

１１４９田中助－…

田中助 １３２９

１３３０

日本赤十字社病院耳鼻咽喉科略史

昭１３

萩藩医育史網要昭１１ 田中助

……１５７６

・………‥１６０６田中助 井上剣花坊＃ｈ信子夫妻川柳碑

報告書昭４１

田中助－……

田中助一一 １３３７

８８５

１０５４

１３３１

１３３２

田中助一…・
　青木周弼昭１６

萩先賢忌辰録昭４５
賀屋恭庵の著書他昭１５

萩の夏みかん昭４３

田中助－…… 萩の生んだ近代日本の医政家山根

正次昭４２

島田智庵と其医系昭１５

１６８０

５９２

１０７７

田中助

防長名医伝の中木戸孝允の父和田昌

景昭１５

田中助一一

吉田松陰の墓と松陰神社昭５０

写夷集明治大正昭和萩

昭５７

●●●●●●●　３６４



田中助－…

　滝養生のこと

玉田大村益次郎の誕生地

田中

田中惣五郎………………………………９１８

　近代軍制の創始者木村益次郎

　昭１３

玉乃

　風雅

玉乃

１３３６

１６０９

田総百合，田中助

タナカーチリケ

田中助－………

萩明倫館の天文一暦数師範松本家

について

…・・…１０８４

張

谷林

田辺

長府

種田

谷東

田辺

田中

１９１０

１６０２

８５３

田辺

丹
　
丹

俵田

　田総百山歌集春爾昭２８
玉木悛雄………………………………１０３９
　勣王志士富永有隣先生小伝昭ｎ

１６５６田村盛

山口県自由民権運動史科集昭５８

山口県近代農業発達史年表昭５７

　宗祇と山口昭２８
田村哲夫………………………………５９１

　防艮碓新関係者要覧昭４４
田村哲夫………………………………１１７２
　山口県地名明柵書昭４７
田村哲夫………………………………１４２０
　山口県小学校の系譜昭４８

・・・２１３５田村哲夫・

２０５７

２０６６

葺
下
履

九
上
世

村上水軍にっきて昭１０

嘉永７

・・１３５２田村貞雀………

五竜文詩２巻２冊明２２

……１８６３忠

地図の本編集部………………………………３７５

　萩・津和野・山陰路昭５９

中国四国農政局山口統計情報事務所………１６５７

　第３２次山口農林水産統計年報

　昭５９～６０年昭６０

中国四国農政局山口統計情報事務所………１６Ｓ８

　萩市農林漁業センサス農林漁業累年統計書

昭６２

中国新聞山口支社……………………………１８９

　各駅停車山［］県昭５５

百耕園詞草昭３３

翁塚集乾文化７

２０３８聴松庵違・

７３１

９１４

宇部産業史昭２８

　　　　　潔………………………………

明………………………………５叫

吉田松陰兵家訓昭１８

チ

大村益次郎昭１９

潔・

吉田松陰昭１６

田中癩夫・

世界に翔ぷ昭５６

　天然記念物萩市笠山のタチバナは

　同定の誤であった

田中啓文………………………………１５３８

　毛利家所蔵の手本銭に就て

田中啓文………………………………１５３９

　毛利家所蔵刈金井に銀鎖に就て
田中文

　萩市の未来展望昭６２

田中　誠………………………………６０２

　萩の先寛略伝昭５３

田中松瞰………………………………２１２５
　松寿遺吟集昭２５

田辺竹次郎………………………………１５６

　旧萩藩年表昭２８
３０９

毛利氏か封建的大名として近代的性

格をもつまでの経緯昭２９

毛利氏の水軍と御船蔵昭３０

１３

６１

博・

　萩文化Ｎ０，１～１９合冊昭３１

谷　禅罵………………………………１２５０

　恋の伊藤噂文明３５

谷林　博………………………………９９８
　世良修蔵昭４９

児玉花外その詩と人生昭５１

・…１８４６

防艮美談昭３

　定本山頭火全集全７冊昭４７～

田総百山………………………………２１１３

　春蘭昭２８

田総百合之助………………………………１１２８

　森寛斎先生小伝昭１１

－２２４－

　艮府の学者画家俳人略イ云昭５３

地理研究会………………………………１８０

　郷土山口県地理表解明４３



塚本 もりのしげり昭４４

時山弥八・

徳言

査僧雪舟と雲谷派

稿本もりのしげり大５

ツカモートミナ

ツ

Ｚ４０

１７４０

時山弥八・

冨成

戸田

富成

２２５・

冨成

土田

６
２
６
　
四

徳言

徳永

６
２
４
　
ｍ

都志見木吟・

王政復古にゅかり深き防長女性

昭１３

遺句集寒梅昭５９

１９１４

吉田松陰昭４１

徳富蘇蜂………………………………

　公爵佳太郎伝大６
徳富彿一郎………………………………２６６
　教育と歴史昭１０

　吉田松陰明３０
徳富蘇峰…………
　吉田松陰大６

徳富蘇

徳富蘇

…・・９５２妻木忠太一

妻木忠太……………

松菊木戸公伝上・下　昭２

妻木忠太一

　伊藤公追懐録明４３
都濃郡役所………………………………５２４

　都濃郡志昭６１

展観目録大１５

９４７

妻木忠

妻木忠太………………………………２０８６

　木戸孝允遺文集昭１７

時山弥

時山弥

　偉人周布政之助伝昭６
妻木忠太………………………………９５０

　史実考鐙木戸松菊公逸事昭７
妻木忠太………………………………１０７３

　前原一誠伝昭９
婁木忠太………………………………９６９

　来原良蔵伝上・下昭１５

９９０

書木忠太……………

　吉田松陰の遊歴昭１６

７０２

素空山県公伝昭４

糖蜜蘇峰・ ８
２
０
　
２
７
１

公爵山県有朋伝上・中・下昭８

幕末防長勤王史談９巻９冊昭１５

得富太郎・

吉田松陰昭５９

青春のうた昭５４

徳見光三・

長州捕鯨考昭３２

吉田松陰昭５１

徳雁　啓・ １８１１

１６９８

１４８７

４８１

徳見光三一

徳見光三・ ●●●●』●●　４７２

三隅町の歴史と民俗昭４８

長門神踊考昭４１

徳見光三一

溝末藩史話昭４６

５６５

２４５

２３７

　周布政之助伝上・下昭５５

鶴岡正夫………………………………６００

　現代山口の百人昭５２

　　　　　　　　　　テ

寺尾五郎………………………………７６６

　革命家吉田松陰昭４８

寺尾五郎………………………………７９１

　草莽吉田松陰昭５２

　　　　　　　　　　ト

東京都立大学石井研究窒……………………１６２６

　都市集住様式の歴史的研究昭５３

東行先生五十年祭記念会……………………１００２

　東行先生遺文大５

時山弥八・

旧長藩殉難者名録大２

冨成　博・

略い谷間昭４１

大学述義上・下明治

人間長岡外史昭５１

富永有隣・ １０２

９０７

冨成　博一

冨成　博・
１１５１

池田屡事変始末記昭５０

木戸孝允昭４７

｀
　

９
４
５

萩の乱と前原一脈昭４４

博………

旧長藩殉難者名録大２ 高杉晋作昭５４

博………………………………８１２



鳥尾

鳥尾／」

鳥尾

鳥尾

鳥尾

野
の
野

　
山
中
　
申

中野四郎・

トミナーナカイ

　吉田松陰昭５７ ………３１６

玉江浦とその青年宿昭１１冨成

鳥尾

長崎

中村

中本

永

中田

長井

鳥尾

鳥尾

鳥尾

Ｍ
Ｊ

中
　
中

長峰

　写真集高杉晋作の生涯平】

豊鳥与志雄………………………………７２１

　時代の明星吉田松陰昭１８

豊田町史編纂委員会…………………………４８３

　豊田町史昭５４
１１５

１１８

１０３

１２２

１２０

１２１

忠正公勤王事蹟上・下明４２

…１１叫

９００中原邦平・

中原邦平・

光治

句帖昭９

吉田松陰昭１１

６マ３

　伊藤公実録明４３

中原邦平………………………………１１０６

　訂正補修忠正公動王事蹟明４４

中原邦平………………………………１０４３

　長井雅余詳伝昭５４

中原邦平………………………………９０３

　井上伯伝全９冊

９
９
３
　
９
９
４

８１

１６６６

１６８１

５３７

１６９０

２９３

１０７９

４
８
９
　
９
８
４

中原雅夫………………………………

　下関市史原始―中世昭４０

中原雅夫………………………………

中原雅夫………………………………

　裏からみた長州の維新史昭４９

中原義則………………………………

　日本画の大家松林柱月画伯

　苦心物語昭５

　幕末の豪商志士白石正一郎昭４５
中原雅夫………………………………２９２
　奇兵隊始末記昭４８

慧眼明９

心地観経報恩品明１７

人道要論全明３３

鳥尾／」

人道要論全明３３

統一学全明３５

児恋草明３６

聖訓全明３６

１２８

　２３

０４０

玉椿全明３７

得庵全書明４４

内藤昌盈・

得庵全集続編並年譜昭９

　　　　　　　　ナ

官暇岐吟上・下文政４

１９９７

喜昭一

周防長門の名刹昭６１

……・・１６５０

少年伊藤博文公伝昭６

よう萩の味昭６１

　金蔵………………………………８９７

中川以良一

　萩・殺人迷路昭６２

永井将泰………………………………１９１５

　近代日本教育史の学習昭６１

日本の自立と講和会議昭２３

………１５４０

●●●●●●●●●●●●・　４７４中村徹也・

　学園杉先生伝昭１０

中村助四郎……………

　杉民治先生伝昭５６

イヨカンの発見地付近の今昔昭６２

中村光夫

艮門市史歴史・・民俗編各ｌ

昭５４
６３７

萩城太平記第１部魂の子昭３４
中里介山一

７２４

吉田松陰昭１８

吉田松陰大１４

中里介山・・

無角和種作出の経営経済的研究

昭５３

中山清次・

美川町史昭４４

中山清次・

・２１１４半井成賀・

山河有情山口県農業考昭５８

桂月山人賞譜昭６

　訳解漫遊雑記昭１５
中野重冶………………………１８６１・１９３９
　萩のもんかきや昭３２

－２２６－



夏目

枝癈録（積善堂随筆）上・下文化１

　　　　　　　　　－　　　　　　　　　－

新見亮

６５２

７５１

２０１７

改訂増補松林桂月昭３８

ナゴヤーヌノメ

南部伯民・

　竹廼舎遺稿

奈古屋大原………………………………２０８８

　戴拙ｉ（写本）

１０１７

８１９

１０７５

西村

難波

８３２

７９９

　２６

西部

３４２

７７０

２９５

西村

西村

奈良本辰也…・・

奈良本辰也………………………………７７２

　吉田松陰昭４９
奈良本辰也………………………………１０１３

高杉晋作昭４９

奈良本辰也………………………………７９０

　適塾と松下村塾昭５２

　吉田松陰東ｔ遊日記昭４８
奈良本辰也…………………

　もう一つの維新昭４９

奈良本辰也………

やまとこヽろ昭７

奈良本辰也……………
　萩・津和野昭４８

　吉田松陰集日本の思想１９昭４４
奈良本辰也………………………………７５８

　批評日本史６吉田松陰昭柘

奈良本辰也………………………………

　維新的人間像昭Ｓ４

奈良本辰也・

あ・東方に道なきか評伝前原一脈

昭５９

楢崎鉄；

　萩焼昭１８

　吉ｌ松陰と松下村路の青春平１
楢崎時太郎………………………………２０２８

　阿武の耶風明３２

　奈良本辰也選集６巻別巻７冊昭５６
奈良本辰也………………………………３６２
　萩歴史散歩昭５６
奈奥本辰也………………………………２５
　奈良本辰也選集２維新に生きる

　昭５７

奈良本辰也………

奈良本辰也・

奈良本辰也………………………………

　高杉晋作青春と旅昭５８
奈良本辰也………………………………

　吉田松陰のすべて昭５９

錦織好孝…………

　萩・津和野昭５６

　山口県の木喰仏昭４６
新山政辰………………………………１２８８
　乾鳥略志（写本）

西Ｓ量三郎………………………………２９９

　中山忠光暗殺始末昭５８

西嶋量三郎………………………………１０４５

　中鳥名左衛門の死昭６０

３６３

１１口県郷土誌

勇………………………………１８３８

防長文学碑採柘行昭５８

９２７

　防長文学碑採拓行正・統昭６２
西村　勇………………………………１８５０
　防長文学碑採掘行（芭蕉編）平１
西村茂樹………………………………１２４
　婦女鑑６巻６冊明２０

１３９２

７１８

１１２９

　元老山県大１１

西村睦男………………………………２３９

　藩領の歴史地理一萩麗一昭４３

西山　徳………………………………７６９

　吉田松陰－その人と教育一一昭４８

日本史籍協会………………………………９５４

　木戸孝允文書１～８昭６０～

「日本の食生活全集」山口編集委員会………１６５２

　聞き書山口の食事平１

　　　　　　　　　ヌ

布引敏雄・

　賀田金三郎翁小伝大１２
西村紀義………………………………２８０
　閑居録丿日長州藩遊撃軍隊士回噸録－

　昭４０
西村文則・

吉田松陰と月性と黙嘉昭１７

一 一

長州藩郎落解放史研究昭５５

布目唯信一

縄田皆夫………………………………１５Ｓ３

　弥富村診療記昭５３

南條範夫………………………………１９４０

　城下の少年昭５０

　松林桂月昭３３

難波専太郎………………………………１０８２

－２２７－



能美隆庵・

名田鳥村史昭５４

昭８

１７１０

６２３

　雲水遺稿大２
農　林　省・…・

・……・１９＆４

萩市教育委員会………………………………３１０

　萩市の文化財昭５８

ノ

ノウミーハギワ

５１１

５１７

萩市能芙宗

　小郡町史

能美宗

日本林制史資料山口藩

野村

野村

野村

萩原

葉賀

萩青年

０５６野坂

野口

野原

野原

野尻

萩市郷±１

松険先生遺墨帖昭１６

６０３

３２９

　萩城跡探訪のしおり昭３５

萩市郷土博物館………………………………３３３

　萩市の文化財昭４２

萩市郷土博物館………………………………３４０

　萩昭４７

萩市郷土博物館………………………………３４７

　萩市の文化財昭５０

萩郷土文化研究会……………………………１１８９

　萩城下町地図昭４４

萩卿土文化研究会…………………

　萩麗分限帳改訂複刻昭５４

波木四

　吉田松陰伝明２４

野口静雄………………………………６５５

　吉田松陰講孟訥記昭７

萩光姐学腕………………………………８５

　萩およびその周辺のキリシタン史小話

　昭４１

萩高等学校社会研究部………………………４１９

　見島調査報告書昭２８

萩高等学校社会研究部………………………１３４０

　出雲地方餌査研究報告會昭２９

萩高等学校社会留……………………………４２０

　萩市大鳥の調査報告昭３３

萩高等学校社会研究部………………………４２１

　相鳥調査報告昭３３

山口県立萩高等学校社会都…………………３３１

　萩市玉江浦の調査報告昭３６

萩高等学校社会部……………………………４２３

　萩市相島の調査報告昭３９

萩市中教研社会科学都………………………３５１

　日で見る郷土萩地理編昭５０

萩市中教研社会科学部………………………３５２

　日で見る郷土萩歴史編昭５１

萩商工高等学校松陰研究部…………………７４５

　吉田松険昭３５

風酋のあゆみ１～４昭５０

少年毛利元耗伝昭６

｛Ｘ｝６

２６９

１９６

維新の英傑高杉晋作昭８

　防長維新秘録昭１２

野原祐三郎…………………………２４９・１２１５

　防長遺芳上・下明４０～４３
野村春畝・

防長風土記昭３２

萩士族悲話昭５０

野村益三一 ‥２０７２

母のねかい昭８

野村敏雄・ ４０７

帝都を顧みて昭２

野村益三一

　水光昭９

２０７９

野村望東尼………………………………１０５８

　防州日記昭６

野村益三一 …・２０７８

伊勢神宮・三都めぐり昭９

１３１１波木四郎・

歌集燈園昭５３

３０８

１
４
　
９

新萩風土記昭３４

昭１７夢かぞへ

－２２８－

０５９

上京日記・姫島日記附１８

　　　　　　　　ハ

１６３７

ｉｉ永秀夫・

ＬＯＶＥ萩・継新まつり昭６２

明倫館・山口明倫館一越氏塾｜日蔵

和漢書目録平元

…・４７０萩原新生………

　大津郡志昭６１

　佐州金銀採裂全図・鼓銅図録

　先大津阿川村山砂鉄洗取之図昭５１

萩市企画課………………………………３８７

　萩庭園都市会議報告書昭６３ さらば仙崎引楊港昭６０



４４１句集裸眼昭５８

波多放彩・

藤田卓雄一

　旭村史昭５３

原田梅月 …・１０Ｚ８

青空を見つめて

原田卓雄………………………………４９７

　楠町の歴史昭５５

原田伴彦………………………………４０６

　日本都市生活史科集成三峨下町福１

　昭５０

針生一郎………………………………１７５４

　中本達也と戦後美術のー断面昭５７

半谷二郎………………………………７６７

　小説高野猛士君と吉田松陰昭４８

集沢艦山………………………………１９９８

　喉山詩稿（写本）

　　　　　　　　　　ヒ

ふるさとの唄むつみ村昭３７

波多放彩・

川上村誌昭３９

波多放彩・・

弥富村政要覧昭和２８年度昭２７
波多放彩・

ふるさとの味昭３６

橋詰隆康一

　萩焼昭４８

橋本士郎・

………４１０

　伝統の萩焼と高麗茶碗古萩昭５０
林屋晴三………………………………１７８２

　萩住民運動史昭５４
長谷川道隆…………

萩民法社・

ハギミーヒロセ

１７７４林厘晴三・

１９１８

１９４９

句集須磨昭３７１７７０

１９１７

　４６２

１６４６

１４９４

４４８

４５３

原

日本陶磁全集１８萩上野高取昭５３中国の俳優俑（演劇との関連において）

昭６３ 黙杉・・

波多放彩・

平中十郎………

　厚東氏史話昭４７

９
７
３
　
５
８
０

林

浜田済

波多放

１０９７平川喜敬………………………………

　村田清風－その業績と感懐一昭５５

平同芳高・・

林

林

２２９－

林

　勤王と防長女性町１７
弘　正方………………………………１０６

　周防府松崎天神鎮座考

広瀬喜遷………………………………５３８

　玖珂郡志昭５０

広瀬敏子………………………………６８３

　松険先生にゅかり深き婦人昭１３
広瀬　豊………………………………６４５

　吉田松陰の研究昭５

林

　防長本草学及生物学・農学年表

　昭５２
平生町郷土史調査研究会……………………５３４

　一門六家大野毛利氏と平生開作

　昭６３

渾浦・

ｉ多滴先生全集上・下大８波多放

東

福栄村史昭４１

波多放

１０７

１３４５

　８４

１６５５

樋口彰

波多放

日野

防艮切支丹史話昭２４

演畔を旅して昭９波多放

樋口彰一・・

　萩の郷土料理昭４２
波多放彩………………………………１８２７

　ふるさとのことば昭４２
波多放彩………………………………４６７

　阿東町誌昭４５

艮防残酷物語昭４７

ふるさとの民具一山口県一昭４９

阿武川の民俗資料附５０

１０６０

１８０４

阿武郡医師会史全２巻昭５９

岐多放彩…・・
　放彩戯稿平１

更正長門新刀銘鑑昭５２

羽根文雄・

幼時の見聞昭１０

萩城下見聞録昭５５

３１７

３５９

２０５５

山口県新誌昭２５

茂香一

見聞｜

茂香・

東滉●●●●●

詩ＭＩ』上・

東演…●●

　　　房雄…………

日本の文学４０青年

１８６２

詩文国字晴少年必読日本文庫第３編

明

諸体詩ＭＩ』上・下

・２０１４



Ｅ
ｒ

夢
霞
礼

福田

　句集

福田

福田夢汀………………………………

　四季讃歌福田蓼汀エッセイ集昭５０

１９２４

１９２５

７２５

７３０

助皇の神吉田松険昭１８

広 瀬 豊一

黒部幻影昭４６

福田蓼汀・ １９２１

１９２２

勺集暁光昭３２

ヒロセーフクモ

広瀬　豊………………………………６５７

　続吉川松険の研究昭７

広瀬　豊………………………………６６２

　松陰先生の教育力昭９

広瀬　豊………………………………６８４

　吉剛松陰言行録昭１３

広瀬　豊………………………………８５１

　吉田松陰先生の教育昭１６

広瀬　豊………………………………８５２

　教育の神吉田松陰昭１６

福田夢汀・ ……………………１９２３

秋風挽歌句集昭４５

源流句集附４１
福田夢汀・

広津藤吉・

　古文書が諸る維新前の秘史昭１２

広永達夫………………………………１３０７

　大内氏の神社崇敬昭１７

１７１３

１２９９

１９０６

６５３

弘津史文………………………………

　古燈火器具昭８

福尾

２３０

　萩・秋吉台殺人事件平２

　　　　　　　　　　フ

福井博文………………………………９１

　萩教会百年記念誌昭６２

広山義慶・ １９４１

……●…●●……●１９１２

豊一
　やまぐち菓時記昭５８
福永義晴………………………………３９５
　萩の百年昭４３
福原公売………………………………２㈲２
　外征紀事爵存明３８
福原價彦………………………………２１４８
　鄙稿井詠草

広瀬

・・…１９５８

８９５

根本椿水………

福本椿水………………………………
　伊藤公鋼像建設由来昭５

講孟余話譚註下巻昭１８

広瀬　豊………………………………７３４
　吉田松陰の研究昭１９

広田八穂………………………………１０７８

　中世益田氏の遺飾昭５４

弘津史文………………………………１５０
　防長探古録大１４

弘淳史文………………………………１６１９
　防良之古塔昭５

弘淳史文………………………………２２１
　防艮原史時代賢料昭５

弘津史文………………………………１８０２

　甲冑研究資料昭７

　玉踏先生時存昭６

福本棹水………

　高橋楽水翁蒔存昭６
福本椿水…………………
　村松春水著「下田に於ける吉田松陰」

　を評す昭７

福本椿水………………………………９５９

　松下村塾偉人久坂玄瑞昭９

福本椿水………………………………６６７

　吉田松陰孫子評註調註昭１０

福本格水………………………………６６６

　大楠公と吉田松陰昭１０

福本椿水………………………………６７２

　松下付塾をめぐりて昭１１

福本格水………………………………６８８

　訳註幽囚録昭１４

福本椿水………………………………６８６
　坐獄日録訓註昭１４

福本椿水………………………………６９１

　ｊＴ註読綱鑑録昭１５

福本格水………………………………６９２

　吉囲松陰之最期昭１５

福本椿水………………………………６９９
　古田松陰の母昭１６

福本椿水………………………………９３２

　踏海志士金子重之助

福本格水………………………………７３９

　訓註留魂録昭３４

１５３５

福田百合子………………………………１９５７

　百合子のふるさと辞典心４

　熊谷五右衛門昭３５

福尾猛市郎他……………………………５５７

　三原市史第１巻通史昭５２
福田正憲一

　思夢問答

福田夢汀・

福田夢汀・ ・…１９２０

…・・…１９１９

句集碧落昭２７



福本義亮一

　下田に於ける吉田松陰昭１７
禰本義亮………………………………７１４

　吉田松陰大陸南進番昭１７

７０７

吉田松陰の殉国精神昭１６ 古川

橋本義売………………………………

　松陰先生交友録

藤井赫然………………………………

　長門萩常念寺余光録昭５

古川

６４１

　６６

４３７

古川

古川

　７４６

　９６０

１９３４

福本椿水・

　宍戸記昭５５

船本信一………………………………５４８

　周防大鳥町誌昭３４

ブルーガイド・パック編集部………………３７８

　パック萩津和野昭５９
古川　薫………………………………２８８

　幕末長州の舞台裏昭４６

古川　薫………………………………３０２

　長州癈夷戦争始末昭４７

フクモーブンヵ

福本棒水………
　松陰余話昭３９

……●●７０１福本義亮一

　吉田賢良先生蒔稿
福本義亮………………………………６７８

　訓註吉田松陰殉国詩歌集昭１２

久坂玄瑞全集全１冊昭５３

福本櫓水…・・

藤田時

古川

　歴史散歩

古川

古川
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藤井篠光一

維新史料大庄屋林勇蔵大５

山口県人昭４８

薫………………………………７７５
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昭５８

薫・

３７０
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２２０（英国）

ホ

２９
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前野喜代治………………………………８１６
　素顔の吉田松陰昭５８
牧沢正彦………………………………１９２６
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　山口県産業教育１００周年記含誌昭６０
増野喬定………………………………２０５１
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松岡利夫…………………………………
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　萩藩の財政と撫育制度昭５２
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　萩堀内平安古萩〔楓内平安古地区〕
　昭６１

宮本常 ‥４２７

原清爽・ ９３９

　来鳥又兵衛伝昭３８

宮原　進………………

－

－

－

ミソノームラオ

　毛利氏水軍と三田尻船廠昭４ 宮野　薫………………………………１８５９
　近松門左衛門出生の秘密昭５０御重生翁

…・…３３４

宮本常 ５４７

御薗生翁

宮原牧太遺稿（写本）

萩民報創刊三十年記念寄稿集昭５４
富原牧太・・ ●●●●●●●●●●●●●・・２１１２

輪休雪………

無陽道費・ …・・………２０６１

筆孔笛６巻３冊延享元

水戸

光谷 新愛液展昭６３

ム

向谷

８９８

三宅 村岡

村岡

１４８４

水無瀬

南方

－
－

－ 旧萩藩非常用貯蓄金穀昭１３

　輪稔夫………………………………７８２

吉田松陰入門昭５０

－
－
－

－
－－

……………●●●●１３８２

－
－－

　｜

－
－
－

日本のやきもの４萩昭４４

輪為

輪稔夫・

陰の教学と；

輪砲作・

と炎と唇と

輪賄作・

光貞潭 僕と炎と唇と昭６０

………・１７９６

……………１７９３

…・８２１

松陰の教学と杉家昭５９
－
－
－

　｜

－
－
－

御面生翁甫・

　防長地名淵鑑昭６

御薗生翁甫………………………………１３０６

　英雲公華浦御住居内手控昭１６

　防府市史上．‾Ｆ昭３１～

御圃生酋甫………………………………２２４

　大内氏史研究昭３４

・…・…・５２０

５２８甫
上
甫

　続防府市史昭３５
御薗生翁甫………………………………２０６
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　　　　　　　　　モ

教育勅語と士規七則大５

２８７

　赤根武人の冤罪昭４６
村崎義正………………………………１８０７
　猿まわし復活昭５５
村田公

鳳号亭集（写本）

毛利元功・・ …・・……２０４７

　事斯語天保１３

毛利斉広………………………………１０４

　臣行解全

毛利斉広・
　世子浩文

毛利広漠・

２０２４

１９９９

毛利元徳………………………………：

　芳宜閥集上・下明３０
万
一

６５８

　防長精神の再検耐山口県人の奮起

　を促す昭１１
毛利元就………………………………２０３２

　春霞集２巻２冊

陸風堂遺稿明２７

毛利元良・・ …………１５４４

　新日本への遺昭２０
村田清風………………………………１卯０

　村田清風先生遺著漁翁寝言昭４

村田清風………………………………５８

　物頭心得条々昭１４
２８

９２１

長周叢杵全２０冊明２３

　大村益次郎先生伝明２５

村田峯次郎………………………………１２０４

　啓運録明３０

村田峯次郎………

　高杉晋作大３

　品ｊｌｌ子爵伝明４３
村田峯次郎………………………………１２２８

　甲子殉難士伝上・下明
１０００

－２３５・

村田峯次郎………………………………９２０

　大村益次郎光生事蹟大８

純粋和牛見島牛に関する研究昭５

茂………



７７４山岡荘八・・

激動二十年山口県の戦後史昭４０

…・１９７２山県有朋・

　吉田松陰昭４９

山県篤蔵………………………………２０５３

　濃誠三十六勝記２巻２冊明３３

山県篤蔵………………………………８６８

　江家年爵附系図

柳

伸びゅく中学生創刊号昭５１

　　　義雄………………………………２昭９

星甫随筆昭３３

モリトーヤマガ

　幕末四傑学風管見昭７

森　豊彦………………………………１３７８

　古銭こぼれ話昭５１
３０３柳本見森重都

葉桜日記明２５

森本

森本

山県

八幡

矢富

諸根樟

傾｜日記事５巻５冊明３１

２４８・１２０７山県有朋・

森本

２５８

１１３９

山県有

１１１

５７２

８１０

法遺和尚行業記２巻２冊明１４

　合法三島流船戦要法上・下昭５４
杜多円暢………………………………１１２

　法洲札尚行業記３巻３冊明１４

杜多円暢・

防長郷土修身資料第二輯昭１０

森友幸照・

守田　保・

　暁闇の踏海昭５７

森友幸照………………………………８３０

　吉田松陰ザ語録昭６３

盛永悛太郎………………………………１５６３

　亨保元文諸国産物帳集成第８巻

　昭６３

含雪山県公遺稿大１５

山県有朋・

遺稿越の山風昭１４
史伝毛利元就昭５６

山県太華・
　見聞私記
山県太羞・

国史纂論１０冊弘化３

９７

…………１２４８

１２１０

山県洙川……………
　ｉ覇城新著寛延２

　素空公墨蘭書存昭４

山県周南………………………………１８３３

　作文初問宝暦５

山県周南………………………………１９７０

　周南先生文集初編１０巻６冊
　宝暦１０

山県周南………………………………１５３２

　養子説（写本）

山県周南………………………………１３５

　講学日記（写本）

山県太草・

・２０５２

山県太華………………………………１９６５

　鄙言（写本）

山県久義………………………………６９

　昭和新修観音霊場長門三十三ヶ所

　昭４０

　芸窓筆記ｄコピー本丿

山県太華………………………………９４

　講孟箭記評謡（写本）

７２山県久義………

　太華文砂上・下

山県太輩………………………………

入学正路（コピー本）

２０４８

　９６

山県太華・

５５３

東和町誌各論編３昭６１

毛利元就写真集昭６２
孝一

諸井条次・

　吉田松陰東北遊彫と其亡命考察昭１９

　　　　　　　　　ヤ

八切止夫………………………………７９３

　花の吉田松陰昭５２

八切止夫………………………………７９２

　明治意外史吉田松陰昭５２

矢田部与市………………………………２６５

　第二奇兵隊昭９

矢富熊一郎………………………………５５５
　益田町史上・下昭２７

矢富無一郎………………………………２７６

　長州征伐益田口峨争昭３１

１６９６

７３３

中国漁民放助間書昭３８

矢野太郎・・

大和こヽろ明４５

２３０

５５０

芸侯三家誌・吉田物語昭５３

橘町史昭５８

保田信

八浪利

日本の肖像７長州毛利家他平１

－２３６－



山崎－

　山口県の工乗昭和６２年昭６３

山口県企画部統計課…………………………１３７６

　山口県事業所名鑑昭和６３年版

山口県教育会………………………………１８３

　山口県郷土読本昭ｎ

山口県教育会………………………………６７４

　吉田松陰全集全１０巻．昭１１

山口県教育会………………………………６９０

　吉田松陰全集（普及版）１２巻昭１５

山口県教育会………………………………１０９５

　村田清風全集上・下昭３６

山口県教育会………………………………１９５９

　氏原大作全集４巻昭５２

山口県教育会………………………………　１０

　山口県百科事典昭５７

山口県国漢会………………………………７１９

　松陰読本昭１７

山口県作文の会………………………………１８２５

　第五回作文集山口県の子ども

　昭３０

山口県史編纂所…・・ １５４

　昭和新修弘法大師霊場萩八十八

　ヶ所昭４５

山口県阿武郡教育会…………………………３４４

　阿武郡志昭４８

　　　　　　　　　　　　　ヤマグーヤマナ

　新たなる歩み昭３４

山口県埋蔵文化財センター…………………４１６

　大井大寺廃寺昭６０

山口県文書館………………………………１３５１

　山口県政史上・下昭４６

山口Ｉ治………………………………１１４０

　山県有朋と勝津家昭４４

山口自然研究会………………………………１８Ｓ

　山口の自然昭４０

山口大学農学部………………………………１６７７

　萩市における青果物の生産・流通・

　消費の現状と問題点昭６１

山口宗之………………………………３０７

　改訂増袖幕末政治思想史研究昭５７

山口県企画留統計課………… １６１１

　防長史籍地誌解題附防長修史事業

　沿革概説昭１２

山口県史編纂所………………………………　４３

　防長郷土責料文献解麗第１輯

　昭１５

５６０

山中

山口地

山□

山中

大和

山田三

山口県史ｉ

和

１６４

９６５

　入原房之助昭１５

山下信義………………………………３１３

　萩町の副業奨励に関する講演筆記

　昭２

風雲児鮎川義介昭１３

山崎一芳一

２０５９山田原欽・

　復軒先生遺稿

山下秀範…………………………

　吉田松陰の周辺昭５６

山田克郎………………………………

　吉田松陰昭５２

８
０
８
　
７
９
６

　山口県の気象災害昭２４
山田　洸………………………………８２２

　幕末維新の思想家たち昭５９

１１７

１７３９

１７５５

稲刷産経閲覧便利上下明２７

満州事変戦死者陸軍歩兵少佐

江本敏武氏昭９
浄祐一

大和義男・

大和義男画文集昭５８

大和義男・

美しい城下町萩昭４８

　山口県郷土史料文献解題第１輯

　昭５２

山口県社会教育研究会………………………１９５

　日本史山口県資料集昭６０

山口県企画部統計課…………………………１７０２

　山口県の商業平１

山口県退職教職員協議会婦人部……………１４２６

　山の動く日山口県の婦人教師

　その戦後昭６１

黎明日本の巨火吉田松陰昭１７

日曜の地学１２
山口の地質をめぐって昭５５ 　松下村囃の人々昭１８

山中餓三………………………………８１３

　古田松険の詩藻昭５８
山中六彦………………………………１８４７

　千代女と菊舎尼昭１７
山中六彦………………………………１８２４

　新訂山口県方言辞典昭５０

　山口県地学のガイド昭５９

山口県内務部電気局…………………………１２８９

　萩防府電燈株式会社買収経過誌

　昭３

山口県農山漁村新生運動協会………………１６７２

－２３７・



目で見る大内文化昭５５

山本一成・

山本勉

山本秀煌・

萩・津和野昭６０

山本周作・

聖フンシスコ・ザベリヨ大ｌｉ

山根林作・…・
　弓道鰹話

１３９４山本勉弥・・

ヤマネーユヤチ

山根兼陽●済洲………………………………１９７９

　華陽光生文集附済洲遺稿全６冊

　明和７

山根菊子………………………………２０＆３

　光りは東方より昭１２

　萩電争議実録昭２５

山本勉弥………………………………１６４２

　萩の瓦昭２６

１９９６

１８１２

　２３２

　９８０

　３７９

　４３６

１２９４

山根南渓………………………………

　南漢先生詩集３巻３冊寛政９

山本勉弥………………………………３２４

　萩附近の史蹟昭２６

山本勉弥………………………………５８１

　萩碑文鐘銘集昭２８

山本山本

　古代の萩

　昭４７

山本

山本

山本

遊佐新右ｉ

湯浅

山本

山本

阿武郡内の「イチ」に就いて昭７

山本 博一

山本

山本

　考古学上より見たる長門国昭９

山本　博………………………………１２％

　西日本弥生式問題昭１０

山本　博………………………………１２９７

　防長二州と北九州及び朝鮮との古代

　に於ける文化関係昭１０

博・

山本勉弥・ ３２８

…１８５５

　萩俳諧史昭２８
山本勉弥………………………………１３７７
　毛利藩貨幣昭２９
山本勉弥………………………………３２６
　大萩雑話昭３０
山本勉弥………
　萩の歌人昭３２

あぜ道便り二十一年昭５６

１５２６

１６７６

１６８５

　萩回顧録昭３３
山本勉弥………………………………７３８
　松陰先生を語る昭３４

山本勉弥………………………………１８４２
　萩庶民文学昭３６

山本勉弥………………………………１７８０
　萩の陶磁器昭５３
山本勉弥………………………………１８５６
　萩における俳諧師の系統

育………………………

博・

第１都先史原史時代の萩

４０２

博………………………………４１３

古代の萩第２部古墳時代の萩
昭４８

博・

萩城址の研究昭１２

１３００

４０１博…………

皇政復古と切支丹昭１２

長門一大井昭４９

山本勉弥・

防長二於ケル郡司・・一族の業績ＩＳｊＯ

・……１７６１

－２３８・

萩の陶磁器昭２５

●１　４１４博・

　長門・大丼昭５０

山本　博………………………………４０３
　長門の地頭見島氏一族昭５０

山本　博………………………………１２９８

　長門国紫福村見鳥氏の研究

山本　博………………………………４１１
　長門大井村の弥生式遺跡

山本橋蔵………………………………３３７
　想ひを寄せて昭４７

‥‥‥９７１山本勉弥・・

　明日を見つめて３７年の歩み

　平成１

山本　光………………………………１０２０

　高杉晋作長州の革命児平１

山本康尚………………………………１０６４
　福原越後血染之直衣昭３

山脇東洋………………………………１５９４
　喊志井附録乾坤

　　　　　　　　　ユ

諸国性謡傑作集大４

湯郷将

湯郷碍和一

遠雷と怒濤と昭５７

キサク・タマイの冒険平１

１９３３

　遊佐家譜（写本）４冊

油谷町史編集委員会…………………………４７１
　油谷町史平２



吉田松陰・・
　猛省録

６１９

６１８

８４０

吉田松陰………

　幽囚録

吉川 ６２２・２０２２吉田松陰…………

　幽囚録

吉田松餓………………………………

　東北遊日記上・下

ヨ 士規七則昭８

ヨコオーヨネハ

吉田松除・

横尾 　講孟笏記前５冊
吉田松陰………………………………２０２５

　照頗録附坐獄日録

吉田松陰………………………………１３６

　孫子評註

１３４

吉言治

吉田

吉田

吉富治

２３９・

米原正

吉松

吉田煕

吉田 ２０２１吉田松陰・

留魂録附風盾遺草

吉田

吉田 吉田祥

４０４

１７４９

横山鐘堂・

いヽかげんな世の中昭３８

巴城開府三百年

吉賀大

「古美術」７８特集・雲谷派昭６１

芳賀和美・

１？９４

　８２７

　６２８

　６２９

　６３０

　６１７

１０３５

吉賀大眉・

カラー日本のやきもの６萩

昭４９

１２０６

８４２

１５３１

６５９

　－

１２６４

６２０

日本のやきもの４萩昭６１

吉田松陰の生涯昭６２

松険先生遺著明４２

吉田祥朔………………………………

　増補近世防長人名辞典昭５１

　看雨村田峯次郎翁年譜昭２９

吉田祥朔………………………………５＆４

　近世防長人名辞典昭３２
５
９
９
　
７
９
７日本思想大系５４吉田松陰昭５３

吉田常吉・

松険先生遺著第二編明４２

吉田松陰…………………………………

　宋元明鑑紀奉使抄上・下明２

吉田松陰………………………………１５３３

　孫子評註上下文久３

吉田松陰………………………………＆４３

　留魂録・風簾遺草明１

吉田松陰………………………………８４４

　講孟箭記ｌ～３明２

…・１９７６

吉田松陰・・

　儲桟話明１４
吉田松陰・・

吉田庫三……

松陰先生女訓明４２

吉田庫三………

　玉木正組先生伝

松陰先生埋葬井改葬の記

幽室文稿６巻６冊明１４

　俗簡篠輯明２８
吉田松陰………

吉田松陰・

吉田松陰・

孫子評註乾坤明４１

・……１９８７吉田松除・

吉田松険…………

　外蕃通略明２７

　松陰詩集上・下明１６

吉田松陰………………………………２０２０

　回顧録附艮崎紀行上・下明１９

吉田松陰………………………………６２１

　幽室文稿５巻５冊明２４

評伝中原中也昭５３

萩を勤かす人々昭１１

６７５

　貧家の少年松陰昭１１

吉田　理………………………………６７１

　松陰以前の松下村塾昭１１

吉地隆雄………………………………５９５

　大寧寺公園墓碑群昭４６

勣王僧月性伝昭１７

…‥・・…・１３Ｚ４

松険蒔稿詳解昭１２

　萩の椿昭５９

吉村忠幸………………………………８２３

　吉田松陰の教育像昭６０
吉村藤舟………………………………１００４

　東行義挙録昭２

吉村藤舟………………………………１７６

　郷土物語１～１５昭４～
吉本鍾義………………………………９３７

　岸信介伝昭３２



・・１２５３

渡辺信男………………………………１６４５

　山口県菓子業界史昭４６

渡辺世祐………………………………１１２５
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