復刻資料在庫一覧
＊ 資料名の（No.〇〇／〇〇〇〇年 ）は、申込書の番号と復刻資料の発行年度を示す。

■最新刊
• No.58／海津郡要覧 （2021 年）

A5 判 1,200 円（会員価格 1,200 円）
大正 12 年発行。海津郡役所編纂。現海津市の当時の９町村について、郡及び
各町村の概況や産業、統計などを収録している。町村別の統計も数多くあり、当
時の町や村の一端を比較することもできる。郡誌(史)の編纂がなされなかった地
域なので、当時のことを知ることができる貴重な資料である。

■既刊
• No.1／岐阜商工案内 （1982 年）

A5 判 238 頁 2,000 円（会員価格 1,500 円）
岐阜商業会議所編 大正 5 年刊 岐阜市の産業・運輸・統計等のほか商工人名
録など、大正初期岐阜市の商業経済を知る好個の資料。
• No.2／違式註違条例註解 （2001 年）

A5 判 1,200 円（会員価格 1,200 円）
明治 6 年に公布・施行され、明治 15 年に旧刑法に引き継がれた「違式註違条
例」は、現行の「軽犯罪法」の前身と言える。当時は識字率も低く、読めても意味
が分からない者も多かったため、絵入り・解説付で刊行された。絵を描いたの
は、「岐阜全景の図」などで知られる川崎千虎、解説は大垣在住の人見鋭太郎
で、明治 11 年に、三浦源助によって発行されている。江戸時代の風俗・習慣を
色濃く残すものの、人力車・ガス灯・警察官などの新しい風俗も加わり、明治初
期の独特な雰囲気が伝わってくる。千虎の筆は違反者の表情を生き生きととら
えており、ユーモラスである。原本は文庫本の大きさのため、一回り拡大し、原
色版で復刻した。
• No.3／華山新誌 （1990 年）

A5 判 168 頁 1,500 円（会員価格 1,500 円）
明治 15～16 年に発行された雑誌を合巻し復刻したもの。当時の県下漢詩壇に
あった小崎利準、杉山三郊、神谷簡斎、水谷奥嶺、渡辺霞亭などの作品を収め
る。
• No.4／岐阜県案内 （1986 年）

A5 判 2,500 円（会員価格 2,000 円）
桑原貫之助編 明治 34 年刊 県内の各郡市の人口統計、産業統計など概要を
紹介。当時の写真が多数含まれている。

• No.5／岐阜県学事年報 明治 17 年 （1994 年）

B5 判 1,500 円（会員価格 1,500 円）
岐阜県の教育の基礎がようやく確立し始めた明治 17 年の教育関係統計資料。
管内学事の概況、管内学事統計表などを収録した岐阜県教育史の基礎資料。
• No.6／岐阜県下震災景況 （1991 年）

B5 判 34 頁 1,500 円（会員価格 1,500 円）
震災直後に岐阜県がまとめ、関係官庁へ提出した報告書 3 種を合本復刻。絵
図 8 枚を収める。
• No.7／岐阜県下碑文集 漢文之部 （1987 年）

23×16cm 2,500 円（会員価格 2,000 円）
大島一編 昭和 12 年刊 随所に散在する石碑文から拓本を採り、それに、区読
訓点を施し、謄写印刷したもので、他に得難い資料である。
• No.8／岐阜県産業史 （1995 年）

A5 判 1,500 円（会員価格 1,500 円）
神谷保朗編 大正 5 年 岐阜県刊 織物、陶磁器、製紙工業の起源・沿革並び
に変遷を収める。県産業史の基礎資料。
• No.9／岐阜県指定文化財調査報告書 第 1 集 （1995 年）

A5 判 2,500 円（会員価格 2,000 円）
岐阜県教育委員会編 昭和 32 年刊の第 1 巻から、昭和 35 年刊の第 4 巻まで
の 4 年分を収録。特に昭和 32 年刊の第 2 巻は猪熊兼繁氏の「岐阜県重要無
形文化財（民俗芸能）について」を収録し、その資料的価値はたいへん高い。
• No.10／岐阜県指定文化財調査報告書 第 2 集 （1996 年）

A5 判 2,500 円（会員価格 2,000 円）
岐阜県教育委員会編 昭和 37 年刊の第 5 巻から、昭和 40 年刊の第 8 巻まで
の 4 年分を収録。
• No.11／岐阜県指定文化財調査報告書 第 3 集 （1997 年）

A5 判 2,700 円（会員価格 2,200 円）
岐阜県教育委員会編 昭和 41 年刊の第 9 巻から、昭和 45 年刊の第 13 巻ま
での 5 年分を収録。
• No.12／岐阜県指定文化財調査報告書 第 4 集 （1999 年）

A5 判 2,500 円（会員価格 2,000 円）
岐阜県教育委員会編 昭和 46 年刊の第 14 巻から、昭和 50 年刊の第 18 巻ま
での 5 年分を収録。
• No.13／岐阜県指定文化財調査報告書 第 5 集 （2000 年）

A5 判 2,500 円（会員価格 2,000 円）
岐阜県教育委員会編 昭和 51 年刊の第 19 巻から、昭和 55 年刊の第 23 巻ま
での 5 年分を収録。
• No.14／岐阜県指定文化財調査報告書 第 6 集 （2001 年）

A5 判 2,300 円（会員価格 1,800 円）
岐阜県教育委員会編 昭和 56 年刊の第 24 巻から、昭和 63 年刊の第 31 巻ま
での 8 年分を収録。
• No.15／岐阜県指定文化財調査報告書 第 7 集 （2002 年）

A5 判 2,000 円（会員価格 1,500 円）
岐阜県教育委員会編 平成元年刊の第 32 巻から、平成 8 年刊の第 39 巻まで
の 8 年分を収録。
• No.16／岐阜県指定文化財調査報告書 第 8 集 （2003 年）

A5 判 1,200 円（会員価格 1,000 円）
岐阜県教育委員会編 平成 9 年刊の第 40 巻から、平成 12 年刊の第 43 巻ま
での 4 年分を収録。
• No.17／岐阜県の指定文化財等目録 （2003 年）

A5 判

500 円（会員価格 500 円）

岐阜県教育委員会編 国・県の指定文化財および国指定・登録ならびに記録作
成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財を収録。岐阜県指定文化財報告書を
利用するのに便利。
※岐阜県指定文化財調査報告書 第 1～8 集＋目録 全 9 冊セット
セット価格 13,000 円（会員及び公共機関 10,000 円）
• No18／岐阜県地理歴史 高等小学校用 （2002 年）

B5 判 1,500 円（会員価格 1,000 円）
花村弘編纂 明治 33 年改訂四版刊 高等小学校の副読本 ケバ式の地図と文
章で県内各地を説明。
• No.19／岐阜県副業写真帖 （1985 年）

18×28cm 65 頁 2,000 円（会員価格 1,500 円）
岐阜県副業紹介所編 昭和 10 年刊 県内の副業関係生産物の改良増産と施
設の充実、販売斡旋を目的として作成した写真帖。
• No.20-22／郷土雑誌文献目録 第 1～3 集 （1997～1999 年）

B5 判 1500 円（会員価格 1500 円）
岐阜県立図書館編・刊 郷土岐阜県に関する記事目録であり、採録誌は郷土雑
誌や県下大学の紀要、官庁の報告書などのうち、岐阜県図書館に所蔵するもの

を基本とする。 昭和 40 年分までを第 1 集、昭和 56 年分までを第 2 集、昭和
63 年分までを第 3 集に収める。
• No.23／飛騨史略 （2005 年）

A5 判 800 円（会員価格 800 円）
飛騨教育会 明治 27 年発行 郷土の地理・歴史を教える教師用の参考資料。
飛騨古来の事歴を知るための簡便な参考書。
• No.24／共武政表 （1983 年）

A5 判 38 頁 1,000 円（会員価格 1,000 円）
明治 8 年、同 11 年に陸軍省が行った全国調査報告書で、国内の実勢を知り有
事に備えようとしたものである。美濃国、飛騨国関係を抜粋復刻。
• No.25／創立３０周年記念論集 （2003 年）

B5 判 2,500 円（会員価格 2,000 円）
• No.26／第三版 美濃国気候之栞 第壹編 （1993 年）

B5 判 1,500 円（会員価格 1,500 円）
岐阜県岐阜測候所編 昭和 7 年刊 明治 16 年より昭和 6 年に至る約 50 年間
の岐阜県の気象統計を収録。広範な岐阜県研究のための基礎資料。
• No.27／碑文をたずねて 岐阜県下碑文（漢文の部） （1994 年）

B5 判 1,500 円（会員価格 1,200 円）
昭和 12 年刊の『岐阜県下碑文集』（本会復刻）を横山寛吾氏が漢文訳読し、詳
細な注を加えて、県下の碑文とその来歴を身近なものにする。
• No.28-29／明治期岐阜県職員録 1・2 （1986-1987 年）

B5 判 各 1,000 円（会員価格各 1,000 円）
明治 4 年、岐阜県が置かれてから明治 30 年までの県職員録を 2 分冊に収録。
『県治摘要』その他の資料から復刻。
• No.30／歴史の道調査報告書 第 1 集 （1996 年）

B5 判 2500 円（会員価格 2,000 円）
岐阜県教育委員会編 昭和 54 年から 59 年にかけて調査・刊行した報告書（全
23 冊）の復刻合冊第 1 集。中山道、美濃路、谷汲巡礼街道、九里半街道を収
録。
• No.31／歴史の道調査報告書 第 2 集 （2016 年）

B5 判 2,500 円（会員価格 2,000 円）
岐阜県教育委員会編 伊勢西街道、伊勢東街道、北国街道、高賀街道、郡上街
道を収録。
• No.32／歴史の道調査報告書 第 4 集 （1992 年）

B5 判 2,700 円（会員価格 2,200 円）
岐阜県教育委員会編 岩村街道、大井道・中馬街道、下街道脇道 飛騨（南）街
道、飛騨西街道を収録。
• No.33／歴史の道調査報告書 第 5 集 （1993 年）

B5 判 2,500 円（会員価格 2,000 円）
岐阜県教育委員会編 馬瀬街道、高山街道、飛騨（北）街道、南北街道を収録。
• No.34／岐阜県関係 正式五万分一地形図 （2004 年）

箱入 58 面 3,500 円（会員価格 3,000 円）
大日本帝国陸軍省参謀本部陸地測量部 明治 23 年～大正元年測図 明治 23
年より国土の基本図と定められて測量された「正式 5 万分 1」を復刻。岐阜県全
域及び隣接地域の計 58 面を複製。岐阜県古地図文化研究会との共同刊行。
※岐阜県古地図文化研究会会員の方も会員価格で購入できます。
• No.35／岐阜県無形民俗資料記録作成報告書 1 （2005 年）

A5 判 1,200 円（会員価格 1,000 円）
岐阜県教育委員会が、無形民俗資料として選定した諸行事を、記録にとどめ後
世に永く残すことを目的として報告書の形にまとめたもの。昭和 38 年発行の第
1 輯から、昭和 46 年発行の第 3 輯までを収録。
• No.36／岐阜県無形民俗資料記録作成報告書 2 （2006 年）

A5 判 1,200 円（会員価格 1,000 円）
岐阜県教育委員会が、無形民俗資料として選定した諸行事を、記録にとどめ後
世に永く残すことを目的として報告書の形にまとめたもの。昭和 49 年発行の第
4 輯から、昭和 53 年発行の第 6 輯までを収録。
• No.37／廃寺名簿 （2006 年）

B5 判 800 円（会員価格 800 円）
明治 11 年 7 月作成、岐阜県歴史資料館「明治期岐阜県庁事務文書」収蔵資料
の復刻。明治 5 年太政官布告により廃止された無住無檀寺など、当時明らかで
あった美濃地域の廃寺等 239 寺のほか、11 年以降廃寺化したと思われる寺院
を欄外に朱字で多く記す。 明治初頭の廃仏毀釈が美濃の仏教に与えた打撃の
大きさを物語る資料。
• No.38／おあむ物語 （2012 年）

B5 判 1,000 円（会員価格 1,000 円）
関ヶ原の合戦の時、大垣城にたてこもった石田三成軍の一員として、戦火を体
験した女性・おあむが、後日、子供たちに語り聞かせた物語。東軍・徳川家康の
激しい攻撃のもと、大垣城から脱出するさまが、臨場感をもって描かれている。
岐阜県図書館が所蔵する版本（天保 8 年・1837 年版）の復刻版。
• No.39／岐阜名勝案内 （2007 年）

20×１１ 1,000 円（会員価格 1,000 円）
御大典記念勧業共進会協賛会編 岐阜市の主な寺社や施設、金華山、長良川
鵜飼について解説、紹介。
• No.40／南北山城軍記 （2007 年）

B5 判 1,200 円（会員価格 1,000 円）
犬山城を陥落し尾張を平定した織田信長の勢力が、木曽川を渡り、中濃の要所
であった加治田城・堂洞城（現在の岐阜県富加町）へと侵攻した。その時の興亡
を描いた軍記。この合戦については、『信長公記』や『堂洞軍記』にも記述がある
が、『南北山城軍記』は、他書に比べ地元の地理が詳細に記述され、文学的に
修飾された美文調で、著者の高い教養を伺わせる内容となっている。復刻にあ
たり、明治期の岐阜県庁資料として岐阜県図書館に保管された資料を原本とし
た。
• No.41／岐陽名家忌辰録全 （2008 年）

A5 判 500 円（会員価格 500 円）
野田勘右衛門著、昭和 4 年刊行資料を復刻。かつて「岐陽」と雅称された岐阜
において活躍した武人、雅人ら約 250 人の忌日と菩提寺を記した人名録。室町
時代に岐阜を治めた土岐氏、戦国武将・斎藤道三の他、俳人・各務支考、蓑虫
山人らを収録。
• No.42／濃尾大震災写真 （2008 年）

A5 判 700 円（会員価格 500 円）
明治 11 年 7 月作成、岐阜県図書館が所蔵する、貴重な写真 33 枚を写真帖と
して復刻しました。収録された写真は、森鼻宗次氏（経歴不詳）によって震災の
わずか 1 ヶ月以内に収集されたもので、岐阜、大垣、笠松、墨俣などの災害の
規模を後世に伝えています。（収録資料はモノクロです。）
• No.43／岐阜県地理史談 （2009 年）

A5 判 500 円（会員価格 500 円）
明治 33 年 5 月発行。地理の教科書で生徒用と副題がついたものを復刻しまし
た。県内各郡市の特徴を産業や特産品の図版とともにまとめてあり、子どもたち
が楽しく学んでいる様子が眼に浮かびます。現代と同じところ、異なったところな
ど、比較しながら読むこともできる興味深い資料となっています。
• No.44／岐阜県地誌略 （2010 年）

A5 判 600 円（会員価格 600 円）
明治 11 年発行。岐阜県地理の小学校用教科書を復刻しました。巻之上には美
濃地方が、巻之下には飛騨地方が紹介されており、今回の復刻では合冊となっ
ています。現在の眼から見ても各地方の特色がよくまとめられており、明治時代
の教育、また、岐阜県教育を考える上でも、貴重な資料となっています。

• No.45／小学博物教授法 （2010 年）

A5 判 1,500 円（会員価格 1,500 円）
明治 16 年発行。小学校の自然科学（生物学）の教科書を復刻しました。巻之一
には植物が、巻之二には動物が紹介されています。本書は合冊です。精緻なイ
ラストで動植物が描かれており、科学的な知識を正しく身につけたと思われま
す。明治時代の学校教育のレベルの高さを伺うことができる資料です。
• No.46／岐阜縣地誌全 （2011 年）

A5 判 700 円（会員価格 700 円）
岐阜県教育会編 明治 29 年発行 県内各郡市の自然や産業の特色をまとめた
高等小学校で使用した地理の教科用図書。
• No.47／岐阜県之商工業 （2012 年）

B6 判 1,000 円（会員価格 1,000 円）
昭和 5 年発行。世界恐慌前の岐阜県の商工業の各種統計資料及びその説明
を交えており、当時の概況を客観的につかむことができる貴重な資料である。本
書後半は、長良川の鵜飼をはじめとする 6 事例のほか、郡市別に名所旧跡の
紹介がされている。
• No.48／創立 40 周年記念論集 （2013 年）

B5 判 1,500 円（会員価格 1,500 円）
• No.49／小學入門教授解 全 （2013 年）

A5 判 ８00 円（会員価格８00 円）
明治７年発行。長瀬寛二編輯。明治７年８月改正の文部省「伊呂波圖」、「五十
音圖」、「算用數字図」、「乗算九九図」、「単語図」、「連語図」、「色図」、「面及體
の図」、「体操図解」などの教室で用いる掛図、及び説明を交えている。また、「教
師生徒ニ教フル図」も挿入され、当時の教授方法を知る貴重な資料である。
• No.50／二万分一地形図 （2014 年）

箱入 30 面 3,000 円（会員価格 2,500 円）
大日本帝国陸地測量部 明治 24 年測図 わが国で初めて三角測量などの正
式測図により刊行されたものから、岐阜県関係 26 面および隣接地域 4 面の計
30 面を複製。当時の自然景観や町村の姿、地名などを調査する上の第一級の
資料。
• No.51／飛騨国小地誌 全 （2014 年）

A4 判 800 円（会員価格 800 円）
明治 2７年発行。飛騨教育会編輯。飛騨地方の小学校教員の参考に供するた
めに編纂された。地形、気候、耕地、旧蹟、社寺、勝地、道路、風俗、教育、生
業、物産などが網羅されている。それに、明治２５年１２月３１日現在の飛騨国三

郡町村戸口表、明治２６年１月１日現在の町村別段別地価地租取調表、飛騨国
地図の貴重な資料も掲載されている。（統計資料を読み取るため拡大復刻）
• No.52／土岐郡地誌略 全 （2015 年）

A5 判 500 円（会員価格 500 円）
明治１４年発行。三好學編纂。土岐郡の小学課業に充てるため、地理書の発端
として編纂された。新撰美濃誌、美濃國地理明細図、明治９年７月地租改正調
査表、同１３年１月の調査等に拠って、当時の郡内各２８ヶ村の位置、人口、戸
数、反別、地理、社寺、学校、物産などの概要が記されている。明治前期の土岐
郡の諸村の概略が把握できる貴重な資料である。（２１丁）
• No.53／不破郡案内 （2016 年）

A5 判 1,000 円（会員価格 1,000 円）
大正３年発行。岐阜県不破郡役所編纂。垂井・関ヶ原・東赤坂駅を中心に名勝
古跡を示す色刷り地図・里程及び鉄道哩程表に始まり、５４ページにもわたる郡
内名勝古跡の写真、郡関係の人口・産業・小学校等の統計資料などを載せ、最
後に石灰製造業・材木商・銀行等の営業所を写真付きで紹介している。大正を
迎えた不破郡の人々の温故知新を思い起こすことができる資料である。
• No.54／大野池田郡案内 （2017 年）

A5 判 700 円（会員価格 700 円）
明治２６年発行。岐阜県大野池田郡教育会編纂。大野郡・池田郡の二郡を、大
野平坦地方（揖斐町外 35 ヶ村）・大野薮川以東（政田村外 16 ヶ村）・坂内地方
（徳積村外７ヶ村）・根尾谷地方（西根尾村）・池田平坦地方（池野村外 35 ヶ村）・
北山地方（徳山村外 15 ヶ村）・西山地方（春日村）にわけて、境界・地勢・旧蹟・
道路･物産などを記し、町村ごとに戸数・反別･山林・地価などの一覧表を載せ、
当時の町や村々の営みの一端を比較することができる資料である。
• No.55／武儀郡古蹟名勝誌 （2018 年）

A5 判 800 円（会員価格 800 円）
大正５年発行。岐阜県武儀郡教育会編纂。現関市・美濃市のほかに、乾・北武
芸・西武芸（現山県市）、神渕・上麻生・坂の東（現加茂郡）、菅田・金山（現下呂
市）を含む当時の武儀郡３１町村の名勝の紹介・武儀郡の概略・各町村の分合
沿革表・製紙業と製茶業の沿革・各町村の戸数人口一覧・神社一覧・武儀郡年
表などが記載してある。小さな写真ではあるが、当時の武儀郡各地の名勝が写
真で偲ばれ興味深い資料である。
• No.56／養老名所案内 （2019 年）

A5 判 700 円（会員価格 700 円）
明治２９年発行。多芸郡栗笠村（現養老町栗笠）佐藤愛之助著作。明治１３年に
整備された養老公園に初めて訪れる人々の道案内の一助と為すため、養老の
滝など園内各所・周辺を、元正天皇行幸や源義朝潜伏などの故事に触れたり養

老美泉の詩歌を抜粋したりして紹介している。養老の滝が湯浴みしやすい地形
的理由の記述や菊水酒・ラムネ・蒸菓子等の店舗広告ページも興味深い。
• No.57／羽島郡案内 （2020 年）

A5 判 1,200 円（会員価格 1,200 円）
大正１５年発行。羽島郡役所編纂。現在の羽島市と旧羽島郡（現羽島郡の岐南
町・笠松町、岐阜市柳津町、各務原市川島町）の当時の２０町村について、各町
村の概況や産業、統計などを収録している。町村別の統計が数多くあり、当時
の町や村の一端を比較することもできる。

＊ 頒布価格は、予告なく変更することがあります。
＊ 在庫限りとなります。品切れの場合はご容赦ください。
お問い合わせ
購入のお申し込みは下記までご連絡ください。
岐阜県郷土資料研究協議会
〒500-8368 岐阜市宇佐 4-2-1 岐阜県図書館内
電話 058-275-5111 FAX 058-275-5115
kyoshike@library.pref.gifu.jp

