
歴史・地理

請求記号 書名 著者 出版者

210/ミ 三重県史 三重県

210/ニ 三重県の歴史　＜県史シリーズ＞ 西垣/晴次著 山川出版社

210/ミ 三重の遺跡
昭和53年度日本考古学協会秋季

大会三重県実行委員会編
三重県良書出版会

210/ミ 三重県史［政治・行政］（資料編近代1） 三重県編 三重県

210/ミ 三重県史（資料編中世１上　補遺） 三重県編 三重県

210/ミ 三重県史［政治・行政］（資料編近代2） 三重県編 三重県

210/ミ 三重県史（別編絵図・地図） 三重県編 三重県

210/ミ 三重県史［産業・経済］（資料編近代3） 三重県編 三重県

210/ミ 三重県史［社会・文化］（資料編近代4） 三重県編 三重県

210/ミ 三重県史［政治・行政］（資料編現代1） 三重県編 三重県

210/ミ 三重県史［産業・経済］（資料編現代2） 三重県編 三重県

210/ミ 三重県史（資料編近世1） 三重県編 三重県

210/ミ 天保郷帳・村別石高一覧表 〔三重県〕

210/ミ 三重県史（資料編近世5） 三重県編 三重県

210/ミ 三重県史［近世三重の芝居番付一覧］（資料編近世5別冊） 三重県編 三重県

210/ミ 三重県史（別編自然） 三重県編 三重県

210/ミ 三重県博物図稿[影印] 三重県編 三重県

210/ミ 編纂文書編年目録　主要人物花押集 三重県編 三重県

210/ミ 三重県史（別編建築） 三重県編 三重県

212.6/ホ 本宮町史（近世史料編） 本宮町史編さん委員会編 本宮町



212.6/ホ 本宮町史（通史編） 本宮町史編さん委員会編 本宮町

215/オ
尾鷲の船宿濱藤家安政七年難船処理記録

＜尾鷲の古文書＞
尾鷲古文書の会編

三重県紀北県民局・生活

環境森林部

215/ヤ あなたの知らない三重県の歴史　＜歴史新書＞ 山本/博文監修 洋泉社

215/コ 桑名藩　＜シリーズ藩物語＞ 郡/義武著 現代書館

215.6 三重県史（資料編考古2） 三重県編 三重県

215.6 三重県史（別編美術工芸（図版編）） 三重県編 三重県

215.6 三重県史（別編美術工芸（解説編）） 三重県編 三重県

215.6 三重百年[写真集] 中日新聞本社編 中日新聞本社

215.6 定本三重県の城 『定本三重県の城』刊行会編 郷土出版社

215.6/ウ 鵜殿村史（史料編） 鵜殿村村史編さん委員会編 鵜殿村

215.6/ウ 鵜殿村史（通史編） 鵜殿村村史編さん委員会編 鵜殿村

215.6/シ 三重県の歴史と風土　＜新三重風土記＞ 新三重風土記刊行会編 創土社

215.6/タ 三重県文化史キーワード年表 田畑/美穂編著 伊勢の國・松坂十樂

215.6/ミ 三重県史研究（創刊号） 三重県総務部学事文書課編 三重県

215.6/ミ 三重県史（資料編近世4下） 三重県編 三重県

215.6/ミ 三重県史（資料編中世1下） 三重県編 三重県

215.6/ミ 発見!三重の歴史 三重県史編さんグループ著 新人物往来社

215.6/ミ 三重県史（資料編近世3上） 三重県編 三重県

215.6/ミ 熊野灘磯の辺路紀行＜みえ熊野の歴史と文化シリーズ＞ みえ熊野学研究会編集委員会編 東紀州地域活性化事業推進協議会

215.6/ミ 新視点三重県の歴史（[正]） 毎日新聞社津支局編 山川出版社

215.6/ミ 三重県史（資料編近世３下） 三重県編 三重県

215.6/ミ 三重県史（別編民俗） 三重県編 三重県



215.6/ミ 三重県史（資料編古代・中世上） 三重県編 三重県

215.6/ミ 三重県史（資料編古代・中世下） 三重県編 三重県

215.6/ミ 三重県史（通史編近現代1） 三重県編 三重県

215.6/ミ 三重県史（通史編原始・古代） 三重県編 三重県

215.6/ミ 三重県史（資料編　中世 ３（上）） 三重県編 三重県

215.6/ミ 三重県史（通史編近世1） 三重県編 三重県

215.6/ミ 三重県史［細目次］（資料編　中世３　別冊） 三重県編 三重県

215.6/ミ 三重県史（資料編　中世　３（下）） 三重県編 三重県

215.6/ミ 三重県史（資料編　中世　３（中）） 三重県編 三重県

215.6/ミ 三重県史（通史編近現代2上） 三重県編 三重県

215.6/ミ 三重県史（通史編近現代2下） 三重県編 三重県

215.6/ミ 現代三重の災害[三重県史（通史編近現代２）・別冊] 三重県編 三重県

215.6/ミ

/2
発見!三重の歴史（続） 三重県史編さんグループ著 新人物往来社

215.6/ミ

/通史編

中世

三重県史（通史編　中世） 三重県編 三重県

215.6/ミ

/通史編

近世２

三重県史（通史編　近世２） 三重県編 三重県

215/ゴ 伊勢商人の世界[経済と文化] 後藤/隆之著 三重県良書出版会

216.6/イ 熊野 海が紡ぐ近代史 稲生/淳著 森話社

216.6/カ 目で見る新宮・熊野の100年 郷土出版社



216.6/ホ 本宮町史（文化財編・古代中世史料編） 本宮町史編さん委員会編 本宮町

216/イ 熊野から読み解く記紀神話[日本書紀1300年紀] 池田/雅之編 扶桑社

216/ツ 熊野・新宮の「大逆事件」前後 辻本/雄一著 論創社

216/マ 三重県の昭和史[明治・大正・昭和・100年の記録] 毎日新聞社

216/ミ 目でみる三重の百年[県政百年記念画報] 三重県編 三重県

220/ダ 大安20年の歩み[大安町合併20周年記念誌] 大安町教育委員会編 大安町

243/ナ 鳥羽志摩新誌 中岡/志州編 中岡書店

260/ナ 志摩国郷土史 中岡/志州編 中岡書店

270/イ 熊野百年物語（上・下） 西長文

270/イ 熊野ノ国の物語（上・下） 井戸弘著 井戸益三

270/オ 熊野史[小野翁遺稿] 小野/芳彦著 和歌山県立新宮中学校同窓会

270/キ 写真集 明治大正昭和 新宮・熊野 木田/泰夫編 国書刊行会

270/キ/1 紀伊続風土記［提綱 若山 名草 海部 那賀］（第1輯） 仁井田/好古編 歴史図書社

270/キ/2 紀伊続風土記［伊都 在田 日高 牟婁］（第2輯） 仁井田/好古編 歴史図書社

270/キ/3 紀伊続風土記［牟婁 物産 古文書 神社考定］（第3輯） 仁井田/好古編 歴史図書社

270/キ/4 紀伊続風土記［高野山部］（第4輯） 仁井田/好古編 歴史図書社

270/キ/5 紀伊続風土記［高野山部］（第5輯） 仁井田/好古編 歴史図書社



270/ク 今昔・熊野の百景[カメラとペンで描く紀州熊野の百年] 久保/昌雄撮影 はる書房

270/ハ 熊野の史料と異聞 浜畑/栄造編 浜畑栄造

270/マ 奥熊野の金石文集[郷土史第八輯] 前千雄著 前千雄

270/ミ 東紀州開発地域遺跡地図＜三重県埋蔵文化財調査報告＞ 三重県教育委員会編 三重県教育委員会

272/オ 写真集 明治大正昭和 熊野 岡本/実‖編 国書刊行会

272/キ 紀和町史（別巻） 酒井/一監修 紀和町教育委員会

272/キ 紀宝町誌 紀宝町誌編纂委員会編 紀宝町

272/キ 紀和町史（上巻・下巻） 酒井/一監修 紀和町教育委員会

272/ク 熊野市史（上巻・中巻・下巻） 熊野市史編纂委員会編 熊野市

272/ミ/1 紀伊南牟婁郡誌（上巻） 三重県南牟婁教育会編 名著出版

279 熊野誌［新宮川（熊野川）特集］（第１９号） 新宮市立図書館　編 熊野地方史研究会

279/ア 近世和歌山の構造　＜地方史研究叢書＞ 児玉/幸多監修 名著出版

279/ウ 熊野新宮経塚の研究 上野元　著 熊野神宝館

279/ク 熊野誌［大逆事件特集号］（第46号） 熊野地方史研究会

279/シ 新宮市史 新宮市史編さん委員会編 新宮市役所

279/ナ 新宮あれこれ 永広柴雪著 国書刊行会

279/ヒ 紀伊東牟婁郡誌（上巻・下巻） 東牟婁郡役所編 名著出版

280/イ 365日のMVP 伊勢新聞社 伊勢新聞社

281/ヒ 熊野の歴史を生きた人々＜みえ熊野の歴史と文化シリーズ＞ みえ熊野学研究会編集委員会編 東紀州地域活性化事業推進協議会

281/チ 三重の女の一生 中日新聞三重総局編 光書房

287/ア 紀の国１００人　＜和歌山県章シリーズ＞ 朝日新聞和歌山支局監修 和歌山県勢調査会

287/イ 熊野豪雄伝（上・中） 熊翠くらぶ



287/ヒ みえ東紀州人物誌[東紀州人が語るふるさとへのメッセージ] 伊勢志摩編集室編 東紀州地域活性化事業推進協議会

289.1/イ
死ぬまで、働く。[97歳・現役看護師の「仕事がある

限り働き続ける」生き方]
池田/きぬ著 すばる舎

289.1/オ 大石誠之助[大逆事件の犠牲者] 糸屋/寿雄著 濤書房

289.1/オ 大石誠之助小伝 浜畑/栄造著 荒尾成文堂

289.1/ク 大逆事件と大石誠之助[熊野100年の目覚め] 熊野新聞社編 現代書館

289.1/タ 田本研造と熊野[幕末の北海道写真師] 岡本/実著 野地洋正

289.1/ニ きれいな風貌[西村伊作伝] 黒川/創著 新潮社

290.9/ア もっと旅を 秋山/秀一著 芦書房

290/ク 神話をつなぐ岩[黒潮回廊と神々の古郷・くまの] 桐本正男監修 熊野青年会議所

290/ミ 熊野脇道　＜みえ歴史街道　ウォーキング・マップ＞ 三重県生活部文化課

290/ミ みえの歴史街道よみある記[みえ歴史街道フェスタ記念] みえ歴史街道フェスタ実行委員会

291 三熊野 藤本/四八著 学研

291 新風土記［三重県]　＜岩波写真文庫 復刻ワイド版＞ 岩波書店

291 南紀・熊野古道　＜ことりっぷ＞ 昭文社

291.5 三重県謎解き散歩 矢野/憲一編 新人物往来社

291.5/サ 三重県の山　＜新・分県登山ガイド＞ 佐藤/貞夫著 山と溪谷社

291.5/ハ 聖地(スピリチュアル・スポット)をたどる旅-熊野 原/水音著 アールズ出版

291.5/ミ 三重県の歴史散歩　＜歴史散歩＞（24） 三重県高等学校日本史研究会編 山川出版社

291.5/ミ おくまの[伝えたい、みえ熊野のいま] 東紀州観光まちづくり公社

291.5/メ ふるさとの年輪[明和町制40周年記念誌] 明和町史編纂委員会編 明和町

291.56 三重の文化（郷土の文化編） 三重県教育委員会編 三重県教育委員会

291/オ 三重「地理・地名・地図」の謎 岡田/登監修 実業之日本社



291.5/シ COLOR+PLUS伊勢神宮 志摩 昭文社

291.5/ニ ソロタビ伊勢・志摩[ひとり旅って、こんなに楽しい!] JTBパブリッシング

291.5/パ 三重学 朴/恵淑編 風媒社

291.5/ミ 熊野の民俗と祭り＜みえ熊野の歴史と文化シリーズ＞ みえ熊野学研究会編 東紀州地域活性化事業推進協議会

291.5/ミ 熊野の自然と暮らし＜みえ熊野の歴史と文化シリーズ＞ みえ熊野学研究会編 東紀州地域活性化事業推進協議会

291.5/ミ 熊野道中記＜みえ熊野の歴史と文化シリーズ＞ みえ熊野学研究会編 みえ熊野学研究会

291.5/ミ 熊野参詣道伊勢路を行く＜みえ熊野の歴史と文化シリーズ＞ みえ熊野学研究会編 みえ熊野学研究会

291.5/ミ 熊野古道伊勢路の風景＜みえ熊野の歴史と文化シリーズ＞ みえ熊野学研究会編 みえ熊野学研究会

291.5/ミ 三重の栞[三重生活便利情報] 三重情報株式会社企画制作部編集室編

291.5/ミ
熊野路いま、むかし[みえの世界遺産]

＜みえ熊野の歴史と文化シリーズ＞
みえ熊野学研究会編集委員会編 みえ熊野学研究会

291.56
おくまの[伝えたい、みえ熊野のいま]

（VOL.8(2018.3)）
東紀州地域振興公社

291.56
熊野灘もう一つの古道

[南島町浦竈の謎を追う旅]
桑野/淳一著 彩流社

291.6/コ 熊野古道　＜岩波新書 新赤版＞ 小山/靖憲著 岩波書店

291.6/ダ 熊野古道[中辺路ルート&田辺] ダイヤモンド・ビッグ社

291.66 熊野誌（第２１号） 熊野地方史研究会

291.6/イ 聖地巡礼[熊野・吉野・高野山と参詣道] 伊勢文化舎

291.6/イ 世界遺産「熊野古道」歩いて楽しむ南紀の旅 伊勢・熊野巡礼部著 メイツ出版

291.6/イ 世界遺産熊野古道と紀伊山地の霊場 五十嵐/敬喜編著 ブックエンド

291.6/ウ 熊野古道を歩く[紀伊路・中辺路・小辺路・大辺路・伊勢路全47コース] 宇江/敏勝監修 山と溪谷社

291.6/ウ 世界遺産熊野古道 宇江/敏勝著 新宿書房



291.6/オ 南紀 熊野古道[白浜]　＜ココミル＞　改訂3版 JTBパブリッシング

291.6/キ 熊野からケルトの島へ 桐村/英一郎著 三弥井書店

291.6/タ 熊野古道を歩く　＜歴史の旅＞ 高木/徳郎著 吉川弘文館

291.6/タ 世界遺産熊野古道を歩く[紀伊山地の霊場と参詣道] 田中/昭三監修 JTBパブリッシング

291.6/タ 熊野古道巡礼の旅[よみがえりの聖地へ!] 高森/玲子編著 説話社

291.6/ツ 誰も知らない熊野の遺産　＜ちくま新書＞ 栂嶺/レイ著 筑摩書房

291.6/ツ 素中をゆく[熊野よいとこみてあるき] 辻井/隆昭‖著 地域循環システムデザイン研究所

291.6/ト 熊野古道・南紀・伊勢　＜ブルーガイド＞　第7版 実業之日本社

291.6/ヒ 渡[熊野よ順風に帆を揚げろ] 平野/俊著 文芸社

291.6/ヒ 世界遺産熊野古道を歩く[伊勢から熊野三山へ] 東紀州観光まちづくり公社 伊勢文化舎

291.6/モ くまのみち[世紀末熊野古道名所図会] 森武史　撮影 伊勢文化舎

291.6/ヤ 熊野古道 紀伊山地の霊場と参詣道を歩く 宝島社

291.6 熊野謎解きめぐり[大地がつくりだした聖地] 後/誠介著 はる書房

291/イ はじめてのお伊勢まいり いしかわ/かずたか監修 ビジネス社

291/ウ 聖地巡礼Rising[熊野紀行] 内田/樹著 東京書籍

291/コ 熊野詣[熊野古道を歩く] 講談社編 講談社

291/シ 三重路の自然と生活 新三重風土記刊行会編 創土社

291/ニ 日本歴史地名大系［三重県の地名］（24） 平凡社

291/フ 歩く旅の本[伊勢→熊野] 福元/ひろこ著 東洋出版

291/ブ 南紀・和歌山　＜ブルーガイドニッポン＞（30） 実業之日本社

291/ミ 三重県の姿[航空写真集] 伊勢新聞社出版部編 伊勢新聞社

291/ミ 三重[心とすがた] 三重県芸術文化協会編 第30回国民体育大会三重県実行委員会



291/ル るるぶ南紀伊勢志摩（'14）　＜るるぶ情報版＞ JTBパブリッシング

291/ワ だから行きたい、旅したい!和歌山の本 京阪神エルマガジン社

291.5/ミ おくまの[伝えたい、みえ熊野のいま]（Vol.1～Vol.8） 東紀州地域振興公社 東紀州地域振興公社

295/フ Cuba.Mexicoスケッチ旅日記 藤岡/祐二著 光陽出版社

297/ みえ東紀州自然への招待[アウトドア・ライフを楽しもう]
東紀州地域活性化事業推

進協議会

297/カ 熊野の滝 企画集団B・G・K(かまん・くまの)

297/コ 古道紀行 熊野路 小山/和著 保育社

297/ノ 三重県紀伊国北牟婁郡地誌 野地/義智編 名著出版

297/ヒ 熊野古道[甦る神々の道]　＜くろしお文庫＞ 伊勢志摩編集室　編 東紀州地域活性化事業推進協議会

297/ヒ みえ東紀州自然への招待＜くろしお文庫＞ 東紀州地域活性化事業推進協議会

297/ヒ みえ東紀州の旅[東紀州まるごとガイドブック] 東紀州地域活性化事業推進協議会

297/フ 尾鷲・東紀州・熊野の山２５山 福井正身著 たぬき出版

297/マ 熊野回廊 槇野/尚一著 京都書院

297/ミ 熊野TODAY 疋田/真臣[ほか]編 はる書房


