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【隠岐の島町】
092.91/58/1 西郷町誌　上巻 西郷町誌編纂委員会 西郷町 1975（S50)
092.91/58/2 西郷町誌　下巻 西郷町誌編纂委員会 西郷町 1976（S51)
092.91/103 布施村誌 布施村誌編纂委員会 布施村 1986（S61)
092.91/124 五箇村誌 安部勝 五箇村 1989（H1)
092.91/129 都万村誌 都万村 都万村 1990（H2)
【隠岐、島前】
092.1/60 海士町史 田邑二枝 海士町 1974（S49）
092.1/156 隠岐　西ノ島の今昔－町誌－ 西ノ島町 西ノ島町 1995（H7）
092.91/16 知夫村誌 横山弥四郎 知夫村役場 1960（S35)
092.91/206 新修　知夫村誌 知夫村誌編纂委員会 知夫村 1996（H8)
【安来市】
092.91/54 安来市誌 安来市誌編纂委員会 安来市教育委員会 1970（S45）
092.91/218/1 安来市誌　上 安来市誌編纂委員会 安来市 1999（H11)
092.91/218/2 安来市誌　下 安来市誌編纂委員会 安来市 1999（H11)
092.1/35/1 広瀬町史　上巻 広瀬町史編纂委員会 広瀬町 1968（S43)
092.1/35/2 広瀬町史　下巻 広瀬町史編纂委員会 広瀬町 1969（S44)
092.1/23 伯太町史 伯太町史編纂委員会 伯太町 1962（S37）
092.1/23/B 伯太町史〔改訂〕 伯太町史編纂委員会 伯太町 1962（S37）
092.1/200/1 伯太町誌　上巻 伯太町教育委員会 伯太町教育委員会 2001（H13)
092.1/200/2 伯太町誌　下巻 伯太町教育委員会 伯太町教育委員会 2001（H13）
【松江市】
092.92/3 松江市誌 野津静一郎 松江市 1941（S16）
092.92/26 新修松江市誌 松江市誌編纂委員会 松江市 1962（S37）
092.92/152 松江市誌－市制施行100周年記念－ 松江市誌編纂委員会 松江市 1989（H1）
092.2/176/2-5-1 松江市史　史料編５　近世１ 松江市史編集委員会 松江市 2011(H23)
092.2/176/2-2 松江市史　史料編２　考古資料 松江市史編集委員会 松江市 2012(H24)
092.2/176/2-3-1 松江市史　史料編３　古代・中世１ 松江市史編集委員会 松江市 2013(H25)
092.2/176/2-6-2 松江市史　史料編６　近世２ 松江市史編集委員会 松江市 2013(H25)
092.2/176/2-4-2 松江市史　史料編４　中世２ 松江市史編集委員会 松江市 2014(H26)
092.2/176/2-11-S 松江市史　史料編１１　絵図・地図 松江市史編集委員会 松江市 2014(H26)
092.92/88/1 島根町誌　本編 島根町誌編纂委員会 島根町教育委員会 1987（S62)
092.92/88/2 島根町誌　資料編 島根町誌編纂委員会 島根町教育委員会 1981（S56)
092.92/128/1 美保関町誌　上巻 美保関町誌編纂委員会 美保関町 1986（S61）
092.92/128/2 美保関町誌　下巻 美保関町誌編纂委員会 美保関町 1986（S61）
092.92/28 鹿島町誌 鹿島町誌編纂委員会 鹿島町 1962（S37）
092.92/423 新編鹿島町誌 鹿島町誌編纂委員会 松江市 2007（H19）
092.92/291 八雲村誌 八雲村誌編集部 八雲村 1998（H10）
092.9/18 玉湯町史　上巻 玉湯町 玉湯町 1961（S36）
092.9/18/2 玉湯町史　下巻　1 玉湯町 玉湯町 1982（S57）
092.92/45 宍道町誌 宍道町誌編纂委員会 宍道町 1963（S38)
092.9/79/1 宍道町史　通史編　上巻 宍道町 宍道町 2001（H13）
092.9/79/2 宍道町史　通史編　下巻 宍道町 宍道町 2004（H16）
092.9/79/3 宍道町史　史料編 宍道町 宍道町 1999（H11）
092.92/192 八束町史 八束町教育委員会 八束町教育委員会 1992（H4）
092.92/77 東出雲町誌 東出雲町誌編纂委員会 東出雲町 1978（S53）
【奥出雲町】
092.93/75 仁多町誌 仁多町誌編纂委員会 仁多町 1996（H8)
092.93/15/1 横田町誌 横田町誌編纂委員会 横田町 1968（S43)
092.93/15/2 横田町誌　余禄 横田町誌編纂委員会 横田町 1968（S43)
【雲南市】
092.93/20 大東町誌 大東町誌編纂委員会 大東町 1971（S46）
092.93/105 新大東町誌 大東町誌編纂委員会 大東町 2004（H16）
092.93/31 加茂町誌 加茂町誌編纂会 加茂町 1984（S59)
092.93/23 木次町誌 木次町誌編纂委員会 木次町 1972（S47)
092.93/23/2 新修木次町誌 新木次町誌編纂委員会 木次町 2004（H16）
092.95/21 三刀屋町誌 三刀屋町誌編纂委員会 三刀屋町 1982(S57)
092.95/21/2 三刀屋町誌　第二巻 三刀屋町誌編纂委員会 三刀屋町教育委員会 1999（H11)
092.95/21/3 三刀屋町誌　第三巻 三刀屋町誌編纂委員会 三刀屋町教育委員会 2005（H17）
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092.95/27 掛合町誌 掛合町誌編纂委員会 掛合町誌刊行会 1984（S59)
【出雲市】
092.94/6 出雲市誌 出雲市 出雲市 1951（S26）
092.94/56 出雲市三十年誌 出雲市 出雲市 1972（S47)
092.94/85 出雲市四十年誌 出雲市 出雲市 1982（S57）
092.94/155 出雲市五十年誌 出雲市 出雲市 1992（H4）
092.94/283 出雲市六十年誌 出雲市 出雲市 2002（H14)

092.94/326
市制63年の歩み　あの日あの時　出雲市
制最終年記念

山陰中央新報社 出雲市 2004（H16）

092.94/34 平田市誌 平田市誌編纂委員会 平田市教育委員会 1969（S44)
092.94/34/S 平田市誌　追録 平田市誌編纂委員会 平田市教育委員会 1970（S45）
092.4/14 佐田町史 佐田町教育委員会 佐田町 1976（S51)
092.94/86 多岐町誌 多伎町 多伎町 1978（S53）
092.94/268 湖陵町誌 湖陵町誌編纂委員会 湖陵町 2000（H12)
092.94/145/1 大社町史　上巻 大社町 1991（H3)
092.94/145/3 大社町史　下巻 大社町史編集委員会 大社町 1995（H7)
092.94/145/S-1-1 大社町史　資料編（古代・中世）上巻 大社町史編集委員会 大社町 1997（H9)
092.94/145/S-1-2 大社町史　資料編（古代・中世）下巻 大社町史編集委員会 大社町 1997（H9)
092.94/145/S-1-S 大社町史　資料編（古代・中世）別冊 大社町史編集委員会 大社町 1997（H9)
092.94/145/S-2 大社町史　史料編（民俗・考古資料） 大社町史編集委員会 大社町 2002（H14)
092.4/11 斐川町史 斐川町史編纂委員会 斐川町教育委員会 1972（S47)
092.4/29/1 斐川町史　その後（一） 斐川町教育委員会 斐川町教育委員会 1980（S55）
092.4/29/2 斐川町史　その後（二） 斐川町教育委員会 斐川町教育委員会 1986（S61）
092.4/29/3 斐川町史　その後(三） 斐川町教育委員会 斐川町教育委員会 1997（H9)
【大田市】
092.4/2 おおだ 大田市役所 大田市役所 1961（S36）
092.94/31 大田市誌-十五年のあゆみ- 大田市 大田市 1968（S43)

092.94/90 大田市三十年誌
大田市制三十周年記念
誌編纂事務局

大田市教育委員会 1983（S58）

092.95/74/1 温泉津町誌　上巻 温泉津町誌編纂委員会 温泉津町 1994（H6)
092.95/74/2 温泉津町誌　中巻 温泉津町誌編纂委員会 温泉津町 1995（H7)
092.95/74/3 温泉津町誌　下巻 温泉津町誌編纂委員会 温泉津町 1995（H7)
092.95/74/S 温泉津町誌　別巻 温泉津町誌編纂委員会 温泉津町 1996（H8)
092.95/12 仁摩町誌 仁摩町誌編纂委員会 仁摩町 1972（S47)
【飯南町】
092.95/83/1 頓原町誌　地誌・行政 頓原町誌編纂委員会 頓原町 1997（H9)
092.95/83/2 頓原町誌　歴史 頓原町誌編纂委員会 頓原町 2004（H16）
092.95/83/3 頓原町誌　民俗・文化 頓原町誌編纂委員会 頓原町 2000（H12）
092.5/2 赤来町史 赤来町史編纂委員会 赤来町 1972（S47)
092.5/2/2 赤来町史　続 赤来町史編纂委員会 赤来町 2004（H16）
【美郷町】
092.96/95/1 邑智町誌　上巻 邑智町 邑智町 1978（S53）
092.96/95/2 邑智町誌　下巻 邑智町 邑智町 1978（S53）
092.96/99/1 大和村誌　上巻 大和村誌編纂委員会 大和村教育委員会 1981（S56)
092.96/99/2 大和村誌　下巻 大和村誌編纂委員会 大和村教育委員会 1981（S56)
092.96/99/3 大和村誌　続 続大和村誌編纂委員会 大和村教育委員会 2004（H16）
【江津市】
092.96/102/1 江津市誌　上巻 江津市誌編纂委員会 江津市 1982（S57)
092.96/102/2 江津市誌　下巻 江津市誌編纂委員会 江津市 1982（S57）
092.96/102/3 江津市誌　別巻 江津市誌編纂委員会 江津市 1982（S57)
092.96/44/1 桜江町誌　上巻 桜江町誌編纂委員会 桜江町 1973（S48)
092.96/44/2 桜江町誌　下巻 桜江町誌編纂委員会 桜江町 1973（S48)
【川本町】
092.96/30 川本町誌　地誌編 川本町誌編纂委員会 川本町 1969（S44)
092.96/30/2 川本町誌　歴史編 川本町誌編纂委員会 川本町 1977（S52）
【邑南町】
092.96/123/1 羽須美村誌　上巻 羽須美村誌編纂委員会 羽須美村 1988（S63)
092.96/123/2 羽須美村誌　下巻 羽須美村誌編纂委員会 羽須美村 1988（S63)
092.6/8/1 瑞穂町誌　1集 瑞穂町誌編集委員会 瑞穂町教育委員会 1964（S39)

2 島根県立図書館



市町村誌史　所蔵リスト
 (2014年4月現在）

郷土資料テーマ別リスト

請求記号 書名 著編者 発行所 出版年
092.6/8/2 瑞穂町誌　2集 瑞穂町誌編集委員会 瑞穂町教育委員会 1966（S41)
092.6/8/3 瑞穂町誌　第三集 瑞穂町文化財専門委員 瑞穂町教育委員会 1976（S51)
092.96/40/1 石見町誌　上巻 石見町誌編纂委員会 石見町 1972（S47)
092.96/40/2 石見町誌　下巻 石見町誌編纂委員会 石見町 1972（S47)
【浜田市】
092.96/8 浜田 浜田市役所 浜田市役所 1951（S26）
092.96/46/1 浜田市誌　上巻 浜田市誌編纂委員会 浜田市 1973（S48)
092.96/46/2 浜田市誌　下巻 浜田市誌編纂委員会 浜田市 1973（S49)

092.96/204/1
金城町誌　第1巻-自然編・災害編・人物
編-

金城町誌編纂委員会 金城町 2001（H13)

092.96/204/2 金城町誌　第2巻-行財政編- 金城町誌編纂委員会 金城町 1996（H8)
092.96/204/3 金城町誌　第3巻-行財政続編・宗教編- 金城町誌編纂委員会 金城町 1999（H11)
092.96/204/4 金城町誌　第4巻-教育編- 金城町誌編纂委員会 金城町 1997（H9)

092.96/204/5
金城町誌　第5集-交通編・通信編・生活
編・産業編-

金城町誌編纂委員会 金城町 2002（H14)

092.96/204/6 金城町誌　第6集-歴史編- 金城町誌編纂委員会 金城町 2003(H15）
092.96/204/7 金城町誌　第7集-資料編- 金城町誌編纂委員会 金城町 2003(H15）
092.96/92/1 旭町誌　上巻 旭町教育委員会 旭町 1972（S47)
092.96/92/2 旭町誌　中巻 旭町教育委員会 旭町教育委員会 1985（S60)
092.96/92/2-2 旭町誌　中巻続 旭町教育委員会 旭町教育委員会 1996（H8)
092.96/92/3 旭町誌　下巻 旭町教育委員会 旭町 1982（S57)
092.96/97 弥栄村誌 弥栄村誌編纂委員会 弥栄村 1980（S55）
092.96/38 三隅町誌 三隅町誌編纂委員会 三隅町教育委員会 1971（S46）
【益田市】
092.97/29/1 益田市誌　上巻 益田市誌編纂委員会 益田市 1975（S50)
092.97/29/2 益田市誌　下巻 益田市誌編纂委員会 益田市 1978（S53）
092.7/28 美都町史 鈴政信市 美都町教育委員会 1968（S43)
092.7/14 石見匹見町史 矢富熊一郎 匹見町 1965（S40)
092.97/158/1 匹見町誌　現代編 匹見町誌編纂委員会 匹見町 2007（Ｈ19）
092.97/158/2 匹見町誌　遺跡編 匹見町誌編纂委員会 匹見町 2007（Ｈ19）
【津和野町】
092.7/24/1 津和野町史　第1巻 沖本常吉 津和野町史刊行会 1970（S45）
092.7/24/2 津和野町史　第2巻 沖本常吉 津和野町史刊行会 1976（S51)
092.7/24/3 津和野町史　第3巻 沖本常吉 津和野町史刊行会 1989（H1）
092.7/24/4 津和野町史　第4巻 松島弘 津和野町教育委員会 2005（H17）
092.7/12/1 日原町史　上巻 沖本常吉 日原町教育委員会 1964（S39)
092.7/12/2 日原町史　下巻 沖本常吉 日原町教育委員会 1964（S39)
092.7/12/3 日原町史　近代　上巻 日原町 日原町 1976（S51)
092.7/12/4 日原町史　近代　下巻 日原町 日原町 1979（S54)
092.7/12/5 日原町史　史料 日原町 日原町 1980（S55）
092.7/12/6 日原町史　自然編 宮本巌 日原町教育委員会 1988（S63)
092.7/12/7 日原町史  現代 村上進 日原町教育委員会 2005（H17)
092.7/39/2 六日市町史　第2巻 六日市町 六日市町教育委員会 1988（S63)
092.7/39/3 六日市町史　第3巻 吉賀町 吉賀町 2007（H19)
092.7/59/1 柿木村誌　第1巻 柿木村誌編纂委員会 柿木村 1986（S61）
092.7/59/2 柿木村誌　第2巻 柿木村誌編纂委員会 柿木村 2003(H15）
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