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090.4-14 ふるさと百話 ＮＨＫ松江放送局 S45 ＮＨＫ松江放送局 竹島事件物語
090.4-8 円い水平線 山下政夫 S37 創元社 松島変じて「竹島」
090.5-1 島根評論（大島根評論）第１８巻 S16 18巻2号 島根評論社 濱田藩の竹島事件
090.5-19 島根タイムス５１２〜５３３ 53巻5号 島根タイムス社 竹島問題
090.5-19 島根タイムス５１２〜５３３ 53巻5号 島根タイムス社 竹島問題と島根県
090.5-19 島根タイムス５１２〜５３３ 53巻9号 島根タイムス社 竹島問題　日韓定期閣僚会議

090.5-19 島根タイムス５３４〜５４７ 54巻6号 島根タイムス社

自民党政経文化パーティー、松
江・米子で竹島問題早期解決など
陳情

090.5-19 島根タイムス４０巻 S40 4月号 島根タイムス社 県内事情
090.5-19 島根タイムス４０巻 S40 10月号 島根タイムス社 島根論壇
090.5-19 島根タイムス４０巻 S40 12月号 島根タイムス社 県内事情

090.5-19 島根タイムス５１２〜５２３ 52巻3号 島根タイムス社
「竹島」に最大努力　二百カイリ問
題で知事答弁

090.5-19 島根タイムス５１２〜５２３ 52巻3号 島根タイムス社
領土権と安全操業求め　恒松知
事が陳情（竹島問題）

090.5-49 （月刊）山陰　１２〜１６号 S52 ５月号 ＡＦ企画 領海200カイリ問題と竹島
092-1 島根叢書　第２編 奥原碧雲 S8 第2編 島根縣教育會 竹島沿革考

092-62ー3
新修島根県史　資料編　３　近世
下 S40 島根県 朝鮮竹島渡航始末記

092-62ー4
新修島根県史　資料編　４　近代
上 S41 島根県 県の分合　区域　人口

092-70 激動二十年　島根県の戦後史 柳本見一 S40 毎日新聞西部本社 竹島
092-78 島根の暦 ＮＨＫ松江放送局 S40 報光社 竹島とアシカ漁
092 -170 米子の歴史 伯耆文化研究会 S42 伯耆文化研究会 荒尾氏統治の時代
092-288 山陰の年輪 内藤正中 S50 創樹社 竹島の領土編入

092-315
事件を追って戦後島根の軌跡　第
２集 西尾忠良 S53 松江写真植字社

思いもかけなかった宝　敗訴で終
わった辻の告訴、爆死した韓国漁
夫20数名

092-344 亀山　１〜５号 浜田市文化財愛護会 S49 3号 浜田文化財愛護会 竹島事件関係

092-344 亀山　１１〜１５号 児島俊平 S61 13号 浜田文化財愛護会
会津屋八右衛門・竹島密貿易事
件の真相

092-344 亀山　１１〜１５号 森須和男 S62 14号 浜田文化財愛護会 竹島一件について

092-344 亀山　１１〜１５号 河田竹夫 S62 14号 浜田文化財愛護会
竹島事件の受難者　橋本三平と
今津屋八右衛門

092-344 亀山　１１〜１５号 桑原韶一 S63 15号 浜田文化財愛護会 竹島事件を考える

092-344 亀山　１１〜１５号 佐々木徳三郎 S63 15号 浜田文化財愛護会 竹島事件私考　三題

092-344 亀山　１７号 森須和男 H2 17号 浜田文化財愛護会 竹島事件に関する小説及び文献

092-440 郷土石見　７〜８号 三上巌 S56 8号
石見郷土研究懇話
会 竹島一件聞留書について

092-440 郷土石見　第１５〜２０号 森須和男 S61 1６号
石見郷土研究懇話
会

武士を主とした竹島一件考（後
編）

092-440 郷土石見　第１５〜２０号 児島俊平 S61 17号
石見郷土研究懇話
会 石見漁民の竹島（鬱陵島）行

092-440 郷土石見　第２１〜２５号 児島俊平 H1 21号
石見郷土研究懇話
会 隠岐漁民の竹島（鬱陵島）行

092-590
歴史手帖　第８４号　特集　石見
地方の歴史 桑原韶一 S55 ８４号 名著出版 浜田藩と竹島事件の背景

092-1112 歴史読本スペシャル　御家騒動 H1．2 特別増刊 新人物往来社 竹島事件

092-1305 山陰の日朝関係史 内藤正中 H5 報光社
近世山陰の日朝関係史、平和と
繁栄の環日本海交流

092.1-18 竹島関係誌料（一） 島根県広報文書課 S28 島根県広報文書課

092.1-18 竹島関係誌料（二） 島根県広報文書課 S28 島根県広報文書課

092.1-19 竹島の研究
島根県総務部広報文
書課 S29.3

島根県総務部広報
文書課 56
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092.1-20 竹島問題の研究 田村清三郎 S30.5
島根県総務部広報
文書課 99

092.1-26 島根県竹島の新研究 田村清三郎 S40.11 田村清三郎 160
092.1-26b 島根県竹島の新研究 田村清三郎 H8.3 田村清三郎 160
092.1-29 竹島の歴史地理学的研究 川上健三 H8.6. 古今書院 296
092.1-34 竹島史稿 大熊良一 S43.12 原書房 277
092.1-50 隠岐郷土研究　１〜７ 田中豊治 S37 ５号 隠岐郷土研究会 竹島
092.1-58 人生地理学メモアーズ 小林高壽 S49.8 雑艸苑 296
092.1-63 文藝春秋　昭和４０年１１月号 白井喬ニ S40.11 文藝春秋 徳川時代の「竹島」紛争
092.1-64 文藝春秋　昭和４０年１２月号 川上健三 S40.12 文藝春秋 今の竹島・昔の竹島

S52
S62
H8

092.1-79 竹島（獨島）文献目録 S52.12 東京韓国院
092.1-88-1 竹島考　上 江石梁 文政11年刊の複写
092.1-88-2 竹島考　下 江石梁 文政11年刊の複写
092.1-95 領海なき島・竹島＝独島秘史 泉昌彦 S63.12.1 泉昌彦 139

092.1-120-１ 竹島資料　１ 田村清三郎編
大谷九右衛門竹島渡海由来記抜
書控／竹島渡海由来記抜書控

092.1-120-2 竹島資料　２ 田村清三郎編 竹島に関する七箇条返答書
092.1-120-3 竹島資料　３ 田村清三郎編 長生竹島記　ほか
092.1-120-4 竹島資料　４ 田村清三郎編 秘書朝鮮新語
092.1-120-5 竹島資料　５ 田村清三郎編 竹島之書附三通
092.1-120-6 竹島資料　６ 田村清三郎編 阿部四郎五郎一族抜書

092.1-120-7 竹島資料　７ 田村清三郎編 隠岐支庁・竹島・竹島一件書類写

092.1-120-8 竹島資料　８ 田村清三郎編 島根県竹島の研究／竹島の領有
092.1-120-
10 竹島資料　１０ 田村清三郎編

竹島渡海禁制と松島／竹島問題
研究資料

092.1-120-
11 竹島資料　１１ 田村清三郎編 竹島年表　1587〜1954
092.1-120-
12 竹島資料　１２ 田村清三郎編

竹島領有に関する韓国政府の見
解

092.1-120-
13 竹島資料　１３ 田村清三郎編

竹島紛争と国際判例／竹島紛争
島根県竹島の研究／竹島領有を
めぐる日韓両国の歴史上の見解

092.1-120-
14 竹島資料　１４ 田村清三郎編

第50国会衆議院日本国と大韓民
国との間の条約及び協定等に関
する特別委員会議録　1〜10号

092.1-120-
15 竹島資料　１５ 田村清三郎編 竹島関係書簡集　21編
092.1-120-
16 竹島資料　１６ 田村清三郎編 竹島漁猟合資会社関係資料
092.1-120-S 竹島資料 総目次 塚本孝編 田村氏蔵「竹島資料」総目次
092.1-129 竹島の概要 島根県 S40 島根県 6

092.1-130
竹島領有をめぐる日韓両国の歴
史上の見解 森田芳夫 S36.5

外務省情報調査局
調査課 13

092.1-131
安龍福将軍　附：鬱陵島・獨島
來歴

安龍福将軍記念事業
會 S42.1

安龍福将軍記念事
業會 378

092.1-134 島根県人の欝陵島進出 内藤正中 H3.3
島根大学山陰地域
研究総合センター 27

092.1-146
第８４回国会第九部　参議院商工
委員会会議録 参議院商工委員会 S53 第17・18号 参議院商工委員会

092.1-155 竹島考證　上・中・下 H8 エムティ出版 278
092.1-155-2 竹島関係文書集成 H8 エムティ出版 146
092.1-159 大谷家古文書 大谷文子 S59 大谷文子 183
092.1-160 正論　１９９６-５ H8.5 産経新聞社 「竹島不感症」という病根

092.1-161 海外事情　１９９６.１２ 内藤正中 H8.12
拓殖大学海外事情
研究所 竹島問題考

092.1-162
朝鮮研究　１８２　特集　竹島=独
島問題とはなにか 梶村秀樹 S53.9.15 日本朝鮮研究所 竹島＝独島問題と日本国家

092.1-78 竹島（パンフレット）３種類
島根県・島根県竹島
問題解決促進協議会

島根県・島根県竹島
問題解決促進協議
会



092.1-165
欝陵島と因伯　鳥取県の日朝関
係史　１ 内藤正中 H7.10

北東アジア文化研
究２抜刷

鳥取女子短期大学
北東アジア文化総
合研究所 24

092.1-167 史的解明独島（竹島） シン・ヨンハ H9.6.6 インター出版 228
092.1-170 地方自治　第７４号　（竹島１） 速水保孝 S29.2 地方自治 74帝国地方行政学会
092.1-170-2 地方自治　第７５号　（竹島２） 速水保孝 S29.3 地方自治 75帝国地方行政学会
092.1-171 論説　竹島　１〜３ 速水保孝 地方自治 74. 75. 78 帝国地方行政学会 コピー
092.1-172 竹島関係　新聞記事　ほか

092.1-173 竹島調査資料
隠岐支庁管内竹島に関する調査
回報・日本海の竹島について

092.1-174
記事資料　竹島に関する日本政
府の見解 外務省情報文化局 S28.7.14

092.1-175 竹島　写真　３点
092.1-176 竹島の領有 川上健三 S28.8 外務省条約局 82

092.1-178 竹島返還キャンペーンポスター

島根県・島根県竹島
問題解決促進協議
会

092.1-185
隠岐国　周吉　隠地　海士　知夫
郡官有地台帳 島根縣 S28 島根縣

竹島附近地勢及び漁場一覧図・
竹島附近略図

092.1-194
竹島（鬱陵島）をめぐる日朝関係
史 内藤正中 H12 多賀出版

092.1-202 欝陵島と獨島　（韓国語） 宋炳基 H12 檀國大学校 267
092.1-204 日本海と竹島　　日韓領土問題 大西俊輝 H15.1.31 東洋出版 358
092.1-213 独島　竹島韓国の論理 金学俊 H16．5 論創社

092.1-214
竹島は日韓どちらのものか　文春
新書　３７７ 下條正男 H16.4 文藝春秋 188

092.1-219 竹島尖閣列島の本 H17.11 別冊宝島 宝島社

092.6-79 八右衛門とその時代 森須和男 H14 石見学ブックレット 浜田市教育委員会
今津屋八右衛門の竹嶋一件と近
世海運

092.91-11 竹島及欝陵島 奥原福市 M40.5.8 前田得一 87
092.91-80 竹島問題の歴史的考察 山辺健太郎 S40.2 コリア評論   １９６５. コピー

092.91-222
環日本海潮流文化ふしぎな歴史
探索 藤田二郎 H9．2

092.91-222b
環海日本海潮流文化ふしぎな歴
史探索 藤田二郎 H10．5 改訂版

093.1-119 自治研島根　９７〜１２０ とがのたいじ S53 112号
島根地方自治研究
センター

とがのたいじ国会報告（島根にも
深刻な竹島問題

093.1-119 自治研島根　１２１〜１４４ とがのたいじ S54 125号
島根地方自治研究
センター 竹島の領有権問題

093.1-119 自治研島根　１５７〜１８０ 吉原米治 S57 160号
島根地方自治研究
センター 国会報告　竹島問題

093.1-119 自治研島根　２２９〜２５２ 石橋大吉 S63 230号
島根地方自治研究
センター

国会報告　竹島問題と韓国漁船
の不法操業問題

093.1-170 フォトしまね　昭和５４〜５６ 佐々木徳三郎 76号 島根県 竹島事件と八右衛門

093.1-170 フォトしまね　昭和５２〜５３ 田中豊治　ほか 65号 島根県広報協会
県政座談会　貴重な領土　島根の
竹島

093.7-35
島根縣私立教育會雑誌　第２１８
号〜２２９号 学思

島根県私立教育會
雑誌 22８号 島根縣教育會 竹島見聞録

093.7-35
島根縣私立教育會雑誌　第２３０
号〜２４１号 蔵田敬正

島根県私立教育會
雑誌 23１号 島根縣教育會 竹島の渡航

093.7-367 實業補習讀本　甲種１〜４ 島根縣私立教育會 T7 　同文館 竹島探検

095-7
松江工業高等専門学校研究紀要
第１０号 飯塚隆一 S50 10号

松江工業高等専門
学校 竹島問題について

096.6-7 竹島漁業の変遷 速水保孝 S28.8 アジア局第二課 48

096.6-125 竹島漁場調査報告書 竹島の漁場に関する復命書

096.7-55
山陰経済ウィークリー　１８７〜２３
７ S56 Ｓ５６年９月１日号 山陰中央新報社 竹島周辺の経営安定資金

096.9-42 「放送」あの日あの頃 ＮＨＫ松江放送局 H14 ＮＨＫ松江放送局
昭和28年　テレビ放送始まる　緊
張した竹島

097-26 島前の文化財　第２号 隠岐島前教育委員会 S4７ 2号
隠岐島前教育委員
会 竹島并隠岐前後島図

099.1-1069 竹島　連作詩 田村のり子 H9 山陰詩人クラブ

099.3-23 島 駒田信二 S46 筑摩書房 253

099.3-246 竹島を護った男 中村三愛 S53 新人物往来社



099.3-394 間宮林蔵　（講談社文庫） 吉村昭 S62.1 講談社

北東アジア文化研究　第５号 内藤正中 H9 ５号 鳥取女子短期大学 19世紀末うつ陵島と鳥取県

北東アジア文化研究　第７号 内藤正中 H10 ７号 鳥取女子短期大学
元和4年竹島渡海免許をめぐる諸
問題

山陰詩人　II　５8-６１号 田村のり子 H8-9 山陰詩人グループ 島根県竹島の詩１-５

ＡＥＲＡ　アエラ　９６．２．２６ H.8.2.26 朝日新聞社 竹島領有はどちらに分があるか

エコノミスト　９７．１．２７臨増 H.9.1 毎日新聞社 竹島問題

ＳＡＰＩＯ（サピオ）　９６．４．１０ H8.4.10 小学館 竹島潜入！決死のドキュメント

ＴＨＩＳ　ＩＳ　読売　９７．１ 笹島雅彦 H8.1 読売新聞社 北京・香港からの報告

ＴＨＩＳ　ＩＳ　読売　９７．１ 竹内宏 H8.1 読売新聞社 領土問題を経済で読む

週刊朝日　９７．８.１５・２２ H9.8.15・ 22 朝日新聞社 祖国としての竹島．尖閣諸島

週刊朝日　０５．４．８ H17.4.8 朝日新聞社
ヨン様「竹島発言」で揺れるファン
心

週刊金曜日　９６．４．２６ H8.4.26 金曜日
隠岐島からの報告（竹島・独島紛
争）

週刊金曜日　０５．４．８ H17.4.8 金曜日
「竹島条例」問題　地元を無視した
自民党の大物議員

週刊新潮　９６．４．１８ H8.4.18 新潮社
特集　皇民党強行上陸作戦で判
る日本の竹島放棄

週刊新潮　０５．４．７ 桜井よしこ H17.4.7 新潮社
続　「韓国」最新レポート「竹島」領
有権を検証する

週刊新潮　０５．４．１４ H17.4.14 新潮社
「竹島は韓国へ譲ってしまったら」
と書いた論説主幹

週刊新潮　０５．３．３１ H17.3.31 新潮社 「竹島」ＷＡＲＳ！

週刊新潮　９６．３．７ H8.3.7 新潮社
特集　竹島はもう韓国に占領され
ている

週刊新潮　９６．１２．２６ H8.12.26 新潮社
特集　どうする「竹島」はもう韓国
に占領されているぞ

週刊新潮　９６．２．２２ H8.2.22 新潮社 日韓緊迫竹島

週刊ダイヤモンド　９６．２．２４ H8.2.24 ダイヤモンド社 竹島で険悪化した日韓関係

週刊ダイヤモンド　９６．３．９ H8.3.9 ダイヤモンド社
日韓関係を脅かし続ける竹島領
有問題の真相

週刊文春　０４．７．８ H16.7.8 文芸春秋
竹島現地取材　日本の領土が奪
われた！

諸君！９６．４ 岡崎久彦 H8.4 文芸春秋 竹島に冷静な対応を

諸君！９７．１ 深田祐介 Ｈ9.1 文芸春秋 日・韓・台大闘論

正論　９６．５ 鍛冶俊樹 H8.5 産経新聞社 韓国はなぜ竹島にこだわるのか

正論　９６．５ 諸井薫 H8.5 産経新聞社 竹島不感症という病根

世界　９６．４ 山本剛士 H8.4 岩波書店 なぜ今竹島なのか

世界　０５.  ６ 内藤正中 H17.6 岩波書店 竹島は日本固有領土か

中央公論　０４．３ H16.3 中央公論社

特集　周辺国を苛立たせる韓国ナ
ショナリズム　「竹島切手」発行・
「高句麗」歴史認識・反米

中央公論　０４．１０ H16.10 中央公論社 日本の領土・日本の防衛

Ｂａｒｔ (バート）　９７．６．２３ H9.6.23 集英社 韓国軍による竹島上陸作戦


