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　陸奥史談会会長戸沢武氏のご斡旋により，故成田末五郎
先生の遺稿を寄贈して頂くことになったのは，昭和 55年
５月の事である。早速参上して，りんご箱二十箇分の蔵書
と遺稿を頂戴してきた。
　ご存知の如く，成田先生は，昭和 22年県立弘前高女教諭
から市立図書館長となられ，以後 10年間の長きにわたっ
て勤務された方であり，郷土史は勿論，生物学や考古学の
面でも造詣の深い方である。今でも弘前図書館長といえば，
まず成田先生の名を挙げる人の多い事がらも，その業績の
偉大さに思い至るのである。私が茶畑町の自宅を訪ねたの
は，昭和 53年の暮もおしせまったある夜だった。私は，板
柳の松山家にまつわる伝説を聞きに参上したのだが，初対
面にも拘らず，先生の懇切丁寧なその話しぶりには恐縮し
かつ感激した。亡くなられたのは，それから約ひと月後の
ことだった。
　昭和 55年，縁あって図書館に勤務する事になり，あの
折部屋の棚にぎっしりと並んでいた蔵書や草稿が，その儘
そっくり当館へ寄贈頂くことになったというのも，何やら
因縁めいたものを感じた事だった。
　この度，これらの貴重な資料が「成田文庫」として整理
され，目録刊行の運びとなったが，これにより資料活用の
面で大いに便利になった事を慶びたい。ここに，故成田末
五郎先生のご業績を偲び，あわせてご遺族及び整理を担当
された関係職員に深甚の感謝を捧げ，その序とする。

　　昭和 59年９月
　　　　　　　　　　　　弘前市立図書館長　吉村和男

凡例（初版）

１　この目録は，成田文庫の部2143冊を収めたものであ
る。
１　成田文庫は，成田末五郎氏遺族より蔵書の大部分を
寄贈されたもので，成田末五郎氏の著書および講演の原
稿・草稿のほか諸研究の覚書など，また，氏が諸資料よ
り筆写したものが多いのが特色である。
１　図書の分類は，日本十進分類法（新訂６版）により，
その分類項目内の排列は，書名の五十音順とした。
１　書名・著者などの〔　〕は目録者の補足によるもので
あることを示し，（　）は註記的なものである。
１　記載事項は，標題（書名・編著者名）出版事項（出版
地・出版者・出版年・版次）対照事項（冊数・大きさ）
註記事項（内容細目・註記）の順になっている。ただし，
個人伝記資料に限り標目（被伝記者名）をたてた。
１　筆写本は「写」と明記した。これは刊本に対する写本
で手書きのものを意味する。
１　各図書の右端の記号数字（例:KC049-8）は，その図
書の請求記号である。
１　常用漢字表・人名別漢字別表にある漢字については，
その字体に統一するようにつとめた。

１　巻末に書名索引をつけて検索の便をはかった。（＊次
段凡例参照・後註）

第２版（PDF版）凡例

１　初版作成当時、注記としてつけられた現在市町村の所
属は、その後の市町村合併により変更になっている地域
もあるが、今回はそのままとした。

１　分類索引はページとしてつけず、本目録の使用に当た
ってはAdobe Readerの検索機能を利用されるほか、画
面左側の〝しおり〟マークをクリックして索引を表示さ
れたい。

１　書名索引は割愛した。

　　　平成25年10月
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成田文庫目録

000　総記

　　　　　　016　一般図書館

〔青森図書館開館式祝辞〕　　成田末五郎　	 KC016-3
　昭和 28 写　1 封（原稿共）

いわて（岩手県立図書館館報）第 13 号　	 KC016-1
　岩手県立図書館編
　盛岡　編者　昭和 30　66p　A5

岩見文庫保存会規約　	 KC016-4
　昭和 22 謄写　1 枚　26×36

市立函館図書館要覧　函館図書館編　	 KC016-2
　函館　編者　昭和 29　11p　B6

　　　　　　025　解題書目

青森県の郷土資料　成田末五郎	 KC025-1
　写　1 冊　B5

　　　　　　029　蔵書目録

漢籍分類日録　集部　東洋文庫之部	 KC029-1
　東洋学文献センター連絡協議会編
　東京　東洋文庫　昭和 42〔193p〕　B5

　　　　　　049　雑書

折々乃記　成田末五郎	 KC049-8
　昭和 27 ～ 53 写　26 冊　B5，B6
　内容：1 ～ 4（昭和 27 ～ 33 年）5 ～ 19（昭和 33 ～ 41 年）

　新 1 ～ 7（昭和 41 ～ 49 年）新 10（昭和 53 年）

回答録（往復書簡）　成田末五郎	 KC049-16
　写　1 冊　B5

郷土愛（1）　荒川謙治	 KC049-11
　昭和 11　14p　菊（青森県師範学校郷土号第 3 号抜冊）

郷土瑣談　	 KC049-12
　写　1 冊（10 枚）　B5

蛍雪余聞　上，中，下　近衛霞山（篤麿）　		 KC049-1
　東京　陽明文庫　昭和 14　3 冊　半紙　和

雑　	 KC049-6
　写（成田末五郎）1 冊（5 枚）　B5

〔雑集録〕　成田末五郎	 KC049-14
　写　2 冊　B5

雑録　成田末五郎編　	 KC049-3
　写　1 冊　B5

参考抜書　成田末五郎　	 KC049-5
　写　1 冊　B5

［写真帖〕　	 KC049-2
　写真　13 冊　A4

〔新聞切抜帖］　成田末五郎編	 KC049-17
　刊（切抜）　17 冊　A4

随筆集　成田末五郎	 KC049-9
　写　1 冊　B5

話の泉─問題と解答─　成田末五郎	 KC049-15
　写　1 冊　B5

日々雑録集　成田末五郎	 KC049-10
　写　1 冊　B5

弘前一口噺　森矯　	 KC049-7
　写（成田末五郎）1 冊（6 枚）　菊

民主我観　成田末五郎		 KC049-13
　昭和 22 写　1 冊（9 枚）　B5

森矯氏遺稿　成田末五郎編		 KC049-4
　昭和 10 写　1 冊　菊
　註：遺稿の内容目次を記したもの　南朝御遺蹟ニ関スル

研究　郷土史ニ関スル研究　写本類　和歌　雑録は当館
一般郷土資料にあり

　　　　　　050　逐次刊行書　雑誌

月刊東奥　第７巻第 2,7 号　東奥日報社編　	 KC050-4
　青森　編者　昭和 20　1 冊　菊　

津軽雑志　創刊号　津軽郷土会編	 KC050-3
　弘前　編者　昭和 40（謄写）54p　A5

東奥文化　青森県文化財保護協会編　	 KC050-2
　青森　編者　昭和 30 ～ 52　44 冊　A5
　内容：第1～11号（昭和30～33）第12～28号（昭和33

～39）第29～37号（昭和39～43）第40～45，47，48
号（昭和45～52）

美乃里野　No.4 ～ 7　松木明編	 KC050-1
　弘前　編者　昭和 40 ～ 42　1 冊（合本）B5
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明治雑誌　第 1,3 号　明治館編　	 KC050-5
　弘前　明治 22（1889）写　2 冊　半紙

　　　　　　069　博物館

岩木山資料展目録　岩木山資料保存会　	 KC069-4
　昭和 36　1 冊（5 枚）　B5

郷土博物館美術館建設運動　	 KC069-5
　写　1 冊　B5

産業文化館展示資料目録　盛岡市公民館編　	 KC069-3
　盛岡　編者　昭和 34　44p　B5

盛岡市産業文化館　盛岡市産業文化館編　	 KC069-1
　盛岡　編著〔昭和 31〕（謄写）1 冊　B5

盛岡市産業文化館観覧の手引　No.1,2　	 KC069-2
　盛岡市産業文化館編
　盛岡　編者〔昭和 31〕（謄写）2 冊　B6

　　　　　　080　叢書

郷土叢書　相木司良編　	 KC080-1
　弘前　大日本同志会青森県支部　昭和16～18　7冊　A5
　内容：第1輯（勤皇烈士）西館孤清（葛西覧造）第2輯
　義人川崎権太夫（舶末五郎）第3輯　津軽勤皇史前編

（葛西覧造）第4輯　津軽勤皇史後編（葛西覧造）第5
輯　忠烈南部五世勤皇（川合勇太郎）第6輯　佐々木元
俊先生（津軽蘭学の始祖種痘普及の恩人）（竹内運平）
第7輯　津軽勤皇史続篇（葛西覧造）

100　哲学

　　　　　　100　哲学

思想問題の栞（思想講習会記録）	 KC100-1
　成田末五郎
　写　1 冊　菊

　　　　　　148　相法　占い

お墓の建て方　鹿島大賢著　成田末五郎摘録	 KC148-1
　写　1 冊（4 枚）A5

　　　　　　150　倫理学　道徳

養生学叢書　養生会編　　　　	 KC150-2
　弘前　編者　昭和 29　134p　B6
　内容：養生哲学通俗講話（伊東重）我が歴史観（伊東

六十次郎）養生学の国家観（伊東六十次郎）

養生哲学通俗講話　伊東重　	 KC150-1
　弘前　養生会　昭和 3　再版　67p　四六　仮洋

　　　　　　155　国体論　詔勅

日本国体とはどんなものか　田中智学　	 KC155-1
　刊　254p　菊

　　　　　　159　教訓　人生訓

知命記　中村成昌　　	 KC159-2
　嘉永 2（1849）写　1 冊　半紙　和

夜鶴の声・焼野の慈音　武田秀雄　　	 KC159-1
　仙台　仙台中央放送局　昭和 18　59p　B6　仮洋

　　　　　　160　宗教

延宝年間書上寺社縁起誌抄　	 KC160-3
　写（成田末五郎）1 冊　B5（櫛引氏蔵）

寺社因縁誌（津軽一統誌首巻より）　	 KC160-2
　写（成田末五郎）1 冊　菊

寺社御次第　	 KC160-1
　昭和 12 写（成田末五郎）1 冊　菊

津軽古代民族の宗教　上　小野昇之進	 KC160-4
　昭和 51（陸奥新報切抜）1 枚

　　　　　　163　原始宗教

日本に於ける山岳信仰の原初形態　掘一郎	 KC163-2
　東京　神社新報社　昭和 24　58p　B6　仮洋
　（山岳信仰叢書 2）

日本に於ける山岳信仰の考古学的考察	 KC163-2
　大場磐雄	 　
　東京　神社新報社　昭和 23　43p　B6　仮洋
　（山岳信仰叢書 1）

　　　　　　172　神祇

青森県神社庁研修の講演　成田末五郎	 KC172-2
　昭和 40 写　1 冊　B5

稲荷様の話　成田末五郎	 KC172-1
　昭和 25 写　1 冊　B5
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　　　　　　175　神社

〔青森県内神社調〕　成田末五郎	 KC175-51
　写　1 冊　B5

伊勢宮白山堂　	 KC175-11
　写（成田末五郎）1 冊（1 枚）　菊

今別神社について	 KC175-10
　謄写　1 冊（2 枚）B5

岩木山研究 1～ 5　成田末五郎編	 KC175-30
　写　5 冊　菊，四六倍

岩木山神社　成田末五郎	 KC175-14
　写　1 冊（5 枚）B5

岩木山神社縁起略諺解〔下沢保躬〕編　　	 KC175-24
　弘前　編者　明治 12（1879）　1 冊（3 枚）　半紙

岩木山と津軽　成田末五郎	 KC175-33
　昭和 22 写　1 冊（5 枚）　A5

岩木山と津軽　成田末五郎	 KC175-34
　昭和 22 写　1 冊（4 枚）A5

岩木山年譜　成田末五郎編	 KC175-32
　写　1 冊　B5

善知鳥宮　西沢敬秀	 KC175-56
　写（成田末五郎）1 冊（7 枚）　B5

善知神社の由緒　成田末五郎	 KC175-57
　写　1 冊（4 枚）B5

大杵根神社について KC175-48
　謄写　1 枚　B4

尾崎権現（尾崎義男家伝）	 KC175-4
　昭和 43 写（成田末五郎）　1 冊　B5

〔長利家文書〕（長利武久蔵書）	 KC175-5
　昭和 44 複写（感光紙）1 冊　B5

巌鬼山神社訪問録　成田末五郎　戸沢武	 KC175-31
　昭和 27 写　1 冊（6 枚）B5

木造村鎮座三社宮ニ春日神社ノ御分霊ヲ合祀シ三新田神社
卜改称シ尚旧弘前藩主ノ霊魂ヲ祭祀ノ願書	 KC175-18
　高谷豊之助等
　明治 28（1895）24p　四六

北畠氏ニ関係アル神社仏閣	 KC175-7
　写（成田末五郎）1 冊（3 枚）菊

旧神官禄高代数年齢住所調	 KC175-49
　写　1 冊　B5

櫛引八幡宮木彫高麗犬胎内願文	 KC175-16
　昭和 12 写（成田末五郎）1 帖　折本

櫛引八幡宮略記及絵葉書	 KC175-15
　櫛引八幡宮社務所編
　館村（三戸郡）　編者　刊　6 枚

熊野奥照神社調　成田末五郎	 KC175-45
　昭和 16 写　1 冊　菊

熊野奥照神社由緒并沿革大要	 KC175-47
　謄写　1 枚　B4

熊野奥照神社由来　成田末五郎	 KC175-46
　昭和 28 写　1 冊　B5

県社熊野奥照神社　成田末五郎		 KC175-44
　昭和 16（複写）1 冊　美濃

五所神社調　附五所川原八幡宮　成田末五郎　	KC175-28
　写　1 冊　B5

猿賀神社調　成田末五郎　	 KC175-19
　写　1 冊　B5

〔上皇宮社号改一件〕　	 KC175-54
　昭和 41 写（成田末五郎）1 冊（5 枚）（写真共）

神社微細調抄	 KC175-25
　写（成田末五郎）1 冊　菊

堰神社誌　藤本栄　安倍金吾共編　	 KC175-2
　藤崎町　佐藤敬三　昭和 33　再版　18p　A5

堰神由来并神主由緒　明治 4 年　	 KC175-39
　昭和 33 写（成田末五郎）1 冊　B5

相馬村神社古記（安政二年神社微細　社司由緒調書上帳）
　写（成田末五郎）1冊（5枚）B5　	 KC175-29
　
袋宮熊野神社調　成田末五郎　	 KC175-36
　写　1 冊（6 枚）B5

高照神社沿革の概要	 KC175-43
　謄写　1 冊（4 枚）B5

高照神社古文書調査目録　小山連一	 KC175-40
　昭和 40（複写）1 冊　B5



成 田 文 庫 目 録

4

高照神社史料	 KC175-41
　写　2 冊　B5

〔高照神社年譜〕	 KC175-42
　写　4 冊　A5

〔高照神社〕奉献物品録　明治 10 年　寄附係	 KC175-17
　写（成田末五郎）1 冊　菊

高山稲荷参拝記　成田末五郎　	 KC175-9
　昭和 27 写　1 冊　B5

橘神社創建献資募集書　橘神社創建奉賛会編	 KC175-22
　長崎　編者　昭和 11　12p　菊

津軽古今神社考諺解略　下沢保躬編　　　	 KC175-23
　弘前　編者　明治 15（1882）1 冊（9 枚）半紙

東照宮史料　成田末五郎編	 KC175-3
　写（自筆）1 冊　B5

戸建沢神社縁起	 KC175-55
　謄写　1 冊（2 枚）B5

乳井毘沙門堂縁起	 KC175-53
　昭和 33 写（成田末五郎）1 冊　B5

秘用留書　　	 KC175-37
　昭和 33 写（成田末五郎）1 冊　B5
　註：藤崎村堰神宮御用留書

弘前長利家文書　　	 KC175-6
　昭和 44 写（成田末五郎）1 冊　B5

弘前護国神社由来　成田末五郎編	 KC175-20
　写　1 冊（9 枚）菊

弘前市及近郊の神社について	 KC175-21
　昭和 10（弘前高等女学校校友会誌抜刷）〔14p〕　菊

弘前招魂社由緒書	 KC175-50
　刊（昭和）1 冊（2 枚）菊

広峰神社御緒太　附住吉御緒太　成田末五郎	 KC175-8
　写　1 冊　B5

藤崎邑堰神宮由緒書附写	 KC175-38
　昭和 33 写（成田末五郎）1 冊（8 枚）　B5

船魂の事	 KC175-12
　写　1 冊（4 枚）　B5

陸奥国中津軽郡藍内村字富田廃社胸肩神社境内地図
　写（成田末五郎）1枚　28× 40	 KC175-35

陸奥国中津軽郡沢田村字園村廃社神明宮境内地図
　写（成田末五郎）1枚　28× 40	 KC175-27

陸奥国中津軽郡相馬村字川合村社淡島神社境内地図
　写（成田末五郎）1枚　28× 40	 KC175-26
　
山立根本記	 KC175-1
　昭和 31 写（成田末五郎）　1 冊　B5　

山立根本記	 KC175-13
　昭和 38 写（小笠原二郎）1 冊（2 枚）B5

湯船村覚産神調書表控帳	 KC175-52
　天保 13（1842）写　1 冊　半紙　和

　　　　　　176　祭祀

岩木山神社七日堂祭　成田末五郎	 KC176-7
　昭和 29 写　1 冊（4 枚）B5

大祓詞	 KC176-4
　謄写　1 冊（4 枚）B5

御山参詣　成田末五郎	 KC176-5
　昭和 33 写　1 冊（7 枚）B5

御山参詣　成田末五郎	 KC176-6
　昭和 33 写　1 冊　B5

神楽式	 KC176-8
　昭和 30 写（成田末五郎）　1 冊　B5

神楽式弁解　2 巻	 KC176-1
　写　1 冊　半紙　和

神楽式弁解	 KC176-9
　昭和 33 写（成田末五郎）1 冊　B5

古懸御神楽留　安政 3 年～慶応 2 年	 KC176-3
　写　1 冊　半紙　和

堰神宮弐百年祭事勤行次第并配役之覚扣	 KC176-10
　文化 5 年　堰八豊後（安寿）
　昭和 33 写（成田末五郎）　1 冊（5 枚）横長

高岡御神楽諸色諸取覚帳　享保元年	 KC176-2
　享保元（1716）写　1 冊　半紙　和

津軽神楽の解説　津軽神楽保存会編	 KC176-11
　刊　1 枚　18×38
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津軽かぐらの研究　成田末五郎	 KC176-12
　写　1 冊　B5

南部切田神楽由緒記　高木剛	 KC176-13
　三本木　南部切田神楽会　昭和 30　1 冊　B5

　　　　　　180　仏教

三賢一致書　大竜編	 KC180-1
　慶安 2（1649）1 冊　美濃　和

日本仏教の研究（新更特別号第 4 輯）　　　　	 KC180-2
　新更会編
　成田町（千葉県）新更会刊行部　昭和13　342p　菊　

仮洋

　　　　　　185　寺院　僧職

あじゃら山縁起		 KC185-31
　写（成田末五郎）1 冊（5 枚）

阿闍羅山由来	 KC185-11
　昭和 14 写　1 冊（6 枚）菊　B5

岩木山百沢寺旧記（岩木山神社本）	 KC185-4
　複写（感光紙）1 冊　美濃

岩木山百沢寺光明院縁起　　	 KC185-5
　釈朝祐（岩木山神社本）
　複写（感光紙）1 冊　美濃

岩手県花巻の長久禅寺	 KC185-7
　昭和 14 写（成田末五郎）1 枚　菊

円明坊調	 KC185-28

　写（成田末五郎）1 冊（4 枚）菊

大浦山誌　花田正道	 KC185-34
　弘前　海蔵寺　昭和 19　30p　B6

奥州津軽覚勝院由緒書	 KC185-25
　写（成田末五郎）1 冊（3 枚）菊

奥州南部宇曽利山之絵図別当円通禅寺	 KC185-41
　小山寛嶺画
　文政 10（1827）1 枚　59×39

大鰐神岡山高伯寺	 KC185-44
　写　1 冊（2 枚）　B5

大鰐大円寺文書	 KC185-18
　昭和 11 写（成田末五郎）1 冊　菊

清水観音縁記	 KC185-10
　写　1 冊（4 枚）B5

金華山泉光院	 KC185-13
　写　1 冊（2 枚）　B5

組内明細書（津軽真宗東派）明治 12 年	 KC185-27
　写（成田末五郎）1 冊　菊

御当家深秘録抄	 KC185-40
　昭和 28 写（成田末五郎）1 冊　B5

最勝院縁起　附大円寺五重塔　弘前大円寺	 KC185-19
　蔵館大日如来縁起
　写（成田末五郎）1 冊　菊

最勝院本堂建築敷地変更に関する具申書	 KC185-45

　成田末五郎
　昭和 40　1 冊（4 枚）　B5

寺院資料　成田末五郎編		 KC185-14
　写　1 冊（9 枚）　B5

慈覚大師と奥羽の霊場恐山　笹沢善八　　　	 KC185-24
　田名部町（下北郡）　著者　昭和 14　23p　三六

修験道多門院文書について　	 KC185-35
　青森県立図書館編
　青森　編者　昭和 43（謄写）1 冊（5 枚）

常福院縁起（横内村）	 KC185-22
　写（成田末五郎）1 冊（4 枚）　菊

大円寺由緒沿革書上	 KC185-23
　明治 28（1895）写　1 冊　美濃

大行院由緒	 KC185-15
　写（成田末五郎）1 冊　菊

袋宮寺史料	 KC185-21
　写（成田末五郎）1 冊　B5

多門院資料年表	 KC185-3
　謄写　1 冊　B5　仮綴

津軽氏と報恩寺　成田末五郎	 KC185-29
　昭和 29　8p　A5（陸奥史談第 23 輯別刷）

津軽氏と報恩寺　成田末五郎	 KC185-38
　昭和 29 写　1 冊　B5

貞昌寺　成田末五郎	 KC185-26
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　写　1 冊（6 枚）B5

東奥山法峠寺の道しるべ	 KC185-36
　法峠寺護寺会編
　黒石　編者〔昭和 31〕4p　A5

梅林寺関係記録	 KC185-17
　写（成田末五郎）1 冊（1 枚）　菊

必用録（岩木山百沢寺）（岩木山神社本）	 KC185-6
　複写（感光紙）1 冊　美濃

白華山法光禅寺諸来歴記	 KC185-2
　名川町（三戸郡）板垣松三郎　昭和38　33p　四六　仮洋

百沢寺之図・下居宮之図・救聞寺の図　	 KC185-37
　昭和 27 写（成田末五郎）1 舗　80×56

弘前寺院縁起志　中村良之進	 KC185-1
　弘前　著者　昭和 8　132p　菊　仮洋

弘前寺院調　成田末五郎	 KC185-30
　写　1 冊　B5

弘前市寺院調　成田末五郎	 KC185-42
　写　1 冊（4 枚）B5

弘前の寺院	 KC185-43
　謄写　1 冊（2 枚）　B5

普門庵正観世音縁起	 KC185-32
　昭和 12 写（成田末五郎）1 帖　巻子

報恩寺　成田末五郎	 KC185-39
　写　1 冊　B5

本覚寺縁起略伝（始覚山還洞院）神雄四郎編	 KC185-9
　今別村　本覚寺　昭和 4　10p　B6

元大円寺五重塔　中村良之進	 KC185-12
　写　1 枚　菊

山ノ観音（金沢山観音寺）成田末五郎	 KC185-46
　昭和 30 写　1 冊（4 枚）　B5

竜馬山観世音縁起（奥州津軽合浦外浜三厩）	 KC185-8
　釈如現
　刊　1 冊（4 枚）半紙　和

領内寺院調（桜庭秘書抄書）	 KC185-16
　昭和 11　写（成田末五郎）1 冊　菊

領内修験及宮帳（大行院蔵）　	 KC185-33
　昭和 12 写（成田末五郎）1 冊　菊

和徳村不動尊　附専修庵由来　　	 KC185-20
　成田末五郎編
　写　1 冊　B5

　　　　　　186　仏会

五輪塔の解説	 KC186-4
　写（成田末五郎）1 冊（6 枚）B5

修験者ノ用具	 KC186-1
　写（成田末五郎）1 冊（1 枚）B5

大円寺伝大日如来優に就いて　笠原幸雄	 KC186-3
　昭和 39〔15p〕　A5

十日秘仏	 KC186-2

　写　1 冊（3 枚）　菊

　　　　　　188　各宗派

役公行者（尊王護国民衆善導）岩谷白嶺	 KC188-3
　直川村（和歌山県）　著者　昭和 9　130p　四六

黒石円覚寺蔵親鸞上人書翰　成田末五郎　KC188-9
　昭和 43 写　1 冊（7 枚）　B5

〔光阿聖人位牌拓及写真〕	 KC188-14
　（木造町吹原出土弘法寺蔵）　1 袋

金光上人　佐藤堅瑞　	 KC188-13
　柏村（西津軽郡）浄円寺　昭和 30（謄写）　49p　A5

金光上人と摂取院　藤本光幸	 KC188-2
　藤崎町　摂取院　昭和 41　22p　A5

金光上人物語－東奥念仏の始祖－	 KC188-12
　佐藤堅瑞編
　弘前　青森教区　昭和 32　20p　B6

西光寺阿弥陀像調査・金光上人の事蹟　	 KC188-1
　成田末五郎編
　昭和 30 写（自筆）1 冊　B5

釈寂導について回答　平野明観　	 KC188-7
　昭和 8 写　1 冊（4 枚）B5

浄土宗県研修会に講演資料　成田末五郎	 KC188-8
　昭和 48 写　1 冊　B5

〔親鸞御消息〕（浄信房宛）	 KC188-11
　写　1 冊（2 枚）B5
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　註：「おたずねの念仏往生のことは」云々
　黒石市円覚寺所蔵

津軽曹洞宗史序説（資料）　小館衷三	 KC188-10
　謄写　1 冊（2 枚）B5

天海と崇伝	 KC188-4
　写（成田末五郎）1 冊　B5

南朝と日蓮宗	 KC188-6
　写（成田末五郎）1 冊（8 枚）菊

遊行上人略縁起并宝物来由記	 KC188-5
　昭和 37 写（成田末五郎）1 冊　B5

　　　　　　190　キリスト教

切支丹拾書　成田末五郎編	 KC190-1
　写　1 冊　B5

津軽に於けるキリシタン史実と現代カトリック展覧会出品
目録　カトリック教会編	 KC190-2
　弘前　編者　昭和 24（謄写）1 冊　B6

伝道日誌　本多庸一	 KC190-3
　昭和 31 写（成田末五郎）1 冊　B5

200　歴史

　　　　　　202　歴史補助学（考古学　古銭学）

青森県内出土古銭の調査（主として津軽地方）　KC202-42
　成田末五郎
　写　1 冊（5 枚）　B5

青森市沖館千刈発掘古銭拓	 KC202-18
　昭和 12,15（拓）1 通

石川橋上流川原地出土古銭拓	 KC202-21
　昭和 35（拓）1 通

石川町出土の古銭の調査　成田末五郎	 KC202-10
　昭和 35 写　1 冊　B5

岩木村熊島発掘古銭　成田末五郎	 KC202-12
　昭和 31（複写）1 冊（2 枚）B5

蟹田町出土古銭調査　成田末五郎	 KC202-13
　昭和 37 写　1 冊　B5

蟹田町南沢出土の古銭を訪ねて　成田末五郎	 KC202-14
　昭和 38　6p　A5（東奥文化第 24 号抜刷）

紙漉沢方面発掘古刀（拓）	 KC202-48
　拓　1 枚　44×19

黒石市境松十三森辺出土古銭拓	 KC202-31
　昭和 41（拓）1 通

黒石市出土古銭　成田末五郎	 KC202-27
　昭和 41 写　1 冊　B5

結紐状石器に表れたる割符的意味	 KC202-47
　横山将三郎
　京城　著者　昭和 12　6p　菊

考古学雑誌　日本考古学会編	 KC202-52
　東京　編者　昭和 32 ～ 51　4 冊　A5,B5
　内容：第43巻第1～4号　第44巻第1～4号　第47巻第

1,2,4号　第48巻第3,4号　第62巻第3号

考古学集録　成田末五郎編		 KC202-51
　写　1 冊　B5

古銭　3　成田末五郎　	 KC202-7
　写　1 冊　B5

古銭を分類して　安藤光義	 KC202-8
　昭和 32（東奥日報切抜）1 冊（2 枚）　B5

古銭雑録　成田末五郎	 KC202-43
　写　1 冊　B5

〔古銭写真〕	 KC202-53
　写真　1 冊　A4

〔古銭文献〕	 KC202-33
　写　1 冊（5 枚）　B5

古来貨幣表目録草稿（和漢洋）進藤瓢白散史　	KC202-54
　明治 25 以降（1892 ～）写　1 冊（4 枚）　半紙

コリヤーク地方出土の皇宋通宝（宋銭）について
　菊池俊彦	 　KC202-32
　昭和 48（謄写）1 冊（2 枚）　B5

猿賀出土古銭について　八木沢誠次　工藤正　KC202-25



成 田 文 庫 目 録

8

　昭和 36（謄写）23p　B5

猿賀発掘古銭　成田末五郎	 KC202-26
　昭和 36 写　1 冊（3 枚）B5

市浦村十三発掘古銭拓	 KC202-20
　昭和 35（拓）1 通

史蹟と古銭　1，2　成田末五郎	 KC202-2
　写　2 冊　菊

志海苔古銭を語る　市立函館博物館編	 KC202-36
　昭和 45（謄写）1 冊（5 枚）B5

志海苔古銭の流通史的研究　白山友正	 KC202-37
　昭和 46　1 冊　A5（日本歴史第 283 号）

志海苔古銭の流通史的研究補遺　白山友正　	 KC202-38
　昭和 48　22p　A5（函大商学論究第 8 輯別刷）

十三港発掘古銭調査　成田末五郎	 KC202-24
　昭和 36 写　1 冊　B5

銭（歴史公論特輯）　雄山閣編	 KC202-9
　東京　編者　昭和 9　216p　菊

（歴史公論第 3 巻第 13 号）

銭亀古銭と新資料展　市立函館博物館編	 KC202-34
　函館　編者　昭和 45　14p　B5

大小の考古学　今井富士雄	 KC202-46
　昭和 44〔14p〕　B5

津軽地方発掘古銭一覧　附秋田函館	 KC202-41
　成田末五郎

　写　1 冊　B5

津軽地方発掘古銭の研究　成田末五郎	 KC202-5
　写　1 冊　B5

津軽地方発掘古銭の研究　成田末五郎　	 KC202-6
　昭和 13　36p　菊（青森県郷土誌料集第 2 輯抜刷）

南郡竹館村大字唐竹字薬師出土古銭	 KC202-11
　成田末五郎
　昭和 36 写　1 冊（2 枚）B5

西岩木開拓地大ノ平発掘古銭　成田末五郎　	 KC202-3
　昭和 33 写　1 冊　B5

西岩木開拓地発掘古銭拓	 KC202-22
　昭和 33（拓）1 通

西目屋田代より発掘せる古銭　成田末五郎　	 KC202-44
　昭和 20 写　1 冊（4 枚）B5

日本大学考古学通信　第 3 号	 KC202-50
　日本大学考古学会編
　東京　編者　昭和 30　11p　B5

乳井神社附近発掘古銭拓	 KC202-17
　昭和 32（拓）1 通

乳井神社元別当屋敷余里発掘古銭	 KC202-4
　成田末五郎　乳井建雄
　昭和 33（複写）1 冊（6 枚）B5

函館市志海苔町（旧銭亀沢）出土古銭	 KC202-35
　昭和 45 写　1 冊（3 枚）B5

発掘古銭一覧　成田末五郎	 KC202-16
　写　1 冊（4 枚）B5

発掘古銭の研究　成田末五郎	 KC202-1
　写　1 冊　B5

東津軽郡蟹田町南沢字館下出土古銭拓　　　	 KC202-30
　昭和 37（拓）1 通

東津軽郡野内村発掘古銭拓	 KC202-23
　昭和 15（拓）1 通

平賀町大光寺出土古銭調査　成田末五郎	 KC202-28
　昭和 42 写　1 冊（5 枚）B5

平賀町大光寺坊屋敷出土古銭拓	 KC202-29
　昭和 42（拓）1 通

平賀町館山出土古銭　工藤正	 KC202-40
　平賀町　平賀町教育委員会
　昭和 43（謄写）18p　B5

北海道銭亀沢出土古銭について（白山友正氏との書信往復）
　成田末五郎　	 KC202-39
　昭和 45 写　1 冊　B5

埋蔵文化財の取扱いについて	 KC202-15
　昭和 38（謄写）1 冊（9 枚）　B5

南津軽郡大杉村高屋敷発掘古銭拓	 KC202-19
　昭和 14（拓）1 通

目屋長谷川氏所蔵助定刀拓及砂子瀬発掘古銭拓	KC202-45
　拓　1 舗　56×80
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弥生後期の建築発掘（新聞切抜）	 KC202-49
　昭和 47　1 冊（3 枚）B5

　　　　　　204　論文　講演集

東北史学会春季大会発表要旨　昭和 37 年度	 KC204-1
　昭和 37（謄写）15p　B5

　　　　　　205　逐次刊行書　雑誌

歴史　東北史学会編	 KC205-1
　仙台　編者　昭和 28 ～ 34　1 冊（合本）　A5
　目次：第 6 ～ 9,11 ～ 13,15,17,18

　　　　　　209　世界史

世界史年表（世界史講座聴取用）	 KC209-1
　今井登志喜案
　東京　日本放送協会　昭和 16　1 舗　53×77

　　　　　　210　日本

阿保氏文書目録	 KC210-3
　昭和 12 写（成田末五郎）1 冊（8 枚）　菊

〔安東年表〕　成田末五郎編	 KC210-7
　写　1 冊　B5

蝦夷と安倍氏　成田末五郎	 KC210-6
　写　l 冊　B5

蝦夷叛乱　成田末五郎	 KC210-5
　写　1 冊　B5

建国記念日と二月十一日　青森県教師会編	 KC210-14

　弘前　編者　昭和 42　48p　B6

史徴墨宝考証　第 2 編	 KC210-1
　帝国大学編年史編纂掛編
　東京　編者　明治 22（1889）3 冊　美濃　和

重宝記（裏面：永代新雑書）	 KC210-4
　江戸　燕屋弥七　明和 3（1766）1 枚　30×38

南部家文書　吉野朝史蹟調査会（鷲尾順敬）編	 KC210-2
　東京　編者　昭和 14　420p　菊　洋

日本史青森県史対照年表　成田末五郎編	 KC210-13
　写　1 舗　78×109

日本歴史学協会の責任者に尋ねる	 KC210-15
　成田末五郎
　〔昭和 43〕写　1 冊　B5

年表　1101 ～ 1989　成田末五郎編	 KC210-8
　写　1 冊　B5

年表　1321 ～ 1967　成田末五郎編	 KC210-11
　写　1 冊　B5

年表　1601 ～ 1940　成田末五郎編	 KC210-9
　写　1 冊　B5

年表　明治元年～昭和 32 年　成田末五郎編	 KC210-10
　写　1 冊　B5

弘前大学国史研究　弘前大学国史研究会編　	 KC210-16
　弘前　編者　昭和 41 ～ 47（謄写）2 冊　B5
　内容：第 43 ～ 49 号　第 51 ～ 59 号（第 55 号欠）

広峰神社宝蔵御緒太について　2 ～ 4　　　	 KC210-17
　裕光（成田末五郎）
　昭和36,37　1冊（合綴）A5（東奥文化第20,22,23号抜刷）

民族と歴史　第 5 巻第 3 号　	 KC210-12
　民族と歴史編輯所編
　京都　日本学術普及会　大正 10（1921）1 冊　菊

　　　　　　210.2　原始時代　考古学

相内福島城址発掘　成田末五郎　　　　	 KC210.2-14
　昭和 30 写　1 冊　B5

青森県相内村二ツ沼遺跡について─青磁を伴う竪穴調査報
告─　桜井清彦	 KC210.2-17
　昭和 30　11p　B6（史観第 45 冊別刷）

青森県尾上町八幡崎低湿地遺跡発掘調査見聞記
　工藤正　	 KC210.2-108
　昭和 38（謄写）18p　B5

青森県上北郡甲地村長者久保遺跡調査略報　	KC210.2-92
　山内清男　佐藤達夫
　〔昭和 40〕〔12p〕A5（人類科学第 17 集抜刷）

青森県上北郡出土の早期縄文土器　　　	 KC210.2-72
　佐藤達夫　渡辺兼庸
　刊〔5p〕A5（考古学雑誌第 43 巻第 3 号抜刷）

青森県北津軽郡市浦村福島城祉の調査　　	 KC210.2-15
　江上波夫等
　〔昭和 30〕（謄写）1 冊（6 枚）B5

青森県における縄文文化研究の歴史と現況（2）
　渡辺兼庸　	 KC210.2-148
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　昭和 35　3p　A5（東奥文化第 17 号抜刷）

青森県の考古学　青森郷土会編　　　	 KC210.2-150
　青森　編者　昭和43　63p　A5（うとう第70号）

青森県二ッ森貝塚発掘調査概要　　　	 KC210.2-106
　村越潔　小片保
　青森　青森県教育委員会　昭和 37　11p　図版　B5

青森県埋蔵文化財展目録	 KC210.2-8
　青森県立図書館編
　青森　青森県　昭和 43　48p　B5

青森県埋蔵文化財調査日誌　昭和 36 年度		 KC210.2-140
　成田末五郎
　写　1 冊　B5

青森県埋蔵文化財包蔵地調査カード	 KC210.2-139
　成田末五郎
　昭和 36 写　1 冊　B5

青森東部の遺跡調査概報　北林八洲晴	 KC210.2-71
　青森　外ケ浜郷土研究会　昭和 33（謄写）　34p　B5
　（そとがはま第 3 号）

赤石村日照田山横穴の調査　成田末五郎等　KC210.2-22
　昭和 25 写　1 冊　B5

秋田県鹿角郡柴平村小枝指七館遺跡の調査　KC210.2-16
　江上波夫等
　〔昭和 30〕（謄写）1 冊（4 枚）　B5

飯詰村発掘一件　成田末五郎		 KC210.2-11
　昭和 26 写　1 冊（4 枚）B5

石神・蝦ケ館考　平山久夫　佐藤実共著	 KC210.2-93
　五所川原　津軽考古学会　昭和 36　72p　B5

石神Ⅱ号遺跡発掘調査報告　村越潔	 KC210.2-115
　森田村　青森県森田村教育委員会　〔昭和 44〕31p　B5

板碑について　石井真之助　	 KC210.2-47
　昭和 26（謄写）1 冊（3 枚）B5
　附：拓本作製の方法について　板碑拓本展観目録

板碑の諸問題（考古学ジャーナル特集）　	 KC210.2-59
　ニュー・サイエンス社編
　東京　編著　昭和 48　36p　B5
　（考古学ジャーナル No.86）

田舎館遺跡－田舎館式土器を中心に－　	 KC210.2-87
　工藤正
　昭和 33（謄写）1 冊（5 枚）　B5

岩木山麓古代遺跡（昭和 33 年度～昭和 36 年度発掘調査
中間報告書）	 　KC210.2-146
　弘前市教育委員会編
　弘前　編者　昭和 34 ～ 37　4 冊　A5,B5

岩木山新代遺跡（昭和 33 年度～昭和 36 年度発掘調査中
間報告書）　	 KC210.2-5
　弘前市教育委員会編
　弘前　編者　昭和 34 ～ 37　4 冊　A5,B5

岩木山麓古代遺跡（昭和 34 年度・昭和 35 年度発掘調査
中間報告書）	 	KC210.2-123
　弘前市教育委員会編
　昭和 35,36　2 冊　B5

岩木山麓古代遺跡調査図　成田末五郎　	 KC210.2-129

　昭和 35 写　1 舗　136×134

岩木山麓古代遺跡発掘余話　1 ～ 6　	 KC210.2-142
　成田末五郎
　写　1 冊　B5

岩木山麓古代遺跡発掘余話　2,3,5,6　	 KC210.2-143
　昭和36,37　1冊（合綴）A5（東奥文化第9,20,22,23抜

刷）

岩木山麓調査　昭和 32 年 , 33 年　	 KC210.2-135
　成田末五郎
　写　1 冊　B5

岩木山麓発掘写真（昭和 33 年～ 35 年）	 KC210.2-157
　写真　1 冊　A4

岩木山麓発掘調査について（昭和 34 年度に於ける）
　成田末五郎	 KC210.2-137
　昭和 35　1 冊　A5（東奥文化第 16 号抜刷）

岩木山麓発掘調査について（昭和 34 年度に於ける）
　成田末五郎	 KC210.2-136
　昭和 34 写　1 冊　B5

岩手県水沢市権現堂遺跡調査報告　	 KC210.2-112
　桜井清彦　小岩末治
　刊〔8p〕A5（考古学雑誌第 41 巻第 2 号抜刷）

岩手県水沢市杉ノ堂遺跡調査概報　	 KC210.2-78
　桜井清彦　杉山荘平
　〔昭和 36〕1 冊　A5（史観第 61 冊抜刷）

奥羽地方の帯状文土器及び後北Ｂ併行式土器	KC210.2-89
　奥山潤
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　昭和 41〔4p〕B5（北海道考古学第 2 輯別刷）

応永板碑覚書き　畠山三郎太	 KC210.2-58
　謄写　1 冊（7 枚）B5

おのえ　第 5 集　	 KC210.2-98
　尾上中学校郷土科学研究部編
　尾上町　編者　昭和 40（謄写）66p　B5

尾上町古代遺跡（昭 36 年度発掘調査報告書）
　南津軽郡尾上町教育委員会編	 	 KC210.2-110
　刊　24p　B5

貝塚　弘前大学歴史研究部考古学部会編	 KC210.2-147
　昭和 37 謄写　1 冊　B5

蟹田方面拓本	 KC210.2-29
　拓　2 枚

上北考古会誌　1　上北考古会編	 KC210.2-149
　野辺地　編者　昭和 35　8p　B6

紙漉沢遺跡（断面図　平面図）	 KC210.2-128
　写（成田末五郎）1 舗　77×109

紙漉沢村白山堂遺蹟出土品	 KC210.2-155
（昭和 29 年 7 月発掘）
　写真　1 帖　四六倍

紙漉沢村白山堂遺蹟発掘調査概報	 KC210.2-124
　成田末五郎　今井富士雄
　昭和 30（複写）1 冊　B5

亀ケ岡考古館　木造町教育委員会編	 KC210.2-119
　木造町　編者　刊　1 枚　26×38

亀岡吹切沢土器	 KC210.2-12
　昭和 25 写　1 冊（10 枚）　B5

巌鬼山神社元宮址	 KC210.2-26
　写　1 冊（3 枚）　B4

巌鬼山神社元宮祉　成田末五郎	 KC210.2-145
　昭和 35 写　1 冊（7 枚）B5

巌鬼山神社神宝鰐口拓	 KC210.2-68
　昭和 27（拓）1 枚　34×58

菊水ノ壷	 KC210.2-10
　昭和 26（拓）1 枚
　註：赤石村と日照田の問の丘陵地より発掘

〔北津軽郡金木出土の旧石器について〕　	 KC210.2-82
　（英文）松本彦七郎等
　昭和39　1冊　B5（国立科学博物館研究報告第7巻第2

号抜刷）

〔桐生在岩宿出土の旧石器について〕（英文）KC210.2-81
　松本彦七郎等
　昭和39　1冊　B5（国立科学博物館研究報告第7巻第1

号抜刷）

近畿地方縄文後期末から晩期初頭における編年分類の問題
点について　藤井祐介	 KC210.2-88
　昭和 42〔6p〕B5（関西大学考古学研究年報 1 抜刷）

櫛引八幡鰐口拓	 KC210.2-35
　昭和 12（拓）1 舗　68×73

熊野奥照神社境内古碑　	 KC210.2-18
　拓　1 舗　97×51

胡桃館埋没建物発掘調査略報（秋田県鷹巣町所在）
　秋田県教育委員会　鷹巣町教育委員会　	 KC210.2-84
　昭和 42（謄写）1 冊　B5

考古学集刊　第 2 冊　東京考古学会編　	 KC210.2-99
　諏訪　あしかび書房　昭和 24　32p　B5

考古学手帖　第 6 ～ 8,17　塚田光編　	 KC210.2-121
　東京　編者　昭和 34,38　1 冊（合本）　B5

考古写真　　	 KC210.2-6
　写真　2 冊　A4

荒神山遺跡　成田末五郎	 KC210.2-154
　昭和 42 ～ 44　写　1 冊（図 3 枚）B5

小坂地区弥生式及伴出土器復原図	 KC210.2-120
　〔昭和 39〕（青写真）　1 舗　85×60

古代　第 5 号　早稲田大学考古学会編	 KC210.2-131
　東京　編者　昭和 27　42p　A5

古代の生活（少年少女のための文化史）	 KC210.2-74
　国立博物館編
　東京　朝日新聞文化事業団　昭和 25　18p　B6

骨角製釣針の一般的形式と「鹿角製長軸棒状釣針」の対比
　音喜多富寿	 KC210.2-113
　刊　10p　A5（うとう第 70 号抜粋）

御殿山ケールン群墳墓遺跡について	 KC210.2-90
　藤本英夫
　昭和 36〔10p〕B5（民族学研究第 26 巻第 1 号別刷）

採訪記　昭和 25 年～ 29 年　成田末五郎　	KC210.2-134
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　写　1 冊（10 枚）B5

七戸町南北朝の板碑発掘		 KC210.2-61
　昭和 47（東奥日報夕刊）1 枚　B5

芝山古墳資料集　第 1	 KC210.2-100
　早稲田大学考古学研究室鑑修
　横芝町（千葉）芝山はにわ博物館　刊（写真版）1輯

（4枚）はがき

重要美術品板石塔婆について　成田末五郎　	KC210.2-55
　昭和 17 写　1 冊（3 枚）B5

出土品及発見資料　	 KC210.2-156
　写真　1 帖　四六倍

縄文時代の女人像－謎の土偶－　　　　　	 KC210.2-118
　音喜多富寿
　昭和 47〔21p〕18×18（月刊プレイガイド東北抜刷）

縄紋草創期の諸問題　山内清男　　　　　	 KC210.2-116
　昭和 44〔20p〕B5（MUSEUM 第 224 号別刷）

縄文土器写真集　第 1 集　　　　　　　　　KC210.2-97
　平内町郷土研究会　平内町教育委員会共編
　平内町　編者　昭和 41　30p　B5
　内容：平内町槻の木出土資料

縄文土器における縄の神性とその行方　　	 KC210.2-152
　音喜多富寿
　刊　5p　B5

初発期板碑の調査　千々和実　　　　	 KC210.2-46
　刊〔15p〕A5（武蔵野第 42 巻第 3 号抜刷）

石塔調（紙漉沢　水木在家　坂市　藤沢　相馬　藍内　大助）
　成田末五郎　　	 KC210.2-64
　写　1 冊　B5

石器時代　第 1,2,5 ～ 7 号	 KC210.2-91
　石器時代文化研究会編
　東京　編者　昭和 30 ～ 40　5 冊　B5

前史考　成田末五郎	 KC210.2-36
　写　1 冊（7 枚）　B5

相馬村石堂の石塔図　成田末五郎　　　　	 KC210.21-3
　昭和 27 写　1 枚　27×38

相馬村発掘土器	 KC210.2-67
　写（成田末五郎）1 冊（3 枚）　菊

相馬村向山石碑	 KC210.2-66
　昭和 23（拓）1 枚　80×28

高屋敷遺跡調査報告　成田末五郎	 KC210.2-9
　昭和 44 写　1 冊　B5

〔拓本〕	 KC210.2-30
　拓　6 牧
　内容：東光山五輪寺額　目屋古鏡　目屋清水古刀　艫作

目屋古刀鍔　深浦薬師堂落書　楠公鈴

〔多摩丘陵出土の旧石器について〕（英文）　	 KC210.2-80
　松本彦七郎等
　昭和39　1冊　B5（国立科学博物館研究報告第7巻第1

号抜刷）

津軽郡中古碑図考（享和 2 年）	 KC210.2-38
　写（成田末五郎）1 冊　菊

津軽郡内古碑調（享和 2 年）	 KC210.2-39
　写（成田末五郎）1 冊　菊

津軽地方遺跡調査経過　成田末五郎	 KC210.2-133
　写　1 冊（8 枚）　B5

津軽地方埋蔵文化財調査由来	 KC210.2-132
　成田末五郎
　写　1 冊（8 枚）　B5

津軽・前田野目窯跡	 KC210.2-114
　五所川原市教育委員会編
　五所川原　編者　昭和 43　18p　図版　B5

津軽館址・古城址・板碑・五輪塔・埋蔵文化財調　	 	
　写（成田末五郎）1冊（10枚）　B5	 KC210.2-144

壷の石碑　	 KC210.2-33
　写及刊（新聞切抜）1 冊（5 枚）　B5

史蹟手宮洞窟内の古彫刻　五十嵐鉄　　　	 KC210.2-34
　昭和 15（謄写）16p　四六

天孫古跡探査要訣　荒深道斎　　　　　　　	 KC210.2-1
　東京　道ひらき本部　昭和 47（謄写）再版〔145p〕
　B5　仮洋（道ひらき叢書第 29 巻）

天王山式土器の編年的位置に就いて　	 KC210.2-73
　磯崎正彦
　昭和 31〔13p〕B5（上代文化第 26 輯抜刷）

東北考古学　第 1 ～ 3 輯　東北考古学会編　KC210.2-79
　仙台　編者　昭和 35 ～ 37　3 冊　B5

東北地方における考古学の成果と蝦夷の種族論
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　清水潤三	 KC210.2-77
　刊〔36p〕A5（史学第 33 巻第 2 号抜刷）

東北北部の縄文式に後続する土器　村越潔	 KC210.2-86
　昭和 40　1 冊　B5（弘前大学教育学部紀要第 14 号別刷）

東北北部の新石器時代における海岸線の浸退に関する試論
　村越潔	 　KC210.2-85
　昭和 39　1 冊　B5（弘前大学教育学部紀要第 13 号別刷）

土偶と土面　サントリー美術館編	 KC210.2-117
　東京　編者　昭和 44〔32p〕B5

十腰内（青森県弘前市十腰内縄文式遺跡調査予報）	
　今井富士雄　磯崎正彦共著	 KC210.2-4
　弘前　十腰内遺跡調査団　昭和 44　1 冊　B5

十和田湖西南部（小坂鉱山）の弥生式文化とその後続形態
　奥山潤　安保彰　	 KC210.2-69
　刊　1 冊　A5（考古学雑誌第 49 巻第 2,3 号抜刷）

中津軽郡清水村小沢山崎石碑	 KC210.2-65
　昭和 24（拓）1 枚　70×45

長野県南佐久郡大深山遺跡調査　第 1 回　　KC210.2-75
　八幡一郎
　昭和 35　8p　A5（信濃第 12 巻第 8 号別刷）

長平調査発掘記録　成田末五郎	 KC210.2-24
　昭和 27　1 冊（7 枚）B5

長平村の発掘について（放送原稿）	 KC210.2-25
　成田末五郎
　昭和 27 写　1 冊（8 牧）B5

中別所板碑（拓）弘安 10 年　延文 3 年　	 KC210.2-51
　昭和 16（拓）2 枚　30×127，34×96

中別所板碑調（史蹟指定申請書及調査経過）KC210.2-52
　昭和 16 写及複写　1 冊（5 枚）B5

中別所永仁六年の碑　成田末五郎　	 KC210.2-48
　写　1 冊（5 枚）B5

中別所村板碑群立地ヲ史蹟トシテ指定セラレンコトヲ申請
スル理由　成田末五郎　	 KC210.2-54
　昭和 16 写　1 冊（6 枚）B5

中別所村板碑図説　成田末五郎　　　　	 KC210.2-41
　船沢村　対馬忠郷　昭和 16（謄写）1 冊　半紙倍

中別所村板碑調査資料並考証　成田末五郎	 KC210.2-53
　昭和 16（複写）1 冊　B5

中別所村板碑附近地図　成田末五郎製	 KC210.2-56
　昭和 16 写　1 枚　49×50

〔鳴沢村小屋敷浮田地区遺蹟調査〕	 KC210.2-27
　成田末五郎
　昭和 27 写　1 冊（9 枚）B5

南北時代の板碑　成田末五郎編	 KC210.2-57
　写　1 冊　B5

西岩木山麓に秘められた歴史を探る	 KC210.2-141
　成田末五郎
　写　1 冊　B5

西津軽郡研究踏査（鳴沢　長平　関　大童子　赤石）
　成田末五郎等　	 KC210.2-23

　昭和 26 写　1 冊　B5

西津軽郡関村の古碑　成田末五郎	 KC210.2-37
　写　1 冊（6 枚）B5

白山堂遺蹟発掘	 KC210.2-125
　今井富士雄　成田末五郎
　昭和 31 写　1 冊　B5

白山堂遺蹟発掘	 KC210.2-126
　今井富士雄　成田末五郎
　昭和 31（謄写）1 冊（8 枚）B5

白山堂遺蹟発掘（青森県中津軽郡相馬村紙漉沢）
　今井富士雄　成田末五郎	 KC210.2-96
　昭和 31（謄写）1 冊（8 枚）B5

白山堂発掘資料　成田末五郎	 KC210.2-127
　写　1 冊　B5

函館市外戸井町板碑の研究　補遺共　　　	 KC210.2-45
　白山友正
　昭和 44　34p　A5（函館大学論究第 4 輯別刷）

土師器・須恵器・鉄滓・鑢分布図　　　	 KC210.2-20
　成田末五郎
　写　1 舗　109×152

八戸市金浜発見の草札古甲冑部並に木製箱及フイゴについて
　音喜多富寿		 KC210.2-151
　八戸　八戸郷土研究会　昭和 27　13p　A5

弘前市立考古館要覧　弘前市教育委員会編	 KC210.2-122
　昭和 37　1 枚　27×38
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弘前市立考古館要覧　弘前市教育委員会　	 KC210.2-101
　昭和 40　1 冊（4 枚）B6

再び蝦夷について　清水潤三	 KC210.2-62
　刊　1 冊　A5（史学第 29 巻第 3 号抜刷）

船沢村地内に群立する板碑について　　　	 KC210.2-42
　成田末五郎
　昭和 16〔5p〕A5（青森県文化第 3 巻第 10 号）

北奥古代文化　第 1 ～ 8 号　　　　　　　	 KC210.2-94
　北奥古代文化研究会　編
　弘前　編者　昭和 43 ～ 51　8 冊　B5　仮洋

北海道網走市応永板碑の研究　白山友正	 KC210.2-50
　札幌　北海道文化財保護協会　昭和48　〔15p〕　四六
　（北海道の文化第 29 号別刷）

北海道樽岸遺跡発掘調査報告（予報）	 KC210.2-102
　市立函館博物館編
　函館　編者　昭和 30　33p　B5

北海道戸井町板碑の考古学的研究　　　	 KC210.2-49
　白山友正
　昭和 45〔8p〕A5（北海道の文化第 19 号別刷）
　合綴：成田末五郎書簡控

北海道椴川・十兵衛沢・勝山館遺跡　　	 KC210.2-105
　松崎岩穂　渡辺兼庸
　刊〔16p〕A5（考古学雑誌第 44 巻第 4 号抜刷）

堀之内貝塚発掘　日本人類学会編　　　	 KC210.2-76
　東京　編者　昭和32　76p　B5（人類学雑誌第65巻第5号）

白山堂遺跡・妻の神遺跡発掘調査報告書　	 KC210.2-3

　昭和 50 年度　青森県教育委員会編
　青森　編者　昭和 51〔233p〕B5　仮洋

埋蔵文化財緊急調査計画及遺跡所在地名一覧表
　昭和 36年度　青森県教育委員会編　	 KC210.2-138
　昭和 36 謄写　1 冊　B4

埋蔵文化財調査（昭和 36 年 9 月～ 37 年 10 月）
　写真　1冊　A4	 KC210.2-158

埋蔵文化財分布調査　1　成田末五郎　	 KC210.2-153
　昭和 34 写　1 冊（8 枚）B5

ミクロリス　第 10 号	 KC210.2-103
　明治大学考古学研究会編
　東京　編者　昭和 29（謄写）36p　B5

陸奥考古　2　中村良之進編　	 KC210.2-32
　弘前　編者　昭和 5（石版）1 冊　半紙

陸奥古碑集　中村良之進　	 KC210.2-7
　弘前　著者　昭和 2（謄写）1 冊　半紙　和

陸奥古碑集　中村良之進　　　　　　　　	 KC210.2-44
　弘前　陸奥史談会事務所　昭和48（昭和2刊複製）

107p　菊

陸奥古碑集（抄）中村良之進	 KC210.2-43
　写（成田末五郎）1 冊　菊

女満別式土器について　佐藤達夫　　　　	 KC210.2-95
　〔昭和 39〕〔5p〕B5（ミューゼアム第 157 号抜刷）

目屋及西海岸拓本	 KC210.2-28
　拓　8 枚

目屋大秋村碑　	 KC210.2-13
　昭和 10（拓）1 舗　70×140

最上郡豊里村古鏡其他（拓）	 KC210.2-31
　拓　1 舗　68×65

森田石神・カメコ山・八重菊発掘概報抄　	 KC210.2-21
　早稲田大学考古学研究室
　昭和 26 写　1 冊（9 枚）B5

山形県の古墳　柏倉亮吉　　　　　　　	 KC210.2-2
　山形　山形県文化財保護協会　昭和 28　1 冊　B5　仮洋

八幡崎遺跡－青森県尾上町八幡崎低湿地遺跡の報告－　
　工藤正	 KC210.2-109
　昭和 37（謄写）16p　B5

八幡崎遺跡発掘調査概要	 KC210.2-107
　尾上町教育委員会　編
　尾上町　編者　昭和 39　22p　B5

八幡崎低地遺跡の遺物について	 KC210.2-70
　猿賀中学校
　昭和 32（謄写）1 冊（6 枚）B5

有刃車軸頭雑考　相馬隆	 KC210.2-111
　昭和 44〔9p〕A5（考古学雑誌第 54 巻第 4 号抜刷）

横須賀市平根山遺跡　赤星直忠等	 KC210.2-83
　刊　1 冊　B5
　（横須賀市博物館研究報告人文科学第 2 号抜刷）

四百年以前石碑之銘書上留（享和 2 年）　	 KC210.2-40
　昭和 16 写（成田末五郎）1 冊　A5
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両毛遊記　千々和実　	 KC210.2-60
　昭和 31（謄写）1 冊（4 枚）B5

六ヶ所村周辺の円筒土器　	 KC210.2-104
　二本柳正一　渡辺兼庸
　昭和 34　7p　A5（東奥文化第 13 号抜刷）

早稲田貝塚　角鹿扇三等	 KC210.2-130
　野辺地町　上北考古会　昭和 35　1 冊　B6
　（上北考古会報告１）

和徳稲荷神社境内古碑	 KC210.2-19
　昭和 11（拓）1 舗　128×79

　　　　　　210.3　古代

奥の御館藤原氏と京洛文化の輸入　	 KC210.3-2
　菅野義之助
　〔昭和 12〕刊　1 冊　B5
　（斎藤先生古稀祝賀記念論文集別刷）

古代蝦夷　大山梓　	 KC210.3-3
　昭和 28　7p　A5（下野史学別刷）

古代史の空洞をのぞく　松本清張　	 KC210.3-4
　昭和 48（朝日新聞切抜）1 冊（5 枚）　B5

古代秘史　山根達治　　　　　　　　	 KC210.3-1
　若桜町（鳥取県）著者　昭和 30　20p　A5　仮洋

日本古代史の謎を解く　丹代貞太郎　　　	 KC210.3-5
　昭和 51　1 枚　27×38（青教あしかび第 71 号）

二つの邪馬台国観－白石説と宣長説－　　	 KC210.3-8
　宮崎道生

　昭和 40　1 冊　B5（日本学士院紀要第 23 巻第 2 号別刷）

ホツマツタへ（松本善之助）	 KC210.3-7
　成田末五郎摘要
　写　1 冊（5 枚）　B5

ホツマツタへ抜文　丹代貞太郎	 KC210.3-6
　平賀町　著者　昭和 48（謄写）40p　B5

邪馬台国	 KC210.3-10
　昭和 51（新聞切抜）1 冊　B5　

大和朝廷考　山根達治　	 KC210.3-9
　若桜町（鳥取県）著者　昭和 32　25p　A5

　　　　　　210.4　前期封建時代

岩手訪問録　成田末五郎	 KC210.4-15
　昭和 12 写　1 冊（8 枚）菊

奥州義戦調　成田末五郎	 KC210.4-21
　写　1 冊　菊

（校正）大淵記　繁風軒	 KC210.4-14
　昭和 6（謄写）1 冊　半紙

鬼柳文書　池田長五郎	 KC210.4-4
　昭和 17 写（成田末五郎）1 冊　A5
　（文化第 3 巻第 9,10 号より）

嘉吉軍記（赤松記）	 KC210.4-1
　寛文 9（1669）1 冊　美濃　和

菊水　第 9 巻第 1 号　湊川神社社務所編	 KC210.4-5
　神戸　編者　昭和 16　26p　B5

北畠顕家奥下向に関する二三の疑問	 KC210.4-2
　大島延次郎
　写（成田末五郎）1 冊（3 枚）B5

三戸山崎文書（一名長谷文書）	 KC210.4-16
　写　1 冊　菊

史学雑誌に表れたる南朝研究資料	 KC210.4-10
　写（成田末五郎）1 冊（4 枚）菊

史上より観たる霊山　大島延次郎　	 KC210.4-25
　宮城県女子専門学校郷土研究会　昭和 14　20p　菊
　（郷土研究第 2 輯）

史上より観たる霊山・平泉中尊寺梵鐘考　	 KC210.4-9
　大島延次郎
　宮城県女子専門学校郷土研究会　昭和 14〔30p〕　菊
　（郷土研究第 2 輯）

伊達行朝勤王事歴引用書目録　大槻文彦　	 KC210.4-8
　写　1 冊　菊

伊達行朝勤王事歴抄	 KC210.4-7
〔大槻文彦〕著　成田末五郎抄
　写（成田末五郎）1 冊　菊

津軽地方の義兵　成田末五郎	 KC210.4-24
　写　1 冊（1 枚）菊

東北地方に於ける南朝関係資料	 KC210.4-13
　写（成田末五郎）1 冊　菊

南朝及後南朝史料　第 2 ～ 43 号　	 KC210.4-26
　南朝熊沢史料調査会編
　東京　編者　昭和 32 ～ 36　1 冊（合冊）　A4
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　欠号：第 10，22，30 ～ 32，38 ～ 40 号
　改題：南朝熊沢史料第 1 ～ 14 号

南朝史蹟訪問録（及位 , 豊里 , 福島 , 埋峰）	 KC210.4-17
　成田末五郎
　昭和 12 写　1 冊　菊

南北朝問題始末（国定教科書に於ける）追補	KC210.4-11
　峰間鹿水（信吉）編
　東京　文学協会　昭和 3　増補再版　1 冊　菊

花園上皇誠太子書　元徳 2 年	 KC210.4-6
　謄写　1 冊（3 枚）菊

富士谷勤王遺跡　	 KC210.4-19
　写（成田末五郎）1 冊　菊

峰間信吉の所謂南北両朝対立論撃摧の首唱解決の事功
　刊　1冊　菊	 KC210.4-12
　合綴：責を負うて県下の知己及び父老に謝す（峰間信吉）

吉野朝時代に於ける奥羽の勤王	 KC210.4-3
　池田長五郎
　著者　昭和 11　17p　四六倍

両朝合一後ノ事件　成田末五郎	 KC210.4-23
　写　1 冊　菊

霊山　成田末五郎	 KC210.4-20
　写　1 冊（3 枚）菊

霊山軍記中より	 KC210.4-22
　写　1 冊（4 枚）菊

倭寇と貨幣史　成田末五郎	 KC210.4-18

　写　1 冊　菊

　　　　　　210.5　後期封建時代（江戸時代）

異国船渡来ニ付公儀御書付之写　嘉永 7 年	 KC210.5-7
　嘉永 7（1854）写　1 冊　半紙　和

慶安の乱（由井正雪の乱）  成田末五郎編　	 KC210.5-6
　写　1 冊　菊

〔桜田門事変斬奸書〕（万延元年）	 KC210.5-3
　万延元（1860）写　1 冊　半紙　和

鎖国と開国　古田良一	 KC210.5-4
　刊　12p　菊

斜里殉難藩士関係書類	 KC210.5-8
　写　2 冊　B5

シャリ場所死亡人扣　文化 6 年改	 KC210.5-9
　複写（感光）1 冊（7 枚）横長

徳川時代大名変遷一覧表　吉見文五郎編　	 KC210.5-2
　東京　日本美術書院　昭和 5　3 版　1 舗　46×64

松前箱館御固御法令并御触書留帳　	 KC210.5-5
　寛政 9（1797）写（神又吉）1 冊　半紙　和

〔大和天誅組事変陣取略図〕（文久 3 年）　	 KC210.5-1
　写　1 枚　39×53

　　　　　　210.6　近代

史料明治百年　朝日新聞社編　	 KC210.6-3
　東京　編者　昭和 41　738p　B5

戊辰誌　一戸岳逸編　	 KC210.6-2
　青森　青森通俗図書館　昭和 14　164p　美濃　和

戊辰伏見以来戦死人別（会津藩）	 KC210.6-4
　写（成田末五郎）1 冊（2 枚）B5

明治日記　平尾魯仙（亮致）編	 KC210.6-1
　青森　青森県立図書館　昭和 45　315p　B6
　（青森県立図書館郷土双書 2）

　　　　　　210.7　昭和時代

昭和十四年回顧（東奥日報切抜）　	 KC210.7-1
　昭和 14　1 冊（8 枚）菊

　　　　　　211　北海道地方

中世北海道流通史考－応永板碑と関連して－　	 KC211-2
　白山友正
　昭和 47〔28p〕A5（函大商学論究第 7 輯別刷）

南部陣屋考　村田専三郎編	 KC211-3
　函館　南部陣屋事蹟顕彰会　昭和 49　再版　30p　A5

松前年代記（佐藤蔀蔵書）	 KC211-1
　昭和 12 写（成田末五郎）1 冊　菊

　　　　　　212　東北地方

東北の歴史叢書　東北史学会編	 KC212-1
　仙台　編者　昭和 26 ～ 28　4 冊　A5,B6
　内容：第1編　福島県の歴史（末永正夫等）　第2編　

山形県の歴史（長井政太郎等）　第3編　青森県の歴史
（成田末五郎）第4編　宮城県の歴史（加藤孝等）
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東北文化研究　喜田貞吉編　	 KC212-4
　刊　1 冊（合本）　A5

八戸湊家文書　	 KC212-2
　複写　1 冊（5 枚）　B5

米沢・福島採訪録　成田末五郎　	 KC212-3
　昭和 32 写　1 冊（10 枚）B5

　　　　　　212.1　青森県

会津藩と斗南藩　成田末五郎	 KC212.1-43
　写　1 冊　B5

青森県郷土史研究備要　成田末五郎編　	 KC212.1-40
　青森県職員研修所　刊　12p　A5

青森県郷土史研究備要　成田末五郎編　	 KC212.1-40 イ
　青森県職員研修所　刊　12p　A5

青森県郷土誌料集　第 1 ～ 3 輯	 KC212.1-10
　青森県中央図書館編
　青森　編者　昭和 11 ～ 14　3 冊　四六倍 , 菊　仮洋

〔青森県史資料〕　成田末五郎編　　　　	 KC212.1-46
　写　2 冊　B5

青森県支配の変遷　中学生用　成田末五郎	 KC212.1-44
　写　1 冊　B5

青森県地方史の問題点　成田末五郎	 KC212.1-85
　昭和 44 写　1 冊　B5

青森県の文化　中学生用　成田末五郎	 KC212.1-45
　写　1 冊　B5

青森県の歴史　成田末五郎	 KC212.1-74
　写　1 冊　B5
　註：宝文館刊郷土の歴史東北編の1編として出版した草稿

青森県の歴史　成田末五郎	 KC212.1-96
　仙台　東北史学会　昭和 28　45p　B6
　（東北の歴史叢書第 3 編）

青森県の歴史　中学生用　成田末五郎	 KC212.1-42
　写　1 冊　B5

〔青森県文化財協会研究集会発表要旨〕	 KC212.1-86
　昭和 44 謄写　1 冊　B5

青森県文化の特質と文化財　成田末五郎	 KC212.1-82
　写　1 冊　B5

赤穂義士と津軽藩との関係について	 KC212.1-80
　成田末五郎
　昭和 35　8p　A5（うとう第 50 号抜刷）

浅瀬石落城当時より伝はりし巻物写	 KC212.1-28
　昭和 13 写（成田末五郎）1 冊　半紙

安東氏を中心とした津軽中世史序説	 KC212.1-16
　平山久夫
　昭和 48　1 冊　B6（北奥古代文化第 5 号抜刷）

石井三庵手簡津軽記	 KC212.1-22
　写（成田末五郎）1 冊（10 枚）B5

永禄日記	 KC212.1-3
　写　1 冊　美濃　和
　註：永禄元年～寛保 4 年（1558 ～ 1744）

永禄日記　	 KC212.1-1
　青森　青森県文化財保護協会　昭和31　248p　A5　仮洋

（みちのく双書第1集）

永禄日記	 KC212.1-1 イ
　青森　青森県文化財保護協会　昭和31　248p　A5　仮洋

（みちのく双書第1集）

永禄日記（館越北畠徳本による抄写）　	 KC212.1-2
　青森　青森郷土会〔昭和11〕（謄写）1冊　菊　仮洋
　（青森郷土会叢書第 12 巻）

永禄日記（東京北畠貢本抄録）	 KC212.1-23
　附北畠氏訪問録
　昭和 12 写（成田末五郎）1 冊　菊

永禄日記について　成田末五郎	 KC212.1-4
　昭和 29 写　1 冊　美濃

奥田順蔵翁訪問録　成田末五郎	 KC212.1-29
　昭和 22 写　1 冊（4 枚）B5

奥富士物語目録	 KC212.1-54
　写（成田末五郎）1 冊（10 枚）菊

〔御書付御口達御演説等綴〕　	 KC212.1-102
　明和6～文政12（1769～1829）写　1冊（合綴）半紙

内容：演説（文化8）公儀御書付之写御口達御演説写
（明和6，明和8，天明元）他領者之儀付御締書（文政
9）御演説（郡奉行）御演説（郡奉行）演説（郡奉行）
覚（郡奉行）此度被仰渡書（文政10）諸取引御定書
（文化8）御演説書（文政10）御触書（文政11）養蚕方
御演説書并諸事被仰付向記（文政11）演説　田畑家屋
敷譲渡御聞届帳（文政11）御国産枝葉論（文政11）御
家中諸士江無作法無之様御触書（文政11）御口達并御



成 田 文 庫 目 録

18

演説共写書（文政11）高杉組村々帯刀之者庄屋五人組
迄御免引調帳（文政12）御駄下方之儀被仰付　高杉組
村々帯刀之者并庄屋五人組迄御免引調帳（文政12）御
国産方御触書留帳（文政11）

亀の巻・鶴の巻（三谷句仏翁遺筆）	 KC212.1-71
　三谷句仏（慶輔）
　写　15 冊　A5

木立日記抄	 KC212.1-37
　写（成田末五郎）1 冊　菊

旧江戸藩邸津軽家文書解説　盛田稔	 KC212.1-91
　昭和 37 謄写　1 冊　B5
　合綴：津軽家の文書（盛田稔）

郷史百話　大瀬梅郷	 KC212.1-11
　明治 35（1902）1 冊　横小　和
　註：明治 35 年 1 月より東奥日報に掲載したものの切抜

郷史百話　大瀬梅郷　成田末五郎抄　　　	 KC212.1-48
　写　1 冊（10 枚）菊

郷土講座　成田末五郎	 KC212.1-87
　写　2 冊　B5

郷土史から見た岩木山　成田末五郎	 KC212.1-70
　昭和 16　1 冊　A5（月刊東奥抜刷合本）

郷土の生長　成田末五郎	 KC212.1-95
　写　1 冊　B5

郷土の歴史を探る　資料集	 KC212.1-97
　弘前市立中央公民館編
　昭和 47 謄写　1 冊　B5

駒水物語　巻 1 ～ 5〔珍田祐之丞〕（有敬）　	 KC212.1-7
　青森　青森郷土会　昭和13,14（謄写）5冊　半紙　和
　（青森郷土会叢書第 13 ～ 17 巻）

九戸事件　成田末五郎編	 KC212.1-57
　写　1 冊　菊

愚耳旧聴記〔添田儀左衛門〕（貞俊）	 KC212.1-25
　写　1 冊　美濃　和

黒石藩　成田末五郎	 KC212.1-78
　写　1 冊　B5

献田と買上及下賜品	 KC212.1-99
　写（成田末五郎）1 冊　B5

国史上に於ける中世以前の津軽・津軽関係略年表
　成田末五郎編	 KC212.1-83
　謄写　1 冊（5 枚）B5

国史と津軽　成田末五郎	 KC212.1-103
　写　1 冊　菊

参考文献及資料　成田末五郎	 KC212.1-36
　写　1 冊　B5

思遠会会報　第 1 ～ 8 号　思遠会編	 KC212.1-18
　東京　編者　昭和 10,11　1 冊　菊

思遠会会報　第 2 号　思遠会編	 KC212.1-51
　東京　編者　昭和 11　1 冊　菊

史料及参考文献解説　成田末五郎	 KC212.1-89
　写　1 冊　B5

史料館所蔵史料目録　第 12 集　史料館編　	KC212.1-90
　東京　編者　昭和 41　107p　B5
　内容：陸奥国弘前津軽家文書

図説日本文化地理大系　青森県歴史の部及資料
　成田末五郎	 KC212.1-94
　昭和 35 写　2 冊　B5

第一回郷土誌料綜合集談会要項	 KC212.1-39
　〔青森県郷土会〕編
　昭和 11（謄写）1 冊　菊

館址と津軽三十六大名　平山久夫　　　	 KC212.1-15
　東京　著者　昭和 37（謄写）21p　B5　仮洋

津軽一統志　巻 1 ～ 3　　　	 KC212.1-27
　相坂兵右衛門（則武）伊藤八右衛門（祐則）共編
　写　1 冊　美濃　和

津軽一統志　巻 4 ～ 6　　	 KC212.1-50
　相坂兵右衛門（則武）伊藤八右衛門（祐則）共編
　写　1 冊　半紙　和

津軽一統志　首巻 , 附巻	 KC212.1-52
　写（成田末五郎）2 冊　B5

津軽一統志　第 1 ～ 3	 KC212.1-49
　相坂兵右衛門（則武）伊藤八右衛門（祐則）共編
　写　1 冊　半紙　和

津軽記（石井三庵手簡）	 KC212.1-21
　昭和 16 写（成田末五郎）1 冊　B5

津軽記（津軽一統士）8 巻	 KC212.1-26
　享保 20（1735）写　7 冊　美濃　和
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津軽家文書写真（文部省史料館蔵）	 KC212.1-100
　昭和 35　1 冊　A4

津軽御一代記	 KC212.1-65
　写（成田末五郎）1 冊　B5

津軽古今雑記類幕　下沢保躬編	 KC212.1-20
　弘前　編者　明治 15（1882）26p　四六

津軽古今雑記類纂　下沢保躬編	 KC212.1-63
　弘前　編者　明治 15（1882）26p　四六

津軽古城主（本藩通観録より）	 KC212.1-33
　昭和 29 写（成田末五郎）1 冊　B5

津軽古城主調　成田末五郎編	 KC212.1-34
　写　1 冊　B5

津軽古文書亡失ノ事	 KC212.1-104
　写（成田末五郎）1 冊（2 枚）菊

津軽史〔解題〕	 KC212.1-72
　青森県立図書館（小笠原二郎）編
　青森　編者　昭和 46　67p　A5

津軽氏と最上氏　成田末五郎	 KC212.1-60
　写　2 冊　菊

津軽史拾ひ書	 KC212.1-101
　写（成田末五郎）1 冊　B5

津軽日記（天正 16 年至宝暦 6 年）	 KC212.1-6
　写　1 冊　半紙　和

津軽年代考記	 KC212.1-67

　昭和 12 写（成田末五郎）1 冊（8 枚）菊

津軽の古城と旧家（安田文書より）	 KC212.1-9
　成田末五郎編
　写　1 冊　B5

津軽の古代（本藩通観録第 1 より）	 KC212.1-41
　昭和 29 写（成田末五郎）1 冊　B5

津軽藩政史料展目録（文部省史料館所蔵）　	 KC212.1-93
　〔昭和 42〕18p　B6

津軽藩幕末事情　吉崎勇八	 KC212.1-19
　昭和 30 写（成田末五郎）1 冊　B5

津軽封内城趾考　小友叔雄　	 KC212.1-8
　青森　青森郷土会　昭和 18　263p　A5　仮洋

津軽領主変遷史　成田末五郎編	 KC212.1-35
　写　1 冊　B5
　内容：津軽短歌　附考証（兼松稿本）　郷村帳　開蒼記

抄　ほか

津軽領内平定後の内乱一揆	 KC212.1-53
　写（成田末五郎）1 冊（5 枚）菊

津島家記抄	 KC212.1-76
　写（成田末五郎）1 冊　B5
　註：津島家記とあるが佐藤家記の誤り

東北の歴史　青森県の部　成田末五郎	 KC212.1-88
　昭和 25 写　1 冊　B5

豊臣氏と津軽氏の関係　成田末五郎編	 KC212.1-59
　写　1 冊　菊

浪岡村旧家日記抄・梅田村彦六家日記抄	 KC212.1-24
　写（成田末五郎）1 冊　菊

南部関係調　成田末五郎編	 KC212.1-58
　写　1 冊　菊

南部根源記	 KC212.1-30
　昭和 11 写　1 冊　菊

南部史要抄	 KC212.1-32
　写　1 冊　菊

南部津軽攻合の事	 KC212.1-73
　写（成田末五郎）1 冊（4 枚）菊

南部津軽対照年表　成田末五郎編	 KC212.1-79
　成田末五郎編　B5

南部と津軽　成田末五郎	 KC212.1-75
　写　1 冊　B5

南部由来記	 KC212.1-31
　昭和 11 写　1 冊　菊

信牧公時代　成田末五郎編	 KC212.1-61
　写　1 冊　B5

八番題帳　　	 KC212.1-38
　昭和 24 写　1 冊　B5

浜通り館址　成田末五郎	 KC212.1-77
　写　1 冊　B5

藩精神を探る（津軽藩）　山口久吉　　　　	 KC212.1-62
　昭和 17　1 冊　B5（サンデー毎日第 21 年第 7 号）
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藩政津軽記　成田末五郎編	 KC212.1-66
　写　1 冊　B5

秘草	 KC212.1-55
　写（成田末五郎）1 冊　半紙　和

弘前藩幕末有志青年の行動と明治前半青年の気魄について	
　成田末五郎　　	 KC212.1-81
　〔昭和 35〕8p　A5（陸奥史談第 30 輯別刷）

弘前藩幕末有志青年の行動と明治前半青年の気魄を憶う	
　成田末五郎　　	 KC212.1-84
　昭和 35 写　1 冊　B5

封内事実秘苑抄（為信公代）	 KC212.1-68
　写（成田末五郎）1 冊　菊

封内事実秘苑（抄）明暦 2 年～元禄 8 年 KC212.1-56
　写（成田末五郎）1 冊　B5

北門古史・津軽前史（抄）黒滝儀任　　　	 KC212.1-69
　写（成田末五郎）1 冊　菊

本藩古今通観録　第 1 ～ 11,13,14　　	 KC212.1-13
〔木立要左衛門〕（守貞）
　写　13 冊　美濃　和

本藩濫觴実記〔木立要左衛門〕（守貞）編　	 KC212.1-98
　写　2 冊　半紙　和

本藩濫觴実記	 KC212.1-64
　写（成田末五郎）1 冊　B5

本藩濫觴実記〔木立要左衛門〕（守貞）　　	 KC212.1-12
　写　1 冊　美濃　和

本藩歴年図	 KC212.1-5
　文化 11（1814）写　1 冊　美濃　和 

（郷土誌）陸奥史談　陸奥史談会編	 KC212.1-17
　弘前　編者　昭和 10 ～ 51 41 冊　菊，A5
　内容：第 1 ～ 35 輯　第 36 ～ 45 号
　欠：第 10 輯　第 38,40,44 号

文部省史料館津軽家文書　成田末五郎	 KC212.1-92
　昭和 42 写　1 冊（8 枚）B5

歴史参考図説　大瀬梅郷編	 KC212.1-47
　明治 32（1899）写　1 冊　半紙倍

歴史的風土的背景から見た郷土人	 KC212.1-14
　成田末五郎講演（原稿）
　昭和 36 写　1 冊（4 枚）B5

　　　　　　212.12　青森市　東津軽郡

青森市誌　東北通信社（今田清蔵）　　	 KC212.12-1
　青森　東北通信社　昭和 15　200p　菊　洋

請願書　附後方羊蹄事蹟考	 KC212.12-7
　旧後潟村郷土史研究会編
　昭和 35（複写）1 冊　B5

尻八城址由来について	 KC212.12-4
　後方羊蹄郷土史研究会
　昭和 49　8p　B5

尻八館史跡指定申請に関しての追加申請書　KC212.12-5
　旧後潟村郷土史研究会
　昭和 40（謄写）1 冊（5 枚）B5

原別小笠原家伝承に関する一考察	 KC212.12-3
　小笠原二郎
　青森　小笠原昌衛　昭和 47 複写（感光紙）15p　B5

平内郷土史年表（改訂）鬼柳恵照編	 KC212.12-2
　平内町　編者　昭和 39　78p　B5　仮洋

「弘前藩外港」青森町の発達に関する研究　	 KC212.12-6
　小杉八朗
　昭和 38（謄写）34p　B5

　　　　　　212.13　弘前市　中津軽郡

青柳城実測見取図　成田末五郎等　　　	 KC212.13-12
　昭和 27 写　1 舗　54×76

石川・大沢・取上訪問録　成田末五郎	 KC212.13-19
　昭和 32 写　1 冊（6 枚）B5

石川町文化講座　成田末五郎	 KC212.13-32
　昭和 44 写　1 冊　B5

一ノ渡郷土講座　成田末五郎	 KC212.13-18
　昭和 32 写　1 冊（3 枚）B5

岩木町青年文化講座　成田末五郎	 KC212.13-31
　昭和 44 謄写及写　1 冊　B5

岩木町年表　成田末五郎編	 KC212.13-27
　写　2 冊　B5

狼森郷土史　成田末五郎	 KC212.13-17
　昭和 32 写　1 冊（2 枚）B5

鬼沢村訪問録　成田末五郎	 KC212.13-7
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　昭和 27 写　1 冊（9 枚）B5

紙漉沢附近古蹟図	 KC212.13-10
　謄写　1 枚　21×30

紙漉沢附近古蹟図	 KC212.13-13
　写（成田末五郎）1 舗　80×110

郷土読本中の弘前城改訂意見	 KC212.13-21
　成田末五郎
　写　1 冊（7 枚）菊

三世寺村文化講座　成田末五郎	 KC212.13-16
　昭和 32 写　1 冊（8 枚）B5

下町の歴史　成田末五郎	 KC212.13-28
　写　1 冊　B5

清水村調査　成田末五郎	 KC212.13-1
　写　1 冊　B5

砂子瀬年表　成田末五郎編	 KC212.13-26
　写　1 冊　B5

〔相馬村史資料〕　成田末五郎編	 KC212.13-29
　写　1 冊　B5

〔相馬村郷土資料〕　成田末五郎編	 KC212.13-9
　写　1 冊　B5

〔相馬村資料〕　成田末五郎編　　　　　	 KC212.13-14
　写　24 冊　B5，菊，A5
　内容：第1　相馬村々誌資料　第2　相馬村々誌目録　

第3　相馬村々誌編纂参考文献　第4　相馬村郷土誌編
纂メモ　第5　相馬村戸主氏神家紋宗教調（明治初年ニ

於ケル）第6　相馬村宗教家紋調　第7　相馬村に於け
る宗教寺院別調（明治初年戸籍簿ニヨル）第8　紙漉沢
坂市五所旧名氏神寺院調（明治4年戸籍簿ニヨル）第
9　家紋御寺調査綴（相馬第一尋常小学校）第10　家
紋御寺調査綴（相馬第二尋常小学校）第11　紙漉沢村
名簿（寛文5年及明治6年図式ニヨル）第12　貞享年間
各部落屋敷構の人々　第13　相馬村過去帳（永泉寺之
部）第14　紙漉沢村在籍調（昭和12年）第15　湯口村
在籍調（昭和12年）第16　黒滝村在籍調（昭和12年）
第17〔坂市村在籍調〕第18　五所村戸籍簿（明治19
年）第19　旧家之部　第20　相馬村調査　第21　相馬
村教育資料　第22　相馬村調査記　第23　相馬村中沢
家資料　第24　水木在家村在籍調（昭和12）

相馬村湯口茶臼館之図	 KC212.13-11
　成田末五郎　戸沢武
　昭和 27 写　1 舗　54×76

弘前異聞録　成田末五郎	 KC212.13-20
　写　1 冊（6 枚）菊

弘前市沿革概要　弘前市役所編	 KC212.13-25
　弘前　編者　昭和 13　30p　四六

弘前城ト弘前市（郷土史講）　成田末五郎　	KC212.13-22
　謄写　1 冊（3 枚）A4

弘前城年表　成田末五郎	 KC212.13-23
　写　1 冊　B5

弘前城年譜　成田末五郎	 KC212.13-24
　写　1 冊　B5

弘前城の沿革　成田末五郎	 KC212.13-30
　写　1 冊　B5

弘前と吉田松陰　成田末五郎	 KC212.13-3
　写　1 冊（7 枚）B5

弘前のあゆみ－弘前市歴史年表－　　　　	 KC212.13-8
　弘前図書館編
　弘前　弘前市　昭和 34　16p　B5

藤代村訪問　成田末五郎	 KC212.13-15
　昭和 32 写　1 冊　B5

堀越城調査　成田末五郎	 KC212.13-4
　写　1 冊（10 枚）B5

宮館中別所折笠史蹟　成田末五郎	 KC212.13-2
　写　1 冊　菊

目屋中心研究　成田末五郎	 KC212.13-6
　写　1 冊　B5

目屋文化講座　成田末五郎	 KC212.13-5
　昭和 21 ～ 47 写　1 冊　B5

持寄城の遺蹟について　成田末五郎	 KC212.13-33
　昭和 51 謄写　1 冊（3 枚）B5

　　　　　　212.14　黒石市　南津軽郡

浅瀬石川流域調　成田末五郎　	 KC212.14-7
　写　1 冊　菊

浅瀬石郷土誌　浅瀬石村郷土誌編纂会編　	 KC212.14-17
　浅瀬石村　編者　昭和 22　28p　A5

碇ヶ関　成田末五郎	 KC212.14-10
　昭和 29 写　1 冊　B5
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田舎館文化講座　成田末五郎	 KC212.14-19
　昭和 35 写　1 冊　B5

尾上公民講座　成田末五郎	 KC212.14-20
　昭和 48,49 写　1 冊　B5

王余魚沢ＰＴＡ講演　成田末五郎	 KC212.14-12
　昭和 38 写　1 冊（5 枚）B5

黒石夜ばなし　第 1,2 巻	 KC212.14-1
　みなみや仙骨（鳴海静蔵）
　黒石　みなみ新報社　昭和 34,35　2 冊　B6　仮洋

小峠とその周辺　葛西善一編　	 KC212.14-2
　浪岡町　浪岡文化財保護委員会　昭和 38（謄写）2 冊
　B5（浪岡文化財叢書）

大光寺城	 KC212.14-8
　写（成田末五郎）1 冊（4 枚）菊

大光寺城附近図	 KC212.14-9
　写（成田末五郎）1 枚

大光寺町小史　大光寺町役場編　　　　　	 KC212.14-15
　大光寺町　編者　昭和 18（謄写）1 冊（5 枚）　B5

館城　第 7 号　田舎館村郷土誌研究会編　　KC212.14-3
　田舎館村（南津軽郡）編者　昭和 32（謄写）1 冊　B5
　註：第 8 号まで　以後館城文化となる

館城文化　第 2 ～ 14 集　	 KC212.14-4
　田舎館村郷土誌研究会編
　田舎館村（南津軽郡）編者　昭和 34 ～ 52　13 冊　A5

浪岡研究雑録　	 KC212.14-6

　写（成田末五郎）1 冊（7 枚）菊

浪岡研究資料一覧　成田末五郎編　	 KC212.14-16
　写　1 冊　菊

浪岡史蹟略図　	 KC212.14-14
　謄写　1 枚　28×40

浪岡落城の状況　成田末五郎編　	 KC212.14-5
　写　1 冊　菊

藤崎町遺跡標　成田末五郎　	 KC212.14-13
　昭和 37 写　1 冊（4 枚）B5

孫内大谷訪問（浪岡研究）　成田末五郎　	 KC212.14-11
　昭和 30 写　1 冊（4 枚）B5

老人の禱言　星田弥市編　	 KC212.14-18
　編者　昭和 47　156p　A5

　　　212.15　五所川原市　北津軽郡　西津軽郡

鯵ヶ沢訪問－赤石イゲタ平調査－　	 KC212.15-13
　成田末五郎
　写　1 冊（3 枚）B5

板柳町年表　成田末五郎編　	 KC212.15-20
　写　1 冊　B5

〔板柳〕町のおいたちと文化財　　　　　	 KC212.15-14
　板柳町文化財研究会編
　板柳町　編者　昭和 50　18p　A5

江戸時代の十三湊　佐藤仁　	 KC212.15-21
　昭和 43 謄写　1 冊（5 枚）B5

十三郷土史　巻 3 ～ 5 ノ 1　豊島勝蔵　　　KC212.15-1
　市浦　十三郷土史談会　昭和 30,31（謄写）3 冊　B5
　内容：巻3　十三町奉行篇　巻4　幕末風雲篇　巻5ノ1
　文明開化篇

十三史蹟調　成田末五郎　	 KC212.15-6
　写　1 冊　菊

十三福島城　津軽考古学会編　	 KC212.15-2
　謄写　1 冊（2 枚）　B5

十三村沿革史と盆踊について　成田末五郎　	KC212.15-5
　写　1 冊（5 枚）　B5

実地より観たる十三物語　福士貞蔵　　　	 KC212.15-7
　五所川原　五所川原公民館　昭和 28（謄写）19p　B5

郷土史物語創村の人烟　堀内千蔭　	 KC212.15-10
　岩崎村（西津軽郡）岩崎村役場　昭和28　60p　B6　

仮洋

高楯城史跡研究発表　第 2 号（史料篇）　	 KC212.15-18
　高楯城史蹟保護会編
　五所川原　編者　昭和 50　18p　B5

高楯城抄（秋田孝季家の文献より）	 KC212.15-19
　秋田時季
　五所川原　高楯城史蹟保護会　昭和 46　1 枚　B4

津軽十三湊の研究　古田良一　　　　　　	 KC212.15-3
　昭和31　20p　B5（東北大学文学部研究年報第7号別刷）

東日流外三郡誌　中山法場篇共	 KC212.15-17
　秋田孝季
　謄写　2 冊　B5
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東日流外三郡志　十三港篇　秋田孝季　　	 KC212.15-16
　昭和 46 写（木村実）1 冊　B5

東日流外三郡誌　秋田孝季編　　　　　	 KC212.15-15
　昭和 46 写（成田末五郎）5 冊　B5
　内容：第3巻，第110巻，第140巻　東日流飯積高楯城篇
　追記（和田長三郎）

鳴沢訪問　成田末五郎	 KC212.15-8
　昭和 27 写　1 冊　B5

西海岸採訪　成田末五郎	 KC212.15-11
　写　2 冊　B5　菊

西海岸の研究　成田末五郎　	 KC212.15-12
　写　1 冊　菊

深浦沿革誌　海浦義観　	 KC212.15-9
　深浦　著者　明治 31（1898）44p　四六

古田先生の津軽十三湊の研究に寄せる　	 KC212.15-4
　成田末五郎
　〔昭和 31〕写　1 冊（5 枚）B5

　　　　　212.16　八戸市　十和田市　三沢市　上北郡
　　　　　　 　　　三戸郡

奥南史苑　第 1 ～ 3 号　	 KC212.16-6
　青森県文化財保護協会八戸支部編
　八戸　編者　昭和 31 ～ 33　1 冊（合本）　Ａ 5

三戸地方の研究　成田末五郎　	 KC212.16-4
　写　1 冊　菊

七戸地方郷土史年表　盛田稔　　	 KC212.16-3

　七戸　七戸文化財保護協会　昭和 32　52p　A5　仮洋
（七戸文化財保護協会研究報告第 1 輯）

じゅずかけ　第 2,4,6 号　　　　　　　　	 KC212.16-1
　田子町郷土研究会編
　田子町（三戸郡）編者　昭和35～39（謄写）3冊　A5
　仮洋

南部沿革　成田末五郎　	 KC212.16-7
　写　1 冊　B5

根城（南部五世の誠忠）東奥日報社編　	 KC212.16-2
　青森　編者　昭和 19　32p　B6
　（郷土勤皇烈士先覚者叢書）

八戸地方調　成田末五郎　	 KC212.16-5
　写　1 冊（9 枚）菊

　　　　　　212.17　むつ市　下北郡

うそり　第 2 ～ 5　下北史談会編　　　　　	KC212.17-2
　むつ　編者　昭和 40 ～ 43　1 冊（合本）　A5

下北郡の研究　成田末五郎　	 KC212.17-1
　写　1 冊（9 枚）菊

　　　　　　212.2　岩手県

岩手県中世文書　上 , 中巻　	 KC212.2-1
　岩手史学会（森嘉兵衛）編
　盛岡　編者　昭和 35,38　2 冊　B5　仮洋

三陸地方研究　成田末五郎	 KC212.2-2
　写　1 冊（8 枚）B5

　　　　　　212.4　秋田県

綴子村訪問録　成田末五郎　	 KC212.4-1
　昭和 13 写　1 冊　菊

　　　　　　213　関東地方

横浜文書　横浜市教育委員会編　	 KC213-1
　横浜　編者　昭和 28　33p　B5

　　　　　　280　伝記

人物誌の提唱　成田末五郎　	 KC280-2
　写　1 冊（2 枚）B5

地方偉人推賞の言葉　成田末五郎　	 KC280-1
　写　1 冊（3 枚）菊

　　　　　　281　日本

会津孝子伝　藤田祐詮　　	 KC281-34
　福島　福島県立図書館　昭和 12　1 冊　美濃半

青森県人物辞典草稿　成田末五郎　　　　	 KC281-15
　写　1 冊　B5
　註：青森県人名大事典の草稿　成田末五郎執筆部分

〔板柳町褒賞者履歴〕　	 KC281-33
　写　1 冊　B4

〔岩木町部落別〕家紋並菩提寺　	 KC281-30
　謄写　1 冊（5 枚）半紙
　註：兼平　竜ノ口　真土　鳥井野　如来瀬　大久保　派

立大清水
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御預け人　	 KC281-21
　写（成田末五郎）　1 冊（5 枚）　菊

鎌倉分限帳（内閣文庫本写真）附津軽家文書　	KC281-36
　（文部省史料館蔵本写真）盛田稔撮影
　写真　1 冊　B5

旧藩人名簿　成田末五郎編	 KC281-35
　写　6 冊　B6

郷土が生んだ偉人調　成田末五郎	 KC281-18
　複写　1 冊（2 枚）B5

勤王烈士先覚者顕彰慰霊祭	 KC281-19
　翼賛文化報国会弘前支部
　昭和 18 写　1 冊　B6

勤王烈士先覚者顕彰慰霊祭	 KC28l － 11
　青森県翼賛文化報国会主催
　昭和 18　1 冊（5 枚）　B5

弘藩旧家	 KC281-7
　昭和 13 写（成田末五郎）1 冊　半紙
　註：弘前図書館蔵本による

在京青森県人会名簿　在京青森県人会編	 KC281-2
　東京　編者　昭和 29　25p　B6　仮洋

志士乃栞（工藤忠・山田良政・陳中孚・櫛引武四郎・真崎
甚三郎）	 KC281-12
　新聞切抜　1 冊（8 枚）　B5

人物伝	 KC281-10
　写（成田末五郎）1 冊　B5

〔人物伝資料〕	 KC281-14
　写（成田末五郎）1 冊　B5

為信に関係ある人々　成田末五郎編	 KC281-32
　写　2 冊　B5

中弘人名録　昭和 27 年度	 KC281-1
　青森県人名録出版社編
　弘前　編者　昭和 27　133p　B6　仮洋

津軽古今名臣伝　乳井建福（貢）編	 KC281-9
　写（成田末五郎）1 冊　菊

津軽為信の家臣　成田末五郎	 KC281-31
　写　1 冊　B5

文政年間津軽長者鑑　中村良之進考査　	 KC281-13
　弘前　著者　昭和 6　1 枚（陸奥考古第 4 号附録）

津軽藩勤王ノ事（維新史料第 101 号）	 KC281-26
　写　1 冊（4 枚）B5

津軽藩新知抱異郷人　成田末五郎	 KC281-22
　写　1 冊　B5

津軽藩老職譜	 KC281-5
　昭和 13 写（成田末五郎）1 冊　菊

〔東京青森県人会〕会員名簿	 KC281-4
　昭和 40 年 6 月 30 日現在　東京青森県人会編
　東京　編者　昭和 40（謄写）56p　A5

東京青森県人会名簿　昭和 34 年度	 KC281-3
　東京青森県人会編
　東京　編者　昭和 34　111p　B6　仮洋

南部分限牒・津軽家臣名簿	 KC281-6
　写（成田末五郎）1 冊　菊

信牧公御代より奉公の人々	 KC281-27
　写（成田末五郎）1 冊　菊

八拾参騎	 KC281-29
　写（成田末五郎）1 冊　B5

八拾三騎石高書（文久 2 年）	 KC281-8
　昭和 11 写（成田末五郎）1 冊　菊

八戸南部勤王五世公事歴　森林助	 KC281-25
　八戸　新羅神社社務所　昭和 9　13p　菊

弘前寺院墓碑考（先人の墓碑）島川観水編	 KC281-28
　謄写　1 冊（10 枚）B5

〔弘前市制六十周年記念〕功労者名簿	 KC281-20
　弘前市編
　〔昭和 24〕5p　B6

弘前城の殿様　成田末五郎	 KC281-23
　写　1 冊（6 枚）菊

妙心院様御代御家中分限（元禄 8 年改）	 KC281-24
　写（成田末五郎）1 冊（2 枚）菊

霊山武鑑・霊山軍記　	 KC281-16
　福島　福島県教育会　昭和 8　1 冊　美濃半

歴名士代（抄）	 KC281-17
　写（成田末五郎）1 冊（4 枚）　B5
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　　　　　　288　系譜　家伝　紋章

青森県浪岡史蹟研究家前田喜一郎氏著書　	 KC288-107
　〔北畠良弘〕
　謄写　1 冊　四六
　註：「北畠系図書に対する学者の批判」の追録？

赤松氏調　附有馬氏・広田氏　成田末五郎　KC288-145
　写　1 冊　B5

秋田家文書	 KC288-191
　複写及写（成田末五郎）　1 冊（8 枚）　B5

足立氏調（供奉員）　成田末五郎	 KC288-147
　写　1 冊（2 枚）菊

安倍安東・南部氏・津軽氏略系	 KC288-141
　成田末五郎
　複写　1 冊（3 枚）B5

安倍氏の研究　成田末五郎	 KC288-181
　写　1 冊　B5

〔阿部六兵衛〕家系	 KC288-76
　嘉永元（1848）写　1 冊（6 枚）　半紙

天内関係調　成田末五郎	 KC288-146
　写　1 冊　菊

安東系譜　三浦次麿	 KC288-182
　昭和 45（複写）1 冊（5 枚）B5

安東研究　1 ～ 3　成田末五郎	 KC288-180
　写　3 冊　菊，B5

〔安東氏関係綴〕安東氏と北畠氏	 KC288-212
　写　1 冊　B5

安東氏と北畠氏　成田末五郎編	 KC288-109
　写　1 冊　B5

伊勢関係氏族	 KC288-18
　写（成田末五郎）1 冊　B5

石田氏調	 KC288-144
　写（成田末五郎）1 冊（6 枚）菊

泉山氏調（供奉員）	 KC288-124
　写（成田末五郎）　1 冊（2 枚）　菊

出町氏	 KC288-100
　写（成田末五郎）　1 冊（3 枚）　B5

出町氏調	 KC288-23
　写（成田末五郎）　1 冊（4 枚）　菊

板垣定八家由緒写	 KC288-63
　写　1 冊（8 枚）　B5

〔板柳町諸家由緒〕	 KC288-210
　写　1 冊　B5

一戸三之助資料	 KC288-62
　昭和 35 写（成田末五郎）　1 冊　B5

一町田権之進の事（親類書及系図）	 KC288-50
　写（成田末五郎）　1 冊　B5

井上氏	 KC288-82
　写（成田末五郎）　1 冊（2 枚）　B5

井上氏	 KC288-101
　写（成田末五郎）　1 冊（3 枚）B5

岩館斎藤家文書	 KC288-57
　写（成田末五郎）　1 冊　B5

岩館村斎藤甚助家系	 KC288-96
　写（成田末五郎）　1 枚　菊

宇佐美家記（津軽藩士）	 KC288-5
　昭和 17 写（成田末五郎）　1 冊（3 枚）　菊

宇庭家（宇庭光海）	 KC288-88
　写（成田末五郎）　1 枚　B5

大川氏調査（北秋田郡七座村黒沢）	 KC288-120
　成田末五郎
　昭和 13 写　1 冊　菊

大郷氏調査　成田末五郎	 KC288-199
　昭和 50 写　1 冊　B5

奥州相馬氏	 KC288-30
　写（成田末五郎）1 冊（4 枚）菊

近江源氏調（三上氏・黒土氏・佐々木氏・関氏）　KC288-31
　写（成田末五郎）1 冊　菊

〔大山梓書簡集〕（安東氏関係）	 KC288-213
　成田末五郎宛
　写　3 冊　B5

大湯氏由緒書	 KC288-8
　昭和 12 写（成田末五郎）　1 冊（9 枚）　菊
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小笠原氏調	 KC288-41
　写（成田末五郎）　1 冊（3 枚）　菊

岡文左衛門由緒書	 KC288-95
　複写（成田末五郎）　1 冊（5 枚）　B5

奥乃波岡御所－一貫せる北畠精神－	 KC288-1
　前田喜一郎
　浪岡町（青森県）著者　昭和 20　104p　B6

長利薩摩由緒書（安政 3 年）	 KC288-13
　写（成田末五郎）　1 冊（7 枚）　B5

小友村葛西氏	 KC288-98
　写（成田末五郎）　1 冊　B5

小野有一氏由緒書	 KC288-55
　写（成田末五郎）　1 冊（8 枚）　B5

小山氏調	 KC288-9
　写（成田末五郎）　1 冊　B5

折笠氏調	 KC288-36
　写（成田末五郎）　1 冊　B5

角田氏由緒	 KC288-29
　写（成田末五郎）　1 冊（6 枚）　菊

葛西氏（石巻）	 KC288-85
　写（成田末五郎）　1 冊（5 枚）　B5

可足権僧正筆記・津軽御系図・校正津軽前代系図
　写　1冊　半紙	 　KC288-165

門外佐藤保太郎氏	 KC288-58

　写（成田末五郎）　1 冊（2 枚）　B5

川越氏由緒書（天保 7 年）川越茂吉　	 KC288-49
　昭和 29 写（成田末五郎）　1 冊　B5

関係諸家の調	 KC288-35
　写（成田末五郎）1 冊　B5
　註：花山院・徳川光圀・新田分派・清和源氏・新田氏・

赤松氏・村上源氏・北畠氏・里見氏・松野大学

菊池氏の研究	 KC288-43
　写（成田末五郎）　1 冊（5 枚）　菊

北畠系図書に対する学者の批判　北畠良弘　KC288-106
　著者　昭和 15　52p　四六

北畠家文書－浪岡館野越北畠氏に就て－	 KC288-121
　北畠栄太郎
　弘前　著者　昭和 36　32p　A5

北畠氏史料	 KC288-117
　写（成田末五郎）　1 冊（8 枚）　B5

北畠氏親房卿系譜略	 KC288-123
　写　1 枚　B5

北畠氏の研究　成田末五郎	 KC288-122
　写　1 冊　B5

北畠親房・顕家之後裔　北畠良弘編	 KC288-104
　編者　昭和 15　48p　A5

北畠貞子氏蔵文書	 KC288-113
　昭和 14 写（成田末五郎）　1 冊　菊

北村氏	 KC288-79
　写（成田末五郎）　1 冊（6 枚）　B5

狐森佐野家由緒	 KC288-11
　写（成田末五郎）　1 冊　B5
　附：過去帳（佐野楽翁書）

旧家子孫由緒書（安政 3 年調）	 KC288-38
　昭和 12 写（成田末五郎）　1 冊　菊

旧藩時代の篤農家（岩館村斎藤家）	 KC288-200
　成田末五郎
　写　1 冊　B5

金氏調	 KC288-20
　写（成田末五郎）　1 冊　菊

金氏略系	 KC288-176
　写（成田末五郎）　1 冊（4 枚）　B5

勤王葛西氏系図（仙台藩）	 KC288-17
　写（成田末五郎）　1 冊（10 枚）　菊

勤王南部之研究　成田末五郎編	 KC288-138
　写　1 冊　菊

楠美荘司由緒書	 KC288-34
　写（成田末五郎）　1 冊（6 枚）　B5

〔楠美由緒書〕享和 2 年　楠美荘司	 KC288-206
　写　1 冊　B5

〔楠美〕由緒書（狐森村）嘉永 2 年	 KC288-202
　楠美左五郎
　複写　1 冊　B5
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工藤五族系譜・葛巻家家系録	 KC288-103
　複写（感光紙）　1 冊　A4

工藤氏研究	 KC288-4
　写（成田末五郎）　1 冊（2 枚）　菊

九戸藤吉由緒書	 KC288-78
　写（成田末五郎）　1 冊　B5

供奉員兼平氏調	 KC288-39
　写（成田末五郎）　1 冊（8 枚）　菊

系譜之儀ニ付御尋之御書付十三ケ条ニ対シ相調候趣之書
　昭和 15写（成田末五郎）　1冊　菊	 KC288-161

弘津家々記	 KC288-65
　写（成田末五郎）　1 冊（9 枚）　B5

御当家御系図書	 KC288-172
　昭和 38 写（成田末五郎）　1 冊　B5

御当家御系譜	 KC288-201
　写（成田末五郎）　1 冊（10 枚）　B5

近衛公と津軽氏　成田末五郎	 KC288-160
　写　1 冊　B5

御用達野崎家の世代　野崎正盛	 KC288-3
　昭和 43（複写）　1 冊　美濃

斎藤茂兵衛由緒	 KC288-48
　写（成田末五郎）　1 枚　B5

三枝氏	 KC288-84
　写（成田末五郎）　1 枚　B5

桜田氏家系	 KC288-64
　昭和 40 写（成田末五郎）　1 冊　B5

桜庭氏調	 KC288-24
　写（成田末五郎）　1 冊（6 枚）　菊

笹森勘解由由緒書	 KC288-77
　昭和 43 写（成田末五郎）　1 冊　B5

佐藤只之助系譜（三戸長谷寺）	 KC288-116
　昭和 29 写（成田末五郎）　1 冊（5 枚）　B5

佐藤勇正武由緒書	 KC288-155
　写　1 冊（2 枚）　B5

里見氏調	 KC288-26
　写（成田末五郎）　1 冊　B5

佐野家文書	 KC288-12
　写（成田末五郎）　1 冊　B5

佐野家由緒書（狐森村）	 KC288-205
　写　1 冊　B5

〔沢田〕由緒書（笹館村）天保 14 年	 KC288-203
　沢田佐吉
　複写　1 冊（10 枚）　B5

参考諸家系図（大光寺氏）	 KC288-73
　写（成田末五郎）　1 冊　B5
　註：岩手県立図書館蔵本による

鹿内家之家系図	 KC288-70
　写（成田末五郎）　1 枚　B5

下前村礒野家系	 KC288-61
　昭和 34 写（成田末五郎）　1 冊（6 枚）　B5

七戸氏研究	 KC288-28
　写（成田末五郎）　1 冊　菊

島・鴨由緒	 KC288-27
　写（成田末五郎）　1 冊（5 枚）　菊

下沢略系図	 KC288-68
　昭和 41 写（成田末五郎）　1 冊（2 枚）　B5

諸家由緒（古老遺談） 	 KC288-47
　写（成田末五郎）　1 冊　B5

諸家由緒書	 	KC288-10
　昭和 12 写（成田末五郎）　2 冊　菊
　内容：1　戸田治郎右衛門　小山内越前清宗　唐牛与五

右衛門親綱　吉村九郎兵衛愛宗　宇佐美平治実政　青木
兵左衛門　高瀬祐之進　伊藤勝之助祐友　木村九郎右衛
門　太田幸八　里見六左衛門　工藤助三郎　小山五左衛
門清利　岡本専蔵晴武　柿崎兵助乗房　横山弥門満永　
福士権蔵　斎藤栄作　佐々木金次郎高邦　兼平藤市盛久

　神保三右衛門　堰八太郎兵衛　森内氏　二本柳三郎右衛
門　相馬孫次郎　櫛引源左衛門　須藤要人　建部綾足　
山田彦兵衛　釜萢氏　打越氏　日野氏　2　工藤伴次郎

　阿部勇蔵　一戸多仲　下沢小左衛門　相坂豊後　加藤新
兵衛　菊地氏（本町）　大津屋善左衛門　沖館山谷氏　
日沼村葛西市三郎　樽沢伝太郎　新里村一戸喜兵衛　冶
工森宗の事　進藤氏　今吉太郎氏　船水音太郎　玉田嘉
三郎家系　京屋久兵衛　手塚春亮　紺屋町岡田氏　紺屋
町糸谷氏　浪岡山内氏

諸陵寮職員名簿　昭和 15 年　宮内省編	 KC288-153
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　東京　編者　昭和 15　104p　菊半

〔神〕由緒書（深味村）天保 13 年　神伝蔵　KC288-207
　複写　1 冊　B5

杉沢善治郎由緒書（安政 3 年）	 KC288-52
　写（成田末五郎）　1 冊（3 枚）　B5

杉山系譜写	 KC288-211
　写（成田末五郎）　1 冊（3 枚）　B5

杉山氏（石田三成　大館御前）	 KC288-102
　写（成田末五郎）　1 冊（3 枚）　B5

杉山氏由緒書	 KC288-72
　写（成田末五郎）　1 冊　B5

須ノ原氏調（供奉員）	 KC288-67
　写（成田末五郎）　1 冊（1 枚）　菊

姓氏家系	 KC288-32
　写（成田末五郎）　1 冊　菊
　内容：成田　佐々木　三上　溝口　山内　安田　三浦　

里見　田中　佐藤　兼平　工藤　伊東　曽我　平山　須
原　折笠　本郷　武田　小山氏　神官寺氏　橋本氏　気
比氏　和田氏

堰八氏系譜　成田末五郎	 KC288-184
　昭和 34 写　1 舗　79×110

前代御系譜・前譜・慈公小伝・可足権僧正筆記　
　昭和 12写（成田末五郎）　1冊　菊	 KC288-170

千徳家系図	 KC288-25
　写（成田末五郎）　1 冊（5 枚）　B5

外川家由緒（広船）	 KC288-71
　昭和 42 写（成田末五郎）　1 冊　B5

傍島家記	 KC288-54
　昭和 31 写（成田末五郎）　1 冊　B5

大道寺氏・加藤家	 KC288-91
　写（成田末五郎）　1 冊（4 枚）　B5

竹内氏調	 KC288-33
　写（成田末五郎）　1 冊　菊

多田家由緒書（百沢多田家）	 KC288-7
　昭和 39 写（成田末五郎）　1 冊　B5

多田氏調	 KC288-6
　昭和 13 写（成田末五郎）　1 冊　菊

田中氏・西沢氏	 KC288-90
　写（成田末五郎）　1 冊（6 枚）　B5

田中太郎五郎の事	 KC288-60
　写（成田末五郎）　1 冊（3 枚）　B5

種里訪問　成田末五郎編	 KC288-179
　昭和 25 写　1 冊　B5
　註：簡単な訪問記録と御当家草創記及び津軽家御先祖御

代々誌

玉田勘左衛門	 KC288-83
　写（成田末五郎）　1 冊（6 枚）　B5

津軽安東氏を追って　平山久夫	 KC288-193
　昭和 46（東奥日報切抜）　1 冊（5 枚）　B5
　合綴：本県中世史上の安東氏（宮崎道生）

津軽一族家系調査について　成田末五郎	 KC288-215
　写（複写）　1 冊　B5

津軽大畑村野崎家譜資料	 KC288-94
　写（野崎正盛）　1 冊　B5

〔津軽開墾と平沢家〕成田末五郎　	 KC288-186
　写　1 冊　B5

津軽系図　	 KC288-168
　写　1 冊　B5

津軽家御一族（信牧公～信政公）　	 KC288-209
　（板柳町柏木安田家蔵）
　写　1 冊　B5

津軽家代々御法号　	 KC288-163
　昭和 21 写（成田末五郎）1 冊　B5

津軽家文書展を見て　成田末五郎　	 KC288-196
　昭和 38　4p　A5（陸奥史談第 25 号抜刷）

津軽公戒名之事（佐藤蔀蔵書）　	 KC288-162
　昭和 13 写（成田末五郎）1 冊（8 枚）菊

津軽御先祖之事　	 KC288-173
　複写及写（成田末五郎）1 冊（6 枚）B5

〔津軽御代々之事〕　	 KC288-158
　写（成田末五郎）1 冊（4 枚）菊
　註：岩見文庫本東日流記に附記されている

津軽氏系図　成田末五郎編　	 KC288-167
　写　1 冊　B5
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津軽氏研究　成田末五郎編　	 KC288-159
　写　2 冊　菊 ,B5

津軽先祖之事について（回答）　成田末五郎　	KC288-174
　写　1 冊　B5

津軽為信・大道寺直英・福島正則・松平康元・徳川家康・
豊臣秀吉・石田三成関連系譜　	 KC288-156
　成田末五郎
　写　1 冊（1 枚）B5

〔津軽南部支配の変遷と系図〕成田末五郎　	 KC288-194
　謄写　1 冊（6 枚）B4

津軽藩岩淵氏	 KC288-51
　昭和 28 写（成田末五郎）1 枚　B5

津軽屋形様御先祖次第	 KC288-208
　（板柳柏木安田美智三家蔵文書）
　写　1 冊　B5

津軽屋形様御先祖より之覚	 KC288-164
　写（成田末五郎）1 冊　B5

築館由緒書　築館庄左衛門（忠久）　	 KC288-74
　複写（感光紙）及び写（成田末五郎）1 冊　B5

対馬氏ノ研究　	 KC288-37
　写（成田末五郎）1 冊　菊
　合綴：南部諸士家由緒

坪田繁樹氏家系　	 KC288-69
　写（成田末五郎）1 冊（3 枚）B5

鶴田町当麻姓の調査　	 KC288-157

　写　1 冊　B5

天童氏研究　成田末五郎	 KC288-118
　写　1 冊　菊

〔長牛〕継図（天和 3 年）　長牛小兵衛　	 KC288-204
　写　1 冊　B5

東海氏由緒書　　	 KC288-19
　写（成田末五郎）1 冊　B5

東北ニ於ケル南朝遺臣後裔　成田末五郎　	 KC288-178
　写　1 冊（7 枚）菊

東北の北畠氏　成田末五郎編	 KC288-114
　写　1 冊　B5

土岐家由緒	 KC288-45
　写（成田末五郎）1 冊（8 枚）B5

戸沢氏調	 KC288-21
　写（成田末五郎）1 冊　菊

富岡氏	 KC288-99
　写（成田末五郎）1 冊（3 枚）B5

永井氏家系　成田末五郎	 KC288-198
　写　1 冊　B5

行岳北畠氏　成田末五郎編	 KC288-108
　写　1 冊　菊

〔浪岡北畠氏〕京徳寺過去帳ほか　　　　　	 KC288-115
　写（成田末五郎）1 冊　B5

浪岡北畠氏系譜対照　成田末五郎　　　　	 KC288-125	
　写　1 冊　B5

波岡北畠氏研究年表　　　	 KC288-112
　写　1 冊（10 枚）B5

浪岡北畠氏の初代に関する諸説　　	 KC288-105
　成田末五郎
　写　1 冊　B5

浪岡北畠氏崩壊史料　　	 KC288-130
　写（成田末五郎）1 冊（5 枚）B5

浪岡御所ト其城址　前田喜一郎　　	 KC288-129
　浪岡町　行丘叢書刊行会　複写　1 冊（5 枚）　B5
　（行丘叢書第 1 号）

浪岡御所と其城址　前田喜一郎　　	 KC288-127
　浪岡町　浪岡史蹟顕彰会〔昭和14〕謄写　1冊（8枚）

半紙

浪岡御所と其城址　前田喜一郎　　	 KC288-128
　浪岡町　浪岡史蹟顕彰会〔昭和14〕謄写　1冊（8枚）

（2部）半紙

波岡氏　前田喜一郎　　	 KC288-152
　写（成田末五郎）1 冊　B5

波岡氏乃研究（対照概要）　成田末五郎　　	 KC288-111
　写　1 冊（8 枚）菊

浪岡氏の諸派　成田末五郎編　　	 KC288-110
　写　1 冊　菊

成田一族　新井康友編　　	 KC288-2
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　東京　日本家系協会出版部　昭和 49　1 冊　美濃　和

成田氏由緒書（鷹匠町）　　	 KC288-53
　写（成田末五郎）1 冊（4 枚）B5

南朝忠臣中本県に関係ありと思はるゝ氏族　	KC288-150
　成田末五郎
　写　1 冊（1 枚）菊

南朝日野氏　　	 KC288-136
　写（成田末五郎）1 枚　B5

南部諸氏の家名調　　	 KC288-143
　写（成田末五郎）1 冊（3 枚）B5
　註：南部諸士由緒記の抄

南部諸氏由緒書抄　　	 KC288-14
　昭和 11 写（成田末五郎）1 冊　菊

南部諸氏由緒記　　	 KC288-142
　写　1 冊　B5

苦木村水木家系譜稿　葛西覧造　　	 KC288-131
　複写（感光紙）1 冊（7 枚）B5

苦木村水木正武氏由緒書　　	 KC288-133
　複写（感光紙）1 冊（8 枚）B5

沼山氏調（供奉員）　　	 KC288-16
　写（成田末五郎）1 冊（2 枚）菊

根城南部之系譜　　	 KC288-140
　写（成田末五郎）1 冊　B5

根城南部（八戸）家系図　　	 KC288-139

　写（成田末五郎）1 冊（4 枚）B5

野呂源左衛門由緒書　　	 KC288-93
　昭和 43 写（成田末五郎）1 枚　B5

橋本氏之調　　	 KC288-148
　写（成田末五郎）1 冊（1 枚）菊

八戸市類家福士重光家系図　　	 KC288-166
　写（成田末五郎）1 冊　B5

花田由緒書（御家中由緒書）　　	 KC288-197
　昭和 42 写（成田末五郎）1 冊（10 枚） B5

原家系　　	 KC288-66
　写（成田末五郎）1 冊　B5

比内浅利氏調　　	 KC288-22
　写（成田末五郎）1 冊（3 枚）菊

平沢氏家系　成田末五郎　　	 KC288-187
　写　1 冊　B5

平沢氏年表　成田末五郎編　　	 KC288-185
　昭和 25 写　1 冊（7 枚）B5

平山氏調（供奉員）　　	 KC288-42
　写（成田末五郎）1 冊（1 枚）菊

弘前藩北畠氏系譜　船水清　　	 KC288-126
　昭和 47 刊（陸奥新報切抜）1 冊（2 枚）B5
　註：「ここに人ありき」より

弘前明珍由緒書　　	 KC288-154
　写　1 冊（3 枚）B5

武家興起時代天皇・村上源氏・清和源氏系譜及年表
　〔昭和 47〕写　1冊（10枚）B5　　	 KC288-214

牧野氏調（供奉員）成田末五郎　　	 KC288-151
　写　1 冊（1 枚）菊

増田氏・山村篤井　　	 KC288-86
　写（成田末五郎）1 枚　B5

松本辰五郎戸籍　　	 KC288-97
　写（成田末五郎）1 冊（2 枚）　B5

円子家資料　その 1　円子哲雄　　	 KC288-188
　謄写　1 冊　B5

三上音吉家由緒書　　	 KC288-56
　昭和 30 写（成田末五郎）1 冊　B5

水木家系図（惣左衛門）〔葛西覧造〕註　　	 KC288-132
　複写（感光紙）1 冊（8 枚）B5

水木氏調（阿闍羅山麓苦木村）成田末五郎　KC288-119
　写　1 冊　B5

水木惣左衛門家由緒　　	 KC288-134
　写（成田末五郎）1 冊　B5

道川専次郎由緒書（寛政 3 年）　　	 KC288-44
　昭和 25 複写（成田末五郎）1 冊（9 枚）半紙

三橋家系図摘録　　	 KC288-59
　昭和 32 写（成田末五郎）1 冊（6 枚）B5

三谷家　成田末五郎　　	 KC288-195
　写　1 冊（3 枚）B5



成 田 文 庫 目 録

31

宮下氏調査　　	 KC288-75
　写（成田末五郎）1 枚　B5

宮館由緒書　　	 KC288-46
　写（成田末五郎）1 冊（5 枚）B5

光信公・盛信公・為信公・信牧公・信義公・信政公法名眷
属調　　成田末五郎　　 KC288-169
　写　1 冊　B5

妙心院様御代被遊御正候古代御系譜書上之内抜取候写
　（薄田文書中）　　	 KC288-177
　写（成田末五郎）1 冊　B5

明珍山次郎由緒　　	 KC288-15
　写（成田末五郎）1 冊（4 枚）菊

村上氏系図　附村上氏調　　	 KC288-135
　昭和 12 写（成田末五郎）1 巻，1 冊　菊

最上郡訪問録（第 2 回）成田末五郎　　	 KC288-137
　昭和 14 写　1 冊　菊

森内氏　　	 KC288-81
　写（成田末五郎）1 冊（6 枚）B5

盛岡氏　　	 KC288-80
　写（成田末五郎）1 冊（4 枚）B5

盛岡訪問録　成田末五郎　　	 KC288-183
　昭和 32 写　1 冊　B5

保田氏・安田氏・須原氏　　	 KC288-89
　写（成田末五郎）1 枚　B5

山上氏調　　	 KC288-40
　写（成田末五郎）1 冊（7 枚）菊

山崎氏調（供奉員）　成田末五郎　　	 KC288-149
　写　1 冊（2 枚）菊

山田登親類書その他　　	 KC288-92
　昭和 47 写（成田末五郎）1 冊　B5

山辺氏　　	 KC288-87
　写（成田末五郎）1 枚　B5

由緒書　　	 KC288-192
　写　1 冊　美濃　和
　内容：杉岡家系伝記　藤崎村郷士川越茂吉由緒書　御当

家系譜（津軽家）　源氏御系譜　千葉健之助系図写　対
馬家由緒書　平沢三右衛門貞次之伝　小山家由緒書　窪
田家由緒書　小山朝氏（大日本史料第6編之2）

米田慶助由緒書（明治 5 年）米田慶助　　	 KC288-189
　複写及写　1 冊　B5

米田氏・米屋氏調　成田末五郎　　	 KC288-190
　写　1 冊　B5

両統系譜　　	 KC288-175
　昭和 26 写（成田末五郎）1 冊　B5

歴譜　　	 KC288-171
　昭和 11 写（成田末五郎）1 冊　菊

　　　　　　288.4　皇族

噫呼紀州（紀伊国南朝秘史御陵墓之研究号） KC288.4-63
　星田義量編

　御霊村（和歌山県）　編者　昭和 13　130p　菊
　（星田彰考館第 4 号）

青森県に於ける明治天皇の御遺蹟について　	KC288.4-82
　成田末五郎
　昭和 13 写　1 冊　菊

秋田市に於ける明治天皇御遺蹟　　	 KC288.4-4
　松葉重徳編
　秋田　秋田市観光協会　昭和 15　18p　菊　仮洋

阿部文助翁手記（長慶天皇御陵に関して森矯氏に送る）
　写（自筆）1枚　25× 34　	 　KC288.4-68

遺失文書（常照院関係）　　	 KC288.4-45
　写（成田末五郎）1 冊　菊

磯原竹内家古文書　　	 KC288.4-6
　昭和 9 写（成田末五郎）1 冊（3 枚）菊

岩手県黒森山研究　成田末五郎　　	 KC288.4-77
　写　1 冊　菊

尾上金城書翰（長慶天皇御陵墓参考記について）
　成田末五郎宛　　	 KC288.4-69
　昭和 9 写　1 冊　半紙半

甲斐国南都留郡明見郷に於ける長慶天皇御潜幸
　柏木豊明著　成田末五郎抄　	 KC288.4-26
　昭和 10 写　1 冊　菊

紙漉沢御陵参考地について（講演原稿）　　	 KC288.4-73
　成田末五郎
　昭和 14 写　1 冊（7 枚）菊
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紙漉沢御陵附近古蹟図　成田末五郎　　	 KC288.4-52
　昭和 9 写　1 枚　39×51

紙漉沢御陵墓参考地　成田末五郎　　	 KC288.4-74
　昭和 14　9p　菊（月刊東奥抜刷）

紙漉沢村長慶天皇御陵研究図　成田末五郎	 KC288.4-78
　昭和 10 写　1 枚　64×47

棺森研究　成田末五郎　　	 KC288.4-19
　写　1 冊（4 枚）菊

棺森山（長慶天皇御陵伝説地）　成田末五郎	 KC288.4-18
　写　1 冊　B5
　附：天内系譜

熊野宮信雅親王　　	 KC288.4-13
　写（成田末五郎）1 枚　B5

黒森顕彰会報　第 2 ～ 6 号　黒森顕彰会編	 KC288.4-76
　宮古町　編者　昭和 5 ～ 12　1 冊（合本）菊

献桜記　森矯　　	 KC288.4-57
　明治 38（1905）1 枚　18×50

憲法改正と天皇元首間題　　	 KC288.4-87
　朝日観光新聞社編
　東京　編者　昭和 31　1 枚　54×39
　（朝日観光新聞特集号）

御系図（持明院統大覚寺派）（纂輯御系図抜） KC288.4-54
　写（成田末五郎）1 冊　B5

御陵参考地払下書類　　	 KC288.4-47
　昭和 23 写　1 冊　美濃

御陵探偵紀（明治 13 年 2 月青森新聞掲載記事）
　佐藤蔀抄録　　	 KC288.4-40
　昭和 17 写　1 冊　菊

御陵墓型式　　	 KC288.4-30
　写　1 冊（5 枚）菊

御陵墓参考阯碑文　成田末五郎　　	 KC288.4-72
　昭和 29　1 枚　25×36

御陵墓参考地址碑文　成田末五郎　　	 KC288.4-56
　昭和 29 写　1 枚　B5

御陵墓諸表誌　谷村為海　　	 KC288.4-38
　京都　武揚社書店　昭和 10　105p　四六

三戸郡新郷村崩（長慶天皇崩御の地？）　　	 KC288.4-71
　昭和 51（東奥日報切抜）1 枚　B5

山陵考（草稿）小川渉　　	 KC288.4-41
　明治 15（1882）写　1 冊　半紙　和

山陵考　小川渉　　	 KC288.4-42
　明治 15（1882）写　1 冊　半紙　和

〔常照院覚書〕　　	 KC288.4-44
　昭和 29 写（成田末五郎）1 冊（8 枚）B5

常照院文書　成田末五郎　　	 KC288.4-15
　昭和 15 写　1 冊　菊

常照院文書写　　	 KC288.4-17
　写（成田末五郎）1 冊　B5

常照院文書解説　成田末五郎　　	 KC288.4-43

　写　1 冊　B5

聖蹟（黒石町）成田末五郎　　	 KC288.4-81
　写　1 冊（8 枚）菊
　註：明治天皇及び大正天皇の聖蹟

宗徳寺境内なる行在所正門の移転保存に関する建議
　中村良之進等　　	 KC288.4-88
　昭和 15 謄写　1 冊（2 枚）美濃

相馬陵墓参考地之図　帝室林野局　　	 KC288.4-51
　昭和 5（謄写）1 舗　52×72

尊皇誠忠録（北山清江女史の）　　	 KC288.4-12
　〔北山清江〕著　金城老生編
　大阪　編者　昭和 11（謄写）38p　菊
　内容：長慶天皇御陵及ビ南朝皇孫御墳墓追記　奉歌二百首

大塔宮御血脈　藤丸哲哉　　　　　　　	 KC288.4-8
　象潟町（秋田県）植木石英　昭和 9（謄写）67p　美濃

竜田神社縁起由緒　　	 KC288.4-48
　〔昭和 23〕（複写）1 冊（3 枚）美濃

竜田神社規則変更承認申請書（控）　　　	 KC288.4-50
　写　1 冊（2 枚）B5

竜田神社宝物目録　　	 KC288.4-49
　昭和 30 写　1 冊（2 枚）B5

長慶帝議原由記　栗田寛　　	 KC288.4-55
　刊　1 冊　菊

長慶帝御事蹟（下北半島に於ける調査）　	 KC288.4-67
　森矯
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　明治 39（1906）（東奥日報切抜）1 冊（2 枚）四六倍

長慶天皇　成田末五郎　　　　　　　　　	 KC288.4-59
　写　1 冊　B5（青森県人物辞典原稿用紙使用）

長慶天皇紙漉沢御陵墓参考地　成田末五郎	 KC288.4-75
　昭和 16（複写）1 冊　B5

長慶天皇関係雑書　　	 KC288.4-23
　写（成田末五郎）1 冊（6 枚）菊

長慶天皇研究参考書　　	 KC288.4-28
　写（成田末五郎）1 冊（3 枚）菊

長慶天皇皇統御加列に就いて　三上参次　	 KC288.4-37
　昭和 21 冊　菊（国学院雑誌第 33 巻第 1 号）
　附：長慶天皇を仰ぎ奉りて（芝葛盛）長慶天皇皇代御加

列に関する資料陳列目録に就いて（田辺勝哉）

長慶天皇御遺蹟伝説地　成田末五郎　　	 KC288.4-34
　写　1 冊（3 枚）菊

長慶天皇御事蹟御陵墓調書並南朝皇長孫の顕彰に関し請願書
　北山清江　	 KC288.4-66
　浅瀬石村（南津軽郡）著者　昭和 13　30p　四六

長慶天皇御事蹟山陵考記　下沢保躬編　　	 KC288.4-10
　明治 6 ～ 19（1873 ～ 86）写　1 冊　半紙

長慶天皇御即位の研究　八代国治　　	 KC288.4-1
　東京　明治書院　昭和 2　再版　252p　菊　洋

長慶天皇御陵及び南朝皇孫御墳墓　　	 KC288.4-64
　北山清江
　浅瀬石村（南津軽郡）著者　昭和 10　44p　菊

長慶天皇御陵研究時事　成田末五郎　	 KC288.4-53
　写（昭和 10 ～ 25）1 冊　B5

長慶天皇御陵考　木村晃明　　	 KC288.4-5
　大阪　著者　昭和 12（謄写）〔184p〕菊
　附：長慶天皇御陵之研究（尾上栄吉）

長慶天皇御陵考材料　小川渉編　　	 KC288.4-70
　写　1 冊　半紙

長慶天皇御陵御事蹟御調査方請願書　　	 KC288.4-9
　北山清江　
　著者〔昭和 13〕1 冊　菊

長慶天皇御陵御事蹟御調査方請願書　　	 KC288.4-65
　北山清江
　〔昭和 13〕38p　菊

長慶天皇御陵参考地研究史料　1 ～ 7　　	 KC288.4-14
　成田末五郎編
　写　7 冊　菊

長慶天皇御陵参考地調　成田末五郎　　	 KC288.4-25
　写　1 冊（7 枚）菊

〔長慶天皇御陵参考地について〕　　	 KC288.4-86
　成田末五郎
　大正 2（1913）頃写　1 冊　半紙

長慶天皇御陵ニ関スル古書　　	 KC288.4-85
　大正 2（1913）写　1 冊　半紙

〔長慶天皇御陵之ニ付〕上申書　　	 KC288.4-16
　写　1 冊（10 枚）菊

長慶天皇御陵墓御事蹟調書　　	 KC288.4-39
　浪岡地方史蹟名勝保存会編
　昭和刊　9p　B5

長慶天皇御陵墓参考記　成田末五郎編　　	 KC288.4-35
　弘前　編者　昭和 9（謄写）1 冊　半紙

長慶天皇御陵墓参考記　成田末五郎編　	 KC288.4-35 イ
　弘前　編者　昭和 9（謄写）1 冊　半紙

長慶天皇御陵墓参考記（書入本）　　	 KC288.4-35 ロ
　成田末五郎編
　弘前　編者　昭和 9（謄写）1 冊　菊

長慶天皇御陵墓参考記を頒つに当りて　　	 KC288.4-36
　成田末五郎
　昭和 9 写　1 冊　菊

〔長慶天皇御陵墓参考地関係写真〕　　	 KC288.4-89
　写真　1 冊　A4

長慶天皇伝説分布図　成田末五郎　　	 KC288.4-61
　写　1 舗　100×110

長慶天皇波岡山陵御事蹟　前田喜一郎編　	 KC288.4-7
　浪岡　編者　昭和 15　60p　四六倍

長慶天皇に関する諸説批判　　	 KC288.4-29
　写（成田末五郎）1 冊（1 枚）菊

長慶天皇崩御史記録　附八戸南部家勤王史蹟　	KC288.4-60
　三上誠一編
　写（昭和）1 冊　半紙

東日流安東　皇系来臨篇　安東孝季　　	 KC288.4-83
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　謄写　1 冊（4 枚）B5

東日流安東　皇系来臨篇　安東孝季　　	 KC288.4-84
　昭和 46 写（成田末五郎）1 冊（8 枚）B5

帝系図・皇胤紹運録・東寺王代記・高野山・宝簡集・大乗
院日記目録・花営三代記　　	 KC288.4-11
　写（成田末五郎）1 冊（2 枚）菊

東北ニ於ケル南朝皇胤　　	 KC288.4-24
　写（成田末五郎）1 冊（5 枚）菊

東北の貴種流離譚　真田良　　	 KC288.4-62
　昭和 51　1 冊　B5（家庭と電気第 237 号特集）

長谷ニ関スル文書　　	 KC288.4-21
　昭和 16 写　1 冊（4 枚）菊

伏見宮家文書　　	 KC288.4-32
　写　1 冊（3 枚）菊

宝刀天国の研究　成田末五郎　　	 KC288.4-22
　写　1 冊　菊

宝竜権現　　	 KC288.4-46
　写　1 冊（1 枚）菊

星田氏との対談中より　成田末五郎　　	 KC288.4-33
　写　1 冊　菊

明治九年御巡幸史料　成田末五郎編　　	 KC288.4-79
　写　1 冊　菊

明治天皇蔵館御駐泊誌　　	 KC288.4-3
　明治天皇聖徳奉讃会編

　蔵館村（南津軽郡）　編者　昭和 15　55p　菊

明治天皇東巡録（青森県ノ分抜萃）　　　	 KC288.4-80
　写（成田末五郎）1 冊（9 枚）菊

明治天皇弘前裁判所御臨幸記念誌　　	 KC288.4-2
　明治天皇御臨幸記念碑建設奉賛会編
　弘前　編者　昭和 13　34p　半紙　和

吉野朝　　	 KC288.4-31
　写　1 冊　菊

吉野より旅日録（勅言）（山崎文書）　　	 KC288.4-58
　複写　1 冊（4 枚）B5

両統更立問題　成田末五郎　　	 KC288.4-27
　写　1 冊（2 枚）菊

和徳稲荷社（長慶天皇御陵伝説地）　　	 KC288.4-20
　成田末五郎
　昭和 15 写　1 冊（7 枚）菊

　　　　　　289　個人の伝記

悪戸御前
　悪戸御前　成田末五郎　　	 KC289-31
　写　1 冊　菊

　悪戸御前様（古老遺譚）　　	 KC289-39
　写　1 枚　B5

安濃恒生
　安濃恒生翁略伝　北条要　　	 KC289-36
　能代町　山本郡郷土史研究会　昭和 9　82p　菊

一戸兵衛
　一戸大将・栗田少将頌徳碑　　	 KC289-42
　（碑文及び絵はがき）
　昭和 8　1 袋（3 枚）

一戸直蔵
　一戸直蔵博士の偉業を偲んで　野呂嘉吉　	 KC289-41
　昭和 30（謄写）1 冊（6 枚）B5

伊東重
　伊東重先生年表　鈴木忠雄　　	 KC289-48
　弘前　弘前図書館　昭和 40　13p　B6

岩川友太郎
　岩川友太郎先生　成田末五郎　　	 KC289-22
　昭和 29 写（成田末五郎）1 冊　B5

打越城右衛門
　打越城右衛門（古老遺譚）　　	 KC289-38
　写　1 冊（2 枚）B5

永運
　五輪寺永運調（供奉員）成田末五郎　　　	 KC289-35
　写　1 冊（2 枚）菊

蠣崎蔵人
　蠣崎蔵人　　	 KC289-9
　写（成田末五郎）1 冊　菊

兼松石居（誠）
　兼松石居先生伝　森林助　　	 KC289-19
　弘前　神書店　昭和 6　180p　菊

　兼松石居先生墓碑移転改葬及伝　　	 KC289-20
　謄写及写　1 冊　B5
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唐糸御前
　唐糸の前（唐糸御前伝）　　	 KC289-40
　写（成田末五郎）1 冊（5 枚）菊

川崎権太夫
　義人川崎権太夫　成田末五郎　　	 KC289-13
　弘前　大日本同志会青森県支部　昭和 16　28p　A5
　（郷土叢書第 2 輯）

北畠顕家
　北畠顕家　　	 KC289-26
　写（成田末五郎）1 冊　菊

北畠顕能
　北畠顕能　　	 KC289-25
　写（成田末五郎）1 冊（2 枚）菊

北畠顕信
　北畠顕信・守親　　	 KC289-28
　写（成田末五郎）1 冊（8 枚）菊

北畠親房
　北畠親房　　	 KC289-27
　写（成田末五郎）1 冊（5 枚）菊

　北畠親房・顕家両公の御事績　山上徳信　	 KC289-24
　大阪　受験研究社　昭和 13　45p　四六

陸羯南（実）
　羯南先生年譜　成田末五郎　　	 KC289-43
　写　1 冊　B5

　羯南陸実先生　鳴海官蔵編　　	 KC289-51	
　弘前　鳴海研究所清明会　昭和 28　50p　B5

櫛引源左衛門
　櫛引源左衛門のこと　　	 KC289-23
　写（成田末五郎）1 冊（8 枚）B5

楠正成
　楠正成　　	 KC289-33
　写（成田末五郎）1 冊　菊

　大楠公　中村孝也　　	 KC289-8
　神戸　大楠公六百年大祭奉賛会　昭和 10　38p　四六

楠正儀
　楠正儀　　	 KC289-30
　写（成田末五郎）1 冊（9 枚）菊

工藤民一郎
　工藤民一郎先生年表　　	 KC289-53
　写（成田末五郎）1 冊（4 枚）B5

隈部伊織
　隈部伊織　　	 KC289-50
　写（成田末五郎）1 冊（3 枚）B5

今裕
　今裕先生　　	 KC289-21
　写 , 切抜（成田末五郎）1 冊（3 枚） B5

斎藤妙海（敏）
　斎藤妙海　成田彦太郎談　　	 KC289-63
　写（成田末五郎）1 冊（4 枚）　B5

桜錦（会津利一）
　桜錦関（会津利一）　　	 KC289-66
　写　1 冊（6 枚）B5

佐々木元俊
　佐々木元俊　　	 KC289-11
　刊（東奥日報切抜）1 冊（2 枚）菊

佐々木五三郎
　佐々木五三郎翁年表　三浦昌武　　　　	 KC289-49
　弘前　弘前図書館　昭和 40　17p　B6

七戸政光
　破木井南部八世七戸政光公之誠忠　　	 KC289-1
　小原第吉等
　青森　青森県中央図書館　昭和11（謄写）66p　菊　仮洋
　（青森県中央図書館プリント集第 2）

下沢保躬
　下沢保躬略歴　　	 KC289-65
　写　1 冊（8 枚）B5

下斗米秀之進
　下斗米秀之進調　成田末五郎　　	 KC289-52
　昭和 32 写　1 冊　B5

進藤庄兵衛
　進藤庄兵衛伝　　	 KC289-12
　写（成田末五郎）1 冊　菊
　附：（青森開拓の恩人）進藤庄兵衛（森林助）

大道寺隼人（為久）
　大道寺隼人為久（古老遺譚）　　	 KC289-37
　写　1 枚　菊

乳井貢
　高岡霊験記〔後藤兵司〕著　一戸岳逸編　　	 KC289-2
　青森　青森通俗図書館　昭和13（謄写）50p　半紙　和
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　高岡霊験記　2 巻　後藤兵司　　	 KC289-7
　写（複写）2 冊　美濃

高橋竹年（済）
　高橋竹年画伯小伝　乳井英夫編　　	 KC289-6
　弘前　佐藤四郎　昭和 39　25p　B6　仮洋

津軽為信
　為信公乃一生　成田末五郎　　	 KC289-45
　写　1 冊（9 枚）菊

　為信公の大志を偲ぶ（銅像出陣記念講演）　	 KC289-47
　成田末五郎
　昭和 19 写　1 冊　B5

　為信年表　成田末五郎編　　	 KC289-62
　写　1 冊　B5

　津軽為信公年譜　成田末五郎　　	 KC289-46
　写　1 冊（7 枚）菊

　津軽為信の研究　目次共　成田末五郎編　	 KC289-61
　写　7 冊　B5

津軽承祜
　承祜公史料　成田末五郎編	 KC289-54
　写　1 冊　B5

津軽信政
　高照公叢書　一戸岳逸編　　　　　　　　　	 KC289-3
　青森　青森通俗図書館　昭和12～14（謄写）8冊　半紙　和
　内容：第1巻　貞享規範録（森内繁富）第2巻　高照神

社縁起（下沢保躬編）第3巻　津軽神楽略史（一戸岳逸
編）第4巻　高岡神社絵巻写（一戸岳逸編）第5～7巻　
津軽信政事蹟紀要（一戸岳逸編）第8巻　明君夜話近士

口伝集〔伊東裕明〕

　津軽信政　東奥日報社編　　	 KC289-4
　青森　編者　昭和 19　32p　B6
　（郷土勤皇烈士先覚叢書）

　津軽信政年譜　宮崎道生編　　	 KC289-44
　〔昭和 35〕（謄写）25p　B5
　（国史研究第 23 号附録）

　弘前秘事（信政公御意之筋聞伝集）　　	 KC289-59
　〔伊東祐明〕
　写　1 冊　半紙　和

中川五郎治
　中川五郎治の系譜　松木明知　　	 KC289-5
　昭和 41（謄写）7p　B5

成田末五郎
　図書館往来　1 ～ 5（昭和 22 年～ 24 年）　	 KC289-60
　成田末五郎
　昭和 22 ～ 24　5 冊　B5

成田求馬
　弘前藩中隊司令成田求馬氏戦死状況の書簡　	KC289-14
　謄写　1 冊（2 枚）B5

南部信直
　南部信直の半生　金子定一　　	 KC289-32
　昭和 25〔5p〕A5
　（雑文クラブ第 2 巻第 7,8 号抜綴）

西館融
　西館孤清　　	 KC289-15
　写（成田末五郎）1 冊　菊

野本道玄
　野本道玄　　	 KC289-10
　写（成田末五郎）1 冊（10 枚）菊

平尾魯仙（亮致）
　平尾魯仙　　	 KC289-16
　写（成田末五郎）1 冊　B5

　平尾魯仙翁　中村良之進編　　　　　	 KC289-18
　弘前　平尾忠兵衛　昭和 4（謄写）1 冊　半紙　和

　魯仙史　兼松成言（誠）　　	 KC289-17
　写（成田末五郎）1 冊（9 枚）B5

平沢三右衛門
　津軽開拓の恩人平沢三右衛門の偉業を偲ぶ　	KC289-56
　成田末五郎
　写　1 冊（9 枚）B6

　平沢三右衛門　成田末五郎編　　	 KC289-55
　写　1 冊　B5

　平沢三右衛門　　	 KC289-64
　昭和 40（東奥日報切抜）1 枚

　平沢三右衛門御役赦免願　　	 KC289-58
　平沢三右衛門（利次）
　複写　1 冊（3 枚）B5

　〔平沢三右衛門関係藩日記抄〕　　	 KC289-57
　（享和 3 年～文政 11 年）
　複写　1 冊　B5

松野大学
　松野大学　成田末五郎　　	 KC289-34
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　写　1 冊（6 枚）菊

脇屋義治
　脇屋義治（新田義治）　　	 KC289-29
　写（成田末五郎）1 冊（2 枚）菊

　　　　　　291　地誌　紀行（日本）

城下町　成田末五郎　　	 KC291-3
　写　1 冊（9 枚）B5

道中日誌　明治 17 年　対馬源太夫　　　　　　	KC291-1
　明治 17（1884）写　1 冊　半紙半　和
　註：宮館―青森―松島―日光―東京―鎌倉―名古屋―伊

勢―大阪―奈良―姫路―福井―善光寺―新潟―秋田―大
鰐―宮館

道中日誌　明治 24 年　対馬源太夫　　　　　　	KC291-2
　明治 24（1891）写　1 冊　半紙半　和
　註：宮館―青森―束京―大阪―和歌山―那智山―大阪―

出雲大社―尾道―松江―岡山―金毘羅―大阪―四日市―
東京―青森―宮館

　　　　　　291.1　北海道地方

しゃり 1973　斜里町編　　	 KC291.1-2
　斜里町　編者　昭和 48　1 冊（附写真 7 枚）24×25

斜里町郷土研究　第 4 号　　	 KC291.1-3
　斜里町郷土研究会編
　斜里町　編者　昭和 49　26p　B5

しれとこ　斜里町　斜里町観光協会共編　　	 KC291.1-5
　斜里町　編者　刊　1 冊　17×18

知床（絵はがき）　北海道撮影社編　　	 KC291.1-4
　札幌　編者　刊　1 封（16 枚）

箱館行乗　文久 3 年　熊川易隆　　	 KC291.1-1
　東京　熊川忠　昭和 39（謄写）〔64p〕B5　仮洋
　（熊川家史料第 1 輯）

　　　　　　291.2　東北地方

順礼奥の旅　福尾昇　　	 KC291.2-1
　東京　著者　昭和 18（謄写）1 冊　B5

みちのくの旅　　	 KC291.2-2
　吉田初三郎絵　盛岡鉄道管理局編
　盛岡　編者　刊　1 冊　B5

　　　　　　291.21 青森県

青森県管内図　附文化財分布　交洋社編　	 KC291.21-23
　青森　編者　昭和 36　1 舗　79×108

青森県新町村名（明治 22 年改正）　　	 KC291.21-4
　〔明治 22〕（1889）写　1 冊　半紙　和

青森県大観　青森県師範学校郷土室編　　	 KC291.21-5
　青森　編者　昭和 10　66p　菊半　仮洋

青森県地誌　日本地歴研究会編　　	 KC291.21-20
　東京　恒春閣　昭和 17　9p　A5

青森県の図　斎藤甚右衛門図　　	 KC291.21-24
　明治 14（1881）写　1 舗　160×160

〔青森県分水嶺探勝記事〕　　	 KC291.21-32
　（東奥日報社主催奥八甲田探勝）

　昭和 6（新聞切抜）1 冊　A4

〔青森県分水嶺探勝写真〕　　	 KC291.21-33
　（東奥日報社主催奥八甲田探勝）
　昭和 6（写真）1 冊　A4

イロハ寄村日記　　	 KC291.21-3
　安政 6（1859）写　1 冊　横小　和

岩木山麓ニ於ケル部落分布図　　	 KC291.21-21
　成田末五郎
　昭和 10 写　1 舗　94×73

輝く津軽　成田末五郎　　	 KC291.21-15
　昭和写　1 冊　B5

慶安鼻和郡古道　　	 KC291.21-30
　（慶安時代津軽鼻和郡村帳より）
　写　1 舗　146×155

弘藩名数考　附岩木山の事　　	 KC291.21-6
　写（成田末五郎）3 冊　美濃

聖地梵珠のしるべ　葛西覧造　　	 KC291.21-10
　大杉村　梵珠保勝会　昭和 11　76p　四六

地名考　　	 KC291.21-13
　昭和 16 写（成田末五郎）1 冊　菊
　註：新屋常吉蔵本による

津軽観光地図（250,000 分 1）　　	 KC291.21-31
　津軽観光圏協議会編
　弘前　編者　昭和 52　1 枚　59×42

津軽郡中郷村名字（天文 15 年）　　	 KC291.21-17
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　写（成田末五郎）1 冊（7 枚）B5

津軽古図調　　	 KC291.21-18
　写（成田末五郎）1 冊（4 枚）菊

津軽山沢図　　	 KC291.21-22
　写　1 冊　半紙　和

津軽実員　一戸岳逸編　　	 KC291.21-2
　青森　青森通俗図書館　昭和13（謄写）78p　半紙　和
　附：岩木山百沢寺旧記抜書　一統誌　神社録

津軽数詞　成田末五郎　　	 KC291.21-16
　写　1 冊（7 枚）A5

津軽短歌　附考証　兼松〔石居〕（誠）　　	 KC291.21-19
　写（成田末五郎）1 冊（6 枚）菊

津軽地方に於けるアイヌ語地名の分布に就いて
　松木明	 　KC291.21-8
　弘前　著者　昭和 23　22p　A5
　（津軽地方に於けるアイヌ語地名の研究 1）

津軽地方に於けるアイヌ語地名の分布に就いて
　松木明　	 KC291.21-25
　〔昭和 23〕22p　A5
　（津軽地方に於けるアイヌ語地名の研究 1）

津軽地名考（抜書）　相坂謙　　	 KC291.21-14
　昭和写（成田末五郎）1 冊　B5

津軽の社会　成田末五郎　　	 KC291.21-28
　写　1 冊　B5

津軽名数考　一戸岳逸編　　	 KC291.21-1

　青森　青森通俗図書館　昭和13（謄写）80p　半紙　和
　（東日流叢書第 1 巻）

十和田のしるべ（十和田湖の風景） 	 KC291.21-12
　小笠原松次郎編
　青森　青森県十和田保勝会　昭和 2　36p　四六

八郡名蹟誌　　　　　　　　　　　　	 KC291.21-7
　昭和 29 写（弘前図書館蔵本による）2 冊　美濃

藩律　野呂升編　　	 KC291.21-29
　文政 10（1827）写　1 冊　半紙　和

弘前青森間バス観光案内　　	 KC291.21-27
　謄写　1 冊（8 枚）B5

弘前黒石十和田コース観光案内　　	 KC291.21-26
　成田末五郎
　写　1 冊　B5

梵珠山の位置及山況　　	 KC291.21-11
　謄写　1 冊（3 枚）B5

目屋山塊横断西海岸へ踏破　成田末五郎　	 KC291.21-9
　昭和 14 写　1 冊　菊
　註：東奥日報連載記事切抜共

　　　　　　291.212　青森市　東津軽郡

後潟村絵図（天和 3 年）　　	 KC291.212-10
　複写　1 枚　26×36

善知鳥考　2 巻，拾遺 2 巻　西沢敬秀　　	 KC291.212-1
　青森　青森郷土会　昭和 10　120p　菊　仮洋

小国訪問（第 3 回）　成田末五郎　　	 KC291.212-9
　昭和 38 写　1 冊（5 枚）B5

合浦外ケ浜調　成田末五郎　　	 KC291.212-3
　写　1 冊（5 枚）菊

蟹田方面調　成田末五郎　　	 KC291.212-2
　写　1 冊　菊

小湊訪問録　成田末五郎　　	 KC291.212-11
　昭和 32 写　1 冊（8 枚）B5

小湊町訪問　成田末五郎　　	 KC291.212-5
　昭和 29 写　1 冊（5 枚）B5

新城戸建沢訪問　成田末五郎　　	 KC291.212-8
　昭和 27 写　1 冊（3 枚）B5

椿山観光路線案内　成田末五郎　　	 KC291.212-4
　写　1 冊（6 枚）B5

入内訪問　成田末五郎　　	 KC291.212-6
　昭和 33 写　1 冊（5 枚）B5

〔三厩村〕村勢要覧　昭和 31 年度版　　　	KC291.212-7
　青森県東津軽郡三厩村編
　三厩村　編者〔昭和 31〕30p　附図 1 枚　B6

　　　　　　291.213　弘前市　中津軽郡

岩木村方面調　成田末五郎　　	 KC291.213-4
　写　1 冊（3 枚）菊

うえのどう・紙漉沢の起原　成田末五郎	 KC291.213-17
　昭和 25　1 冊（2 枚）B5
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大浦方面研究　成田末五郎　　	 KC291.213-2
　写　1 冊（9 枚）菊
お寺の町弘前（青森テレビ放送録画用）　	KC291.213-58	
　成田末五郎（ゲスト）
　昭和 46 複写　1 冊　B5

紙漉沢附近地名　成田末五郎　　	 KC291.213-41
　写　1 冊（2 枚）菊

紙漉沢村絵図（天和 4 年）　　	 KC291.213-20
　昭和 9 写（成田末五郎）1 舗　133×163

紙漉沢村絵図（明治 8 年以前）　　	 KC291.213-23
　写　1 枚　25×33

紙漉沢村地蔵堂再建由緒　成田末五郎　	 KC291.213-24
　昭和 48（複写）1 冊（4 枚）B5

紙漉沢村図式（明治 6 年）　　	 KC291.213-21
　昭和 10 写（成田末五郎）1 舗　151×126

〔紙漉沢村〕由緒（地蔵堂再建記念）　　	 KC291.213-29
　成田末五郎
　昭和 48 写　1 冊（6 枚）B5

五所村絵図（天和 4 年）　　	 KC291.213-18
　昭和 9 写（成田末五郎）1 舗　127×98

〔五所村絵図〕（明治 6 年）　　	 KC291.213-19
〔昭和〕写（成田末五郎）1 舗　193×147

紺屋町訪問録　成田末五郎　　	 KC291.213-9
　昭和 27 写　1 冊（3 枚）B5

三世寺訪問録　成田末五郎　　	 KC291.213-6

　昭和 25 写　1 冊　B5

写真でみる弘前市 70年　陸奥新報社編　KC291.213-56
　弘前　編者　昭和 34　76p　A5

砂子瀬水没目屋資料　　	 KC291.213-61
　写　1 冊　B5

〔相馬山沢図〕　　	 KC291.213-50
　写（成田末五郎）1 枚　36×51

相馬山図　　	 KC291.213-40
　写（昭和）1 枚　28×39

相馬山之図（弘前図書館蔵相間山絵図）　	KC291.213-60
　写（成田末五郎）1 舗　54×76

〔相馬〕地名考　成田末五郎　　	 KC291.213-31
　〔昭和 33〕写　1 冊　B5

〔相馬〕地名考　3 ～ 7　成田末五郎　	 KC291.213-32
　昭和 33　1 冊（5 枚）　B5（広報そうま切抜）

相馬村藍内川地名考　　	 KC291.213-22
　複写　1 枚　25×36

相馬村調　成田末五郎編　　	 KC291.213-39
　写　1 冊　B5

〔相馬村大師堂地・めのこ館・犾館之図〕	 KC291.213-35
　天和 4 年
　昭和写　1 枚　25×36

相馬村附近の図　成田末五郎　　	 KC291.213-25
　写　1 舗　87×120

相馬村訪問座談会　成田末五郎　　	 KC291.213-37
　昭和 29,30 写　1 冊　B5

高杉村訪問録　成田末五郎　　	 KC291.213-7
　昭和 26 写　1 冊（3 枚）B5

地名辞書抜（紙漉沢・五所・持寄城址・目屋・村市・砂子
瀬・新岡・宮館・中別所）　　	 KC291.213-30
　写（成田末五郎）1 冊（8 枚）菊
　註：吉田東伍著　大日本地名辞典より

茶畑町　茶畑庵主人（成田末五郎）　　	 KC291.213-1
　写　1 冊（6 枚）B5

津軽路へ　津軽観光圏協議会編　　	 KC291.213-28
　弘前　編者　刊　1 冊　B6

〔十腰内巌鬼山神社及大石前原野調査〕　	 KC291.213-43
　成田末五郎
　昭和 28 写　1 冊（5 枚）B5

鳥井野村訪問録　成田末五郎　　	 KC291.213-11
　昭和 28 写　1 冊（2 枚）B5

中郡和徳村百田方面史蹟　坂本弘　　	 KC291.213-14
　昭和 27 写　1 冊（9 枚）A5

中津軽郡清水村勢一覧表　昭和 10 年度　	KC291.213-16
　中津軽郡清水村編
　弘前　編者〔昭和 11〕1 枚

野崎村黒滝村　成田末五郎　　	 KC291.213-38
　写　1 冊（9 枚）B5

弘前を中心とするハイキングコース　　	 KC291.213-53
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　成田末五郎
　写　1 冊（7 枚）B5

〔弘前及弘前城概要其他〕　成田末五郎　	 KC291.213-67
　写　1 冊　B5

〔弘前観光案内〕　　	 KC291.213-62
　1 袋（18 点）

弘前旧城之図　　	 KC291.213-66
　青写真　1 舗　52×68

弘前三大観展望の解説　弘前観光協会編	 KC291.213-54
　弘前　編者　刊（昭和）12p　四六

〔弘前市概略〕　成田末五郎　　	 KC291.213-59
　写　1 冊　B5

弘前市勢概要 1964　弘前市編　　	 KC291.213-57
　弘前　編者　昭和 39　40p　A5

弘前市勢要覧　　	 KC291.213-55
　弘前　弘前市　昭和 32,35　2 冊　B5
　内容：1957 年版（市民課編）1959 ～ 60 年版（調査係編）

弘前市パノラマ地図　東京図鑑社編　　	 KC291.213-44
　東京　編者　大正 12（1923）1 舗　55×79

弘前市要図（12,500 分一）　　	 KC291.213-63
　第八師団司令部留守部編
　弘前　編者　昭和 8　1 枚　53×39

弘前城東北之図（文化 3 年）　　	 KC291.213-51
　昭和 27 写（成田末五郎）1 舗　56×80
　註：弘前分間真図（弘前図書館蔵）より

弘前都市計画地域図（1 万 5 千分 1）　　	 KC291.213-47
　都市計画青森地方委員会
　昭和 12　1 舗　86×67

弘前名物案内　成田末五郎　　	 KC291.213-27
　昭和 33　1 冊　B5

藤沢大助相馬桐木沢藍内関ケ平調査　　	 KC291.213-33
　成田末五郎
　昭和 29 写　1 冊　B5

藤沢村　成田末五郎　　	 KC291.213-36
　写　1 冊（4 枚）B5

蓬莱橋由来　成田末五郎　　	 KC291.213-26
　写　1 冊（4 枚）B5

陸奥国津軽郡第三大区四小区紙漉沢村図式（寛文五年図式
写并ニ明治六年四月迄調）　	 KC291.213-45
　明治 6（1873）写　1 舗　132×56

陸奥国津軽郡第三大区四小区紙漉沢村番操絵図面
　明治写　1舗　54× 67　　	 KC291.213-46

陸奥史談会研究旅行記録（蒔苗　斯土沢　小島　三森　独狐）
　成田末五郎　　	 KC291.213-5
　昭和 24 写　1 冊（8 枚）B5

〔村市山沢図〕　　	 KC291.213-48
　写（成田末五郎）1 枚　51×37

目屋方面調　成田末五郎　　	 KC291.213-15
　写　1 冊　菊

森山乳井訪問　成田末五郎　　	 KC291.213-13

　昭和 43 写　1 冊（7 枚）B5

〔湯口山沢図〕　　	 KC291.213-49
　写（成田末五郎）1 枚　36×38

湯口村調査　成田末五郎　　	 KC291.213-42
　写　1 冊　B5

湯口村訪問録　成田末五郎　　	 KC291.213-10
　昭和 27 写　1 冊（7 枚）B5

湯口山絵図　　	 KC291.213-65
　写（成田末五郎）1 舗　76×54

湯口山図　　	 KC291.213-34
　昭和 34 写　1 枚　28×40

湯段訪問録　成田末五郎　　	 KC291.213-8
　昭和 26 写　1 冊　B5

湯段薬師峡之記　成田末五郎　　　　　	 KC291.213-12
　昭和 27 写　1 冊　B5

鷹揚園平面図（二千四百分之一）　　　　	KC291.213-64	
　青写真　1 枚　48×65

我が市の一口自慢（弘前）　　	 KC291.213-52
　謄写　1 枚　B4

和徳・高崎・新里・外崎・小比内方面　　	 KC291.213-3
　成田末五郎
　写　1 冊　B5
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　　　　　　291.214　黒石市　南津軽郡

浅瀬石川上流の小国　三浦寺水（次麿）　	 KC291.214-7
　写（成田末五郎）1 冊（5 枚）B5

浅瀬石訪問録　成田末五郎　　	 KC291.214-14
　昭和 19 写　1 冊（6 枚）B5

新屋尾崎めぐり　成田末五郎　　	 KC291.214-10
　写　1 冊（5 枚）菊

碇ヶ関民部岱開拓地訪問　成田末五郎　	 KC291.214-21
　昭和 28 写　1 冊（4 枚）B5

田舎館村地名考　成田末五郎　　	 KC291.214-27
　写　1 冊　B5

田舎館村地名考　附青森の稲作　　　　	 KC291.214-26
　成田末五郎
　昭和 35　8p　A5（館城文化第 4 集抜刷）

大根子諏訪堂調　成田末五郎　　	 KC291.214-12
　昭和 22 写　1 冊（4 枚）菊

沖館村地誌（抜書）　　	 KC291.214-8
　写（成田末五郎）1 冊（6 枚）菊

尾崎村附近の古村　成田末五郎　　	 KC291.214-25
　〔昭和 31〕10p　A5（尾崎村誌別刷）

尾崎村附近の古村　成田末五郎　　	 KC291.214-28
　昭和 31　10p　A5（尾崎村誌別刷）

尾上町全図　青森県南津軽郡尾上町編　	 KC291.214-29
　尾上町　編者　昭和 46　1 枚　27×39

唐牛村訪問　成田末五郎　　	 KC291.214-22
　昭和 31 写　1 冊（5 枚）B5

五郷村の沿革　　	 KC291.214-4
　謄写　1 冊（6 枚）B5

新城館ニ関スル記録　　	 KC291.214-9
　写（成田末五郎）1 冊（1 枚）菊

聖地梵珠山案内　葛西善一　　	 KC291.214-6
　浪岡町　浪岡町　昭和 43（複写）1 冊（4 枚）B5

大釈迦徳才子訪問　成田末五郎　　	 KC291.214-18
　昭和 28 写　1 冊（9 枚）B5

浪岡郷土小史　前田喜一郎編　　　	 KC291.214-2
　浪岡町　浪岡町役場　昭和 15（謄写）22p　B5

浪岡史蹟のしるへ　前田喜一郎　　	 KC291.214-5
　昭和 15（謄写）1 冊　半紙

浪岡文化　　	 KC291.214-3
　浪岡　浪岡町公民館　昭和 35　73p　（2 部）四六

浪岡訪問記　成田末五郎　　	 KC291.214-1
　昭和 25 写　1 冊　B5

浪岡町訪問　成田末五郎　　	 KC291.214-30
　昭和 31 写　1 冊（6 枚）B5

苦木村図（天和 4 年）　　	 KC291.214-23
　昭和 9 写（成田末五郎）1 舗　80×130

東根乃調　成田末五郎　　	 KC291.214-11
　写　1 冊　菊

弘前・黒石・展望台観光あんない　　	 KC291.214-24
　弘南バス株式会社
　謄写　15p　B5

細野相沢を語る　佐藤雨山（耕次郎）　　	KC291.214-15
　細野小学校　昭和 24（謄写）9p　B5

細野相沢訪問録　成田末五郎　　	 KC291.214-17
　昭和 28 写　1 冊　A5

細野村訪問録　成田末五郎　　	 KC291.214-16
　昭和 28 写　1 冊　B5

三ツ目内訪問録　成田末五郎　　	 KC291.214-19
　昭和 25 ～ 35 写　1 冊　B5

女鹿沢村採訪録　成田末五郎　　　　　	 KC291.214-13
　昭和 25 写　1 冊　B5
　合綴：古跡めぐり　石神縁起（郷土考古学研究同志会）

八幡崎訪問録　成田末五郎　　	 KC291.214-20
　昭和 28 写　1 冊（2 枚）B5

　　　291.215　五所川原市　北津軽郡　西津軽郡

相内十三訪問録　成田末五郎　　	 KC291.215-9
　昭和 28 写　1 冊　B5

相内村名勝旧蹟　相内観光協会編　　　	 KC291.215-13
　謄写　1 冊　B5

赤石村附近ノ図　　	 KC291.215-2
　写（成田末五郎）1 舗 109×75

あぢがさわ町要覧　　	 KC291.215-17
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　昭和 39　28p　17×19

岩木山西麓調査　成田末五郎　　	 KC291.215-11
　昭和 27 写　1 冊（3 枚）B5

岩木山西麓訪問　成田末五郎　　	 KC291.215-3
　昭和 28 写　1 冊（8 枚）B5

いわさき（岩崎村村勢要覧）　　	 KC291.215-16
　青森県西津軽郡岩崎村役場編
　岩崎村　編者　昭和 40　1 冊　B5

岩崎探勝案内　草壁芳村（日下部照）編　	 KC291.215-1
　岩崎村（西津軽郡）岩崎保勝会　昭和 6　50p　四六

久六島調　成田末五郎編　　	 KC291.215-14
　写　1 冊　B5

五所川原村の村名の由来　　	 KC291.215-10
　写　1 枚　B5

小泊訪問　成田末五郎　　	 KC291.215-7
　写　1 冊（9 枚）　B5

高山線案内記　弘南バス株式会社　　　	 C291.215-20
　謄写〔9p〕　B5

種里訪問録　成田末五郎　	 KC291.215-12
　昭和 25 写　1 冊（6 枚）B5

出来島訪問録　成田末五郎　　	 KC291.215-4
　昭和 28 写　1 冊（8 枚）B5

中里町訪問　成田末五郎　　	 KC291.215-8
　昭和 31 写　1 冊（3 枚）B5

七和村勢一覧（昭和 5 年）　　	 KC291.215-15
〔昭和 5〕（謄写）1 冊（2 枚）菊

西浜山沢図　　	 KC291.215-19
　昭和 40 写（成田末五郎）4 枚

西浜調査　成田末五郎　　	 KC291.215-18
　昭和 32 写　1 冊　B5

広須新田　　	 KC291.215-5
　写（成田末五郎）1 冊　B5

広須新田　　	 KC291.215-6
　写（成田末五郎）1 冊　B5

　　　　　291.216　八戸市　十和田市　三沢市　上北郡
　　　　　　　　　　三戸郡

七戸町訪問録　成田末五郎　　	 KC291.216-2
　昭和 29 写　1 冊（8 枚）B5

野辺地旧図　　	 KC291.216-3
　写（明治）1 枚　54×39

八戸市地図　八戸市教育委員会編　　	 KC291.216-4
　八戸　編者　刊　1 舗　62×88

八戸市略記　小井川潤次郎　　	 KC291.216-1
　八戸　八戸郷土研究会　昭和 27（謄写）　66p　半紙半

陸奥国三戸郡大向村支長谷村略図　　	 KC291.216-5
　写　1 枚　47×83

　　　　　　291.217　むつ市　下北郡

大畑田名部訪問録　成田末五郎　　	 KC291.217-1
　昭和 30 写　1 冊（5 枚）B5

〔下北郡古図〕（康正 3 年）　　	 KC291.217-2
　中津川七郎右衛門図
　写（昭和）1 枚　39×54

陸奥国北郡田名部地方古図（康正 3 年）　	 KC291.217-3
　中津川七郎右衛門図
　写　1 枚　41×56

　　　　　　291.22　岩手県

観光の平泉　盛岡鉄道管理局編　　	 KC291.22-3
　盛岡　編者　昭和 29〔18p〕B6

南部名所順道目録　　	 KC291.22-1
　昭和 10 写（享和 2 年写本による）1 冊　菊

〔盛岡〕市内史跡文化財めぐり資料　　　　	 KC291.22-2
　盛岡市産業文化館編
　盛岡　編者　昭和31（謄写）1冊（7枚　コロタイプ版3

枚）　B5

　　　　　　291.24　秋田県

慶長前後の古文書より見たる釈迦内村　　	 KC291.24-1
　佐々木兵一
　昭和 15（謄写）1 冊（5 枚）四六

　　　　　　291.26　福島県

岩代霊山奇勝（絵葉書）　　	 KC291.26-4
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　2 枚

雲水峰の栞（南朝の遺蹟）　　	 KC291.26-3
　〔福島県〕石川郡教育部会編
　石川県小塩江村雲水峰保勝会　〔昭和 8〕　6p　四六

雲水峰之栞（南朝遺蹟）田口亮男等　　	 KC291.26-2
　福島県田村郡第二区教育組合会
　昭和 2　12p　菊

史蹟霊山　　	 KC291.26-1
　掛田町（福島県）霊山社　昭和 8　19p　三六　4 版

　　　　　　291.5　東山東海地方

伊勢名勝志（好古類纂より抜書）　　　　	 KC291.5-1
　昭和 9 写（成田末五郎）1 冊（3 枚）菊

　　　　　　291.6　近畿地方

吉野町誌　吉野町役場編　　	 KC291.6-1
　吉野町（奈良県）編者　昭和 8（謄写）98p　菊

　　　　　　291.9　九州地方

琉球調　　	 KC291.9-1
　写（成田末五郎）1 冊（2 枚）菊

　　　　　　299　漂流記

比島漂流聞書　成田末五郎　　	 KC299-2
　〔昭和 17〕1 冊　A5（月刊東奥第 3 巻第 2,3 号抜刷）

漂流人青森之義兵衛口書　　	 KC299-1
　昭和 14 写　1 冊　菊

300　社会科学

　　　　　　300　社会科学

西浜青年の主張　佐藤豪隆　　	 KC300-1
　深浦町　著者　昭和 37（謄写）40p　B5

民族のいのち　第 4,5 号　伊東六十次郎　　	 KC300-2
　東京　著者　昭和 43,44　1 冊（4 枚）B4

　　　　　　310　政治

建白書写　　	 KC310-1
　写　1 冊（10 枚）菊
　内容：青森県少参事杉山竜江北巡を請ひ奉る建言　明治7

年歳首天下全国ニ勅題ヲ下賜セラレム事ヲ請ヒ奉ル建白

　　　　　　312　政治史　事情

青森県政五十年略誌　青森県編　　	 KC312-1
　青森　編者　昭和 15　119p　四六倍　仮洋

　　　　　　313　国家　政体

養生学ノ国家観　伊東六十次郎　	 　KC313-1
　長春（満洲国）双発洋行印刷部　大同元（1932）　69p　菊

　　　　　　317.7　警察　防犯

消防防災の現況　昭和 46 年版　青森県編　　	KC317.7-1
　青森　編者　昭和 46　463p　B5　仮洋

　　　　　　318　地方自治

県会議員被選人名簿　明治 15 年　中津軽郡役所 KC318-9

　写　1 冊　B5

駒越組黒土吉川両村人別帳　明治 5 年　　	 KC318-8
　庄屋竹内久兵衛
　明治 5（1872）写　1 冊　半紙　和

市会議員候補者銓衡委員選定要項　　	 KC318-5
　〔弘前市愛市同盟〕
　〔昭和 17〕（謄写）1 枚　B4

市町村合併と弘前市　石崎宜雄　　	 KC318-6
　弘前　弘前市政調査会　昭和 34　128p　A5
　（市政調査会資料第 12 輯）

通常青森県会決議書　昭和 9 年 ,10 年　　	 KC318-1
　〔青森県〕編
　青森　編者〔昭和 10,11〕2 冊　菊　仮洋

弘前市愛市同盟趣旨書　弘前市愛市同盟　　	 KC318-4
　昭和 17　1 枚　18.5×40

弘前市常会申合　弘前市常会　　	 KC318-3
　昭和 17　1 枚　B6

弘前市総合建設計画書　弘前市編　　	 KC318-2
　弘前　編者　昭和 35　49p　B5

60 年をめざして　弘前市管理部企画課編　　	 KC318-7
　弘前　弘前市　昭和 46〔39p〕28×21

　　　　　　319　外交　国際問題

喎蘭告密　弘化 2 年　　	 KC319-1
　写　1 冊　半紙　和（蔵書印：御日記方）
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　　　　　　322.15　武家法時代（後期）藩政

安永期の弘前藩刑法―寛政律との比較―　	 KC322.15-5
　蝦名庸一
　昭和 34（謄写）1 冊　B5
　（国史研究第 19,20 合併号抜刷）

御見得以上御給録定　　	 KC322.15-3
　写（成田末五郎）1 冊　B5

御見得以上御給録定　文化 11 年　　	 C322.15-4
　昭和 25 写（成田末五郎）1 冊　B5

御規　　	 KC322.15-1
　複写　2 冊　B5

御規　　	 KC322.15-1 イ
　複写　1 冊　B5

諸役勤書（享保三年覚書）　　	 KC322.15-2
　昭和 34 複写（神良治郎蔵本による）1 冊　B5

諸役勤書（享保三年覚書）　　	 KC322.15-2 イ
　昭和 34 複写（神良治郎蔵本による）1 冊　B5

津軽藩藩制に関する一考察　今野敏　　　	 KC322.15-6
　東京　吉川弘文館　昭和 32　1 冊　A5
　（日本歴史第 106 号）

　　　　　　327　司法制度　訴訟手続法

〔石田久雄被告ニ対スル判決文〕　　	 KC327-1
　大正写（裁判所用箋）1 冊（9 枚）　B5
　註：元宮内省御陵墓参考地守丁石田久雄窃盗詐欺官文書

偽造事件

　　　　　　337　貨幣　通貨

おかねの話　富士銀行　　	 KC337-7
　刊　1 枚

貨幣史（日本古代経済第 4 冊）　　	 KC337-2
　西村真次著　成田末五郎摘録
　昭和 36 写　1 冊　B5

〔貨幣史摘録〕成田末五郎　　	 KC337-3
　写　1 冊（8 枚）B5
　註：支那貨幣史および日本貨幣流通史より

三貨図彙（摘録）　　	 KC337-4
　写（成田末五郎）1 冊（7 枚）B5

宋銅銭流通への基盤　森克己　　	 KC337-10
　昭和 48　1 冊　A5（日本歴史第 300 号）

東亜銭志（摘録）　奥平容叔（昌洪）著　　	 KC337-5
　写（成田末五郎）1 冊（6 枚）B5

日本貨幣史（摘録）　矢島恭介　	 KC337-6
　写（成田末五郎）1 冊（9 枚）B5

日本通貨略年表　青森銀行資料室編　　　　	 KC337-9
　昭和 46（謄写）1 枚

本朝宝貨事略　新井君美編　　	 KC337-1
　写　1 冊　半紙　和

むかしのおかね・いまのおかね　埼玉銀行編　	 KC337-8
　浦和　編者　昭和 45　16p　24×13

　　　　　　345　租税

諸職工諸家業御役定　　　	 KC345-1
　複写　1 冊　B5
　註：岩見文庫本による写本・御役定のほか諸値段

諸職工諸家業御役定　　	 KC345-1 イ
　複写　1 冊　B5
　註：岩見文庫本による写本・御役定のほか諸値段

諸職工諸家業御役定　　　	 KC345-1 ロ
　複写　1 冊　B5
　註：岩見文庫本による写本・御役定のほか諸値段

　　　　　　351　統計（日本）

〔青森県三戸町〕町勢要覧　昭和 32 年版　　	 KC351-5
　三戸町役場編　三戸町　編者　昭和 33　43p　A5

青森県治一覧表　明治 13 年　青森県記録掛編　	KC351-1
　青森　編者　明治 14（1881）1 冊　半紙　和

青森県統計年鑑　昭和 27 年　青森県編　　	 KC351-2
　青森　編者　昭和 29　434p　B5　仮洋

黒石市勢要覧　1961 年版　黒石市役所編　　	 KC351-6
　黒石　編者　昭和 36　48p　B5

なみおか　浪岡町総務課編　　	 KC351-3
　浪岡町　編者　昭和 33　82p　B5

はちのへ（八戸市勢要覧）1957　　	 KC351-4
　八戸市役所編
　八戸　編者　昭和 32　94p　B5
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　　　　　　361　社会学

青森県における社会構成　石崎宜雄　　　　　	 KC361-1
　青森　青森県職員研修所　16p　菊

青森県における社会構成　石崎宜雄編　　	 KC361-3
　謄写　13p　B5

緒国の風俗気質（増続字海節用抜書）　　	 KC361-2
　写（成田末五郎）1 冊　B5

部落構成調査　　	 KC361-4
　謄写　1 冊（7 枚）　B5

　　　　　　370　教育

教育と健康　青森県特輯号　　	 KC370-2
　現代教育研究所編
　東京　編者　昭和 25　52p　A5

弘前教育教育年報　1959　　	 KC370-1
　弘前市教育委員会編
　弘前　編者　昭和 35　152p　A5

　　　　　　372　教育史　事情

青森県教育（津軽藩教育・南部藩教育・明治以後）
　成田末五郎　　	 KC372-1
　写　1 冊　B5

学資金徴収通達　明治 12 年　中津軽郡々長　　	KC372-4
　写（成田末五郎）1 冊（5 枚）B5

義塾設立当初の藩公寄附　附書翰　　 KC372-2
　昭和 30 写　1 冊（4 枚）B5

津軽藩学「稽古舘」における試験について　　	 KC372-3
　前野喜代治
　昭和 31　11p　B5
　（弘前大学教育学部紀要第Ⅱ第 1 号別刷）

　　　　　　376　初等・中等教育

〔鯵ヶ沢町立芦萢小学校第二松代分校概況〕　　	KC376-10
　〔昭和 32〕謄写　1 冊（6 枚）B5

小沢小学校之百年　　	 KC376-3
　小沢小学校創立百周年記念事業協賛会編
　弘前　編者　昭和 52　145p　A5

〔五所小〕学校調　　	 KC376-9
　写　1 冊（7 枚）B5

私立養生幼稚園要覧（創立五十周年記念）　	 KC376-4
　養生幼稚園編
　弘前　編者　昭和 30　15p　B6

砂子瀬小中学校学校経営概要　昭和 29 年度　	KC376-11
　砂子瀬小中学校編
　謄写　1 冊（10 枚）B5

〔相馬小学校〕学校調　相馬小学校　　	 KC376-7
　写　1 冊　B5

〔相馬中〕学校沿革　　	 KC376-8
　写　1 冊（6 枚）B5

〔弘前高等女学校〕卒業記念帖　　	 KC376-1
　青森県立弘前高等女学校編
　弘前　編者　昭和 5 ～ 18　13 冊　四六倍
　内容：昭和 4 ～ 17 年度各 1 冊（昭和 8 年度欠）

弘前市立東目屋小学校創立四十周年記念誌　　	 KC376-2
　斎藤照子　長谷川隆共編
　弘前　弘前市立東目屋小学校　昭和 45　159p　A5

〔舟打鉱山小学校〕学校調　舟打鉱山小学校　	 KC376-5
　写　1 冊（4 枚）B5

〔舟打鉱山中学校〕学校調　舟打鉱山中学校	 KC376-6
　写　1 冊（2 枚）B5

　　　　　　379　社会教育

社教ひろさき　昭和 33 年度版　　	 KC379-3
　弘前市教育委員会編
　弘前　編者　昭和 33（謄写）101p　17×11

地方翼賛文化厚生運動報告書　　	 KC379-1
　翼賛文化報国会弘前市支部
　昭和 19（謄写）1 冊（6 枚）B5

霊峰岩木山を中心とする文化厚生運動　　	 KC379-2
　翼賛文化報国会弘前市支部
　写（成田末五郎）1 冊（4 枚）B5

　　　　　　380　風俗　習慣

青森県民俗資料調査報告書　第 2 集　　	 KC380-2
　青森県教育委員会編
　青森　編者〔昭和 38〕22p　B5

故実集―民族学上より―　成田末五郎編　　	 KC380-4
　写　1 冊（7 枚）A5

重要民俗資料一覧　文化財保護委員会編　　	 KC380-3
　東京　編者　昭和 29,31　1 冊　A5
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　内容：昭和 29 年 11 月　追加 2（昭和 31 年 3 月）

津軽民俗　第 1 ～ 3 号　津軽民俗の会編　　	 KC380-5
　弘前　編者　昭和 24,26　1 冊（合本）B5

民俗資料調査収集の手びき（抜粋）　　	 KC380-1
　文化財保護委員会事務局編
　弘前　弘前市教育委員会　昭和 43（謄写）42p　B5

　　　　　　381　民俗学

お岩木山の話―津軽民間伝承学の一側面―　2,3
　竹内長雄　　	 KC381-1
　〔昭和 15〕1 冊　菊（月刊東奥第 2 巻第 9,10 号抜刷）

民間伝承論抜書〔柳田国男原著〕　　	 KC381-2
　写　1 冊（8 枚）B5

　　　　　　382　風俗史　民俗誌

津軽俗説選拾遺　　	 KC382-1
　〔工藤白竜〕（常政）著　成田末五郎校
　〔昭和 30〕1 冊　A5（陸奥史談第 24 輯抜刷）

津軽俗説選拾遺〔工藤自竜〕（常政）　　	 KC382-2
　写（成田末五郎）1 冊　B5

津軽半島の民俗　第 1 次報告　第 2 次報告　　	KC382-3
　青森県津軽半島民俗総合調査団編
　東京　編者　昭和 41,42　2 冊　B5
　註：第 2 次は津軽地方の民俗

津軽半島の民俗（第 1 次報告　第 2 次報告）	 KC382-3 イ
　青森県津軽半島民俗総合調査団編
　東京　編者　昭和 41,42　2 冊　B5　仮洋

　註：第 2 次は津軽地方の民俗

　　　　　　383　衣食住

内耳の鍋　小井川潤次郎　　	 KC383-2
　八戸　八戸市教育委員会　昭和 29　14p　A5

ふるさとの民具展　弘前大学民俗研究部編　　	 KC383-1
　弘前　編者　昭和 47（謄写）1 冊　B5

　　　　　　385　祭礼　年中行事

浅瀬石村鳴海家年中行事　　	 KC385-1
　写（成田末五郎）1 冊（5 枚）菊

岩木山参詣囃子集成要解　木村弦三（哲也）　	 KC385-7
　岩木町　岩木山神社　昭和謄写　10p　B5

紙漉沢村年中行事　成田末五郎　　	 KC385-5
　写　1 冊（9 枚）菊

川原に小屋掛して七度浴びる習俗　　	 KC385-2
　成田末五郎
　写　1 枚

郷土芸能調査報告　成田末五郎　　	 KC385-4
（昭和）複写　1 冊　B5

〔七戸〕郷土芸術（七戸郷土ゑはがき）　　	 KC385-14
　七戸町編
　七戸町（上北郡）編者　刊　1 封（4 枚）

節分・追儺・豆撒　成田末五郎　　	 KC385-3
　昭和 25 写　1 冊（5 枚）B5

山車今昔（弘前毎夕特輯）　　	 KC385-12
　弘前毎夕新聞社編
　弘前　編者　昭和 24　2 枚　B4

津軽年中行事採集要目　津軽民俗の会編　　	 KC385-8
　弘前　編者　昭和 23（謄写）8p　B5

ネブタ　　	 KC385-11
　弘前大学医学部付属看護学校ネブタ研究グループ編
　弘前　編者　昭和 41　13p　B5

雛祭り　成田末五郎　　	 KC385-10
　昭和 32 写　1 冊　B5

弘前祭礼行列・絵巻物　　	 KC385-13
　昭和 24 写　1 冊（10 枚）B5

民俗芸能の始まりと発達と保存について　　	 KC385-9
　成田末五郎
　写　1 冊（9 枚）B5

〔面板画〕（お山参詣帰り用）　　	 KC385-6
　木版画　2 枚　22.5×29.5 , 16.5×25.5

　　　　　　388　伝説　民話

小沢村今和助弘前城侵入の事　　	 KC388-2
　写　1 冊（4 枚）B5

津軽奇談　田中賢道（多知雄）編　　	 KC388-1
　弘前　編者　昭和 27　16p　四六　仮洋

　　　　　　390　国防　軍事

銃買付文書　慶応 4 年　　	 KC390-3



成 田 文 庫 目 録

47

　写　1 冊　美濃　和

玉松台詞査資料回答　坂本種一　　	 KC390-5
　昭和 17 写　1 冊（4 枚）B5

玉松台万歳の声　坂本種一　　	 KC390-4
　蓬田村　中沢青年分団　昭和 14　13p　B6

武具要説・武道心鑑　高坂弾正（昌信）　　	 KC390-1
　写　1 冊　半紙　和

武家故実百ヶ条抜書　多田義俊　　	 KC390-2
　写　1 冊　半紙　和
　合綴：乗穂録紗（岡田挺之編）

　　　　　　399　古代兵法

新書水戦要略　巻 1,2　小田知卿　　	 KC399-2
　文久 2（1862）写　2 冊　半紙　和

武教全書　坤　山鹿素行（高祐）　　	 KC399-1
　刊　1 冊　美濃半　和

400　自然科学

　　　　　　400　自然科学

とわだのしおり　十和田科学博物館編　　	 KC400-1
　十和田町　編者　40p　B6

　　　　　　419　和漢算法

九章門帰除術及九章門附録　竹内清承等　　	 KC419-1
　写　1 冊　美濃　和

　　　　　　449　暦学　時法

しん板はんじゑもとの月日（南部めくら暦）　	 KC449-2
　昭和 15 年
　盛岡　阿部志保　昭和 14 1 枚（2 部）34×24

南部めくら暦（昭和 47 年）　　	 KC449-1
　昭和 47　1 枚

南部めくら暦　昭和 50 年　中儀本店編　　	 KC449-3
　盛岡　編者　昭和 49 1 枚　36×25

略歴　　	 KC449-4
　弘前　竹屋慶輔　1 冊（一枚物 29 枚）
　内容：文政9～14年 , 天保4,5,7～16年 , 弘化3,4年 , 嘉

永2～8年 , 安政3,4年

　　　　　　451　気象学

〔津軽風水害年表〕（元文 2 年～明治元年）　　	 KC451-1
　成田末五郎
　写　1 冊　B6

　　　　　　453　地震学

磐梯山の破裂　福島県立図書館編　　　　　　	 KC453-1
　福島　編者　昭和 12　28p　四六
　（福島県立図書館叢書第 8 輯）

　　　　　　454　地形学

青森県下北より秋田県境に到る地震帯に沿ふ断層の存在に
就いて　荒川謙治　　	 KC454-1
　昭和 12　3p　四六倍
　（財団法人斎藤報恩会事業年報第 12 別刷）

　　　　　　455　一般地質学

青森県地質大観　和田干蔵　　	 KC455-1
　昭和 14　35p　菊

（青森師範学校校友会誌郷土号第 7 号抜刷）

青森県西海岸の地質　荒川謙治　　	 KC455-2
　昭和 8　13p　菊
　（青森県師範学校郷土号第 1 号抜刷）

岩木火山地質図　震災予防調査会　　	 KC455-4
　昭和 6 写（成田末五郎）1 舗　82×58

岩木火山ノ地質調査　震災予防調査会編　　	 KC455-3
　東京　丸善株式会社　明治 38（1905）1 冊　附図 1 舗
　四六倍

　　　　　　457　古生物学（化石学）

稲の化石出現（朝日新聞より）　　	 KC457-1
　昭和 30 写　1 冊（1 枚）B5
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　　　　　　460　生物学　博物学

具氏博物学　巻 2　須川賢久訳　　	 KC460-1
　東京　文部省　刊　1 冊　半紙
　註：具氏はアメリカ人、サミュエル・グッドリッチ

　　　　　　462　生物地理　生物誌

本州最北端大間岬の生物相大観　和田干蔵　　	 KC462-1
　昭和 12　1 冊　菊
　（青森博物研究会会報第 4 号別刷）

　　　　　　469　人類学　人種学

血清人類学上からみた津軽地方人　松木明　　	 KC469-4
　弘前　弘前統計談話会　昭和 36（謄写）7p　B6

津軽地方人の血液型―津軽地方人の血清人類学的研究―
第 4 篇（中津軽郡に於ける血液型）　　	 KC469-2
　松木明
　青森　青森県教育委員会　昭和 29　49p　B5
　（青森県文化財資料）

津軽地方人の血液型―津軽地方人の血清人類学的研究―
　松木明	 KC469-3
　弘前　著者　昭和 37 ～ 41（謄写）11 冊　B5
　内容：第1編序論　第2編東津軽郡の血液型　第3編西津

軽郡の血液型　第4編中津軽郡の血液型　第5編南津軽
郡の血液型　第6編北津軽郡の血液型　第7編総論　第8
編補遺　別編第1日本民族の血液型　別編第2日本に於
ける血液型の分布調査史　総目次

津軽地方人の指紋の調査研究　　	 KC469-7
　謄写　1 冊（10 枚）B5

津軽地方に於けるアイヌ語の地名と血液型の分布
　松木明　　	 KC469-5
　昭和 37　31p　A5（陸奥史談第 32 輯別刷）

日本古代民族　　	 KC469-8
　写（成田末五郎）1 冊（1 枚）菊

日本に於けるABO式血液型分布の統計的観察　其 2（奥
羽地方）小林ちよ　　	 KC469-1
　昭和 14　9p　四六倍
　（犯罪学雑誌第 13 巻第 4 号抜刷）

松木博士血液型発表（東奥日報切抜）　　	 KC469-9
　昭和 12　1 冊（3 枚）菊

目屋の血液型　松木明　　	 KC469-6
　昭和 13　1 枚（鷹城随筆第 1 巻第 1 号別刷）

　　　　　　470　植物学

郷土の植物から地方史を窺う　成田末五郎	 KC470-11
　写　1 冊　B5

さくら（東奥日報文化欄原稿）　成田末五郎　	 KC470-4
　昭和 23 写　1 冊（4 枚）B6

桜と弘前（みちのく観光原稿）　成田末五郎	 KC470-6
　昭和 29 写　1 冊（4 枚）B5

さくらの研究　成田末五郎　　	 KC470-7
　写　1 冊　B5

植物が語る地方の歴史　成田末五郎　　　	 KC470-2
　写　1 冊　B5

植物が語る地方の歴史　成田末五郎　　	 KC470-3
　〔昭和 43 ～ 46〕1 冊（合綴）B5
　（青森林友別刷）

植物植栽　成田末五郎　　	 KC470-12
　写　1 冊　B5

珍樹老木の調　　	 KC470-1
　写（成田末五郎）1 冊（2 枚）B5

津軽地方植物誌　成田末五郎　　	 KC470-16
　写　1 冊　B5

弘前公園植物名調査（昭和 28 年 10 月 21 日）　	KC470-9
　村井三郎　和田干蔵　成田末五郎
　謄写書入　1 冊（3 枚）B5

弘前公園老木調査（昭和 43 年 3 月）　　	 KC470-15
　昭和 43 写　1 冊（4 枚）B5

弘前城と桜　成田末五郎　　	 KC470-5
　写　1 冊（10 枚）B5

弘前ニ於ケル老木大樹調（昭和 14 年 6 月調）	 KC470-14
　成田末五郎
　昭和 14 写　1 冊（6 枚）菊

ふるさとの城と花（草稿）　成田末五郎　　	 KC470-8
　昭和 47 写　1 冊　B5

歴史を語る植物　成田末五郎　　	 KC470-10
　写　1 冊　B5

老木珍木に関し調査の質疑回答　成田末五郎　	KC470-17
　写　1 冊（8 枚）B5
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我家の植物園　成田末五郎　　	 KC470-13
　写　1 冊（4 枚）B5

　　　　　　471　植物学通論（有用植物）

青森県産野生食用植物ノ栞　成田末五郎編　　	 KC471-5
　〔昭和刊〕1 枚　20×55

食生活の方向と野生植物の食用　　	 KC471-4
　青森県食糧営団編
　青森　編者〔昭和刊〕54p　菊
　内容：食生活の方向と野生植物の食用（成田末五郎）　

青森県産野生食用植物ノ栞（成田末五郎）　兵食関係文
献抄（青森県食糧営団）　青森県産薬用植物（成田末五
郎）

食用ニ供セラルル野生植物調査　　	 KC471-3
　青森県警察部衛生課編
　〔昭和 12〕12p　四六

食用野生植物一覧表　　	 KC471-1
　刊　1 枚　26×36

自力更生と救荒植物　成田末五郎　　	 KC471-2
　昭和 7　1 冊　菊

　　　　　　479　被子植物

青森県桜と早春蝶　　	 KC479-1
　佐藤雨山（耕次郎）　黒石昆虫会共著
　黒石町　黒石昆虫会　昭和 11（謄写）1 冊　四六倍

　　　　　　480　動物学

近代に於ける青森県産動物異変　成田末五郎　	 KC480-2

　昭和 9 写　1 冊　菊

動物採集手帳の中から　成田末五郎　　	 KC480-1
　昭和 13　6p　菊（青森博物研究会会報第 7 号別刷）

　　　　　　486　昆虫類

テレァコ　第 4 巻第 1 号（鳴海会長入営記念特輯号）
　黒石昆虫会編　	 KC486-1
　黒石町（南津軽郡）編者　昭和 14　48p　菊　仮洋

日本の蝶（青森県産蝶類目録）　阿部行伸　　	 KC486-2
　十和田市中央公民館　刊　4p　B5

　　　　　　487　脊椎動物

青蛙研究史　和田干蔵　　　　　　　　　　　	 KC487-5
　昭和 37　14p　B5（青森短期大学紀要第 1 巻抜刷）

青蛙の運動に関する研究　和田干蔵　　　	 KC487-2
　刊　6p　菊（青森県師範学校校友会誌第 23 号別刷）

青森県の両生類　和田干蔵　　	 KC487-3
　昭和 42 ～ 47　1 冊（合綴）　B5
　（青森短期大学紀要第 5 ～ 8 巻別刷）

あゆの話　土屋雅夫編　　	 KC487-1
　藤代村（中津軽郡）　藤代村公民館　昭和 25　11p
　四六　仮洋（藤代村公民館郷土教育教材資料 1）

豊凶の予測に利用される「戸和田の餅」（サンセウウヲの
卵塊）の動物学的踏査　根岸浩　　	 KC487-4
　昭和 9　12p　菊（博物学会誌第 1 巻第 1 号別刷）

モリアオガヱルの 2・3秘密について　　	 KC487-6

　和田干蔵
　昭和 39　1 冊（5 枚）B5（青森短期大学紀要第 2 巻別刷）

　　　　　　488　鳥類

遠州浜名湖畔に越冬する燕　籾山徳太郎　　	 KC488-2
　東京　籾山鳥学研究所　昭和 12　10p　菊

鳥類渡りの現象　和田干蔵　　	 KC488-1
　昭和 46　11p　B5（青森大学紀要第 2 巻別刷）

　　　　　　489　哺乳類

青森県産哺乳類目録　和田干蔵　　	 KC489-1
　昭和 12　11p　菊（青森県博物研究会々報第 5 号別刷）

　　　　　　490　医学

所謂安永の大時疫について　成田祐之　　	 KC490-2
　刊〔4p〕　菊（弘前大学医学部学友会誌第 2 号別刷）

明治前津軽痘瘡流行史　松木明知　　	 KC490-1
　昭和 40　8p　B6（陸奥史談第 36 号抜刷）

　　　　　　491.3　生理学

人血液型ノ血清化学的研究　松木明　　　	 KC491.3-1
　昭和 7　88p　四六倍（社会医学雑誌第 544 号別刷）

人血液型ノ血清化学的研究　松木明　　	 KC491.3-1 イ
　昭和 7　88p　四六倍（社会医学雑誌第 544 号別刷）

　　　　　　498　衛生学　公衆衛生　予防医学

東北地方住民の脳卒中乃至高血圧の予防についての研究
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　佐々木直亮　　	 KC498-2
　昭和 36　32p　B5

トラコーマ予防撲滅（東北地方に於ける）　　	 KC498-3
　石原忍
　東京　東北生活更新会　昭和 11　84p　菊

保健と高地気候　和田干蔵　　	 KC498-1
　昭和 14　7p　菊
　（青森県師範学校々友会誌第 30 号抜刷）

　　　　　　499　薬学

青森県産薬用植物　成田末五郎編　　	 KC499-1
　謄写　1 冊（10 枚）B5

青森県産薬用植物　成田末五郎編　　	 KC499-2
　弘前　翼賛文化報国会弘前支部　青森県医師会弘前支部
　〔昭和刊〕1 枚　40×58

薬草採集（天和 3 年御日記）　　	 KC499-4
　写（成田末五郎）1 冊（3 枚）菊

薬用植物について　成田末五郎　　	 KC499-3
　昭和 41 写　1 冊（8 枚）B5

500　工学

　　　　　　512　測量学

津軽測量術　　	 KC512-1
　写（成田末五郎）1 冊（2 枚）B5

　　　　　　517　河川工学

岩木川大水年表　成田末五郎　　	 KC517-2
　昭和写　1 冊（3 枚）B5

堀に関する記録抜書（年代記）　　	 KC517-1
　写（成田末五郎）1 冊（4 枚）菊

　　　　　　519　衛生工学

弘前市上水道小誌　弘前市水道部編　　	 KC519-1
　弘前　編者　昭和 30　25p　A5

　　　　　　520　建築学

青森県の文化財・建造物について　　	 KC520-3
　成田末五郎
　昭和 41 写　1 冊（6 枚）B5

年代記（御修復所留書）　大工頭　　	 KC520-1
　昭和 28 写（成田末五郎）3 冊　B5
　註：寛文 12 年～宝暦 3 年

藩政時代の民家建築禁令資料（東北篇）　　	 KC520-2
　小倉強
　昭和 25　24p　A5

　　　　　　526　各種の建築

〔岩木山神社〕奥門並瑞垣修繕及絵画書換記録　	KC526-6
　写（成田末五郎）1 冊（2 枚）B5

岩木山神社建築年代　　	 KC526-8
　写（成田末五郎）1 冊（2 枚）B5

岩木山神社御棟札集成　藤井秀任　　	 KC526-13
　写（成田末五郎）1 冊　半紙倍

岩木山神社御棟札集成　藤井秀任　　	 KC526-14
　写（小堀豊太郎）1 冊　B4

岩木山神社本殿文化財調査報告書　　	 KC526-5
　成田末五郎
　写　1 枚　B5

熊野奥照神社本殿について　林清美　　	 KC526-10
　昭和 30　7p　A5

国宝弘前城維持修理報告書（二ノ丸辰巳櫓丑寅櫓及三ノ丸
追手門）　国宝弘前城修理事務所編　　	 KC526-2
　弘前　編者　昭和 16　32p　図版　A4　仮洋

重要文化財弘前城三の丸東門修理工事報告書　	 KC526-4
　弘前市編
　弘前　編者　昭和 45　1 冊　A4　仮洋

重要文化財弘前城修理工事報告書　弘前市編　	 KC526-3
　弘前　編者　昭和 34　1 冊　A4　仮洋

高照神社本殿・中門・拝殿及び幣殿指定申請書	 KC526-9
　謄写　1 冊　B5
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津軽家霊廟重要文化財指定申請書　長勝寺編　	 KC526-1
　弘前　編者　昭和 28（謄写）132p　B5

姫路城の話　橋本政次　　	 KC526-15
　姫路　姫路郷土史研究会　昭和 24　56p　B6

百沢御宮廻修復御用留幉　享和 2 年 ,3 年　　KC526-7
　写（成田末五郎）1 冊　B5

弘前旧城本丸建物之図　　	 KC526-16
　青写真　1 舗　52×68

弘前市庁舎　弘前市　　	 KC526-11
　昭和 34　1 冊　B5

弘前市民会館　弘前市　　	 KC526-12
　昭和 39　1 枚　25×76

　　　　　　559　軍事工学（築城）

城郭史　成田末五郎　　	 KC559-3
　写　1 冊（8 枚）菊

弘前城へ引水を証する兼平氏の井戸について　	 KC559-1
　成田末五郎
　写　1 冊　菊

弘前城の水利考察　成田末五郎　　	 KC559-2
　〔昭和 13〕写　1 冊　菊

　　　　　　560　採鉱冶金学

〔小国鉄山御番所等御普請之儀〕口上之覚　　	 KC560-2
　鉄吹小頭奥内村元之助
　複写　1 枚　26×36

鉄山秘書の著者・下原重仲について　生田清　	 KC560-1
　昭和 38（科学史研究より複写）1 冊（3 枚）B5

舟打鉱山　　	 KC560-4
　写　1 冊　B5

舟打鉱山調査　日曹鉱業株式会社舟打鉱山　　	 KC560-3
　昭和 18 謄写　1 冊（5 枚）B5

　　　　　　564　鉄冶金

大館森地区製鉄炉阯遺跡の調査　成田 , 小山　	 KC564-9
　写　1 冊（10 枚）　B5

奥内鉄吹御役鉄受払証文　　	 KC564-14
　寛政 4,5（1792，93）2 枚　25×33

在町九浦鍛冶御元幉　安政 7 年　鍛冶頭　　	 KC564-1
　昭和 30 写　1 冊（10 枚）B5

〔鉄吹記録〕　成田末五郎編　　	 KC564-15
　写　1 冊　B5

〔考古学と鉄文化〕　成田末五郎編　　	 KC564-13
　写　1 冊　B5

古代鉄文化の研究　成田末五郎編　　	 KC564-4
　写　1 冊　B5

小屋舗遺蹟　成田末五郎　　	 KC564-5
　昭和 25,26 写　1 冊　B5

縄文時代に製鉄　　	 KC564-8
　昭和 45（新聞切抜）1 枚　B5

製鉄遺跡調　成田末五郎　　	 KC564-10
　写　1 冊（3 枚）B5

製鉄法　　	 KC564-11
　写（成田末五郎）1 冊（4 枚）B5

「たたら研究」掲載論文目録　　	 KC564-16
　昭和 37 写　1 冊（4 枚）B5

津軽地方製鉄遺跡　成田末五郎　　	 KC564-3
　写　2 舗　108×117

津軽地方の製鉄史　成田末五郎　　	 KC564-6
　昭和 37 写　1 冊　B5

鉄鉱及鉄滓分析表　　	 KC564-2
　写　1 舗　116×109

鉄の話　　	 KC564-12
　写（成田末五郎）1 冊（7 枚）　B5

肥後に於ける製鉄遺跡の研究　第 1 編　　　　	 KC564-7
　坂本経堯
　昭和 28（謄写）39p　B5

　　　　　　569　鉱業経済　経営

〔尾太〕鉱山概況　　	 KC569-2
　尾富鉱業株式会社尾太鉱業所編
　昭和 29　1 枚

尾太銅山ノ事　　	 KC569-1
　写　1 冊　B5

御山法書　　	 KC569-4
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　昭和 16 写　1 冊（7 枚）菊

長慶金山調　成田末五郎編　　	 KC569-3
　写　1 冊　菊

　　　　　　585　製紙工業　紙製品

陸奥紙残忘録　　	 KC585-1
　斎藤寅次郎談　岡村吉右衛門編
　編者　昭和 34（型染）1 冊　半紙倍　和

　　　　　　596　食物　料理

菓子講座　成田末五郎編　　	 KC596-4
　写　1 冊（9 枚）B5

菓子談議（北の味）　裕光（成田末五郎）　　	 KC596-3
　写　1 冊　B5

穀類及び食品の性質　石塚左玄　　	 KC596-2
　東京　食養会　昭和 16　55p　四六

雑草食と粉食　成田末五郎　　	 KC596-5
　昭和 20　1 冊（3p）A5（月刊東奥第 7 巻第 7 号）

肉食迷信　ケロック著　松田福松訳編　　　	 KC596-1
　東京　食養会　昭和 16　3 版（初版昭和 11）29p　B6

600　産業

　　　　　　601　産業政策

弘西資源開発調査総括報告書　　	 KC601-1
　青森県十和田岩木川地区総合開発協議会編
　昭和 31（謄写）73p　B5

　　　　　　602　産業史　事情

経済絶筆（抄）　〔手塚玄通〕独有（子徹）　　	 KC602-2
　昭和 12 写（成田末五郎）　1 冊（6 枚）　菊

津軽興業誌　藤田貞元著　成田末五郎抄　　	 KC602-1
　写　1 冊　菊

　　　　　　611.2　土地制度　小作問題

青森県開拓地大規模機械化実験農場―岩木実験農場設立の
経過・事業内容・その技術的基礎―　	 KC611.2-6
　青森県編
　青森　編者　昭和 37　88p　B5　仮洋

売渡申田地年賦証文之事　　	 KC611.2-22
　天明 3（1783）写　1 通

売渡申年賦証文之事（田地）　　	 KC611.2-20
　宝暦 12（1762）写　1 通

永代相返し田方証文之事　　	 KC611.2-23
　文化 10（1813）写　1 通

永代売渡申田地証文之事　　	 KC611.2-21
　安永 6（1777）写　1 通

越後高田検地史料（江戸日記抜萃）　　	 KC611.2-7
　昭和 29 写（複写）1 冊　美濃

駒越組紙漉沢村久右衛門抱高反別帳　　	 KC611.2-18
　宝暦 8 年
　宝暦 8（1758）写　1 冊　美濃

駒越組砂子瀬村田畑高反別割元帳　　　	 KC611.2-3
　元治元年（1864）　庄屋長九郎
　元治元（1864）写　1 冊　横長　和

駒越組砂子瀬村田畑持切調帳　慶応元年　	 KC611.2-2
　庄屋長九郎
　慶応元（1865）写　1 冊　美濃　和

坂市村〔検地水帳〕貞享 4 年　　	 KC611.2-19
　貞享 4（1687）写　1 冊　半紙

坂市村庄屋持高反別帳　元禄 3 年　　	 KC611.2-15
　元禄 3（1690）写　1 冊　美濃半（横）

三本木平開業之記　　	 KC611.2-1
　新渡戸伝（常澄）口授　新渡戸十次郎（常訓）筆記
　青森　青森県中央図書館　昭和 12　18p　半紙　和
　（青森県中央図書館プリント集第 3）

山林原野地価取調書上帳　　	 KC611.2-4
　第三大区四小区砂子瀬村
　明治 10（1877）写　1 冊　美濃　和

〔相馬村紙漉沢長慶地区〕開拓に関する意見書	KC611.2-14
　成田末五郎
　昭和 26 複写　1 冊（5 枚）B5

農書　　	 KC611.2-5
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　浪岡町　葛西善一　昭和 42（謄写）2 冊　B5
　（郷土調査考第 14 号）

米銭貸方并指引調書上帳　宝暦 6 年　　	 KC611.2-17
　紙渡沢村久右衛門
　宝暦 6（1756）写　1 冊　半紙

米銭有物御家中先納人別判帳　宝暦 6 年　　	KC611.2-16
　紙漉沢村久右衛門
　宝暦 6（1756）写　1 冊　半紙

水木在家地籍図（明治改正頃）　　	 KC611.2-13
　写（成田末五郎）1 冊　B5

陸奥国津軽郡鼻和庄五所村御検地水帳　　	 KC611.2-11
　貞享 4 年
　昭和写　1 冊　B5

陸奥国津軽郡鼻和庄相間村御検地水帳　　	 KC611.2-10
　貞享 4 年
　昭和写　3 冊　B5

陸奥国津軽郡鼻和庄水木在家村御検地水帳　	KC611.2-12
　貞享 4 年
　昭和写　1 冊　B5

陸奥国津軽郡平賀庄黒滝村御検地水帳　　	 KC611.2-9
　貞享 4 年
　昭和写　1 冊　B5

約定証（大開野開墾疎水計画記録）明治 23 年	KC611.2-8
　昭和 12 写（成田末五郎）1 冊（5 枚）菊

　　　　　　611.39　飢饉　備荒　荒政

救飢食品草木考　　　	 KC611.39-2
　写　1 冊　美濃　和

大正二年の大凶作の思い出　福士重太郎　	 KC611.39-4
　昭和 46 写　　1 冊　B5

備荒草木図　建部由正　　	 KC611.39-1
　明治写　1 冊　半紙　和

野生食用植物及動物ニ関スル調査　其 1 ～ 4	KC611.39-3
　大政翼賛会第七調査委員会編
　東京　編者　昭和 16　4 冊　B5　仮洋

　　　　　　612　農業史　事情

津軽地方農業発達史　成田末五郎　　	 KC612-2
　昭和 32 写　1 冊　B5

津軽南部開拓史料　成田末五郎　　	 KC612-1
　写　1 冊　B5

　　　　　　613　農業理化学

栄養・週期・適期施肥論―科学的少肥多収の技術―　
　大井上康　　	 KC613-1
　東京　農村文化研究会　昭和 18　128p　B6

　　　　　　614　農業工学

浅瀬石川並小阿弥堰図　　	 KC614-3
　明治 8（1875）写　1 冊　半紙

杭人堰由緒　　	 KC614-1

　昭和 16 写（成田末五郎）1 冊　菊

単車輪式トラクター　油井三郎　　	 KC614-4
　弘前　著者　昭和 23 謄写　22p　菊

津軽灌漑と人柱について　成田末五郎　　	 KC614-2
　昭和 34 写　1 冊　B5

　　　　　　615　作物栽培

耕作古老伝　附天明の凶作とその対策 1　　	 KC615-2
　葛西善一編
　〔浪岡町〕編者　昭和 38（謄写）1 冊　B5
　（郷土調査考第 4 号）

耕作噺　中村喜時　　	 KC615-1
　浪岡町　浪岡文化財保護委員会　昭和 41（謄写）2 冊
　B5　（浪岡文化財双書）

　　　　　　616　食用作物

稲作の歴史　成田末五郎編　　	 KC616-2
　写　1 冊　B5

稗の未来　柳田国男　　	 KC616-1
　弘前　弘前民俗の会　昭和 22　18p　（謄写）　菊

　　　　　　617　工芸作物

駒越組相馬大助藤沢藍内沢田右五ケ村漆畑並開発畑共書上
帳　文久 2 年　漆役中沢清十郎	 KC617-4
　昭和写　1 冊（7 枚）B5

駒越組相馬藤沢大助藍内沢田五ケ村漆木実数書上帳
　安政 5 年　庄屋清十郎　	 KC617-5
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　昭和写　1 冊　B5

駒越組相馬村藍内村藤沢村大助村沢田村漆木苗植付手順調
帳　文久 2 年　漆役中沢清十郎	 KC617-3
　昭和写　1 冊（4 枚）B5

漆林の履歴　附藩中薬品考（和田正純）　　　	 KC617-1
　一戸岳逸編
　青森　青森通俗図書館　昭和14（謄写）37p　半紙　和
　（東日流叢書第 2）
　註：成田耕一郎家記を謄写したもの

津軽うるしの話　成田末五郎　　	 KC617-2
　昭和 23 写　1 冊（8 枚）A5

　　　　　　625　果樹園芸

青森県くだもの考　成田末五郎　　	 KC625-3
　写　1 冊　B5

青森県果物考（北の味）　成田末五郎　　	 KC625-1
　写　1 冊　B5

家庭果樹栽培（戦後収拾期の）　永沢勝雄　　	 KC625-5
　東京　産業図書株式会社　昭和 20　32p　B6

りんご通信　青森県りんご販売対策協議会編　	 KC625-2
　青森　編者　昭和 33 ～ 37　2 冊（合冊）B5，B6
　内容：第 24 ～ 34 号　No38,42,46,49,53,57,80,87,97
　（増刊通巻第 35 ～ 41,43,44）

りんごの神話雑説　成田末五郎　　	 KC625-4
　写　1 冊（5 枚）B5

　　　　　　629　造園（風致工学）

眺望山自然体養林管理経営方針書　　	 KC629-1
　青森営林局編　24p　B4

　　　　　　640　畜産業

開牧五年紀事　広沢安任　　	 KC640-1
　青森　青森県農地委員会　昭和 25（謄写）74p　B5

　　　　　　643　家畜飼料　家畜栄養

駒越組村々秣場并岸焼御元帳（相馬村の分）　　	KC643-1
　文政 5 年
　昭和 42 写（成田末五郎）1 冊（3 枚）B5

　　　　　　645　家畜

八戸の馬　上巻　上杉修　　	 KC645-1
　八戸　八戸市教育委員会　昭和 44　18p　B5

　　　　　　646　家禽

津軽金八考　斎藤修太郎　　	 KC646-1
　昭和 51 謄写　1 冊（3 枚）B5

　　　　　　649　獣医学

仮名安驥集　12 巻　道派叟　　	 KC649-1
　写　12 冊　B5,A5

〔馬療治書〕佐藤吉之助（正淙）　　	 KC649-2
　安永 10（1781）写　1 冊　半紙

　　　　　　651　森林経済　経営

青森県管内旧津軽藩林制要領　　	 KC651-3
　鳴海謙六　永沢孫三郎共著
　明治 24（1891）1 冊（7 枚）半紙

覚（古来より之見継山又当村江見継山ニ被仰付度願之儀）
　小屋舗村代庄屋長七，四兵衛　　	 KC651-8
　写　1 冊　半紙　和

覚（古来より之見継山又当村江見継山ニ被仰付度願之儀）
　小屋舗村代庄屋長七，四兵衛　　	 KC651-9
　写（成田末五郎）1 冊　B5

仕立山秣場元帳（中野村・中畑村・番館村）・箕家業永代
売渡証文　　	 KC651-2
　昭和 30 写　1 冊（8 枚）B5

写書（御用留）　湯舟村代庄屋吉右衛門　　	 KC651-10
　文政 4（1821）写　1 冊　半紙　和

写書（御用留）　湯舟村代庄屋吉右衛門　　	 KC651-11
　写（成田末五郎）1 冊（5 枚）B5

相馬山調　成田末五郎　　	 KC651-15
　写　1 冊　B5

日本林政史料弘前藩（抄）　成田末五郎抄　　	 KC651-13
　写　1 冊（6 枚）B5

檜末木山中御極印打入出上ヶ帳　弘化 5 年　　	 KC651-5
　寺沢七郎左衛門　久保田堅吾
　昭和写　1 冊（4 枚）B5

屏風山は語る　佐藤公知　　	 KC651-1
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　昭和 27（東奥日報切抜）1 冊（10 枚）B5
　合綴：佐藤公知氏来訪談

南浮田村と当村山論諸書付留　　	 KC651-12
　湯舟村庄屋八郎三郎
　嘉永 6（1853）写　1 冊　半紙　和

陸奥国第三大区四小区津軽郡百沢村鎮座国幣小社岩木山神
社境内図　　	 KC651-7
　昭和 40 写（成田末五郎）1 舗　81×80

〔持山萱野草木苅株進退一切及利害之儀〕委任状
　明治 10 年　大場佐次兵衛等　　	 KC651-6
　明治 10（1877）写　1 冊　美濃　和

〔山方資料〕成田末五郎編　　	 KC651-14
　写　1 冊　B5

山仕分証文之事　　	 KC651-4
　文化 6（1809）写　1 通
　註：荒神林御山宮地村領八幡村領境目取りきめ証文

　　　　　　652　森林立地学　森林植物学

青森県下ニ於ケルひばあをもりとどまつ分布略図
　写（成田末五郎）1枚　40× 50　	 KC652-2

岩木村における樹木調査報告書　　	 KC652-3
　林業試験場青森支場
　岩木村　昭和 33　17p　B5

弘西農林資源調査報告書　　	 KC652-4
　林業試験場農林資源調査班編
　昭和 31 写　1 冊　B5

目屋塊地上資源資料（樹種別蓄積調）　　	 KC652-1
　昭和 14 年 4 月 1 日現在
　昭和 15 写　1 冊（3 枚）

　　　　　　663　水産養殖

鯉・金魚の養殖　第 1 部　　	 KC663-1
　青森県水産試験場編
　編者　昭和 27　35p　B6（水産増殖叢書第 1 篇）

　　　　　　682　交通史　事情

増訂海外交通史話　辻善之助　　	 KC682-1
　東京　内外書籍株式会社　昭和 17　5 版（初版昭和 5）

関所手形・湊口手形　　	 KC682-3
　写　1 枚　25×36

八戸藩の交通　上杉修　　	 KC682-2
　八戸　北方春秋社　昭和 35　50p　A5
　（奥南史苑　第 5 号）

　　　　　　683　海運

廻船式目　　	 KC683-1
　写（成田末五郎）1 冊　B5

津軽地方渡航史料　　	 KC683-2
　写（成田末五郎）1 冊（5 枚）菊

　　　　　　684　河航　運河

カレドニアン運河航行記　古田良一　　	 KC684-1
　昭和 9〔6p〕菊（文化第 1 巻第 8 号抜刷）

　　　　　　686　鉄道運輸

弘前・目屋・西海岸貫通鉄道促進資料　　　　	 KC686-1
　写（昭和 14 頃）1 冊（6 枚）菊
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700　芸術

　　　　　　702　美術史

小川破笠　　	 KC702-1
　刊（複写）1 冊　四六倍
　内容：篏工芸術と破笠（相見香雨）　破笠の技巧に就い

て（吉野富雄）　小川破笠に就いての考察（宮下孝雄）
　笠翁製作の後継者（竹内久一）

八戸藩或は広く南部地方の画家・書家其他美術的作家につ
いて　上杉修　　	 KC702-2
　写　1 冊　B5

　　　　　　706　学会　協会（展覧会）

郷土懐古展覧会出品目録　朝陽尋常小学校編　	 KC706-1
　弘前　編者　昭和 10　1 枚　27×39

津軽贈位者遺物展覧会出品目録　　	 KC706-2
　〔弘前図書館〕編
　〔昭和 4〕刊　1 枚　33×44

〔展覧会目録〕　　	 KC706-3
　1 袋（21 点）

　　　　　　709　国宝　古器　骨董

青森県指定文化財　青森県教育委員会編　　	 KC709-5
　青森　編者　昭和 32　60p　A5

〔青森県〕重要文化財分布図　成田末五郎　　	 KC709-16
　写　1 舗　152×146

青森県の文化財　青森県教育委員会編　　	 KC709-4

　青森　編者　昭和 25　32p　A5
　（青森県文化財叢書）

青森県の文化財　昭和 29 年度改定版　　	 KC709-8
　青森県文化財保護協会編
　青森　編者　昭和 30　55p　B5

青森県の文化財　成田末五郎　　	 KC709-10
　写　1 冊（4 枚）B5

青森県の文化財　成田末五郎　　	 KC709-24
　写　1 冊　B5

青森県の文化財（テレビ放送用）　　	 KC709-23
　昭和 41（コピー）1 冊（6 枚）B5

青森県文化財　成田末五郎　　	 KC709-27
　写　1 冊（10 枚）B5

青森県文化財解説　成田末五郎　　	 KC709-21
　写　1 冊　B5

青森県文化財目録　　	 KC709-22
　写　1 冊（8 枚）B5

青森市の文化財　青森市教育委員会編　　	 KC709-20
　青森　編者　昭和 38　14p　A5

（図録）青森の文化財　青森県教育委員会編　　	KC709-7
　青森　編者　昭和 40,42　2 冊　B5
　内容：建造物・彫刻美術工芸品・考古資料

掛物茶道具　　	 KC709-1
　昭和 13 写　1 冊　美濃半　和

古器物調　　	 KC709-11
　昭和 9 写　1 冊（9 枚）菊

国宝目録　文化財保護委員会編　　	 KC709-2
　東京　編者　昭和 28 ～ 38　1 冊　B5
　内容：第5集（昭和28年11月）第7集（昭和29年11月）
　第9集（昭和31年3月）第10集（昭和31年11月）第12

集（昭和32年11月）第16集（昭和38年3月）

七戸地方文化財目録　七戸町公民館編　　	 KC709-25
　七戸町（上北郡）編者　昭和 33　23p　B6

指定文化財一覧　青森県教育委員会編　　	 KC709-6
　青森　編者　昭和 48,50　1 冊　B5
　内容：昭和 48 年 1 月 1 日現在　昭和 50 年 1 月 1 日

重要文化財目録　文化財保護委員会編　　	 KC709-3
　東京　編者　昭和 28 ～ 38　1 冊　B5
　内容：第4集（昭和28年11月）第6集（昭和29年11月）

第9集（昭和31年11月）第11集（昭和32年11月）第20
集（昭和38年3月）第21集（昭和38年11月）

樽沢氏所蔵品調査　成田末五郎　　	 KC709-12
　昭和 11 写　1 冊　菊

八戸市美術品収蔵庫展示美術品一覧表　　	 KC709-9
　八戸市教育委員会編
　八戸　編者　複写　1 冊（3 枚）B5

弘前の文化財　笠原幸雄編　　	 KC709-19
　弘前　弘前市教育委員会　昭和 42　54p　17×10

弘前の文化財建造物　弘前市教育委員会編　　	KC709-26
　弘前　編者　昭和 47　29p　B5
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弘前文化財案内　1958 年版　山口寿編　　	 KC709-18
　弘前　弘前市教育委員会　昭和 33　41p　17.5×10.5

弘前文化財誌　第 1 輯（建造物篇）　　	 KC709-14
　弘前市教育課編
　弘前　弘前市役所　昭和 25　16p　B6

弘前文化財誌　弘前市教育課編　　	 KC709-15
　弘前　弘前市役所　昭和 27　20p　B6

弘前文化財誌　第 1 集建造物篇　　	 KC709-17
　弘前市教育委員会編
　弘前　編者　昭和 29　19p　B6

文化財図録解説　成田末五郎　　	 KC709-28
　写　1 冊　B5

文化財保護法　文化財保護委員会編　　	 KC709-13
　東京　編者　昭和 29　65p　A5

　　　　　　710　彫刻

沖館観音と円空　　	 KC710-3
　写（成田末五郎）1 冊（8 枚）B5

黒石稲荷神社古面　　	 KC710-2
　昭和 15 写（成田末五郎）2 枚　40×28

弘前八幡宮本殿内陣扉浮彫　　	 KC710-1
　昭和刊（原色写真）1 枚　52×40　一枚物

　　　　　　718　仏像

背高観音様について　成田末五郎　　	 KC718-1
　昭和 32 写　1 冊（4 枚）B5

　　　　　　720　絵画

高橋竹年画伯小伝（高橋竹年遺作展目録）　　	 KC720-3
　刊　1 枚

津軽書画家伝抄　郷土文化研究倶楽部同人編　	 KC720-1
　昭和 40 写（成田末五郎）1 冊　B5

津軽文林詩文集（画家小伝・書家小伝）　　	 KC720-4
　成田末五郎抄
　写　1 冊　B5

明治大正名士筆蹟目録（土田与惣市氏蔵）　　	 KC720-2
　昭和 25 写（成田末五郎）1 冊　B5

　　　　　　733　木版画

大円寺之塔及常盤坂よりの岩木山図　　	 KC733-1
　木版画　2 枚　20×25

　　　　　　750　工芸美術

青森県民芸古作展図録　青森県民芸協会編　　	 KC750-7
　弘前　編者　昭和 44　35p　B5

あけび蔓細工・津軽陶業・津軽塗記　　	 KC750-2
　写　1 冊（8 枚）B5

小川破笠　　	 KC750-3
　写（成田末五郎）1 冊（9 枚）B5

工芸美術概説　成田末五郎　　	 KC750-4
　写　1 冊　B5

〔津軽南部工芸家〕　成田末五郎　　	 KC750-5

　写　1 冊　B5

八戸鍛冶・陶芸・漆工調　音喜多富寿　　	 KC750-6
　写　1 冊　B5

みちのく民芸　第 8 ～ 15,17,18 号　	 KC750-1
　相馬貞三編
　弘前　青森県民芸協会　昭和 39 ～ 45　10 冊　B5

　　　　　　751　陶磁工芸

岩手の陶磁器　盛岡市産業文化館編　　　　　	 KC751-1
　盛岡　編者　昭和 31　16p　A5

河井寛次郎遺作展　青森県民芸協会編　　　	 KC751-2
　弘前　編者　昭和 42　29p　B5

鳴海要陶芸展　　	 KC751-3
　昭和 44　20p　B5

　　　　　　752　漆工芸

世界の漆芸　工業技術院産業工芸試験所編　　	 KC752-2
　東京　日本工芸技術協会〔昭和 40〕22p　B5

津軽塗を弘前塗と称する様に致し度きものなり	 KC752-1
　岩見常三郎
　写　1 冊（3 枚）菊

　　　　　　756　金工芸

青森県新古刀工価格番附　小倉富士雄　　	 KC756-7
　弘前　弘前美術商会　昭和 10　1 舗　53×38

石田家蔵鎗（拓）　　	 KC756-2
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　拓　1 枚　25×45

延寿同時刀一件　　	 KC756-17
　写及複写　1 冊　B5

紙漉沢村成田重格氏蔵古剣拓　　	 KC756-13
　昭和 11（拓）1 枚　54×24

景長小刀・不動剣（拓）　　	 KC756-8
　昭和 13（拓）2 枚

古鏡　　	 KC756-5
　写（成田末五郎）1 冊（4 枚）B5

古蹟ニ現ハルル刀剣　成田末五郎　　	 KC756-14
　写　1 冊　菊

坂市村柴田氏蔵鍔及刀及石田氏蔵槍（拓）　　	 KC756-11
　拓　1 枚　36×25

新撰津軽刀工銘集録（津軽刀工総覧抄出）　　	 KC756-15
　戸沢武編
　弘前　陸奥史談会　昭和 44　15p　A5

新撰津軽刀工銘集録（津軽刀工総覧抄出）　	KC756-15 イ
　戸沢武編
　弘前　陸奥史談会　昭和 44　15p　A5

樽沢氏蔵来国次短刀及砂子瀬発掘古銭（拓）　	 KC756-10
　拓　1 枚　40×56

長勝寺梵鐘国宝指定申請書　　	 KC756-6
　昭和 16（複写）1 冊（2 枚）美濃

津軽の刀工　　	 KC756-16

　写（成田末五郎）1 冊（8 枚）　B5

刀工　　	 KC756-4
　写（成田末五郎）1 冊（2 枚）B5

花田氏蔵村正刀及大川氏蔵鎗刀及御紋章帷幕　	KC756-12
　（拓及写真）
　拓及写真　1 袋（7 枚）

舞草鍛冶　佐藤節郎　　	 KC756-3
　昭和 26（広報舞川掲載）1 枚
　附：舞草刀写真 2 枚

宮館村対馬忠卿氏蔵刀（拓）　　	 KC756-9
　拓　1 枚　21×112

目屋大秋村熊谷昌栄氏所蔵刀拓　　	 KC756-1
　昭和 10（拓）1 枚

　　　　　　767　声楽

津軽の旋律　弘前ユネスコ協力会編　　	 KC767-1
　弘前　編者　昭和 25　20p　B6

弘前市民の歌　藩祖為信公三百五十年祭協賛会 KC767-2
　〔昭和 31〕1 冊（2 枚）A5
　附：弘前市民歌（野村朝雄詩　明本京静曲）

まごころ・みんなの旗　　	 KC767-3
　川内康範作詞　猪股公章　小川寛興作曲
　国旗を愛する会　1 枚（ソノシート付）

　　　　　　768　邦楽

新曲不帰の誓（琵琶歌）　　	 KC768-4

　三浦孤山（圭三）作歌　三浦湘水作曲
　青森　作曲者　大正 15（1926）6p　16×12

平曲節譜　六上　　	 KC768-2
　写（津軽順承老女藤尾）1 冊　美濃

平家音楽　　	 KC768-3
　写　1 冊（9 枚）B5

平家正節　　	 KC768-1
　写（津軽順承）2 冊　半紙　美濃　和
　内容：第11上（妓王・願立）八坂流月見・替節・琵琶

弾法

　　　　　　779　大衆演芸

獅子舞の歌（相馬村）　　	 KC779-3
　写　1 冊（4 枚）A5

獅子舞の研究資料　　	 KC779-8
　謄写及写　1 冊　B5

獅子舞巻物　　	 KC779-4
　昭和 27 写　1 冊　B5

津軽シシ踊解説　成田末五郎　　	 KC779-7
　写　1 冊　B5

津軽地方特有の獅子舞　岩間滴　　	 KC779-6
　写（成田末五郎）2 冊　B5

浪岡町吉野田獅子踊（青森県文化財指定）　　	 KC779-2
　昭和 42　1 冊（4 枚）B5

弘前市伝統獅子踊　木村弦三（哲也）解説　　	 KC779-1
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　弘前　弘前市教育委員会　昭和 38　1 枚　一枚物

松森町しし舞巻物（三橋竜一書）	 KC779-5
　写（成田末五郎）1 冊　B5

　　　　　　786　登山術　ハイキング

岩木山登山記　昭和 14 年以降　成田末五郎　　	KC786-1
　写　1 冊　B5

みちのく山の会規約及び会員名簿　　	 KC786-2
　昭和 36 謄写　1 冊（5 枚）B5

　　　　　　789　武道

一戸三之助（宗明）秘伝　　	 KC789-2
　写　1 枚　一枚もの

剣術当田流の事　　	 KC789-1
　写（成田末五郎）　1 冊（7 枚）　菊

800　語学

　　　　　　811　音韻　文字

伊勢神宮の古代文字　　	 KC811-1
　丹代貞太郎　小島末喜共著
　東京　小島末喜　昭和 52（謄写）184p　B5　仮洋

〔日本古代文字〕　　	 KC811-3
　刊　1 冊（合綴）B5

日本神国の神
カ
字
ナ
考　井上仁　　	 KC811-2

〔昭和 49〕複写　1 冊（9 枚）B5

　　　　　　818　方言　俗語

青森県方言自然物名彙　青森県教育会編　　	 KC818-1
　青森　編者　大正 14（1925）92p　菊　仮洋

京都附近に関係ある津軽地方風俗習慣及方言　	 KC818-2
　成田末五郎
　写　1 冊（2 枚）菊

　　　　　　829　東洋諸語

悉曇梵字研究講本　　	 KC829-1
　謄写　1 冊　半紙倍

900　文学

　　　　　　910.2　日本文学史

葛西善蔵　榎本隆司　　	 KC910.2-1
　複写　1 冊（4 枚）B5

〔葛西善蔵のこと〕（共和町史より）　　	 KC910.2-2
　複写（感光紙）1 冊（5 枚）B5

　　　　　　911.1　和歌

桂園一枝同拾遺集　香川景樹　　	 KC911.1-3
　明治 23（1890）写（長利仲聴）1 冊　美濃半　和

桂落葉　香川景樹　　	 KC911.1-2
　写（長利仲聴）1 冊　美濃半　和

嘉楽詩　成田末五郎　　	 KC911.1-10
　写　2 冊　B6

感激せる御製及御歌　附勤王乃歌　　	 KC911.1-9
　成田末五郎編
　写　1 冊（5 枚）B5
　註：明治天皇御製及秩父宮勢津子妃殿下御歌

兼好法師・宗祗法師　　	 KC911.1-7
　写（成田末五郎）1 冊（4 枚）B5

津軽男子の歌古稀夢の足止　村上尸竜（民蔵）	KC911.1-4
　黒石　江湖書院　昭和 23　1 冊　美濃

（閲蔵楼初集選第 1 巻）

滝のしら玉（長慶院御歌）谷森善臣　　　　	 KC911.1-5
　東京　青山堂書房　明治 36（1903）1 冊　半紙　和
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長慶天皇御製集　成田末五郎編　　	 KC911.1-8
　昭和 9 写　1 冊（4 枚）菊

明治英銘百詠撰（抄）　篠田久治郎編　　	 KC911.1-6
　写（成田末五郎）1 冊（9 枚）A5

構内城主堤弾正手向草（英魂弔慰詩歌集）　	 KC911.1-1
　青森　青森通俗図書館　昭和10（謄写）52p　半紙　和

　　　　　　911.9　俗曲　俗謡

相内村坊様踊り　　	 KC911.9-3
　写（成田末五郎）1 冊　B5

十三砂山踊・十三之図　　	 KC911.9-1
　写（成田末五郎）1 冊（8 枚）B5

手マリ歌・数へ歌など　　	 KC911.9-2
　写　1 冊（3 枚）B5

福島県民謡集　福島県観光連盟編　　	 KC911.9-4
　刊　38p　菊半

　　　　　　913　小話　物語

うとふ安方忠義伝（梗概）　山東京伝　　	 KC913-5
　写（成田末五郎）1 冊　B5

殉僧金光坊　佐藤堅瑞作　　	 KC913-2
　柏村（西津軽郡）著者　刊　197p　B6

原庄右衛門物語　斎藤象外　　	 KC913-3
　五所川原　五所川原文化会　昭和 18　32p　B6

富士縁起　　	 KC913-4

　嘉永 2（1849）写　1 冊　半紙

夢の松風　松風軒　　　　	 KC913-1
　写　1 冊　B5
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