
飛騨市教育委員会　販売書籍の詳細 R4.12.1現在

分類 書籍副題 発行者 発行年 備考 価格

古川町史 史料編一 古川町 1982 5,000円

古川町史 史料編二 古川町 1984 5,000円

古川町史 史料編三 古川町 1986 5,000円

古川町史 史料編四　付図 古川町 1986 2,500円

古川町史 古川町歴史探訪 飛騨市 2010 飛騨市総務部古川町史編纂室 3,500円

古川町史 中村家・上原家文書目録 -近世史料- 飛騨市 2011 飛騨市総務部古川町史編纂室 1,500円

古川町史 飛騨古川　歴史をみつめて 飛騨市 2015 飛騨市古川町史編纂室 5,500円

神岡町史 史料編　中巻 鉱山関係 神岡町 1975 4,500円

神岡町史 史料編　下巻 山林・金融・交通・醸造 神岡町 1976 5,000円

神岡町史 史料編　別巻 土木・諸業・社寺家格・学芸・地誌 神岡町 1980 5,000円

神岡町史 特集編 飛騨国野史国説集成 神岡町 1982 4,500円

神岡町史 史料編　近代・現代Ⅰ 神岡町 2004 6,000円

神岡町史 史料編　近代・現代Ⅱ 神岡町 2004 6,000円

神岡町史 自然編 飛騨市 2007 飛騨市教育委員会 6,000円

神岡町史 通史編Ⅰ 飛騨市 2009 飛騨市教育委員会 6,000円

神岡町史 通史編Ⅱ 飛騨市 2008 飛騨市教育委員会 6,000円

神岡町史 写真編 飛騨市 2010 飛騨市教育委員会 6,000円

宮川村誌 通史編　上巻 宮川村 1981 宮川村誌編纂委員会 5,000円

宮川村誌 通史編　下巻 宮川村 1981 宮川村誌編纂委員会 5,000円

宮川村誌 資料編 宮川村 1981 宮川村誌編纂委員会 5,000円

河合村誌 資料編　上巻 河合村 1980 河合村役場 4,000円

河合村誌 資料編　下巻 河合村 1983 河合村役場 5,000円

河合村誌 通史編 河合村 1990 河合村役場 6,000円

飛騨市 2015 飛騨市総務部行政資料調査室 1,000円

飛騨市 2016 飛騨市総務部行政資料調査室 1,000円

飛騨市 2017 飛騨市総務部行政資料調査室 1,000円

飛騨市 2018 飛騨市総務部行政資料調査室 1,000円

飛騨市 2019 飛騨市教育委員会 1,000円

飛騨市 2020 飛騨市教育委員会 1,000円

飛騨市 2021 飛騨市教育委員会 1,000円

飛騨市 2022 飛騨市教育委員会 1,000円

飛騨市 2021 飛騨市教育委員会 2,500円

古川町教育委員会 1989 1,500円

古川町教育委員会 1993 3,500円

古川町教育委員会 1994 2,500円

古川町教育委員会 1998 5,200円

古川町教育委員会 2001 1,400円

奥飛騨の縄文遺跡 河合村教育委員会 1987 6,000円

飛騨市教育委員会 2010 1,000円

総括報告書 飛騨市教育委員会 2022 4.000円

古川町教育委員会 1987 古川のむかしの話・編集委員会 1,500円

古川町教育委員会 1988 1,300円

古川町教育委員会 1992 2,000円

特別展 古川町教育委員会 1992 400円

古川町教育委員会 1977 1998改版発行あり 1,300円

研究誌第４集 神岡町教育委員会 1997 ふるさと神岡を語る会 500円

研究誌第５集 神岡町教育委員会 1998 ふるさと神岡を語る会 500円

研究誌第６集 神岡町教育委員会 1999 ふるさと神岡を語る会 500円

ふるさと調べ　第７集 神岡町教育委員会 2000 ふるさと神岡を語る会 500円

ふるさと調べ　第９集　鹿間以北編 神岡町教育委員会 2002 ふるさと神岡を語る会 1,000円

ふるさと調べ　第１０編　旧阿曽布編 神岡町教育委員会 2003 ふるさと神岡を語る会 1,000円

神岡町教育委員会 1980 神岡町教育委員会（神岡のむかし話・編集委員会） 800円

雪に生きる  宮川叢書第２集 宮川村・冬の生活誌 宮川村教育委員会 1988 宮川村自分史をつづる会 2,300円

ふるさとを味わう   宮川叢書第３集 宮川村の食文化 宮川村教育委員会 1989 宮川村自分史をつづる会 2,300円

生きる糧を求めて  宮川叢書第４集 宮川村の農耕文化 宮川村教育委員会 1992 宮川村自分史をつづる会 2,300円

豊かな山野の恵みを活かして 宮川叢書第５集 宮川村・山野での生活文化 宮川村教育委員会 1994 宮川村自分史をつづる会 2,300円

山里のいのり  宮川叢書第６集 宮川村の小祠堂と石仏 宮川村教育委員会 1996 宮川村自分史をつづる会 3,000円

昭和に生きて 宮川叢書第７集 宮川村の近代化と戦争体験 宮川村教育委員会 2003 宮川村自分史をつづる会 2,000円

宮川のあけぼの  宮川叢書第８集 よみがえる縄文人のくらし 宮川村教育委員会 2002 宮川村自分史をつづる会 2,000円

山峡にいのち輝き  宮川叢書第９集 宮川村人生儀礼 宮川村教育委員会 2004 宮川村自分史をつづる会 2,000円

道は夢を運ぶ  宮川叢書第10集 宮川町交通の今昔 飛騨市教育委員会 2007 宮川村自分史をつづる会 2,000円

写真で観る 宮川村教育委員会 1993 2,000円

地下からよみがえる郷土の歴史 飛騨みやがわ考古民俗館 1996 宮川村教育委員会（埋蔵文化財調査室） 500円

河合村 1998 河合村長 5,300円

宮川村 1992 宮川村むらづくり推進協議会 1,000円

飛騨市教育委員会 2010 ふるさと創作絵本作成実行委員会 1,600円

飛騨市教育委員会 2011 ふるさと創作絵本作成実行委員会 1,600円

飛騨市教育委員会 2012 ふるさと創作絵本作成実行委員会 1,600円

ふるさとの民話３　【絵本】

ふるさとの民話４　【絵本】

ふるさとの民話５　【絵本】

旧
町
村
史

文
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飛騨市行政資料研究第1集

神岡のむかし話

宮川村文化財　【写真集】

大昔のみやがわ

雪国　北飛騨かわい　【写真集、細江光洋撮影】

みやがわ33か所めぐり

神岡の地名（壱）

神岡の地名（参）

神岡の地名（四）

郷土古川　

高原郷のわらべ歌

高原郷の民謡

郷土神岡に貢献した人々

下田遺跡

古川のむかしの話　

古川町の文化財　

「飛騨の山樵と木工用具」実測図録

木地師の世界　

書籍題名

上町遺跡Ｃ地点 発掘調査報告書　

中野山越遺跡 発掘調査報告書　

上町遺跡トヨタ地点・0地点・栗原センター地点　発掘調査報告書

杉崎廃寺跡 発掘調査報告書　

飛騨市歴史文化調査室報第1集

飛騨市行政資料研究第4集

飛騨市歴史文化調査室報第4集

行
政
資
料

飛騨の糸引き工女調査報告書

上町遺跡金子地点・氷見地点 発掘調査報告書　

飛騨市行政資料研究第2集

飛騨市行政資料研究第3集

飛騨市歴史文化調査室報第3集

飛騨市歴史文化調査室報第2集

発
掘
調
査
報
告
書

増島城跡

姉小路氏城館跡


