
岩手県
タイトル 著者・編者 発行元 発行年
陸前高田市立博物館調査報告書 陸前高田市立博物館編 1990年
村勢要覧  室根村役場総務課編 室根村役場 1957年

宮野貝塚 : 緊急発掘調査報告書
 大船渡市教育委員会三陸事務所生涯学習
課編

大船渡市教育委員会三陸
事務所生涯学習課

2002年3月

碁石遺跡 : 緊急発掘調査報告書  大船渡市教育委員会編 大船渡市 1998年3月
岩手県大船渡市大洞貝塚 : 平成6・7・8年度範囲確認調査概報  大船渡市教育委員会編 大船渡市教育委員 1997年3月
岩手県大船渡市野尻II遺跡 : 平成8年度緊急発掘調査報告書  大船戸市教育委員会 大船渡市教育委員会 1997年3月
大船渡市史  大船渡市史編集委員会編 大船渡市 1980年
蛸の浦貝塚 : 大船渡市立博物館調査研究報告  大船渡市立博物館編 大船渡市立博物館 1987年
北上川下流域・三陸沿岸の旧石器時代遺跡の分布調査報告書  東北歴史資料館編集  東北歴史資料館 1997年3月
過疎地老人の社会保障制度に関する諸問題と地域社会 : 岩手県
気仙郡三陸町の社会調査報告書

 岩井弘融編集責任 東洋大学社会学研究所 1986年

三陸沿岸の漁村と漁業習俗  東北歴史資料館編 東北歴史資料館
1984年3月～1985年
2月

広田漁業史  広田漁業史編集委員会編 広田町漁業協同組合 1976年

上閉伊郡志 . 下閉伊郡志
 岩手県教育会上閉伊郡部会, 岩手県教育会
下閉伊郡部会編

名著出版 1972年

宮古市史  宮古市教育委員会編  宮古市 1994年

館石野1遺跡発掘調査報告書 : 縄文時代列石遺構の調査
 早稲田大学文学部考古学研究室, 岩手県下
閉伊郡田野畑村役場編

早稲田大学文学部考古学
研究室

1997年

館石野1遺跡 : 縄文時代列石遺構の調査  早稲田大学文学部考古学研究室編
早稲田大学文学部考古学
研究室

1992年

東磐井郡誌  岩手県教育会東磐井郡部会編 名著出版 1974年
柳之御所跡発掘調査報告書 : 平泉バイパス・一関遊水地関連遺
跡発掘調査

 平泉町教育委員会編 平泉町教育委員会 1994年

柳之御所跡発掘調査報告書 : 平泉バイパス・一関遊水地関連遺
跡発掘調査

 平泉町教育委員会, 建設省岩手工事事務所
編

平泉町教育委員会 1994年

稿本西磐井郡郷土史  岩手県教職員組合西磐井支部編 名著出版 1973年
九戸郡誌  岩手県教育会九戸郡部会編 臨川書店 1986年
山形村埋蔵文化財調査報告書 山形村教育委員会 1995年
高屋敷遺跡  岩手県山形村教育委員会 [編]|| 山形村教育委員会 1995年12月
陸前高田のオシラサマ : 図録  陸前高田市立博物館編 陸前高田市立博物館編 1990年
南部潜り : 草創期を中心として 種市町教育委員会 1989年
種市町古文書資料集. -- 1 種市町教育委員会 1989年
津波 : 語りつぐツナミ 種市歴史民俗資料館 1988年
久慈市の民俗 岩手県教育委員会 1974年



九戸郡誌
岩手県教育会九戸郡部会
編纂

1986年

海女と海士  谷川健一編 三一書房 1990年
視えざる森の暮らし : 北上山地・村の民俗生態史  岡惠介著 大河書房 2008年
岩泉地方の古文書  関口北路編纂. 上, 下. 岩泉町教育委員会 1972年
昔なむし : 岩泉の昔ばなし  高橋貞子編著. 熊谷印刷出版部 1991年
まわりまわりのめんどすこ : 続・岩泉の昔ばなし  高橋貞子編著. 熊谷印刷出版部 1978年
地域社会の変貌 : 岩手県・田野畑村をめぐって  J.H.ベイリー著 ; 長田攻一訳 早稲田大学出版部 1996年
気仙の民俗芸能  大船渡市立博物館編 大船渡市立博物館 1988年
気仙の遺跡 : 大船渡市・三陸町の各遺跡の出土品  大船渡市立博物館編 大船渡市立博物館 1990年
三陸の漁業 : 手こぎ船のころ  東北歴史資料館編 東北歴史資料館 1985年9月

岩手県上閉伊郡宮守村昔話集
 國學院大學民俗文学研究会伝承文芸十四
号編集委員会編

國學院大學民俗文學研究
會

1985年5月

川井村北上山地民俗資料館 : ガイドと資料目録 川井村北上山地民俗資料 1994年3月
炎の記憶  中村尚史 [ほか] 編 東京大学社会科学研究所 2011年１月～３月
平泉関係文書の研究  佐々木博康著 国書刊行会 1987年9月
前沢町郷土史資料  阿曽沼磨著 万葉堂書店 1972年5月
日本農業風土記  著者代表渡辺正男東京大学出版 東京大学出版 1959年2月
二戸聞書  山口彌一郎著 六人社 1943年10月
希望をめぐる対話 : かたりべ、支え手、興し手、伝え手たち  東京大学社会科学研究所, 玄田有史編 東京大学社会科学研究所 2009年3月
地方政治家の肖像 : 2006年岩手県釜石市議会議員インタビュー  上神貴佳 [著] 東京大学社会科学研究所 2008年10月
視えざる森の暮らし : 北上山地・村の民俗生態史  岡惠介著 大河書房 2008年11月
遠野笑いばなし : 佐々木喜善が集めた  佐藤誠輔著 遠野物語研究所 2007年5月
南部曲がり家読本  瀬川修著 無明舎出版 2007年7月
岩手県出土品  天理大学附属天理参考館編集 天理大学出版部 2007年3月
岩手の風土と英国 (スコットランド) 文化の出会い : 岩手アートフェ
スティバルUK98

岩手アートフェスティバル
UK98実行委員会

1998年9月

「畠山孝一・五十嵐彰」展 ; 「近藤克・本田健」展  平澤広, 菊池桂編集 萬鉄五郎記念美術館 2001年1月

北東北自然史博物館 : 大地と生きものふしぎ旅行
 第2回北東北三県共同展実行委員会 [ほか]
編

第2回北東北三県共同展
実行委員会

2007年

森の生態史 : 北上山地の景観とその成り立ち  大住克博, 杉田久志, 池田重人編 古今書院 2005年11月
田植に関する習俗 文化庁文化財保護部 1965年～1970年
扇屋おつる : 岩手・衣川の昔ばなし  常光徹,花部英雄編著 みちのく民芸企画 1987年1月
岩手の伝説  平野直著 津軽書房 1976年1月
陸中の伝説  小形信夫編著 第一法規出版 1976年4月
岩手  森口多里著 第一法規 1971年11月



描かれた北東北  北東北三県共同展実行委員会 [ほか] 編集

北東北三県共同展実行委
員会
東奥日報社
岩手日報社
秋田魁新報社

2004年8月

岩手県立博物館調査研究報告書 岩手県立博物館 2004年5月
ヨハネによる福音書 : ケセン語訳新約聖書  山浦玄嗣訳  E・PIX 2003年11月
ルカによる福音書 : ケセン語訳新約聖書  山浦玄嗣訳 E-PIX 2003年11月
岩手近代史の諸問題  森嘉兵衛著 法政大学出版局 2003年
ケセン語訳新約聖書マルコによる福音書  山浦玄嗣訳 E-PIX 2003年6月
ケセン語訳新約聖書マタイによる福音書  山浦玄嗣訳 E-PIX 2002年11月
日本の神楽 King Record 2001年
岩手県統計書  農林水産省経済局統計情報部編 農林統計協会 1991年
海辺のくらし : 岩手県・田老町  吉田忠正文・写真 ポプラ社 1999年4月

日本僻地の史的研究 : 九戸地方史  森嘉兵衛著 法政大学出版局
1982年10月～1983
年2月

郷土資料事典岩手県・観光と旅  人文社観光と旅編集部編 人文社 1983年10月
方言談話資料  国立国語研究所著 秀英出版 ？
方言談話資料  国立国語研究所 [著] 国立国語研究所 1978年3月～
岩手のお菓子  斎藤宗倫,田中文子著 熊谷印刷出版部 1982年11月
岩手県の民家 : 文化財建造物特別調査報告 文化財保護委員会 1964年
岩手の民俗芸能  森口多里[著] 岩手県教育委員会 1969年
物語南部の歴史 : 原始・古代・上代編  横田俊三著 伊吉書院 1982年
重要文化財伊藤家住宅保存修理工事報告書  文化財建造物保存技術協会編 伊藤喜四郎 1978年
岩手県の人口 日本統計協会 1982年
わが郷土岩手県  佐々木久蔵著 清水書院 1950年
岩手の土器 : 県内出土資料の集成 岩手県立博物館 1982年
岩手の郷土刀  梅原廉著 岩手県文化財愛護協会 1979年
ごちそうさまおふくろの味 : 岩手の郷土料理  ごちそうさまおふくろの味刊行委員会編 熊谷印刷出版部 1979年
岩手県町村誌  高橋嘉太郎著 名著出版 1979年
岩手の伝説  金野静一, 須知徳平著 角川書店 1980年
明治中期産業運動資料  大橋博編 ; 岸英次[ほか]解題・校訂 日本経済評論社 1979年

東北民俗資料集  岩崎敏夫編 万葉堂書店
1971年1月～1981年
10月

岩手の民話  深沢紅子, 佐々木望編 未来社 1977年
郷土史事典岩手県  古川幹夫編 昌平社 1978年
岩手県漁業史料 岩手県水産部漁政課 1954年
岩手県民俗芸能誌  森口多里著 錦正社 1971年
岩手をつくる人々近代篇  森嘉兵衛著 法政大学出版局 1974年



岩手県郷土史年表  田中喜多美編 万葉堂書店 1978年
上閉伊郡昔話集  佐々木喜善[採取] 三省堂 1943年
平和の砦・釜石  創価学会青年部反戦出版委員会編 第三文明社 1975年
岩手  高橋信雄, 昆野靖著 保育社 1996年
黄金の馬  森口多里著 三弥井書店 1978年
陸奥二戸の昔話  丸山久子, 佐藤良裕編 三弥井書店 1973年
北東北のたとえ  毛藤勤治編著 岩手日報社 1994年
みちのくと陸中海岸 : 岩手・宮城・福島 国際情報社 1970年10月
図説岩手県の歴史  細井計責任編集 河出書房新社 1995年
抽出詳細集計結果都道府県・市区町村編岩手県 日本統計協会 1994年
岩手における出土古銭展  北上市立博物館[編]|| 北上市立博物館 1983年
第3次基本集計結果都道府県・市区町村編岩手県 日本統計協会 1993年
ムラの移り変わり : 岩手・農村の生活白書  藤原善一著 日本経済評論社 1981年2月
従業地・通学地集計結果従業地・通学地による人口―男女・年
齢・産業(大分類)都道府県・市区町村岩手県

日本統計協会 1993年

岩手県の人口 日本統計協会 1993年
岩手県立博物館調査研究報告書・普及書 岩手県文化振興事業団 1992年
ジオラマ「イヌワシの山」設計と製作の記録 : 岩手県立博物館  武田臣玄[著] 日本博物館学会 1982年

岩手県立博物館ガイド・ブック
岩手県立博物館友の会設
立準備会

19？？年

第2次基本集計結果都道府県・市区町村編岩手県 日本統計協会 1992年
淡路人形と岩手の芸能集団  門屋光昭著 シグナル社 1990年
第1次基本集計結果都道府県・市区町村編岩手県 日本統計協会 1991年
郷土食をみなおす : 岩手県・むらのくらしと文化を生かす推進活動 全国食糧振興会 1987年3月
山田のオシラサマ : 山田町文化財調査記録集 山田町教育委員会 1989年
岩手のわら人形 : 平成2年度秋季特別展示図録 北上市立博物館 1990年

南部鉄器 : その美と技  南部鉄器協同組合編
岩手県南部鉄器協同組合
連合会

1990年

岩手県の地名  平凡社地方資料センター編集 平凡社 1990年7月
岩手の仏事 岩手日報社 1986年
岩手方言アクセント辞典  森下喜一編 第一書房 1986年
南部絵暦 岩手県立博物館 1983年
杖刀人とその時代 : 岩手・埼玉文化交流展 埼玉県立博物館 1984年
岩手の看板展 : 忘れられた文化財が語る庶民の生活 岩手県立博物館 1983年
岩手の伝統産業展 : 図録 岩手県立博物館 1982年
縄文の風景 : 大地と呪術 岩手県立博物館 1984年
石灰岩 : 化石サンゴから洞穴遺跡まで 岩手県立博物館 1983年
岩手の植物展 : 昭和59年度第1回企画展 岩手県立博物館 1984年
いわての遺産展 : 岩手県立博物館開館記念 岩手県立博物館 1980年



新指定文化財展 : テーマ展 岩手県立博物館 1982年
ふるさとの人と知恵岩手  三菱総合研究所地域計画部 [ほか] 農山漁村文化協会 1988年6月
岩手県の教育史  長岡高人編著 思文閣出版 1986年
岩手の小正月行事調査報告書  岩手県教育委員会事務局文化課編 岩手県教育委員会 1984年
熊穴洞穴遺跡発掘調査報告書 岩手県立博物館 1985年
文化誌日本岩手県 講談社 1986年
岩手の民俗散歩  佐藤敏彦, 金野静一編著 熊谷印刷出版部 1984年
岩手県の歴史  森嘉兵衛著 山川出版社 1982年
岩手のわらべ歌  千葉瑞夫著 柳原書店 1985年
岩手の方言  森下喜一著 教育出版センター 1982年
稗と麻の哀史  高橋九一著 翠楊社 1983年
中屋弘子業績集 : 岩手の農民服と南部家伝来衣裳 中屋重行 1984年3月
小正月の来訪者 : 秋田のナマハゲ・三陸のスネカ : 第7回企画展 北上市立鬼の館編 北上市立鬼の館 1997年3月
三陸の大漁カンバン : 大漁祝い着の意匠 大船渡市立博物館編 大船渡市立博物館 1992年
三陸-海の絵馬 大船渡市立博物館編 大船渡市立博物館 1986年
低地から里山、そして五葉山へ 大船渡市立博物館編 大船渡市教育委員会 2003年3月

写真にみる気仙 大船渡市立博物館編 大船渡市立博物館
1991年11月～2002
年3月

縄文時代の気仙 大船渡市立博物館編 大船渡市立博物館 1984年


	岩手　町史・報告書等

