
寒河江市史編纂叢書リスト
号数 題名 発行年 復刻年 価格 頒布可否

第１集 山村月巣と安孫子東岡 昭和28年 ×

第２集 寒河江城跡 昭和28年 ×

第３集 長岡役所と河野俊八　附寒河江町沿革史 昭和28年 ×

第４集 近世における三大凶きんとその対策 昭和29年 1987.3 ×

第５集 寒河江町史（部落編上） 昭和29年 1987.3 ×

第６集 寒河江町史（部落編下） 昭和29年 1987.3 ×

第７集 寒河江役所　附梅竜寺伝記 昭和31年 1987.3 ×

第８集 郷目右京進貞繁 昭和31年 1987.3 ×

第９集 最上紅花史放談 昭和31年 ×

第１０集 慈恩寺年表 昭和31年 ×

第１１集 最上商人を育てた青苧 昭和32年 ×

第１２集 村書上げと廻米資料 昭和33年 1988.3 ×

第１３集 正覚寺文書 昭和34年 1989.3 ×

第１４集 大江系図（一）　附関係諸家系図 昭和36年 ×

第１５集 二ノ堰関係資料 昭和36年 ×

第１６集 幕末時代の柴橋（前編） 昭和36年 ×

第１７集 幕末時代の柴橋（後編） 昭和37年 ×

第１８集 寒河江川水害の歴史地理 昭和38年 ×

第１９集 大江系図（二）　附関係諸家系図 昭和39年 1988.3 ×

第２０集 寒河江地方の文人墨客 昭和40年 ×

第２１集 寒河江における戊辰の戦跡 昭和41年 ×

第２２集 最上記　寒河江八幡神社資料　他 昭和51年 1,100 ○

第２３集 東岡仙参宮日記　今井幸七参宮日記　他 昭和52年 1,100 ○

第２４集－１ （１）　旧惣持寺文書（柿本家旧蔵）　（１） 昭和53年 1,100 ○

第２４集－２ （２）　旧惣持寺文書（柿本家旧蔵）　（２） 昭和54年 1,100 ○

第２４集－３ （３）　旧惣持寺文書（柿本家旧蔵）　（３） 昭和55年 1,100 ○

第２５集 資料集　留場村年貢関係 昭和56年 1,600 ○

第２６集 資料集　留場村土地関係　他 昭和57年 1,400 ○

第２７集 留場村支配関係　他 昭和57年 1,400 ○

第２８集 宮内村資料集 昭和58年 1,000 ○

第２９集 白岩村土地関係資料 昭和58年 1,400 ○

第３０集 白岩村土地関係資料 昭和59年 1,400 ○

第３１集 白岩村戊辰戦関係資料 昭和59年 1,400 ○

第３２集 白岩臥竜橋関係資料 昭和60年 1,100 ×

第３３集 大江系図（三） 昭和60年 1,600 ○

第３４集 白岩村明細　その他 昭和60年 1,400 ○

第３５集 白岩村年貢上納資料 昭和61年 1,200 ○



号数 題名 発行年 価格 頒布可否

第３６集 楯北村小松喜右エ門家資料 昭和62年 1,300 ○

第３７集 中郷村諸資料 昭和63年 1,500 ○

第３８集 幕末・明治初期、楯北村御用留帳 平成元年 1,100 ○

第３９集 明治初期楯北村御用留 平成元年 1,550 ○

第４０集 楯北村年貢割付 平成2年 2,800 ○

第４１集 楯北村年貢皆済目録 平成2年 1,800 ○

第４２集 楯北村紅花関係資料、長岡山御林関係資料 平成3年 1,300 ○

第４３集 幸生村関係資料　附　鶴梁文鈔 平成3年 1,700 ○

第４４集 田代村関係資料 平成3年 1,200 ○

第４５集 楯北村検地帳 平成4年 2,050 ○

第４６集 楯南村関係資料 平成4年 2,050 ○

第４７集 寒河江市の奉納俳額と俳書 平成5年 3,000 ○

第４８集 柴橋村関係資料、奥山弥重郎家 平成5年 1,550 ×

第４９集 柴橋村宗門人別帳・検地帳 平成6年 2,150 ○

第５０集 中郷御用日記帳・菅野俊彦家資料 平成7年 1,200 ○

第５１集 楯北村新町組　木村藤右衛門書留 平成7年 1,200 ○

第５２集 八鍬村水利・訴訟関係資料 平成8年 1,800 ○

第５３集 八鍬村宗門人別帳（一）　森谷与兵衛家 平成9年 3,000 ×

第５４集 八鍬村宗門人別帳（二） 平成9年 2,500 ○

第５５集 八鍬村宗門人別帳（三） 平成9年 2,500 ×

第５６集 明治前期社寺関係資料（付　西村山郡神社誌） 平成9年 2,300 ○

第５７集 柴橋代官所関係文書 平成10年 1,500 ○

第５８集 座右記（慈恩寺宝蔵院記録） 平成10年 1,600 ×

第５９集 平塩村関係資料（杉沼一雄家資料）　（一） 平成11年 1,700 ○

第６０集 平塩村関係資料（杉沼一雄家資料）　（二） 平成11年 1,100 ×

第６１集 平塩村関係資料（杉沼一雄家資料）　（三） 平成11年 1,600 ○

第６２集 世代記（慈恩寺宝蔵院） 平成11年 1,000 ○

第６３集 島村村政関係資料 平成12年 1,250 ○

第６４集 島村御用留（一） 平成13年 1,700 ×

第６５集 島村御用留（二） 平成13年 1,500 ○

第６６集 『手控』国井弥右衛門家資料 平成13年 1,500 ○

第６７集 平塩村関係資料（四）　－平塩区有文書ー 平成14年 1,500 ○

第６８集 平塩村関係資料（五）　－平塩区有文書ー 平成15年 1,000 ○

第６９集 籟山詩鈔 平成15年 1,100 ○
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第７０集 石川村御用留
西根・石川村村政関係史料（一）

平成16年 1,400 ○

第７１集 石川村検地帳・年貢割付
西根・石川村村政関係史料（二）

平成17年 2,200 ○

第７２集 石川村宗門人別改帳
西根・石川村村政関係史料（三）

平成17年 2,000 ○

第７３集 石川村宗門人別改帳
西根・石川村村政関係史料（四）

平成18年 1,200 ○

第７４集 白岩町工藤善兵衛日記　　大正～昭和５年 平成20年 1,300 ○

第７５集 伊勢商人　中村（千原）家資料　（前編） 平成21年 1,300 ○

第７６集 伊勢商人　中村（千原）家資料　（後編） 平成21年 800 ○

第７７集 楯西村年貢割付　　　　大久保市右衛門家資料 平成22年 2,000 ○

第７８集 楯西村年貢皆済目録　大久保市右衛門家資料 平成22年 1,300 ○

第７９集 昭和前期の農村経済更生関係資料 平成23年 2,200 ○

第８０集 大久保市右衛門家関係資料 平成24年 2,600 ○

第８１集 寺司年中日記ほか　－慈恩寺院坊関係文書ー 平成24年 1,000 ○

第８２集 慈恩寺と御料八鍬村との係争関係資料 平成25年 1,700 ○

第８３集 米沢村資料　熊谷五右衛門家資料 平成26年 1,900 ○

第８４集 高津甚右衛門家関係資料 平成26年 1,200 ○

第８５集 寒河江市内の念仏講資料 平成29年 1,000 ○

第８６集 高屋村武田太右衛門家関係資料 平成29年 1,500 ○

第８７集 日田村関係資料 平成30年 1,700 ○

第８８集 新田村関係資料 平成31年 1,700 ○

第８９集 西根南　渡辺吉兵衛家資料 令和２年 2,500 ○

第９０集 復刻　三泉村誌 令和３年 3,300 ○

第９１集 白岩鈴木修家資料 令和４年 2,700 ○


