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第19回 武四郎まつり DVD２枚組 5,000 2014
（DISC１＝１時間43分,DISC２＝１時間16分）
唐太・宗谷松前出勢御人別帳 150,000 会津藩,虫喰い,ｼﾐ

を裏打補修
文化５

伝記　第７巻11号（通巻第70号） 伝記学会 1,000 初 32p 1926
伝記　昭和11年９月号＜最上徳内百年記年号＞ 伝記学会 2,000 初ﾔｹ 1936
北辺の開拓者＜蝦夷地開拓者･最上徳内，アムール開拓者･ネヴエリ
スコイ＞

満州日日新聞社 7,000 初 1941

P.リコルド ［露］艦長リコルドの手記＜日本沿岸航海および対日交渉記＞ 350,000 ２版 98p 1851

[布達綴] ６点 広島県 28,000 破れﾔｹｼﾐ 1871-75

仙台藩白老元陣屋資料館 三好家文書仮目録 仙台藩白老元陣屋資料館 2,000 初 58p 1989
鏑木勢岐 銭屋五兵衛の研究 銭五顕彰会 7,500 初箱並 498p 1954
金沢英之 義経の冒険＜英雄と異界をめぐる物語の文化史＞ 講談社 1,500 初ｶﾊﾞ 2012

御系譜＜津軽家＞ 写本 70,000 墨付 72丁

松前西岸続村名全　北門私議 180,000 （彩色地図,アイヌ
語地名７p)

1819寛政２

＜江戸時代の豪商＞歴史公論 第11巻８号（通巻117号） 雄山閣出版 1,000 1985
（榎森進「松前氏の商業活動」pp.116-122, 他）
蝦夷松前話（内題） （「蝦夷物語抜書並諸説」(外題)） 写本 7,500 幕末
国難雑記　全５冊 ［29号に図版有］ 75,000

児玉如忠,他 維新戦役実歴談＜函館方面之部＞（附録　「維新戦役長●出兵年表」） 維新戦没者五十年祭事務所 10,000 印菊版写？ 49丁 [1917]
北狄事略（「開拓使」用箋） 写本，彩色図入 120,000 74丁 明治写

渋江長伯著, 山崎栄作編解 東遊奇勝全３冊＋渋江集資料　全４冊 山崎栄作私刊＝十和田 6,500 初箱 2003,06

渋江長伯著, 山崎栄作編解 ＜徳川幕府奥医師＞渋江長伯集　資料編　＜渋江長伯集 別巻＞ 山崎栄作私刊＝十和田 1,200 初箱 467p 2006

＜慶応ニ年＞茂松堂道中日誌 私刊＝鎌倉 1,300 初 57p 2011
箱館往来　全 2,800 9丁
亜国来使記　天　＜複製叢書19＞ 市立函館図書館　限150 2,500 僅書込 91丁 1972
蝦夷日誌　発 礒屋　至 札幌 複製 1,500 31丁
蝦夷日誌＜自11月9日-12月30日まで＞（附録・見聞奇談） 複製 1,500 25丁
北海道紀行草稿 複製 1,000 1900
毛夷東環記（東蝦夷地紀行，衛刀魯府志）全 複製`22回古文書解読講座~ 4,500 75p 1969?
＜寛政元年酉閏六月＞クナシリ嶋侇騒動届書記 複製 2,000
蝦夷開闢　完 複製 1,000 1977

（著者と高田屋嘉兵衛の極めて貴重な肖像，および地図４葉。1806年と1807年のロシア士官フヴォストフとダヴィドフによるエトロフおよびサハリンの日本人襲撃事件により，幕府はその仕返しとして，1811
年，ロシアのディアナ号艦長ゴローウニン他７名を捕まえて幽閉した。それでロシア側のリコルドが，1812年，高田屋嘉兵衛ら４名を捕らえ，ゴロウニンらとの交換を求めた。そして，1813年，その交換が成立し
た。本書は当事者であるリコルドによる対日交渉記で，日露関係史の重要文献である。初版は1816年であるが，本書はその再版であり，極めて稀覯である。エトモ図・ハコダテ図など４枚も貴重。保存良好。
サントペテルブルクで刊行）

（明治４年「シベリア海岸ヨリ悪性伝染疫流行ノ趣…」等５点は北海道,樺太,シベリア関係）

（弘前藩祖為信から第11代順承までの津軽家の家譜。幕府の命で提出したものの写しか。歴代藩主の事績を記す。文化６年以降のクナシリ一件についても数丁にわたり記載。末尾に
“弘化三丙午年九月”とあり。）

（「親行」なる者の序文によれば，嘉永６年以降の諸外国に関わる文書・記録を集めたものという。元治年間頃までの多くの文書を収める。帙入，精写本。）

『東遊奇勝』全３冊は影印もつけてていねいに解読し，更に資料編を加える。編者が長年かけた労作。

（渋江長伯について，初の資料集。完璧で内容の濃い資料集。渋江長伯の全容がこの書で解明。）
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蝦夷地一件諸書付并聞書写 複製 1,000 1979
明治二年開拓使公文録　抄 複製 800 1980
山鼻学校係　書類綴込 複製 2,000 1981
入北記　雨 複製 900 1982
後方羊蹄日誌解説書（第２回古文書解読講座解説書） 北海道立図書館 1,500 32p 1983

山田民弥 恵曽谷日誌　貳 複製 1,000 1984
山田民弥 恵曽谷日誌　二 複製　解読付 2,500 ２冊共 1984
浜崎八百寿筆･画 蝦夷恵曽谷日誌　解読共 複製 2,500 ２冊共 1985
浜崎八百寿筆･画 蝦夷恵曽谷日誌　解読(丸山道子) 複製 1,000 1985

石狩御用留 複製　解読付 3,000 ２冊共 1986
松前一件 複製 1,000 1988
開拓使製糸伝習工女関係史料 複製 1,000 1989

阿部喜任 蝦夷行程記　下 東部　＜松浦竹四郎校正＞ 播磨屋勝五郎蔵版 9,500 並 1856
蝦夷地御開拓諸取扱向荒増申上候書付 複製 1,000 1979
當藩支配所調書　水戸藩 複製 1,500 1980頃

渡辺茂解読，高倉新一郎校
閲・注解

＜文化五辰年ヨリ文化十酉年ニ至ル上ツイシカリ,イザリ,ムイザリ＞蝦
夷人ウラヱ一件写書

北海道史研究協議会 1,500 複製解読 24p 1976

蝦夷人ウラヱ一件写書 複製 2,500 1976
新羅之記録 市立函館図書館 3,000 51p 1937
蝦夷国私記　糺明録　全　＜複製叢書10＞ 市立函館図書館 3,800 初 29丁 1969

久保田見達 市立旭川郷土博物館研究報告15 市立旭川郷土博物館 1,000 1984

象潟屋新蔵 ＜天保十四年卯五月中旬ヨリ＞御倹約御改革●ニ御触書留メ扣　＜
複製叢書25＞

市立函館図書館　限百 2,500 初 1973

小川昭一郎編 ＜安政年間＞モンヘツ御用所史料集成　一・二,モンヘツ御用所史料
＜翻刻集＞

道都大学小川研究室＝紋別 5,000 3冊共 2002-07

小川昭一郎編 ＜幕末オホーツク沿岸＞開墾畑作史料集 道都大学小川研究室＝紋別 1,500 初ｶﾊﾞ 2004
寺島良安編 和漢三才図会 巻第六十四　地理（日本，朝鮮，琉球，蝦夷，他) 7,500 表紙痛 32丁

加納信美 幕末子モロ場所に生きた人々＜金子元保氏所蔵 子モロ場所請負人
＞藤野家文書を読む

私刊 1,500 2003

工藤大輔 『新羅之記録』における「夷」｢狄」表記について＜『中央史学』19＞ 中央史学会＝八王子 400 抜刷 34p 1996
村上直，高橋共編 文化五年仙台藩蝦夷地警固記録集成 文献出版 5,500 箱が汚 713p 1989
木部誠二 福山藩蝦夷見分「観国録」と有所不為斎雑録の北方関係史料（付図「備後福

山藩蝦夷見分図Ⅰ・Ⅱ」）
添川廉斎遺徳顕彰会 13,000 初箱 1170p 2017

成石修 東徼私筆　大野良子校注 政界往来社 3,500 初箱 1978
伊勢斎助編 ＜増補＞六無斎全書　全４冊 裳華房 9,000 再帙入 1932
細野五左衛門 ＜西蝦夷地＞地名附　秋葉實解説 小野裕進私刊＝網走 1,400 初 97p 1992
原田三夫，松山 世界探検全集３　日本篇（日本探検） 萬里閣書房 3,500 初並下 345p 1931

深田金次郎 蝦夷紀行 文庫 桜園社 2,000 135p 1942
成田修一解読 蝦夷紀行＜（嘉永良質写本の影印本）＞　限200 沙羅書房 10,000 初 1987
杉田雨人 木村謙次 私刊＝水戸市 9,800 初ﾔｹｼﾐ 1937
田草川伝次郎 西蝦夷地日記　中山利國編 石原求龍堂＝東京 1,500 初並 1944

（久保田見達「北地日記」赤石正吉訳 pp.1-129全頁。）

（高岳新王武田信廣本田最上近藤松田間宮早川，武四郎他。付録「新版　蝦夷土産道中寿五六」着彩。）
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北方未公開古文書集成　全10巻 叢文社（定価78,000） 23,000 箱 1979
＜新板＞蝦夷土産道中寿五六 5,000 小破有
蝦夷風俗図絵＜北方未公開古文書集成８＞ 叢文社 2,500 箱 359p 1979

伊藤兼平編 白鳥の道･日の出国へ 空知地方史研究協議会,長
沼町歴史文化研究会

3,500 初 1996

秋葉実解読編 東行漫筆西蝦夷地名考北夷考証他　＜北方史史料集成１＞ 北海道出版企画センター 6,600 箱保存良 490p 1991
加賀伝蔵・筆録, 秋葉実・解 加賀家文書　現代語訳版第二巻 別海町郷土資料館 1,500 2002

＜北海道郷土研究資料第７＞東西蝦夷地明細書 北海道郷土資料研究会 1,000 少痛ｼﾐ 17p 1960
館野端元 館野端元宗谷よりの書状二通＜犀川会資料16＞ 2,000 ｶﾞﾘ痛 50p
高嶋弘志編 儀右衛門日記三＜池田家古文書＞ 厚岸町教育委員会 3,500 1999

蝦夷人物図説 75,000 20丁

高倉新一郎解説 古文書の手びき（増補版） 北海道史研究協議会 1,500 ｼﾐ 164p 1990
高倉新一郎解説 古文書の手びき・続 北海道史研究協議会 1,200 58p 1990
鈴木靖民編 古代蝦夷の世界と交流＜古代王権と交流1＞ 名著出版 3,500 初ｶﾊﾞ 484p 1996

知られざる中世の北海道＜チャシと館の謎にせまる＞　第52回特別 北海道開拓記念館 1,000 初 65p 2001
新視点日本の歴史４＜中世編＞ 新人物往来社 1,200 初ｶﾊﾞ 333p 1993

入間田宣夫小林真人斉藤
利男編

北の内海世界＜北奥羽・蝦夷ヶ島と地域諸集団＞ 山川出版社 1,400 初ｶﾊﾞ 1999

臼杵勲編 ＜公開シンポジウム＞中世総合資料学の実践＜間宮海峡から琉球
弧へ＞ 資料集

中世総合資料学研究会 2,000 109p 2008

菊池徹夫,福田豊彦編 北の中世　津軽北海道＜よみがえる中世４＞ 平凡社 2,500 初ｶﾊﾞ 1989
小納弘･作, 北島新平･画 荒海をゆく北前船　＜児童書＞ ほるぷ出版 1,000 初ｶﾊﾞ 1982
平敷勝美 北前船ものがたり 海洋文化クラブ 3,000 初 1968
加藤貞仁, 鐙啓記 北前船＜寄港地と交易の物語＞ 無明舎出版 2,000 初ｶﾊﾞ 241p 2002
古屋美枝著,まえだけん絵 春に発つ船 けやき書房 1,000 初ｶﾊﾞ 1988
井本三夫編 北前の記憶＜北洋・移民・米騒動との関係＞ 桂書房 2,100 初帯 350p 1998
牧野隆信 北前船 柏書房 3,000 初箱並 347p 1972
牧野隆信 北前船の研究 法政大学出版局 7,000 初箱 433p 1989
高瀬重雄 北前船長者丸の漂流 清水書院 1,000 初ｶﾊﾞ 1974
堀田成雄 北前船と西村屋忠兵衛 羽咋市教育委員会 2,000 初ｶﾊﾞ並,少汚れ 1963
鐙啓記 北前船おっかけ旅日記 無明舎出版 1,500 初ｶﾊﾞ 2002

北前船＜日本海文化と江差＞　図録 北前船編集委員会 1,700 1986
越崎宗一述 北前船往来＜附　越崎商店沿革＞ 私刊＝小樽 2,800 16p 1963
越崎宗一 北前船考　署名入 私刊＝小樽 7,500 初ｶﾊﾞ並 1957
越崎宗一 ＜新版＞北前船考 北海道出版企画センター 3,500 ｶﾊﾞが不美 1972
越崎宗一 北海道の銅版画・船箪笥の話　＜緑丘豆本２＞ 緑丘舎＝西宮 3,500 初箱 78p 1978

越崎宗一 蝦夷屏風 新星社 5,000 初ｶﾊﾞ痛 304p 1953
越崎宗一署名入 鰊場史話　阿部貞夫カラー木版画入 北海道地方史研究会 9,500 初ｶﾊﾞ 1963
越崎宗一 郷土史的自叙伝＜わが人生＞ 弘南堂書店 1,500 初ｶﾊﾞ 300p 1978

北前船残照 江差民話研究会 2,500 初ｶﾊﾞ帯 2002

（寛政～文化頃刊,極稀少,書題箋少虫損,三国通覧図説の附図を主として作成された蝦夷風俗画本。）

（海保嶺夫「蝦夷の峰起はなぜ起こったか」pp.98-103，他）

（特装版70部の内愛蔵本。「緑丘通信２」付。布張り、背皮。）
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沢口清 弁財船西回り航路海運湊風景 北海信金地域振興基金 2,500 1995
近江商人と北前船＜北の幸を商品化した近江商人たち＞ サンライズ出版 1,000 再ｶﾊﾞ 2001

駒井正一 近江商人の鉱山経営 私刊＝滋賀県高島市 1,500 初 307p 2007
菅野和太郎 ＜彦根高等商業学校研究部＞調査研究２，８ 彦根高等商業学校研究部 1,800 ２冊共不美

加納信美編著 ●聞 栖原角兵衛家 北海道出版企画センター 1,800 初ｶﾊﾞ 2011
史跡　旧下ヨイチ運上家環境整備事業報告書 余市町教育委員会 3,000 41p 1983

H.チースリク 世界を歩いた切支丹 春秋社 1,300 初ｶﾊﾞ天ﾔｹ 1971
凰堂 伊能忠敬人物図　１幅 180,000 少痛

＜明治十九年以後＞北海道移住一件 北広島市郷土学習会 4,500 初 1996
吉村昭 花渡る海（小説） 中央公論社 1,000 初ｶﾊﾞ 328p 1985

解読　五郎治申上荒増＜古文書解読叢書１＞（解読＝三井一彦，他) 北海道古文書解読サークル
＝札幌

3,500 90p 1999

庵原菡斉 解読　蝦夷地土産上下＜古文書解読叢書２＞（解読＝三井一彦，他) 北海道古文書解読サークル
＝札幌

3,500 96p 1999

新楽閑叟 解読　北槎小録＜古文書解読叢書３＞（解読＝三井一彦，他) 北海道古文書解読サークル
＝札幌

5,500 238p 1999

田端宏監修 東蝦夷地臼山焼一件御用状写＜古文書解読選３＞ 札幌歴史懇話会 1,400 初 2013
田端宏監修 蝦夷日記 全（下）＜古文書解読選５＞ 札幌歴史懇話会 2,200 初 2016
松浦武四郎 松浦武四郎書簡　　平松楽斎文書15 津市教育委員会 500 写真1p 1991
高木崇世芝編 松浦武四郎関係文献目録 北海道出版企画センター 2,000 初ｶﾊﾞ 2003
高木崇世芝編 松浦武四郎 近世蝦夷人物誌 北海道出版企画センター 3,900 初ｶﾊﾞ帯 318p 2021

松浦武四郎関係資料目録 松浦武四郎記念館 2,500 80p 1995頃
松浦武四郎記念館所蔵資料目録 松浦武四郎記念館 2,000 31p 不明

松浦竹四郎 蝦夷葉那誌（序題＝蝦夷話） 題箋欠 版心に「金幸堂」　並 170,000 痛,虫くい,シミ 30丁 1856
松浦武四郎 丙戌前記＜復刻＞ 大修館書店 6,000 小型本 計17丁 1978

三雲町史　１,３巻 三重県三雲町 6,000 箱 2000,03

松浦武四郎 渡島日誌＜東部＞　限定50部 南陽堂書店＝札幌 12,000 影印 1981
（谷沢尚一による別冊解説7p有り）

松浦武四郎 武四郎蝦夷地紀行　秋葉実解読 北海道出版企画センター 5,800 箱 631p 1988
松浦武四郎, 秋葉実［翻刻 松浦武四郎選集一～六,別巻 ７冊 北海道出版企画センター 35,000 初箱 502p 96-2008
松浦武四郎 竹四郎日誌　按西巵従　全３冊　＜松浦孫太解読・佐藤貞夫編集＞ 松浦武四郎記念館 1,600 1996
松浦武四郎 竹四郎日誌　按西（北海岸）按東巵従＜松浦孫太解読・佐藤貞夫編 松浦武四郎記念館 1,600 2001
松浦武四郎 竹四郎日誌　按北巵従＜松浦孫太解読・佐藤貞夫編集＞ 松浦武四郎記念館 1,400 1997
松浦著，秋葉実解 竹四郎廻浦日記　全２冊＜付図共＞ 北海道出版企画センター 9,000 箱 1978
松浦著，秋葉実解 竹四郎廻浦日記　下 北海道出版企画センター 4,000 初箱付図 608p 1978
松浦著秋葉実解 ＜戊午＞東西蝦夷山川地理取調日誌　全３冊 北海道出版企画センター 20,000 箱付図 1985
松浦著秋葉実解 ＜丁巳＞東西蝦夷山川地理取調日誌　上 北海道出版企画センター 6,000 箱付図（箱が僅ヤ

ケ)
1982

更科源蔵 松浦武四郎＜蝦夷への照射＞ 淡交社 2,000 初ｶﾊﾞが少痛 1973
北海道名付け親「松浦武四郎」蝦夷漫画と記念碑　絵葉書 公益チーム三重県先人思

想・事跡顕彰社
1,000 袋入８枚

（「２ 近江商人の活躍について」経済論叢28巻6号別刷，「８ 商人の漁業家化－北海道の開発と近江商人」経済論叢30巻5号抜刷）

（蝦夷地の海辺でアイヌ民族の助けをえて，地図を書いている忠敬の図。「幕末」～「明治」の画。）

（第一巻「資料編補遺四章　松浦武四郎書間 (続)」pp.893-914,第三巻「二章　松浦武四郎書間」pp.298-634，他）
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多気志樓 蝦夷漫画 国書刊行会 6,500 復刻ｶﾊﾞ 42p 1972
＜校注＞簡約松浦武四郎自伝　＜附　著作関係・書簡目録＞ 北海道出版企画センター 6,000 初箱 436p 1988

笹木義友,三浦泰之編 松浦武四郎研究序説＜幕末維新期における知識人ネットワークの諸
相＞（制作＝北海道出版企画センター）

私刊 4,000 644p 2011

松浦武四郎 松浦武四郎紀行集　全３冊 冨山房　付図２葉 24,000 箱 1975-77
松浦武四郎 松浦武四郎紀行集　上 冨山房 2,000 箱 計685p 1975
松浦武四郎 三航蝦夷日誌　全２冊　吉田武三校註 吉川弘文館 10,000 初箱 1970,71
松浦武四郎著, 秋葉実翻
刻・編

＜校訂＞蝦夷日誌　全３冊 北海道出版企画センター 18,000 箱 約1200p 1999

吉田武三 白い大地＜北海道の名づけ親・松浦武四郎＞ さえら書房 2,500 箱 228p 1973
松浦竹四郎 多氣志樓蝦夷日誌集　全３冊（第三に印あり） 日本古典全集刊行会 3,000 初 1928-29
中津川俊六 松浦武四郎伝 北海道翼賛壮年団 2,000 初表紙痛 1944
松浦武四郎 ＜新版＞蝦夷日誌　全２冊　吉田常吉編 時事通信社 5,500 ｶﾊﾞ並 1984

吉田武三 評伝松浦武四郎 松浦武四郎伝刊行会 12,000 付図３ 411p 1963
秋葉實解読 松浦武四郎知床紀行集＜没後百年記念＞ 知床博物館協力会 1,500 97p 1994
松浦武四郎 松浦武四郎大台紀行集＜乙酉紀行 丙戌前記 丁亥前記＞ 松浦武四郎記念館 2,000 2003

松浦武四郎 後方羊蹄日誌　丸山道子訳 凍土社 2,500 ２刷 48p 1973
松浦竹四郎 石狩日誌 大修館書店 9,500 帙箱が少痛 1978
松浦武四郎 十勝日誌　丸山道子訳 （署名入） 凍土社 3,800 ３刷 1982
松浦武四郎 十勝日誌　　村岡勉解読・現代訳 村岡勉私刊＝札幌 2,000 62p 2005
松浦武四郎 知床日誌　全 私刊＝北見市 1,000 2007
秋葉實編著 ＜松浦武四郎＞知床紀行 北海道出版企画センター 1,600 初ｶﾊﾞ 2006
鈴木茶渓, 松浦武四郎 唐太日記・北蝦夷餘誌　＜今野淳子訳編＞ 北海道出版企画センター 1,500 初ｶﾊﾞ 2013
松浦武四郎 東奥沿海日誌＜付　鹿角日誌＞ 時事通信社 3,000 348p 1969
松浦武四郎著, 佐藤淳子訳 佐渡日誌［現代語訳］ 北海道出版企画センター 1,600 初ｶﾊﾞ 2009

新選 覆刻 日本の山岳名著 解題 大修館書店 1,000 箱 1978

小松哲郎 ゆたかなる大地＜松浦武四郎が歩く＞ 北海道出版企画センター 1,200 初ｶﾊﾞ帯 548p 2004
高木崇世芝，他 ＜幕末の探検家 松浦武四郎と＞一畳敷 INAX出版＝東京 1,500 78p 2010
北海道博物館,他編 ＜幕末維新を生きた旅の巨人＞松浦武四郎 見る,集める,伝える 勝毎光風社 2,000 2018
早川禎治 アイヌモシリ紀行＜松浦武四郎の『東西蝦夷日誌』をいく＞ 中西出版 1,200 初ｶﾊﾞ 2007
梅木孝昭 サハリン　松浦武四郎の道を歩く 北海道新聞社 1,450 初ｶﾊﾞ 1997

＜静嘉堂文庫蔵＞松浦武四郎蒐集古物目録 研究代表者＝内川隆志 9,500 初 2013
地蔵慶護 武四郎のタルマイ越え みやま書房 1,200 初 1991
佐江衆一 北海道人＜松浦武四郎＞ 新人物往来社 1,000 初ｶﾊﾞ 329p 1999
大山晋吾 ＜北海道の名付け親＞松浦武四郎の生涯＜特にその少・青年期を

中心として＞
三雲町＝三重県 1,500 初 23p 1992

横山健堂 松浦武四郎 北海出版社 10,000 初印不美 計471p 1944
本多貢 128年前の積丹･古平･余市＜松浦武四郎の西エゾ日誌から＞ 余市ペンの会々報別冊 1,000 100部発行 80p 1984
清水敏一 ＜松浦武四郎研究家＞吉田武三私伝 大雪山房＝岩見沢 1,500 初ｶﾊﾞ 2014

（秋葉実の指摘で，旧版の誤まりをかなり訂正）

（松浦孫太解読,佐藤貞夫編集）

（松浦武四郎「石狩日誌」pp.81-92，松浦武四郎「山岳紀行六種」pp.93-103，他）

（武四郎の最も重要な文献を秋葉実が翻刻・編集。1971年『三航蝦夷日誌』全２冊（吉田武三校注）をやりなおし，より数段優れた本にした。)
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北への視角　＜第34回特別展松浦武四郎没後百年記念展＞ 北海道開拓記念館 800 初美 40p 1988
第58回特別展 松浦武四郎＜時代と人びと＞ 十勝毎日新聞社 1,500 初 79p 2004
第58回特別展 松浦武四郎＜時代と人びと＞ 北海道開拓記念館 1,500 初美 79p 2004

歴史と神戸　第35巻第１号 神戸史学会 500 48p 1996

柴田定吉 伊能忠敬と松浦武四郎第一,二 IK放送 3,500 ｶﾞﾘ 16p 1932
佐々木覚 松浦武四郎と「常呂」１,２　＜ところ文庫13,17＞ ２冊共 常呂町郷土研究同好会 1,000 初,公印 97-2001
みなみでみなみ 平成の武四郎＜蝦夷地探検記2005＞ 私刊＝三重県伊賀市 700 帯 67p 2005
瓜生卓造作,井口文秀絵 松浦武四郎　こころの文庫 全日本家庭教育研究会 1,000 32p
広谷良昭 ＜松浦武四郎追縦＞北海道の浜歩き 私刊＝兵庫県 1,000 初ｶﾊﾞ 2005

松浦武四郎研究会会誌＜没後100年記念特輯＞ 松浦武四郎研究会 800 60p 1988
本間寛治 炎の旅人＜松浦武四郎の生涯＞ 七賢出版 1,000 初ｶﾊﾞ 1995
吉田武三 ＜自筆原稿＞天ヶ瀬のヒミズ　全５枚 四百字詰原稿用紙 8,000 ペン書き 1971
吉田武三 松浦武四郎　人物叢書 吉川弘文館 3,000 初ｶﾊﾞ（少し赤鉛

筆書込み)
1967

秋葉実［編］ 植物名一覧＜松浦武四郎翁著作より＞ 北海道出版企画センター 1,500 初ｶﾊﾞ 1997
頼三樹三郎詩,松浦武四郎
印

百印百詩を読む　小林優幸通釈・解説 江差町の歴史を紀行し友好
を進める会

2,000 初（箱が少汚,天に
少ｼﾐ)

117p 2000

見延典子 すっぽらぽんのぽん＜頼山陽の母・梅颸八十四年の生涯＞ 南々社 1,500 初ｶﾊﾞ 373p 2000
見延典子 頼山陽にピアス 南々社 1,000 初ｶﾊﾞ 2004
斉藤勝利＝文吉, 田中最勝
現代訳

松前詰合日記　高倉新一郎解読 斜里郷土研究会 1,500 1973

＜北海道開拓記念館所蔵＞松前藩主・一族書状集　全３冊 北海道開拓記念館 3,000 初 1983-85
照井壮助 ＜天明＞蝦夷探検始末記 八重岳書房＝東京 2,500 初ｶﾊﾞ,ﾔｹ 370p 1974
山崎栄作編 東案内記 山崎栄作私刊＝十和田市 1,500 箱 1981
山崎栄作編 木村謙次集　上・下巻 山崎栄作私刊＝十和田市 3,000 箱２冊共 1986

三田花朝尼, 山崎栄作編 箱館日記　解読・解説山崎栄作 山崎栄作私刊＝十和田市 1,200 箱 310p 1997

平尾魯僊 洋夷茗話・箱館紀行 八坂書房 1,000 箱 1974
大日本近世史料 大日本近世史料　＜近藤重蔵蝦夷地関係史料３＞ 東京大学出版会 5,000 初箱が少痛 1989
大日本近世史料 大日本近世史料　＜近藤重蔵蝦夷地関係史料２＞ 東京大学出版会 7,000 初箱 1986
谷本晃久 近藤重蔵と近藤富蔵＜寛政改革の光と影＞ 山川出版社 800 再ｶﾊﾞ 98p 2019
最上徳内 蝦夷草紙諸事合　全 40,000 墨付き 62丁 幕末

日本庶民生活史料集成４　北辺篇 三一書房　栞欠 5,000 初箱が難 821p 1969
会田金吾 蝦夷地鉄砲伝来と北辺防備の大砲 函館文化会　限300 2,800 初ｶﾊﾞ 1979
会田金吾 函館山要塞の終焉Ⅱ＜巨大土木工事の再見と要塞秘譚＞ 五稜出版社　付図５枚 1,500 再表紙不美 1986
島田津田谷澤他 蝦夷地の医療 北海道出版企画センター 1,200 初ｶﾊﾞ 201p 1988
山本正編 近世蝦夷地農作物年表 北海道大学図書刊行会 1,200 初ｶﾊﾞ 1996
山本正編 近世蝦夷地農作物地名別集成 北海道大学図書刊行会 2,000 初ｶﾊﾞ 242p 1998
久末進一, 柏木直 蝦夷・千島・樺太の探検航海　＜プロビデンス号研究ノート＞ 私家版 3,500 ｶﾊﾞが痛 1992

（「蝦夷日誌」を初めて世に出し，更に解読して自費出版。謙次の交友・年譜も加えた貴重な労作。）

（安政３年，江戸～函館往復の女性和歌日記。さまざまな面で興味深く，蝦夷地幕末の様子も浮かび上がる。著者６冊目の力作で，解説も詳しく，自費出版。)

（寛政２年。南葵文庫の三冊本「蝦夷風俗人情之沙汰」『日本庶民生活史料集成』の異本。中巻の中程以降を欠く。笹川臨風の蔵印有)

（武四郎紹介の先駆者について，知られざる数々のエピソードを綴った力作）

（眞野修「身近な史跡1 失われた松浦武四郎の石碑」pp.4-12，他）
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岩垂憲徳 北方國策之先驅 清水書店 7,500 86p 1941
亜墨利加国並税測 和本 4,000 印虫食（表紙ス

レ,シミ,綴じ紐切
1859

吉田武三 北方の空白＜北方圏における日本･ロシア交渉史＞ 北方文化研究会＝東京 6,000 箱が並 442P 1967
吉田武三 北方の空白 時事通信社 2,500 1970
大熊良一 幕末北方関係史考＜増補版＞ 近藤出版社 2,200 初ｶﾊﾞ 1990

白山友正著作・校訂抜刷　11冊 7,500 ﾔｹｼﾐ 1964-75

中西聡 近世・近代日本の市場構造＜「松前鯡」肥料取引の研究＞ 東京大学出版会 5,500 初ｶﾊﾞ 375p 1998
白山友正 松前蝦夷地海上保険慣例の研究 （北海道経済史研究所研究叢書第35編) 漁業経済学会函館支部 2,000 数ﾍﾟｰｼﾞ折れ 35p 1963
小林真人,田端宏編 場所請負関係経営史料＜武川家文書 伊達家文書 西川家文書＞

＜『松前町史　史料編３』抜刷＞
松前町 2,000 厚冊 1979

榎森進編 松前蝦夷地商品流通・海運関係史料集 松前町（同町史３巻） 2,500 別刷 432p 1979
＜シンポジュウム＞北海道の近世をどうとらえたらよいか 北海道の近世・近代史を語

る会
1,000 61p 1973

榎森進 蝦夷地における封建権力の成立と展開　全２冊　＜『松前町史　通説
上下』抜刷＞

松前町 2,500 1984,88

平工剛郎 ＜北の漂泊者＞飛騨屋久兵衛 北海道出版企画センター 2,700 初ｶﾊﾞ 378p 2016
高木富蔵，他 飛騨屋久兵衛　＜鉛筆での訂正多数有＞ 下呂ロータリークラブ 7,500 再ｶﾊﾞ 331p 1990
南鉄蔵 北海道綜合経済史＜明治維新前＞上下 ［私刊＝札幌，講義用］ 10,000 少線 438p 1954
南鉄蔵 ＜改訂＞北海道総合経済史　（蝦夷地漁業史） 国書刊行会 1,000 初箱が痛 492p 1976
フラーシェム　ロバートヨシコ 蝦夷地場所請負人＜山田文右衛門家の活躍とその歴史的背景＞ 北海道出版企画センター 1,500 初ｶﾊﾞ 309p 1994
須摩正敏 ヲショロ場所をめぐる人々 静山社＝東京 1,500 初ｶﾊﾞ 1989
DAVID.L.HOWELL ［英］CAPITALISM FROM WITHIN Economy,society,and the state in a

Japanese Fishery
4,800 初ｶﾊﾞ 246p 1995

松木覚 北に生きる武士団＜白老仙台藩元陣屋物語＞ 白老町教育委員会 1,800 初ｶﾊﾞ良 331p 1978
和泉盛 蝦夷の燈 私刊＝帯広町 10,000 初箱痛（表紙汚

れ)
373p 1929

森荘已池 私残記＜大村治五平に拠るエトロフ島事件＞ 中央公論社　文庫 600 再ｶﾊﾞ 308p 1991
大石慎三郎 田沼意次の時代 岩波書店 1,500 再小口ｼﾐ 1992
地方史研究協議会編 北方史の新視座＜対外政策と文化＞ 雄山閣 1,600 1994
鈴木卓郎編 北の青嵐選集 北の青嵐会＝余市 1,000 348p 2006
二宮陸雄 桑田立斎先生 桑田立斉先生顕彰会事務＝

東京・二宮内科
5,000 初 381p 1998

工藤達 津軽の国と松前街道 私刊＝青森市 15,000 箱 672p 1980
森勇二編著 等澍院什物帳　＜付･｢休明光記｣に見る蝦夷三官寺の什物＞ 私刊＝様似町 2,000 1994
高倉新一郎, 秋月俊幸，他 ＜第三回維新展＞幕末の北辺 霞会館＝東京 1,000 72p 1983
中島峻蔵 北方文明史話 北海出版社＝札幌 1,500 並 508p 1929

大日本古文書　幕末外国関係文書1-51，附録1～6 東京大学出版会 240,000 57冊共 1910-2007

大日本古文書　幕末外国関係文書３ 東京大学出版会 5,000 箱 1911

（「近世」以降の北海道・樺太の鰊漁業の生産構造の変遷を分析し，日本資本主義の生成のあり方を論じる本書は，プロト工業化論をはじめ，北海道経済史研究に新しい方法・視点を
多数提供している。)

（箱欠２～６,８,18,１～４(附録)）

（「短歌紀元叢書29～32,35」５冊，「函大商学論究７,10」２冊，「北海道の文化19,29」２冊，「北海道経済史研究所叢書43」，「松前地古武井溶鉱炉の研究並に考証年表」。３冊に朱線直
し有)
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大日本古文書　幕末外国関係文書４ 東京大学出版会 3,000 箱欠 1984
大日本古文書　幕末外国関係文書16 東京大学出版会 4,000 箱 1985
大日本古文書　幕末外国関係文書17 東京大学出版会 6,000 箱欠 1985
大日本古文書　幕末外国関係文書25 東京大学出版会 7,000 箱
大日本古文書　幕末外国関係文書26 東京大学出版会 2,000 箱痛 1985
大日本古文書　幕末外国関係文書27 東京大学出版会 7,000 箱 1957
大日本古文書　幕末外国関係文書31 東京大学出版会 3,000 箱欠 1986
大日本古文書　幕末外国関係文書32 東京大学出版会 3,000 箱 1962
大日本古文書　幕末外国関係文書33 東京大学出版会 2,000 箱痛 1964
大日本古文書　幕末外国関係文書42 東京大学出版会 4,000 箱 1989
大日本古文書　幕末外国関係文書43 東京大学出版会 3,000 箱 1991
大日本古文書　幕末外国関係文書44 東京大学出版会 3,000 箱 1993
大日本古文書　幕末外国関係文書45 東京大学出版会 4,000 箱 1995
大日本古文書　幕末外国関係文書46 東京大学出版会 4,000 箱 1997
大日本古文書　幕末外国関係文書47 東京大学出版会 4,000 箱 1999
大日本古文書　幕末外国関係文書附録四 東京大学出版会　復刻 8,000 箱 928p 1986

ザドルノフ著 北から来た黒船　全３冊　西本昭治訳 朝日新聞社 3,000 初ｶﾊﾞ 1977-82
堺比呂志 北夷談 晃文社 2,000 初美 374p 2006

元木省吾 北方渡来＜時事新書＞ 時事通信社 1,000 再 1971
小林忠雄編訳 ラペルーズ世界周航記　日本近海編 白水社 1,500 箱 1988
関口明 蝦夷と古代国家　献呈署名入 吉川弘文館 1,300 初ｶﾊﾞ 316p 1992
海保嶺夫 日本北方史の論理 雄山閣 1,500 初箱 321p 1974
海保嶺夫 日本北方史の論理 雄山閣 1,500 初箱印 321p 1974
海保嶺夫 近世の北海道 教育社　新書 1,000 初 1979
海保嶺夫 幕政史料と蝦夷地 みやま書房　箱背に凹み 1,800 印 1980
海保嶺夫 中世蝦夷史料 三一書房 5,500 箱 325p 1983
海保嶺夫編 中世蝦夷史料補遺 北海道出版企画センター 3,500 初箱良 376p 1990
海保嶺夫 近世蝦夷地成立史の研究 三一書房 1,200 箱良 359p 1984
海保嶺夫 列島北方史研究ノート　＜近世北海道を中心として＞ 北海道出版企画センター 1,500 初箱 350p 1986
榎森進 北海道近世史の研究 北海道出版企画センター 2,500 初箱 492p 1982
榎森進 北海道近世史の研究 北海道出版企画センター 2,000 初箱が並,印 492p 1982
榎森進 ＜増補改訂＞北海道近世史の研究 北海道出版企画センター 4,500 初箱 521p 1997
菊池勇夫 幕藩体制と蝦夷地 雄山閣出版 5,500 箱良 352p 1984
菊池勇夫 北日本地域における田村麻呂・義経伝説の近世的展開 2,000 2011

菊池勇夫 義経伝説の近世的展開＜その批判的検討＞ サッポロ堂書店 1,700 初ｶﾊﾞ 2016
浪川健治編 下北・渡島と津軽海峡　＜街道の日本史４＞ 吉川弘文館 2,300 初ｶﾊﾞ 2001
浪川健治 近世日本と北方社会 三省堂 4,500 初ｶﾊﾞ 1992
浪川健治 近世日本と北方社会 三省堂 3,500 初ｶﾊﾞ印 1992
浅倉有子 北方史と近世社会 清文堂出版 4,000 初ｶﾊﾞ印 325p 1999
浅倉有子 北方史と近世社会 清文堂出版 4,500 初ｶﾊﾞ 325p 1999

（村垣淡路守正範公務日記之七）

（ある面で間宮林蔵より功績を残した，松田伝十郎の『北夷談』を忠実に口語訳し，適切な解説をつけた力作）

（科学研究費補助金(基盤研究＜C＞一般)研究成果報告書）
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川上淳 近世後期の奥蝦夷地史と日露関係 北海道出版企画センター 6,400 初ｶﾊﾞ 487p 2011
川上淳 川上淳論文抜刷11種，他２種　計13種 2,600 別刷 88-2005

長谷川成一編 北奥地域史の研究＜北からの視点＞ 名著出版 4,800 箱 518p 1988
北海道の研究　全８巻 清文堂 8,000 箱並上 1981-88

海保嶺夫編 北海道の研究３　近世篇１ 清文堂出版　定4410 1,200 初箱 398p 1983
関秀志編 北海道の研究５　近・現代篇１ 清文堂出版　定4200 1,200 箱 452p 1983
桑原真人編 北海道の研究６　近・現代篇２ 清文堂出版　定4830 1,600 箱 492p 1983
小河久 イヨボヤ侍　青砥武平次 私刊＝千葉県 1,700 初ｶﾊﾞ 2004
小河久 ある仙人の史話＜北方領土，蝦夷三官寺のことなど＞ 創栄出版＝仙台市 2,000 初ｶﾊﾞ 2001

日本城郭大系１－北海道・沖縄 新人物往来社 3,000 初箱 350p 1980
国立歴史民俗博物館研究報告　72 国立歴史民俗博物館 1,400 1997

小田原金一 斜里非情 津軽書房 1,500 初ｶﾊﾞ 331p 1984
上井榊 ＜維新秘話＞蝦夷の駐屯兵　＜長編時代小説＞ 大衆文藝社 5,000 初（ﾔｹ,ｼﾐ,背痛

み,見返し破れ)
402p 1942

中川清治 千石の海　小説 審美社　初版 700 ｶﾊﾞ帯 1993
北海道･東北藩史大事典 第1巻 北海道・東北編 雄山閣 12,000 箱印 516p 1988
根室・千島歴史人名事典 根室・千島歴史人名事典刊

行会＝根室市
2,000 初ｶﾊﾞ 417p 2002

河野常吉編著 北海道史人名字彙　上・下　２冊共 北海道出版企画センター 5,000 箱 1979
十勝大百科事典（付録「十勝の郷土ガイドマップ」共） 北海道新聞社 10,000 厚冊箱 1230p 1993

好川之範, 赤間均編 北海道の不思議事典 新人物往来社 1,500 初ｶﾊﾞ 2006
北海道大百科事典　全２冊 北海道新聞社 1,000 箱が少痛 1981

沢石太著刊 北海道社交倶楽部　壱号　＜末尾数枚難＞ 北鉄旅行案内発行所＝函館 5,000 初 1905

永井秀夫監修 北海道の地名 平凡社　箱 6,000 月報欠 計1660p 2003

奥山亮 新考北海道史年表 みやま書房 500 箱（マーカー線) 1970
奥山亮 ＜掌編＞北海道史年表　＜ぷやら新書36巻別刷＞ ぷやら新書刊行会 3,000 特装限百 61p 1968
北海道編 新北海道史年表 北海道出版企画センター 2,900 再ｶﾊﾞ 718p 1992
井黒弥太郎 自筆色紙　「史書永遠」 10,000 1994
三吉笑吾著, 山田一孝解読 ＜明治官吏の出張旅行記＞雪泥餘痕 おうふう＝東京都 13,000 初箱 700p 2004

知里奥山高倉他 ＜季刊＞歴史家　創刊～４号完揃 北海道歴史家協議会 3,800 1953-54

知里，竹内好他 ＜季刊＞歴史家　３ 北海道歴史家協議会 1,500 少ﾔｹ 1954

北海道地方史研究終刊号　１～90総目次，奥山追悼文 北海道地方史研究会 1,000 ﾔｹｼﾐ 70p 1973
奥山亮 桧山騒動・その他　＜北海道地方史研究増刊＞ 北海道地方史研究会 5,500 線限170 1963
奥山亮 北海道史概説 みやま書房 800 初（箱欠,ｶﾊﾞｰ破

れ)
366p 1958

奥山亮 新考北海道史 北方書院 800 初ﾔｹ 1950

（１，２は不美。３，４は並。最も高い水準の北海道史関係の雑誌。)

（最も高い水準の北海道史関係の雑誌。)

（「寛政年間前後の奥蝦夷地」pp.１-19＝1988『根室市博物館開設準備室紀要』２，から「ノッカマップのイチャルパ」pp.38-39＝2005『わたすげ』14，までの計13種。このうち別刷11種，
他前記『わたすげ』（同人誌）と『大黒屋光太夫だより』10（会報）「光太夫とラクスマンに感謝」所収の２種。)

（赤沼英男，福田豊彦「鉄の生産と流通からみた北方世界」pp.1-40，他）

（一名「諸名士写真帖」。最終頁，奥付，裏表紙に少しシミあり。）

（開拓使学務局の初代専任職員三吉笑吾が書き留めた明治10年から明治25年の道内外出張旅行記）

（特別付録『復刻・改正北海道全図』。地名辞典の集大成。)
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堅田，みね他編 北海道史研究　創刊～40号揃（終刊） 北海道史研究会 20,000 1973-88

北海道・東北史研究会編 北海道・東北史研究　第２号 サッポロ堂書店 1,300 2005

北海道・東北史研究会編 北海道・東北史研究　第３号 サッポロ堂書店 1,300 2006
北海道・東北史研究会編 北海道・東北史研究　第５号 北海道出版企画センター 2,000 82p 2009
北海道・東北史研究会編 北海道・東北史研究　第６号 北海道出版企画センター 2,000 2010
北海道・東北史研究会編 北海道・東北史研究　第12号 北海道出版企画センター 2,200 初 131p 2021
環オホーツクの環境と歴史
編集委会

環オホーツクの環境と歴史 創刊号 サッポロ堂書店 1,500 88p 2012

環オホーツクの環境と歴史
編集委会

環オホーツクの環境と歴史 ２号 サッポロ堂書店 1,500 初（各分野の好論
文が多数)

101p 2013

環オホーツクの環境と歴史
編集委会

環オホーツクの環境と歴史 ３号 サッポロ堂書店 2,000 初（各分野の好論
文が多数)

101p 2014

環オホーツクの環境と歴史
編集委会

環オホーツクの環境と歴史 ４号 サッポロ堂書店 1,500 2015

北海道民族学　第15号 北海道民族学会＝札幌 1,000 97p 2019.3
高橋,阿部,鈴木,中島,森,斉藤編 北海道地域文化研究 １～８ 北海道地域文化学会 12,000 初 2009-16

河野常吉 北海道名勝誌 北海道庁 6,000 少痛 82p 1911
河野常吉 北海百人一首 私刊＝札幌 10,000 初 1906
石村義典 評伝　河野常吉 私刊＝札幌 7,000 初箱 486p 1998
河野常吉 北海道史　第１ 北海道庁 3,000 箱欠（付図欠,書込

み)
958p 1918

河野常吉 北海道史 附録＜（管轄略譜,年表,統計表）＞ 北海道出版企画センター 3,500 印箱ｶﾊﾞ僅痛 748p 1975
＜新撰＞北海道史５　史料編１ 北海道庁 8,000 箱欠痛 1546p 1936
＜新撰＞北海道史６　史料編２ 北海道庁 5,000 箱が少痛み 1064p 1936
＜新撰＞北海道史６　史料編２ 北海道庁 4,000 箱（印,印消跡) 1064p 1936
新北海道史　第二巻 通説１ 新北海道史共同企業体 2,500 箱欠,天にｼﾐ 902p 1970

津軽一統志10他 新北海道史７　史料１ 新北海道史共同企業体 2,000 箱並 1426p 1969
新北海道史９　史料３ 新北海道史共同企業体 6,500 箱 1350p 1980
北海道５万年史　全２冊 郷土と科学編集委員会 3,000 1980,85
続　北海道５万年史 郷土と科学編集委員会 1,800 455p 1985

関秀志,他著 ＜新版＞北海道の歴史 下　＜近代・現代編＞ 北海道新聞社 1,000 計438p 2006
山本博文監修 あなたの知らない北海道の歴史　歴史新書 洋泉社 500 初ｶﾊﾞ 2012
桑原真人川上淳 北海道の歴史がわかる本 亜璃西社＝札幌 1,500 初ｶﾊﾞ 2008
鯤外　今井徽 ＜建勲正蹟＞北海史論 奚疑書院 15,000 並下和装 1893

北海道文化史考 日本放送協会札幌中央放送
局

3,000 初箱 338p 1942

北海道文化史考 日本放送協会札幌中央放送
局

1,000 不美 338p 1942

北海道史研究協議会編 北海道の歴史と文化＜その視点と展開＞ 北海道出版企画センター 2,500 初ｶﾊﾞ 541p 2006
北海道史研究協議会創設二十年の歩み 北海道史研究協議会創設二

十周年記念協賛会
1,000 85p 1987

（15・16号は合併号なので，全39冊完全揃い,痛みや少し難があるものがありますが本文には問題ありません。）

（コラー・スサンネ「天明年間の幕府による千島探検」pp.２-18，他）
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蝦夷地・北海道－歴史と生活 雄山閣出版　特価 2,800 箱が並 413p 1981
芳賀登,大浜徹也，他 北方科学調査報告　＜北方圏の自然と文化の研究＞　全10巻（９冊） 筑波大学 25,000 9･10合併 1980-86
北海道大学放送教育委員
会編

文化としての北＜北海道の｢地方性｣を問う＞ 北海道大学図書刊行会 1,300 初ｶﾊﾞ 1987

加賀谷定治 北海道詠史詩　全　和装 私刊＝函館 4,000 蔵書印 83p 1954
高崎龍太郎 北海戯作百人一首 高崎龍太郎私刊＝函館 35,000 題ｾﾝ少欠 1888
大場利夫高倉新一郎峯煕
奥山亮

目で見る北海道史　＜謹呈署名入＞ 北方民生協会 2,300 初箱並 1956

大場利夫高倉新一郎峯煕
奥山亮

目で見る北海道史 北方民生協会 1,000 再印 1956

成田清次編刊 郷土研究　資料１ 郷土研究社＝札幌 4,500 ｶﾞﾘ 92p 1963
高倉新一郎著, 永井秀夫解 高倉新一郎著作集１,２,３,４,９既刊揃　(月報付き) 北海道出版企画センター 15,000 箱 95-2000
高倉新一郎著, 永井秀夫解 高倉新一郎著作集１,２,３,４,９既刊揃　(月報付き) 北海道出版企画センター 25,000 箱美 503p 95-2000
高倉新一郎著, 永井秀夫解 高倉新一郎著作集１　北海道史一　(月報付き) 北海道出版企画センター 3,000 箱 503p 1995
高倉新一郎 北海道文化史序説　＜北方叢書２＞ 北方出版社 1,800 初不美 1942
高倉新一郎 北海道史の歴史 北海道郷土資料研究会 2,800 ヤケ,背痛 1959
高倉新一郎 北海道史の歴史　改訂 みやま書房 2,000 赤線,書込有 1964

青嵐に昇華す＜高倉新一郎追悼集＞ 北海道出版企画センター
特価

1,700 箱 483p 1992

田端宏,桑原真人,船津功,関口明 北海道の歴史　＜県史１＞ 山川出版社　特価 600 初ｶﾊﾞ 332p 2000
北海道東北史研究会 ＜函館シンポジウム＞北からの日本史 三省堂 1,800 初ｶﾊﾞ 346p 1988
北海道東北史研究会 ＜弘前シンポジウム＞北からの日本史２ 三省堂 1,500 初ｶﾊﾞ 356p 1990
北海道東北史研究会 海峡をつなぐ日本史　＜北からの日本史３＞ 三省堂 1,800 初ｶﾊﾞ 307p 1993

＜北からの日本史＞東京シンポジウムの記録 北海道・東北史研究会 1,000 63p 2000

石狩シンポジウム　「石狩場所とアイヌ」集録 北海道・東北史研究会 1,800 90p 2001

林顕三編 ＜増訂北海紀行＞北海誌料　全 冨山房 15,000 少難 厚冊 1902
林顕三 ＜増訂北海紀行＞北海誌料　全 冨山房 40,000 改装 厚冊 1902

札幌昔話　＜北海道郷土研究資料第三＞ 北海道郷土資料研究会 3,000 ２刷 1968
快風丸記事　＜北海道郷土研究資料第五＞ 北海道郷土資料研究会 1,200 30p 1959
＜榎本釜次郎松平太郎大鳥,島･岩村判官書簡集東久世日録抄＞
＜北海道郷土研究資料第十二＞

北海道郷土資料研究会 2,000 ｼﾐﾔｹ 47p 1964

北の資料 12冊（1～10,11,18） 北海道立図書館 6,000 12冊共 1972-76
塩沢実信 ふぶきの荒野＜海と原野をひらいた人びと＞　＜ものがたり北海道７ 理論社 1,500 初ｶﾊﾞ 1987
網野善彦,石井進編 北から見直す日本史　＜上之国勝山館跡と夷王山墳墓群からみえる

もの＞
大和書房 900 初ｶﾊﾞ印 408p 2001

網野善彦,石井進編 北から見直す日本史 上之国勝山館跡と夷王山墳墓群からみえるもの 大和書房 1,000 初ｶﾊﾞ 408p 2001

新川浩三 北海道への招待＜秘められた歴史の断面＞ 現代書房 1,500 ｶﾊﾞ 1965
組本社編 人づくり風土記　１北海道 農山漁村文化協会 3,000 365p 1991

（谷本晃久「松浦武四郎の価値判断によるアイヌの『出稼』記述について」pp.32-39，今西一「国民国家とマイノリティ」pp.44-58，他）

（堅田精司「対雁アイヌ民族の意思」pp.72-84，他）

（『北の内海世界』に続くもので，新視点で北海道「中世」史にせまる。）

（『北の内海世界』に続くもので，新視点で北海道「中世」史にせまる。）

（岡田宏明「人類学的に見た北海道Ⅰ,Ⅱ」pp.25-36,永井秀夫「歴史的に見た北海道Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ」pp.37-70,他）
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佐左木俊郎 北海道の話題＜歴史年表付き＞ 北方出版社　初版 1,200 少不美 54p 1937
佐左木俊郎 北海道の話題＜歴史年表付き＞ 北方出版社　初版 1,200 蔵書印 54p 1937
千葉稲城 ＜増補再版＞北海史談　第壱号 北海史談発行所＝函館 12,000 ﾔｹｼﾐ 388p 1922

北海道開拓記念館調査報告 第41号 北海道開拓記念館 1,500 2002
北海道開拓記念館研究年報　１～５（２欠） 北海道開拓記念館 3,000 ４冊共,痛 1972-77
北海道開拓記念館研究年報　１～10 10冊共 北海道開拓記念館 15,000 ２冊少痛 1972-82
北海道開拓記念館研究年報（23～紀要）　１～42（38欠） 北海道開拓記念館 45,000 41冊共 72-2014

北海道開拓記念館研究年報（23～紀要）　１～37（５冊欠） 北海道開拓記念館 30,000 32冊共 72-2009

山下主計 北海道論＜20年後の北海道＞ 旭川新聞社 1,100 ２版箱不美 1928
山下主計 北海道論＜20年後の北海道＞ 旭川新聞社 1,500 ３版並ﾔｹ不美 1928
斉藤傑 北海道を考える 北海道出版企画センター 1,000 初ｶﾊﾞ 2014
船津功 北海道議会開設運動の研究　献呈署名 北海道大学図書刊行会 3,000 初ｶﾊﾞ 374p 1992
桑原真人 戦前期北海道の史的研究 北海道大学図書刊行会 3,000 初ｶﾊﾞ 424p 1993
田中修 日本資本主義と北海道 北海道大学図書刊行会 1,000 初箱 357p 1986
森岡武雄，小野寺正巳編著 北海道近代のあゆみ＜民衆の歴史を学ぶ＞ 空知民衆史講座＝深川 600 初ｶﾊﾞ,ｼﾐ 1984
北海道歴史教育者協議会 はたらくものの北海道百年史 労働旬報社 900 初ﾔｹ 1968
永井秀夫 日本の近代化と北海道 北海道大学出版会 5,000 初ｶﾊﾞ 2007
奥川留吉編 日本地誌略　北海道柯太州琉球之部 冨士金之助蔵板 3,500 初少痛 1875
岡谷義一 改正日本地誌略字引＜北海道・柯太洲・琉球国之部＞ 東京書林 2,000 1876
多田文男,渡辺光編 日本航空写真地理 河出書房 1,500 再箱が少痛,ﾔｹ 1955
竹貫直人，他 少年日本地理　５＜奥羽及北海道之部＞ 博文館 4,500 背痛ｼﾐ 1900

北海道地理読本 北海道教育研究会 4,500 初並 30p 1933

中部北海道地理読本 北海道教育研究会 5,000 ３版僅痛 33p 1939

北海道編　＜日本の地理１＞ 岩波書店 1,000 再不美箱 1963
松原岩五郎 日本名勝地誌　第九編　北海道之部 博文館 2,800 初Ｃ虫喰 492p 1899
松原岩五郎 日本名勝地誌　第九編　北海道之部 博文館 2,500 初痛 492p 1899

北海道地方＜新日本地誌ゼミナール１＞ 大明堂 1,700 初箱 1985
司馬遼太郎 北海道の諸道＜街道をゆく15＞　［函館～札幌･厚田～陸別］ 朝日新聞社 1,500 再ｶﾊﾞ 381p 1997

北海道風土雑記　＜北方風物叢書２＞ 北方書院 1,000 1949
屯田兵手当金給与ノ件 旭川村笹谷鉄三郎外六十六名 10,000 1902
明治十九～二十三年事業功程報告 北海道庁 48,000 全５冊 ［1887‐91］

＜明治十六＞北海道移住士族取扱規則 7,500 虫食有 11丁 1883
小山内忠司 エゾ地移住の旅 サッポロ堂書店 1,800 初ｶﾊﾞ 2015

開拓使地券（明治13年３月１日） 10,000 １枚 1880

開拓使地券（明治12年5月1日） 5,000 痛破不美 1枚 1879
（所在地 渡島国津軽郡愛宕町。宅地 183坪。地主 佐々木エイ。）

（所在地 渡島国津軽郡荒谷村。海産干場 20坪。持主 松井六松。）

（１～22号は『…研究年報』，23号から『…研究紀要』に改題）

（23号から『…研究紀要』に改題,19,21,33～35欠）

（付図２枚のうち１枚カラー複写。）

（付図１枚共。後半に更に『北海道地理　第五学年』pp.1-18，「歴史年表」２頁が加わっている。）

（『明治十九年事業功程報告』，『明治二十三年事業功程報告』は表紙補修あり。『明治二十一年事業功程報告』は表紙にシミあり。個人印。年度の終わり，1887年３月～1891年3月に
刊行か？)
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開墾助成案内 農商務省農務局 3,500 折畳 1枚 1919
大薮岳史 『北海道移民実状調査』(部落問題研究所三好文庫) 部落問題研究　202号 800 抜刷 21p 2012
小野寺満 北辺警備と明治維新＜岡本監輔の慟哭＞ 北方新社＝弘前 1,500 初 141p 2009

故永山将軍銅像建設費決算報告 故永山将軍銅像建設事務所 5,000 痛 11P 1909

頼三樹三郎著,添田弼編 北溟遺珠　＜（蝦夷地の漢詩と書簡）＞ 私刊西川吉之助＝滋賀　発売河野
常吉＝小樽

12,000 和装印並 40丁 1925

大鳥圭介 大鳥圭介書簡 １通 50,000

高崎龍太郎 北海立志図録　全 北海立志図録復刻版刊行会＝帯
広

7,000 箱復刻美 2007

五稜郭御役取小屋図 上下に虫食有り 35,000
士道 新撰組と箱館戦争 市立函館博物館友の会 2,000 再 67p 2004

宮崎大四郎永山 函館戦争と五稜郭　　(1p破れ補修) 紅茶倶楽部＝函館図書館内 1,200 僅痛 44p 1930
宮崎大四郎永山 函館戦争と五稜郭　＜函館叢書３＞ 紅茶倶楽部＝函館図書館内 1,500 修正５版 44p 1930

戊辰戦争＜鳥羽・伏見から箱館まで＞ 市立函館博物館 2,000 初 46p 1999
富澤淑子編 小柳津要人追遠＜五稜郭守備軍に参加の記録＞ 私刊＝東京都世田谷区 1,800 ﾔｹｼﾐ 53p 1978
平塚英昭＝絵 絵で見る箱館五稜郭＜箱館五稜郭祭十周年記念＞ 箱館五稜郭祭実行委員会 1,500 34p 1979
佐々木譲 五稜郭残党伝 集英社 2,000 初ｶﾊﾞ 1991

歴史読本九月号 （第二十四巻第十一号） 新人物往来社 500 1979

伊東潤 死んでたまるか 新潮社 1,000 初ｶﾊﾞ帯 2015
開陽丸 あけぼの会 1,000 再 36p 1978

小杉雅之進 雨窓紀聞　阿部たつを序 函館碧血会 4,500 複製限300 1968
竹内運平 箱館海戦史話 若桜書房＝東京 3,500 再並下 309p 1944
別冊歴史読本 イラストで見る箱館戦争 新人物往来社 700 1988
安部龍太郎 開陽丸，北へ＜徳川海軍の興亡＞ 朝日新聞社 1,000 初ｶﾊﾞ 1999
柏倉清 ＜軍艦＞開陽丸＜江差への航跡＞ 教育書籍 1,000 初 1990
武田八洲満 箱館戦争 毎日新聞社 1,000 初ｶﾊﾞ 1988
河合敦 箱館五稜郭物語 光人社 1,300 初ｶﾊﾞ 2006
好川之範,近江幸雄編 箱館戦争銘々伝　上下　署名入 新人物往来社 2,000 初ｶﾊﾞ 2007
好川之範,近江幸雄編 箱館戦争銘々伝　上下 新人物往来社 1,800 初ｶﾊﾞ 2007
柏倉清 それからの土方歳三－蝦夷の花道 ノーベル書房 900 初ｶﾊﾞ 1988
高橋昭夫 ＜掌編小説集＞新撰組の女(ひと)＜他３篇＞ 私刊＝札幌 700 初ｶﾊﾞ 2005
合田一道 龍馬、蝦夷地を開きたく（謹呈署名入） 寿郎社 1,000 初ｶﾊﾞ 2004
沈秉成著,中島亮平訳 蚕桑輯要和解　全３冊 開拓使　北海道農会印 45,000 ﾔｹ 1877

＜開拓使本庁＞蚕織報文　＜第一次＞　表図２ 開拓使本庁　表紙少痛 25,000 不美 11丁 1877
師範学校編 ＜翻刻＞日本略史　巻上,下 開拓使＝札幌 35,000 1876

外山雅寛編 ＜明治八年　野村高文著述＞　舶齎花種栽培畧説＜前編　上・下＞開拓使 舶齎花種栽培畧説複製刊行準
備室＝江別市

2,000 複製 2005

（克明ですぐれた別冊「解説」つき。ふるさと十勝／編集。原本は北島社 1890年刊。）

（「特集 最後の戊辰戦争 五稜郭の戦い」他）

（明治初期から，国の政策にそって全国各地から北海道に移住してくる農業開拓者へ養蚕を奨励するため出版。原書は養蚕の盛んな清国で出版され，原漢文と和訳とを並列。)

（巻上34丁表紙痛,巻下56丁不美）

（岡本監輔をダイナミックに研究した力作）

（末尾に「故男爵武四郎君像」写真あり。裏表紙痛みあり。）

（長崎工作分局の渡辺口蔵宛書簡。毛筆32行,明治15(1882)年の壬午事変のことを報じている。長文。）
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札幌縣学事第４年報 札幌県 35,000 印並下 44丁 1875
開拓使事業報告　全７冊　完揃 復刻 北海道出版企画センター 60,000 箱が少ﾔｹ 1981-85

日本史籍協会編 開拓使日誌＜明治初期各省日誌集成＞ 東京大学出版会 37,000 全６冊 1987
越崎宗一 開拓使前後　署名入 新星社支社＝小樽 2,500 初不美（ヤケ,カ

バー難)
380p 1952

越崎宗一 開拓使前後 北海道出版企画センター 2,000 復刻印 380p 1978
越崎宗一訳編 外人の見たえぞ地　署名入 北海道出版企画センター 1,800 初ｶﾊﾞ 1976
鈴江英一 開拓使文書を読む 雄山閣 1,300 初印 1989
土方幸勝編 ＜日本地誌略＞物産解 土方幸勝蔵版 10,000 和装 68丁 1876

瓜生三寅＝東京 瓜生氏日本国尽　４北海道　題簽少難 名山閣　ｶﾗｰ6図 3,500 少虫 61丁 1874
秋月俊幸編 開拓使外国人関係書簡目録 北海道大学附属図書館 1,800 初 1983

外国の先駆者 北海道総務部文書課 1,500 印刷綴じ 1968
村元直人 蝦夷地の外人ナチュラリストたち 幻洋社 980 初ｶﾊﾞ 1994
小山内忠司 異国人のエゾ みやま書房 1,200 初ｶﾊﾞ 329p 1990
小山内忠司 エゾ開拓生活誌 私刊＝苫小牧　署名入 1,500 初 320p 1997

大西泰久編著 御雇医師エルドリッジの手紙 みやま書房 1,000 362p 1981
ﾎｰﾚｽ・ケプロン ＜ケプロン日誌＞蝦夷と江戸　西島照男訳 北海道新聞社 1,200 初ｶﾊﾞ並 406p 1985
ﾎｰﾚｽ・ケプロン ＜ケプロン日誌＞蝦夷と江戸　西島照男訳 北海道新聞社 1,300 再ｶﾊﾞ 406p 1985

青い目の開拓使＜ケプロン顕彰碑除幕によせて＞ 室蘭地方史研究会 700 32p 1991
今官一 牛飼いの座　ｴﾄﾞｳｨﾝ･ﾀﾞﾝ 講談社 900 初不美 314p 1961
田辺安一編 ＜御雇教師＞エドウィン・ダン＜北海道の馬事の礎を築く＞ 日本馬事協会,北海道酪農畜産協会 1,800 初ｶﾊﾞ 464p 2002
田辺安一編 ＜お雇い農業教師＞エドウィン・ダン＜ヒツジとエゾオオカミ＞ 北海道出版企画センター 2,100 初ｶﾊﾞ 550p 2008
ダン道子 明治の牧柵 ダン道子後援会＝東京 1,000 初箱 1968
ブラキストン著 蝦夷地の中の日本　近藤唯一訳 八木書店 8,000 初箱が並 633p 1979
T.W.ブラキストン ＜ブラキストン＞えぞ地の旅　西島照男訳 北海道出版企画センター 900 172p 1985
森本貞子 女の海溝＜トネ・ミルンの青春＞ 五稜郭タワー＝函館 900 初ｶﾊﾞ帯 444p 1994

開拓＜北海道の歴史＞ 毎日新聞社 2,000 初ｶﾊﾞ 1973
樋口雄幸編 ＜開拓資料＞屯田兵班長樋口日記 上湧別郷土研究会 2,500 1984

屯田兵手牒　実物１冊 28,000 1899

屯田兵手牒　実物１冊 35,000 少痛 1904

板東三百 ＜屯田兵物語＞熊のすんでた村 国民図書刊行会 3,500 初印不美 1944
　 北海道殖民図解 北海道庁殖民課 10,000 大判（少痛,虫く

い)
4p 1895

高倉新一郎編 開拓と探検＜明治の群像８＞ 三一書房 4,500 初箱 1971
高倉新一郎 北海道拓殖史 柏葉書院 2,800 ｶﾊﾞ並 335p 1947
高倉新一郎 北海道拓殖史 北海道大学図書刊行会 1,600 復刻箱 345p 1979

高倉新一郎 ＜新版＞郷土と開拓 北海道出版企画センター 1,000 箱 1980
高倉新一郎 北海道開拓と外国人 1,800 印刷綴じ 31p
高倉新一郎 北海道開拓の礎石＜札教協シリーズ11＞ 札幌市教育委員会 1,000 初 11p 1976

(「鴎の鳴く声にふと目を覚まし，あれが蝦夷地の山かいな」－故郷を旅立ち，船に乗って数日後，はじめて海から見る緑の大地。我が身と家族の生活を賭けたドラマを目前にして，身ぶるいしたであろう開拓
一世。全道212の各市町村史・地区・記念誌をもとに衣・住を柱に執筆。愛郷無限の視点から北海道の暮らしをとらえた著者の第二弾。)

（前半少欠。他は美。根室郡和田村，士族・齊藤長明とあり。）

（屯田兵第一大隊第二中隊。石狩国雨龍郡深川村。）

（カバー。巻末に「北海道の拓殖と戦後開拓」と「北海道移住・開拓図」を新たに付す。）

（「北海道＜十一ヶ国＞」61-68丁，他）
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十勝国の拓殖状況ヱハガキ 河西支庁 5,500 袋全８枚 戦前
北海道殖民状況報文　日高国 北海道庁殖民部 23,000 僅痛 1899

河野常吉編著 北海道殖民状況報文　日高国＜河野常吉著作集 別巻Ⅱ＞ 北海道出版企画センター 1,500 復刻ｶﾊﾞ 1975
殖民公報　一～二帙(１～51号) 北海道出版企画センター 20,000 復刻 1986,87

高崎龍太郎 ＜四支一韻＞北海沿革歌　完　和装 北海道尚徳会事務所 6,500 並 28丁 1899
高崎龍太郎 ＜四支一韻＞北海沿革歌　完　和装 北海道尚徳会事務所 2,800 初印並 28丁 1899
高崎龍太郎 ＜四支一韻＞北海沿革歌　完　和装 北海道尚徳会事務所 1,800 表紙痛印 28丁 1899
高崎龍太郎 ＜四支一韻＞北海沿革歌　完　和装 北海道尚徳会事務所 1,500 少ﾑﾚ 28丁 1899

岡田新三郎日誌 和綴じ 北海道広尾郡忠類村役場 4,000 少ｼﾐ 95p 1960
榎本守恵 北海道開拓精神の形成　献呈署名入 雄山閣出版 1,800 初箱 1976
高橋理一郎編 北海開発事績 地方振興事績調査会 3,000 痛 812p 1921
片山敬次 北海道拓殖誌 北海道拓殖誌刊行後援会＝北海

道庁拓殖部内
3,000 初不美 586p 1931

片山敬次 北海道拓殖誌 北海道拓殖誌刊行後援会＝北海
道庁拓殖部内

1,500 初少痛 586p 1931

鈴木清 北行日記 赤心社 3,000 ﾔｹ（表紙ページ少
折れ)

51p 1915

＜北海道移民 公益質屋 愛国貯金 海外移住組合＞概要 山形県社会事業協会 2,000 23p 1927
安田泰次郎 北海道移民政策史　限300 復刻 東天社 10,000 箱,廃棄印 計905p 1979
坂田資宏 水松の譜＜「石狩川」の周囲＞ 全２冊 北方文芸刊行会 3,000 初ｶﾊﾞ並 1987,88

大島日出生 青年舎（旧尾張藩幼年者の開拓秘録） 八雲書房 1,300 初箱 1983
関秀志,桑原真人 北海道民のなりたち＜北の生活文庫１＞ 北海道新聞社 700 初,ｶﾊﾞｰが少破 1995
山内顯 殖民政策汎論＜帝国百科全書184編＞ 博文館 2,000 初僅痛 310p 1908

＜第七十回北海道＞拓殖債券募集要項,北海道拓殖債券申込証 北海道拓殖銀行 3,000 （資料２枚) 1922
北海道庁殖民課編 北海道移住問答 勧農協会＝札幌 38,000 再付図7 182p 1891.9

北海道庁殖民課編 ＜第五＞北海道移住案内　裏表紙記名 北海道庁殖民部 35,000 1897
殖民部拓殖課編 ＜第七＞北海道移住案内 北海道庁殖民部 38,000 1900
北海道庁殖民部拓殖課編 ＜第二＞北海道移住手引草 北海道協会支部＝代表津島

嘉三郎
10,000 折畳不美 1901

北海道庁殖民部拓殖課編 ＜第三＞北海道移住手引草　折畳 北海道庁殖民部拓殖課 8,000 僅痛ﾔｹ 1902
北海道庁殖民部拓殖課編 ＜第四＞北海道移住手引草　表紙僅痛 北海道協会支部, 北海道庁

拓殖部
9,000 折畳 1903

北海道庁殖民部拓殖課編 ＜第五＞北海道移住手引草 北海道協会支部, 北海道庁
拓殖部

10,000 折畳 1904

北海道庁拓殖部編 北海道移住手引草　第拾参 北海道庁拓殖部 5,000 折畳少痛 1912
北海道移住手引草　16 北海道庁拓殖部　折畳 5,000 表紙痛ｼﾐ 1915
北海道移住手引草　17 北海道庁拓殖部 3,500 折畳 1916

北海道移住手引草　17 北海道庁拓殖部 5,500 折畳少難 1916
北海道移住手引草　19 北海道庁拓殖部 5,500 折畳少痛 1918
北海道移住手引草　22 北海道庁拓殖部　折畳 6,000 少痛ｼﾐ 1922
北海道移住手引草　23 北海道拓殖部 5,500 朱線記名 1923

（小説「石狩川」の北海道移住前史に光をあて，記録と調査で維新の混乱期を述べる。当別への伊達藩移住史。）

（表紙は不美。発行人＝東京市神田区淡路町８丁目 千葉県平民 愛敬利世。「吉井蔵籍」印。）

（裏表紙ヤブレ欠損，一部切り取り有り。）
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北海道移住案内　25 北海道庁拓殖部 5,000 折畳少ｼﾐ 1925
道庁拓殖部編 北海道移住案内　28 北海道庁拓殖部 5,000 折畳少痛 1929

北海道移住案内　30 北海道庁拓殖部 9,500 折畳不美 1931
北海道移住案内　32 北海道庁拓殖部 12,000 折畳 1934
北海道移住案内　33 北海道庁拓殖部 7,500 折畳 1936頃
第十七回資料紹介展 徳島県人の北海道移住 徳島県立文書館 1,000 10p 1999

坂本重英編 ＜明治記念＞拓殖博覧会報告 明治記念拓殖博覧会 15,000 1913
＜北海道＞拓殖実習場要覧（昭和10年７月） 北海道庁 2,800 写真多シ 計70p 1935
北海道拓殖要覧　付図１枚 北海道庁 4,000 1903
北海道拓殖要覧　付図１枚 北海道庁 2,000 印,赤線 1903
北海道拓殖要覧　付図１枚 北海道庁　裏表紙書込 2,000 不美 1903
北海道拓殖概覧 北海石版所　裂け目有 1,800 折畳袋欠 1913

森崎和江 荒野の郷＜民権家岡田孤鹿と二人妻＞ 朝日新聞社 1,500 初ｶﾊﾞ帯 1992

北海道補助移住者概況 北海道庁　廃棄本 2,000 印ﾗﾍﾞﾙ 9p 1930
片山敬次 北海道移民史 北海道庁拓殖部 7,000 少難 1934
土居晴夫 ＜龍馬の甥＞坂本直寛の生涯 リーブル出版＝高知 1,500 293p 2007.1
＜永山村長＞齊藤亨 屯田兵座談会記録＜永山村開村当時の生活と開拓＞ 永山村 2,500 ｶﾞﾘ 34p 1950
中野尚幸 ある屯田兵の記録＜屯田兵手牒を公開１＞ 私刊＝美唄市 1,200 ｶﾞﾘ 12p 戦後
従明治23年至30年 八ヶ年間特別報告統合草案＜各国死生統計＞ 第七師団軍医部 6,800 44p 1899
金倉義慧 遥かなる屯田兵＜もう一つの北海道民衆史＞ 高文研 1,900 初ｶﾊﾞ 1992

屯田兵＜家族のみた制度と生活＞ 札幌中央放送局放送部 7,000 表紙不美,ﾔｹ,ｼﾐ,個
人印

325p 1968

小林博明編 ＜改訂増補＞歴史写真集　屯田兵 北海道屯田倶楽部 2,800 箱 1989
金巻鎮雄編 ＜北海道＞屯田兵絵物語　旭川文庫２ 総北海 1,800 1999
伊藤廣 屯田兵村の百年 全３　付録屯田兵名簿 北海道新聞社 3,000 ｶﾊﾞｰ破れ 1979
伊藤廣 屯田兵物語 北海道教育社 1,000 初ｶﾊﾞ 310p 1984
伊藤廣 屯田兵の研究 同成社 6,500 箱 818p 1992
上原轍三郎 土地と人口　上原轍三郎論文集 上原轍三郎先生満80祝賀記

念事業会＝札幌
1,500 並 502p 1964

＜北海道文化財シリーズ10＞屯田兵村 北海道教育委員会 1,500 赤線有益書込 95p 1968
＜北海道文化財シリーズ10＞屯田兵村 北海道教育委員会 1,800 95p 1968

加藤俊次郎 兵農植民政策 慶応書房 6,000 初箱 357p 1941
松下芳男 屯田兵制史 五月書房 2,000 箱 1981
若林滋編著 北の礎＜屯田兵開拓の真相＞ 中西出版＝札幌 2,000 初ｶﾊﾞ 400p 2005

＜琴似屯田兵村開基百三十年記念誌＞琴似屯田子孫会会報 創刊
号～19号

琴似屯田子孫会＝札幌市西
区

19,000 初 2005

屯田　創刊 北海道屯田倶楽部 2,000 1985
屯田　８～22（21号１冊欠） 北海道屯田倶楽部 9,000 14冊共 1989-97
屯田 第52号 北海道屯田倶楽部 1,000 80p 2012

合田一道 あばれ熊太吉＜士別屯田兵村誓誠組＞ 河出書房新社 1,300 初ｶﾊﾞ帯 349p 1983
国田洋治 ＜漫画＞屯田兵の妻＜琴似屯田子孫会監修＞ 私刊＝札幌市西区 1,000 初 1987
後藤良二 兵村（小説） 日本興行株式会社 1,100 初ｶﾊﾞ 2004

（｢明治」中期，九州柳河藩出身の自由民権家が「中央」政治を棄て厚真に農場経営に渡るまでの軌跡）
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美唄屯田兵屋復元の沿革 美唄屯田兵記念物保存会 1,500 ｼﾐ 20p 1970
金巻鎮雄 屯田兵のまちづくり＜旭川兵村形成のいしずえ＞ サッポロ堂書店 600 初ｶﾊﾞ 271p 2003

山田勝伴 開拓使最初の屯田兵　琴似兵村 私刊＝琴似町 8,500 復刻並 戦後
＜滝川江部乙＞屯田兵屋 付草稿石狩国状況報文・滝川村 滝川市　影印 1,500 和装印 1981
納内屯田兵村史 納内町開拓80周年記念誌編

纂委
5,000 箱並 636p 1977

［兵村史は復刻］ 野幌兵村史，野幌屯田兵村開村百年誌 同記念祭典委員会 7,000 箱全２冊 1984
塩見一夫編 山鼻屯田　第１集 札幌南高等学校 2,000 表紙ﾔｹ 1977

琴似屯田兵村開基110年記念誌 琴似屯田子孫会 2,500 77p 1984
玉井健吉 ＜史料＞旭川屯田　旭川叢書13 旭川振興公社 1,000 初ｶﾊﾞ並 1980
高垣仙蔵 旭川屯田開拓 総北海 1,000 初ｶﾊﾞｰが少痛 1987

篠津屯田兵村史 国書刊行会 3,500 復刻箱並 759p 1982
大政翼会道支部 ＜屯田兵座談会＞開拓血涙史 長谷川書房＝東京 2,500 初 1943
大政翼会道支部 ＜屯田兵座談会＞開拓血涙史 長谷川書房＝東京 1,800 少線天ﾔｹ 1943
玉井健吉 屯田兵村に生きる 北海道出版企画センター 1,000 初ｶﾊﾞ 1984

永山屯田百年記念史 永山屯田会 4,500 箱欠 1990
新館長次 野幌屯田兵村史 江別市役所 4,000 初箱 849p 1969
金巻鎮雄 上川屯田物語 旭川振興公社 1,300 初ｶﾊﾞ帯美 2005
新渕直 草卒の記＜パイオニアとその後継者たち＞ 楡書房（当別に団体移住） 3,500 初ｶﾊﾞ 1978
行政資料室編 開拓の群像　全３冊 北海道 1,800 初ｶﾊﾞ並 1969

北海道開拓功労者関係資料集録　全２冊 北海道 3,500 1971
ひらけゆく大地 上下 ２冊共 北海道 1,000 初ｶﾊﾞ（折れ,個人

印１ヶ所)
1965,66

北海道調査報告 農村更正協会 3,500 表紙欠印ｼﾐ 447p 1937

北海道尚徳会趣旨書 北海道尚徳会事務所 1,000 23p 1900
思い出の記　（資料（コピー）４点付） 野幌報徳会 5,000 83p 1987

佐々木孝一 野幌報徳会の百年 地縁団体野幌報徳会 3,500 初 2015
鵜沢希伊子 原野の子らと＜僻地教師の人間記録＞ 福村書店 4,500 初ｶﾊﾞ不美 1964
坂本直行 開墾の記 日本週報社 3,000 初ｶﾊﾞ,ﾔｹ,ｼﾐ 1956

(北海道)戦後開拓十年記念誌 北海道戦後開拓十年記念会 1,500 箱が少痛 1955
一野辺登 東京開拓団の生活を顧みて 私刊＝苫小牧　限約10部 8,500 1995
弓庭登 戦後開拓考 私刊 1,500 初ｶﾊﾞｰが折れ 2008

想い出 東京開拓団の集い［＝苫小牧］ 2,000 47p [1995]
戦後の北海道 産業経済編 北海道タイムス社 1,000 初ｶﾊﾞ 304p 1983
第五回郷土歴史講演会講演録 水戸と蝦夷 大洗町教育委員会 1,500 92p 1990

前川茂利 ＜写真集＞開拓地のくらし 私刊 4,000 箱 1982
高岡熊雄著,蛯名賢造編 イタリア領リビア開発政策史論 北海学園＝札幌,発売西田書店 2,000 初 387p 1995

開道七十年記念展覧会出品目録 展覧会協賛会 2,000 46p 1938
開道八十年記念行事録 北海道行政調査室 1,000 1949

北海道総務部 北海道のあゆみ 北海道 2,000 180p 1968
北海道百年　全３巻 北海道新聞社 1,000 箱痛 1972

（奥付空白部分に僅かキレ）

（初期の生資料を使い旭川屯田の知られざる歴史に迫る力作）
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＜詩と創作＞黎　100号　(特集「北海道独立は空論」か) 黎文学会＝札幌 500 2002

北海道の結核＜創立五十周年記念＞ 結核予防会北海道支部 1,500 箱少難 479p 1990
北海道遺産 北海道遺産構想推進協議会 700 2006

山下雅實 北彊懐話 私刊＝札幌 1,000 初 98p 1937
北海道旅行倶楽部規則 東京で印刷 4,500 非売品 9p [1902]

北海道案内　附図付 札幌鉄道局 1,000 痛 66p 1938
北海道視察便覧 北海道庁殖民課 2,500 付図ﾔｹ 33p 1928

高橋理一郎編著 北海道案内 北方文化協会 3,000 ｼﾐ 410p 1938
日本案内記＜中部篇＞ 鉄道省 1,000 計454p 1931
＜鉄道省＞日本案内記＜北海道篇＞ 博文館 1,300 再箱が痛,印 計337p 1936
北海道遊覧案内 札幌鉄道局運輸課 2,500 付図 80p 1934

齋藤梢葉編 最近の北海道事情 小島大盛堂 7,500 表紙背ﾔｹ 402p 1925
最近の北海道 北海道庁産業部商工課 2,000 付図背痛 70p 1934
［英］＜HOW TO SEE＞HOKKAIDO JAPAN TOURIST 800 17p 1936
道治一斑 北海道庁 5,500 再印僅線 282p 1922
北海道概況　昭和25年 北海道開発計画課 2,000 Ｂ 403p 1951
統計より観たる町村の実態 胆振支庁 2,500 印消跡,記名,表紙

少痛
1957

管内町村統計概要（昭和28年版） 胆振支庁 2,500 ﾔｹ 94p
胆振支庁管内概況 北海道胆振支庁 2,500 94p 1925

北海道開発調整部調査統計課 北海道勢要覧 昭和47年版 北海道 2,000 1973
北海道開発調整部調査統計課 北海道勢要覧 昭和48年版 北海道 2,000 1974

北海道産業統計一覧（昭和五年） 1,000 折畳 1930
（第１回） 日本国勢調査記念録　全３冊(３巻は北海道樺太) 日本国勢調査記念出版協会 15,000 帙入痛ﾔｹ 1923
矢野恒太,白崎享一編 ＜昭和十年版＞日本国勢図会 国勢社 1,000 初表紙折れ,ﾔｹ 370p 1935
大正12年末現在 北海道庁戸口統計＜臨時刊行＞ 北海道庁 2,800 ｼﾐ僅痛 29p 1924
内館泰三編 宝寿＜本道90歳以上高令者統計的観察＞ 北海石版活版所 1,500 少難 1927

（道貿易物産振興会）二十五周年記念誌 北海道貿易物産振興会 1,000 箱 1990
堅田精司 北海道内国貿易史の研究（同研究増刊） 北海道地方史研究会 8,000 限百部 1963
竪田精司 北海道と旧植民地の貿易＜北海道内国貿易史の研究２＞ 北海道地方史研究会 4,000 1968
竪田精司 北海道と旧植民地の貿易＜北海道内国貿易史の研究２＞ 北海道地方史研究会 2,500 少難 1968

北海道貿易実態調査報告書 北海道貿易物産振興会 2,000 64p 1970
伏木田照澄,高安正明 北海道貿易史 北海道貿易物産振興会 3,000 箱 439p 1995

＜復刻版＞北海道百番附＜月刊クォリティ『現代北海道の100人』特別附録
＞

㈱太陽＝札幌 1,000 43p 1972
田中修，南鉄蔵他 経済論集　１～９ 北海学園大学経済学会 2,500 Ｂ９冊共 1953-61

経済評論 創刊号 叢文閣 1,000 初 1934
商学討究　６巻上冊 小樽高等商業学校研究室 1,000 初 1931
商学討究　８巻中冊 小樽高等商業学校研究室 1,000 初印 182p 193310

森梢伍 えぞ物価考 正・続　謹呈署名入 私刊＝岩内町 2,800 箱ﾔｹ蔵書印 1971-73
森梢伍 諸帳生活考－続えぞ物価考 私刊＝岩内町 1,000 1973

（特集は，田辺安一・堀内一男・時田健次郎・小林睦夫。他に田辺安一「ブナの林が語り伝えること＜プロシア人七重村開墾顛末記⑥―Ｒ．ガルトネルのこと＞」pp.44-76，等。)

（「北海道旅行倶楽部発起ノ叙」として浅羽靖の文章２ページあり)

（越崎宗一「アイヌの流通生活と貨幣形態」pp.141-156，他）
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北海道の姿 1969 北海道企画部統計課 800 折畳 1969
北海道産業史年代表 北海道総務部知事公室行政調査課 2,000 折畳 1952

奥山亮 北海道産業史物語 北海道地方史研究増刊 2,000 初ｶﾞﾘﾔｹ 1958
永野荘吉 蠶絲業の栞 北辰堂＝札幌 20,000 初印僅痛 168p 1904

北海道の産業＜その現状と問題点＞ 北海道開発局 1,500 1958
神沼公三郎,他編 北海道北部の地域社会　＜分析と提言＞ 筑波書房 1,500 初ｶﾊﾞ 355p 2008

北海道の伝統的生産技術＜北海道開拓記念館研究報告５＞ 北海道開拓記念館 1,200 1980
北海道の伝統的生産技術＜北海道開拓記念館研究報告５＞ 北海道開拓記念館 1,000 並,数ﾍﾟｰｼﾞ少折

れ
1980

北海道における職人技術＜北海道開拓記念館研究報告15＞ 北海道開拓記念館 1,000 並 68p 1997
新谷一吉編 北海道計量展覧会 日本度量衡協会北海道支部 4,000 不美 1925

計量70年のあゆみ 北海道計量協会 2,800 箱 1990
一九二〇年。在カンベルトン＜本格的国産ウイスキーの父、竹鶴政孝の『実
習報告』＞

ニッカウヰスキー株式会社 2,000 28p 1985

竹鶴リタ物語 ニッカウヰスキー株式会社 1,000 20p
北海道の産業と景勝 北海道庁 1,500 52p 1932
北海道牧野工業統制株式会社定款 原本 8,500 1943

旭川工場五十年史 山陽国策パルプ 2,000 箱 315p 1990
王子製紙株式会社苫小牧分社案内 王子製紙株式会社苫小牧分社 3,000 折畳僅痛 1927
報徳　丸井報徳会員写真　昭和九年 丸井報徳会 20,000 見返し折れ 1934
＜所感集＞創業百年によせて 丸井今井本店＝札幌 3,500 箱 1971
＜富士製紙株式会社＞創業二十五年紀念 富士製紙株式会社 15,000 表紙僅痛ﾔｹｼﾐ 1913頃

藤森安太郎編 藤屋系鉄工史＜昭和22年～昭和50年＞ 富士科学研究所＝札幌 4,000 並 528p 1976
［水越理庸］ 北海道金融史 北海道拓殖銀行 2,000 ﾔｹ痛印表紙不美 1918
水越理庸 北海道金融史　（1922年刊の再版） 北海道拓殖銀行 1,800 ﾔｹ 1949

北海道金融機関沿革史 北海道拓銀調査部 1,000 僅ﾔｹｼﾐ 1953
斉藤仁 旧北海道拓殖銀行論＜研究叢書44＞ 農業総合研究所　３方ﾔｹ 1,000 表紙不美 338p 1957
斉藤仁 旧北海道拓殖銀行論 日本経済評論社 1,000 再ｶﾊﾞ 326p 1999

北海道拓殖銀行二十年誌 北海道拓殖銀行 3,500 表紙少難 1920
北海道拓殖銀行五十年史 北海道拓殖銀行 1,200 並 1950
20年史 組合の歩み 北海道拓殖銀行従業員組合 3,000 初背,表紙少痛,３方

少汚
344p 1967

北海道拓殖銀行史 北海道拓殖銀行 3,500 箱 635p 1971
東条猛猪 私の履歴書 日経事業出版社 1,000 初ｶﾊﾞ 1983

北の人脈 三代の系譜・集団の系譜 北海道出版企画センター 1,000 初ｶﾊﾞｰが少破れ,
少ｼﾐ

324p 1973

遠別・旭川他戦前生写真帳 55,000 戦前
防諜に就いて 妹背牛村役場 5,000 B4,１枚 戦前

松尾三代太郎編 北海道義勇兵設立ヲ請願セント欲スルノ大旨 北海道義勇団本部 1,500 14p 1891
＜修養団＞第51回講習会記念 於宇治山田市外神宮皇学館 3,500 51p 1933

示村貞夫 旭川第七師団　復刻改訂 総北海 10,000 ｶﾊﾞ,天,小口に少しｼﾐ 450p 1984
第二十五連隊関係者写真アルバム　５冊＋バラ10枚 100,000 戦前

山本和重編 北の軍隊と軍部＜北海道・東北＞地域のなかの軍隊１ 吉川弘文館 1,000 初ｶﾊﾞ 2015

（附，謄本，株式引受証，株式申込書，創立総会議事録。）

（オノール守備隊関係，大正６・７年満洲関係，大正期連隊人物写真，昭和11年陸軍特別大演習関係，他。）
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＜アルバム＞在営記念　［生写真帖］ ［26連隊］ 28,000 戦前

森勇二 五十年目の鎮魂＜幌満沖漁船撃沈事件＞様似・戦争の記録１ 様似・戦争を記録する会 800 33p 1996
＜第七師団陣地攻防演習＞記念写真帖 博進堂書房＝旭川 8,500 初 36p 1921

須見新一郎 実戦寸描 復刻 小林博明(日本興業)刊 2,800 ｶﾊﾞ並 2001
大内直道 哈爾哈河 郁文社 1,000 初ﾔｹ,ｼﾐ,少痛 1940

かもめの便り　全２冊 北海道出版企画センター 3,800 初箱,線 2000

三百字が語る昭和20年(1945) 北海道新聞社 700 初ｶﾊﾞ 1996
戦争体験　刻む 新しい語り部をめざして＜母と子でみるA47＞ 草の根出版会 1,000 初ｶﾊﾞ 2007

菊地慶一 紅の海－網走空襲犠牲者の記録 網走歴史の会 1,000 ｶﾊﾞ 1977
語りつぐ北海道空襲補遺Ⅱ　悲しみの夏 北海道空襲を記録する会 1,000 初 2011
網走空襲の記録 網走空襲の碑建立委員会 1,000 初ｶﾊﾞ不美 466p 1990

浅利政俊編著 教えてください，函館空襲を 幻洋社 1,500 初 357p 1991
根室空襲 根室空襲研究会 7,000 初付図美 526p 1993

小坂洋右 潜行＜米ソ情報戦と道産子農学者＞道新選書32 北海道新聞社 1,000 初ｶﾊﾞ 1997
皇太子同妃両殿下行啓御日程次第書 北海道 1,000 個人印 1972

＜昭和天皇＞皇太子時代の英行記念絵葉書 1,200 着彩４枚 戦前
水野謙治謹輯 聖旨奉行録 聖旨奉行会＝札幌 6,000 僅痛ｼﾐﾔｹ 1934

皇太子殿下御降誕奉祝々辞文集 聖旨奉行会＝札幌 4,000 背少破れ 309p 1934
＜奉迎＞行幸御道筋（裏面一般奉拝者心得）　19×27cm 札幌観光協会 3,000 少キレ,少痛,シミ 1936
行幸記念誌 西創成尋常小学校 2,800 少ﾔｹ 57p 1937
行幸記念 北海道農事試験場写真帖 北海道農事試験場 6,500 1937
行幸記念誌 北海道帝国大学 4,500 94p 1941
＜昭和11年＞陸軍特別大演習竝地方行幸北海道庁記録 北海道庁 7,500 不美 950p 1938

古屋，岡田撮影 ＜皇太子殿下＞行啓記念写真帖 北海道庁 9,500 大判 1922
＜攝政宮殿下＞北海道行啓記念写真帖 東京図案印刷 2,000 痛 36p 1922
昭和11年陸軍特別大演習並地方行幸記念写真帖 北海道庁 2,800 1937
＜行幸並陸軍特別大演習＞室蘭市記念写真帖 室蘭市役所 15,000 1937
被爆者の証言 北海道被団協＝札幌 2,000 初 1988
＜被爆60年＞被爆者の証言　第三集 北海道被爆者協会＝札幌 2,500 初 2005
喜久の薫　写真帖 大成社 5,000 僅痛 1913

小納正次編著 ＜小納政吉写真集＞焼尻島残影 私刊＝札幌市 3,000 初ｶﾊﾞ 83p 1999
北海道十二景＜一名 蝦夷みやげ＞　全12枚の内２枚欠 函館書肆小嶋大盛堂 3,000 痛袋10枚共 1900

細川碧編刊 温故写真帖（第一集） 札幌で刊 15,000 並下 1913
北海道開拓写真史＜記録の原点＞ ニッコールクラブ 1,000 ｶﾊﾞ並 1980

秋月，吉田編 明治大正期北海道写真目録 北海道大学附属図書館 4,000 309p 1991
秋月，吉田編 明治大正期の北海道　写真編目録編 北海道大学図書刊行会 6,000 再箱 計604p 1993
小島千代松 北海道名所案内 小島大盛堂＝函館 6,500 痛 1901
金子信尚著刊 北海道十字之光　　　　写真帖 同編纂事務所 6,000 個人印 1919
三森三代治 三森三代治写真集（昭和初期～1950年） 私刊＝札幌 5,500 山多シ 1990

（表紙裏に「皇太后赤十字社総会に行幸」の新聞切り抜き貼付。）

（昭和天皇,皇后,各１枚。人物等90枚。一部写真剥がし跡あり。）

（鈴木トミエ「かもめの便り＜証言篇＞」，初山別村編「かもめの便り＜史料篇＞」）

（第72次国際オリンピック委員会総会 第７回あすをきずく青少年のつどい全国大会）
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＜開道五十年記念＞北海道写真帖 開道五十年記念北海道博覧会 6,000 箱欠 1918
越崎宗一 北海道写真文化史 新星社＝小樽 5,000 初ｶﾊﾞが少痛 1946
更科源蔵 北海道活動写真小史 九島興行 4,500 94p 1960

北海道風景 前原書店＝釧路 2,000 初箱が少痛 54p 1935
北海道風景 小川弘文堂＝室蘭 2,000 初 54p 1935

山崎猛 氷海＜山崎猛作品集＞ 山と渓谷社　毛筆署名 2,000 初箱,僅痛 1985

山崎猛 山崎猛写真集 オホーツク 流氷の季節 里文出版 2,000 初ｶﾊﾞ帯 2008
21世紀に伝える私の北海道 北海道新聞社 800 2001

掛川源一郎 gen＜掛川源一郎が見た戦後北海道＞ 北海道新聞社 1,700 初ｶﾊﾞ（奥付に少書
込)

2004

北海道百年記念祝典プログラム,等３点 北海道 2,000 1968
＜開道50年記念＞北海道博覧会記念写真帖 北海道写真協会＝札幌 8,000 少ﾔﾌﾞﾚ 65p 1918
北海道拓殖博覧会写真帖 北海道拓殖博覧会 5,000 1931
集印帳 5,000 1937

北海道大博覧会誌 札幌市経済部　大判 2,000 ﾋﾞﾆｰﾙｶﾊﾞ 1959
'82道博（絵はがき） 北海道新聞社 2,000 袋全16枚 1982
国産振興博覧会記念写真帖 札幌市協賛会 5,000 [1926]

及川藤男 北の清掃屋　雑録 同刊行会＝札幌 1,200 表紙少痛 310p 1981
山口武治 粮莠記 北静川興復社＝上川郡　温根

別村
7,800 再並 1939

西川弘 北の烽燧 高速印刷センター出版部 1,500 198p 1991
佐藤春夫 わが北海道 新潮社　保存良 1,500 初箱 1964
平木国夫 日本ヒコーキ物語　北海道篇 冬樹社 1,000 初 1980
村井幸雄編著 東京発・北方脅威論－北海道からの提言 現代の理論社 700 1980
山下秀之助編 随筆北海道 青磁社 1,200 Ｃ 1946
更科源蔵編 続随筆北海道 青磁社 1,800 初ｶﾊﾞ 1947
馬見州一 鹿児島と北海道 春苑堂出版＝鹿児島 1,000 初ｶﾊﾞ 1997
三栖達夫 纏－標茶消防百年史 標茶の消防創設百年記念委員

会
3,500 箱 420p 1992

北海道温泉案内 札幌鉄道局 2,500 並下 49p 1934
北海道温泉案内 札幌鉄道局 3,000 14p 戦前
北海道温泉地案内 北海道景勝地協会 1,000 廃棄本痛 1937

合田一道,一道塾 北の事件簿（１） 幕末・維新,明治・大正篇 太陽 1,000 初 2009
合田一道,他 あの頃、俺たちは事件記者だった 亜璃西社 700 初ｶﾊﾞ 2016

函館志海苔古銭　＜北海道中世備蓄古銭の報告書＞ 市立函館博物館友の会 5,000 1973
弥永芳子 箱館通宝鋳造の顛末 北海道貨幣史研究会＝札幌 1,500 1977
北海道貨幣史研 図録・北海道の貨幣 弥永北海道博物館 2,000 98p 1985
和野内崇弘 北海道の宿題＜北海道は“試される大地”なんかぢゃない＞ 海豹舎 800 初ｶﾊﾞ帯 2004
井上美香 北海道の逆襲＜眠れる“未来のお宝”を発掘する方法＞ 彩流社 500 初ｶﾊﾞ帯 2011
平田剛士 北海道ワイルドライフ・リポート 平凡社 1,000 初ｶﾊﾞ 1995
加藤良巳 北海道の酒造家と酒造史資料 サッポロ堂書店 2,000 初ムレ,ｶﾊﾞｰが汚

れ
217p 2015

加藤良巳 北海道の酒造家と酒造史資料 サッポロ堂書店 2,750 初 217p 2015

（田淵行男，串田孫一，藤田喬平，武田厚の小文あり）

（氏名消印跡あり,北海道大博覧会,札幌文化振興展覧会等北海道を中心として全国に及ぶ印）

（「第一会場　アイヌ熊祭の儀式」含む）
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見野久幸 ＜北海道海岸方言＞岩内方言辞典 響文社 2,500 初ｶﾊﾞ帯 453p 2015
北海道開拓記念館監修 北海道の民具 北海道新聞社 1,000 初ｶﾊﾞ 1993

旧開拓使工業局庁舎復元修理工事報告書　大判 北海道開拓記念館 5,000 僅痛み 1992
文化財建造物保存技術協会編 重要文化財旧函館区公会堂保存修理工事報告書 函館市 5,000 表紙に折れ 334p 1983

＜史跡＞旧島松駅逓所保存修理工事報告書 広島町 5,000 1991
高倉，大場，他 開拓使札幌本庁本庁舎跡発掘調査報告 開拓使札幌本庁本庁舎跡調査

団
1,400 38p 1968

重要文化財北海道庁旧本庁舎復原改修工事報告書 北海道 2,800 少不美 1970
重要文化財北海道庁旧本庁舎復原改修工事報告書 北海道 5,500 1970

広田基彦 開拓使・道庁営繕80年の覚書き 北海道建築設計監理㈱ 4,000 箱がﾔｹ 360p 1997
(仮称)札幌市音楽専用ホール設計競技作品集 札幌市建築局 5,000 大判 80p 1993
時計台の沿革 市立札幌図書館 1,500 18.5×12.5cm 22p 1950
時計台の沿革 市立札幌図書館 1,500 B5 [20p] 1950

市立札幌図書館 時計台＜時計台建立80周年記念誌＞ 札幌市教育委員会 3,000 初ｶﾊﾞ並 1960
さっぽろ時計台創建百年記念 時計台の鐘 東芝EMI株式会社 3,000

重要文化財花田家番屋修理工事報告書 小平町 5,000 箱がｼﾐ,並 1975
文岩淵写真津山 桧山民俗建築照相譜 北海道建築士会桧山支部 2,000 箱 357p 1987
文岩淵写真津山 桧山民俗建築照相譜 北海道建築士会桧山支部 1,200 箱ｶﾊﾞ欠 357p 1987

桧山社寺建築照相譜＜神社・寺院編＞全２冊 北海道建築士会桧山支部 8,000 箱 1991

支部創立35周年記念誌 北海道建築士会檜山支部 3,000 初ｶﾊﾞ 1991
北海道の近世社寺建築 北海道教育委員会 2,500 1989
北海道の開拓と建築　全２冊 北海道建築士会 6,000 厚冊箱 1987
帯広市古建築調査書１～５揃 帯広市教育委員会 6,500 大判 1984-88

大滝栄蔵 北海道の古建築と街並み 北海道建築士会 4,500 箱 416p 1979
大滝栄蔵 北海道の古建築と街並み 北海道 2,000 箱 416p 1979
堀川三郎編 小樽市における歴史的環境保存と観光開発＜1997年度法政大学社

会学部社会調査実習報告書＞
法政大学社会学部社会調査
実習室

2,000 1998

小樽運河と石造倉庫群 日本ナショナルトラスト 1,500 遊び紙に書込 1979
小樽運河保存の運動　全２冊 同刊行会　特価 3,500 箱 計945p 1986
日本の城下町 １北海道・東北（一）・２東北（二） ぎょうせい 1,500 2冊共,箱 1981,82

涌井義美 ＜釧路発＞北の家図鑑 わらじすと＝釧路 1,200 ｶﾊﾞ帯 88p 1990
建築業協会賞作品集 第21回 建築業協会 1,000 箱 1980
各種構造計算規準（１） 日本建築学会 3,000 個人印 78p 1947

熊谷英二 建築知識の転貌 建築行政論・建築論・住宅論 北海道建築防災研究所 1,000 箱 1980
建築画報　通巻57号＜特集 北海道百年記念施設＞ 建築画報社 2,000 初,本に反りあり 84p 1971

香川軍男・画,越野武,角幸博・
文

北の建物 北海道新聞社 1,000 初ｶﾊﾞ 1984
日本建築学会北海道支部 北海道の建築1863-1974 丸善 4,000 箱 1975

コリント装飾のある風景 たくぎん滝川支店建築物調査報告書 風土と生活，歴史と建築を語る会＝
滝川

2,000 42p 1997

旧青山別邸 日本海を見おろす,北の美術豪邸。 発行責任者＝佐藤美智夫 500 1989
棚田誠哉 野火焼不盡　小樽駅前地区再開発事業の断面 毎日新聞北海道発行所 1,000 初ｶﾊﾞ（見返し書込

み)
1977

（文＝［神社編］岩淵啓介・［寺院編］宮下正司，写真＝津山正順）

（レコード,B面・市民の歌）
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高倉新一郎，他 失われた教会堂　＜札幌市北一条教会堂を保存する会記録＞ 札幌市北一条教会堂を保存す
る会＝札幌

2,000 68p 1980

遠藤明久 北海道住宅史話　全２冊 星雲社 5,000 初ｶﾊﾞ（見返し書込
み)

1994

足達富士夫編 北海道の住宅と住様式 北海道大学図書刊行会 3,000 初箱 390p 1982
こんのかつとし 北海道の街路灯 北海道出版企画センター 1,800 初ｶﾊﾞ 1998

北海道史蹟名勝天然紀念物調査報告書 北海道庁 3,500 個人印 363p 1924
北海道庁編 北海道史蹟名勝天然紀念物調査報告書 名著出版　限300 3,500 復刻 計342p 1974
千葉稲城 北海道名所旧蹟＜大訂正改版＞ 小島大盛堂書店 2,500 Ｃ 1925
北海道教育委員会監修 北海道の文化財 北海道新聞社　特価 900 箱 307p 1992

北海道の文化財 北海道教育委員会 1,000 箱が少難 302p 1978
北海道文化財保護協会編 北海道・大昔のくらし 第一法規出版 800 50p 1981

＜創立30周年記念＞文化財保護の足跡 北海道文化財保護協会 500 箱（ボールペンで書
込み)

1992

もっと知ろう身近な文化財＜石狩･後志・空知・留萌・胆振・日高編＞
＜文化財シリーズⅡ＞

北海道教育委員会 1,000 1996

北海道開拓記念物等調査報告書 北海道教育委員会 3,000 1964
北海道開拓記念物等調査報告書 北海道教育委員会 1,500 表紙少難 1964
＜昭和39・40年度＞北海道開拓記念物等現地調査概要報告書 北海道教育委員会 2,000 92p 1966

北海道開拓記念物概要　第一，二部 北海道教育庁 2,000 並２冊共 1967,68
＜浦臼町の碑＞つれづれ 浦臼町文化財保存会,郷土史料

館
3,500 75p 1999

太田善繁 碑が綴る先人の足あと　大樹町開拓叢書　献呈署名入 大樹町役場開発振興課 1,500 初ｶﾊﾞ,蔵書印 315p 1985
森まゆみ編著 谷中墓地掃苔録 壱～参　（東京の地方叢書４～６） 谷根千工房 3,000 ３冊 1989-92
合田一道 幕末群像の墓を巡る　謹呈署名入 青弓社 1,000 初ｶﾊﾞ 2014
合田一道,一道塾 北の墓＜歴史と人物を訪ねて＞ 上下 柏艪舎 3,600 初ｶﾊﾞ（上巻に，３p

線有)
2014.6

会田金吾 北海道の庚申塚と石造遺産 私刊＝函館 2,000 献呈署名 88p 1974
永田青雲 道南の碑＜北海道道南における碑碣　・墓銘の研究＞ 幻洋社 4,000 初箱 350p 1996
藤井直衛,関豊,河野敏昭 たきかわの石碑 滝川市教育委員会 1,400 初ｶﾊﾞ 1994
三浦宏編著 ＜道路にかかわる＞北海道の碑物語 北海道開発技術センター 3,000 ｶﾊﾞ帯 338p 1995
江上寿幸編著 北海道のやきもの史に名を残した人と窯と作品図録　献呈署名 新日本教育＝札幌 3,800 初ｶﾊﾞ箱 1998

北海道のやきもの（第13回特別展） 北海道開拓記念館 500 32p 1975
松下亘 北海道のやきもの 北海道新聞社 1,000 初ｶﾊﾞ並 1978
五島公太郎 小樽市近隣の石塔石仏 多摩石仏の会・小樽史談会 5,000 裏表紙少破れ 2014
森川不覚撮影解説 北海道の古仏 私刊＝函館 1,500 初 1963

堺比呂志 円空仏と北海道 北海道出版企画センター 1,000 初ｶﾊﾞ 300p 2003
江差ﾌｫﾄｸﾗﾌﾞ編 ＜写真集＞北海道の円空仏 みやま書房 1,500 初箱 1978

円空さん 図録 名古屋市博物館,仙台市博物館,北
海道立近代美術館,中日新聞社

1,000 2005

江別市郷土資料館 野幌太々神楽百年史 野幌太々神楽百周年記念奉賛会 3,500 箱 1999
三上敏視 新・神楽と出会う本＜歌・楽器・お囃子＞ アルテスパブリッシング 1,500 初ｶﾊﾞ 2017
高田裕，他 ＜津軽の響き聲＞五大民謡歌詞全集 津軽民謡21世紀伝承会＝札幌 2,400 初ｶﾊﾞ 2006

むかし話北海道　第五編 北書房 1,000 初ｶﾊﾞ 1980

（図版目録74，図版解説目録30ページ）
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阿部敏夫 北海道民間説話＜生成＞の研究 共同文化社 4,000 初ｶﾊﾞ 501p 2012
北海道民話研究会編 北海道民間説話研究資料 １～６完揃 野薔薇舎 6,000 初 2004-11
阿部敏夫 民話創造ノート＜北海道の視角から＞ 野薔薇舎＝札幌 2,800 初 410p 2000
阿部敏夫編著 北海道の「口承文芸｣-和人文献目録 サッポロ堂書店 1,200 初 126p 1992
阿部敏夫矢島編 北の語り－口承文芸資料集１～11完揃 北海道口承文芸研究会 9,000 1985-98
阿部敏夫矢島編 北の語り－口承文芸資料集　第２号 北海道口承文芸研究会 1,000 87p 1986
阿部敏夫矢島編 北の語り－口承文芸資料集　第３号 北海道口承文芸研究会 700 1988
阿部敏夫矢島編 北の語り－特集・夕張採訪　第６号 北海道口承文芸研究会 700 1991
阿部西谷矢島編 北の語り－口承文芸資料集　第７号 北海道口承文芸研究会 600 1992

阿部西谷矢島編 北の語り－口承文芸資料集　第８号 北海道口承文芸研究会 800 1994
阿部西野矢島中島 北の語り－口承文芸資料集　第９号 北海道口承文芸研究会 600 初 1996
阿部右代中島他編 ＜北の語り－口承文芸資料集　第10号＞　栗山物語 北海道口承文芸研究会 1,000 初 1996
阿部敏夫編 ＜北の語り－口承文芸資料集　第11号＞　北海道の義経伝説 北海道口承文芸研究会 1,500 初 1998
中村純三 江差の繁次郎 江差観光協会 700 再 82p 1975
江差かわら版同人会編著 江差の繁次郎 江差文庫社 1,000 初ｶﾊﾞ 1988
坂井菊二郎編著 栗山泣く木物語 野薔薇社＝札幌 1,900 初 1999
坂井菊二郎編著 栗山泣く木物語　余聞 私刊 1,000 初 35p 1999
坂井菊二郎 続・へそ曲り菊二郎 時々言いたい放題 SK出版 1,000 2015
阿部敏夫監修 栗山の史実　民話＜栗山ふるさと文庫１，２＞ 栗山町教育委員会,栗山町図書

館
1,500 ２冊共 2002,03

野呂進 北国の史話と伝説　全２冊 山音文学会＝虻田郡 2,800 ２冊共 1971
平取町義経を語る会 カムイ義経＜びらとり義経物語＞ 平取町観光協会 3,500 初 306p 2001
数江教一 源義経＜義経伝と伝説＞ 弘文堂 1,200 初ｶﾊﾞ不美 1955

八戸の義経伝説を行く テクノス＝八戸市 800 初ｶﾊﾞ 1982
＜別冊歴史読本＞源義経のすべて 新人物往来社 800 初少ﾔｹ 1986

中津文彦 成吉思汗の鎧 講談社 900 初ｶﾊﾞ 307p 1987
井沢元彦 義経幻殺録 講談社 1,000 初ｶﾊﾞ 1986
井沢元彦 義経はここにいる 講談社 1,000 初ｶﾊﾞ 384p 1989

＜カメラ紀行＞義経残照 読売新聞社 1,200 初ｶﾊﾞ 1990
阿部敏夫編著 北海道義経伝説序説 響文社 1,000 初ｶﾊﾞ 2002
島津久基 義経伝説と文学 明治書院 10,000 箱が痛,ﾔｹ,少痛 768p 1934
渡辺茂編著 北海道伝説集　和人篇 楡書房 1,800 再ﾔｹｶﾊﾞ 1956
深瀬春一 蝦夷地に於ける和人伝説攷 間瀬印刷所＝函館 8,000 初ｶﾊﾞ 1936
深瀬春一 蝦夷地に於ける和人伝説攷 間瀬印刷所＝函館 5,000 初ｶﾊﾞ欠 1936
山田敏雄散生考訂 ＜絵本＞義経勲功記　全 自由閣＝東京 5,000 初,個人印,ｼﾐ 369p 1886
小谷部全一郎 成吉思汗ハ源義経也 冨山房 2,000 ８版,箱が痛,ﾔｹ,ｼﾐ 300p 1925
小谷部全一郎 成吉思汗は義経なり 厚生閣 4,000 並下 301p 1939
佐々木大町横田 成吉思汗は源義経＜義経は生きていた＞ 勁文社＝東京 800 再ｶﾊﾞ署名 1982
白山友正 松前蝦夷地義経伝説考＜アイヌ社会経済史＞北海道経済史研究所研究叢書47 北海道経済史研究所＝函館 3,500 82p 1972
渡辺茂編著 北海道伝説集　和人篇 楡書房 1,800 初ｶﾊﾞ印 1956
山田厳子,飯倉義之編 世間話関連文献目録集成　＜口承＞研究へのとびら 世間話研究会 3,000 初少痛 553p 2009

北海道の祭りと民俗芸能（1）道南地方を中心として＜北海道開拓記
念館研究報告16号＞

北海道開拓記念館 1,500 1999

（奥田統己「近年のアイヌ口承文芸テキストと口承文芸研究増補」pp.8-17，他）



2022/6/24
北海道史・他

25/32

著者名 書名 出版社 金額 状態表示 ページ数 発行年

戸部千春 私の道産子文化と尾張の民俗，父は秋田衆 研究会いたやかえで＝北見 700 初 60p 2005
第59回特別展 北海道の民俗芸能＜舞う・囃す・競う＞ 北海道開拓記念館 1,000 初 2004
藤波孝成 北海道風俗研究 アカシヤ発行所＝新十津川 2,000 95p 1953

民俗文化 第19号 近畿大学民俗学研究所 1,000 449p 2007

神英雄 三浦義武 缶コーヒー誕生物語 松籟社 1,000 再ｶﾊﾞ 2012
下田喜久三 科学する食生活 （北海道篇）　謹呈署名入 北海道学院 3,000 初ｶﾊﾞ,ﾔｹ,ｼﾐ 1951
渋谷道夫 北海道の衣と食 明玄書房 1,800 箱 1974
氏家等 移住とフォークロア＜北海道の生活文化研究＞ 北海道出版企画センター 1,000 初ｶﾊﾞ 2007
小林成光 北海道縁起物語 小林興業社＝苫小牧 1,300 327p 1992
戸部千春編集 祖父母に教わる，昭和前期北海道東部の米と餅そして食生活への思い 私刊＝北見 300 初 21p 2005
森巌 北方空間の思想 新時代社 1,000 初ｶﾊﾞ 1973
ソノシート４枚 全国方言資料１　東北・北海道編 日本放送協会　特価 3,000 369p 1966
五十嵐三郎監修 ほっかいどう語－その発生と変遷 北海道新聞社 1,000 1970

移住と言語変化　旭川東旭川屯田兵村の三世代　家族にみる言語変容 北海道教育大旭川分校 5,500 ｶﾞﾘ 1973
五十嵐，石垣,他 北海道・東北地方の方言＜講座方言学４＞ 国書刊行会 2,500 再ｶﾊﾞ美 442p 1998

石垣福雄 北海道方言辞典 北海道新聞社 1,600 箱 466p 1985
中垣隆政編 遠津川方言集・完結編　２冊共 私刊・新十津川町 2,500 ｼﾐ 1972,78
中垣隆政編 十津川方言集 新十津川町役場 1,000 ｼﾐ 1970

共通語化の実態　北海道増毛町における３地点全数調査＜北海道方
言研究会叢書１＞

北海道方言研究会 2,000 僅痛 287p 1978

松前のことば　北海道松前町における共通語化＜北海道方言研究会
叢書２＞

北海道方言研究会 3,000 1980

＜五十嵐三郎先生古稀祝賀記念論文集＞北海道のことば＜北海道
方言研究会叢書３＞

北海道方言研究会 2,600 1981

小野米一編 ＜北海道方言研究会20周年記念論文集＞ことばの世界＜北海道方
言研究会叢書第５＞

北海道方言研究会 2,000 500p 1994

渡辺茂 北海道方言集 国書刊行会　復刻 1,400 箱が少痛 1976
渡辺茂 北海道方言集　献呈署名 国書刊行会 2,000 復刻箱 1976
河合裸石 手宮の古代文字 いろは堂書店＝小樽 8,500 初 18p 1918

＜日本史蹟＞手宮古代文字（絵葉書） いろは堂書店＝小樽 3,500 袋全５枚 戦前
朝枝文裕 北海道古代文字 朝枝千景私刊＝余市 900 1972
青木由直 札幌の秘境 北海道新聞社 1,000 初ｶﾊﾞ 2009

北海道旅館案内 北海道庁会計課 2,800 42p 1930
観光之函館 函館観光協会 1,000 痛ｽﾀﾝﾌﾟ 44p 1940

宝井馬琴 ＜講釈師歴史の旅＞馬琴蝦夷から南へ 一公塾＝東京 1,500 1976
中村美佐雄 ＜北海道風土記＞童戯と方言 帝都出版社＝札幌 1,500 再僅痛ﾔｹ 1947
大西雅之松田忠徳 北海道の観光を変える＜競争しない個性を磨け＞ 中西出版 750 初ｶﾊﾞ 2011
ﾌﾗﾝｸ･ﾌｨｼｱ･Jr 北海道ものがたり＜柏倉俊三監，北大出版部訳＞ 天使院 1,500 初ｶﾊﾞ印 1950
ﾌﾗﾝｸ･ﾌｨｼｱ･Jr 北海道ものがたり＜柏倉俊三監北大出版部訳＞ 天使院 800 少難 1950

北海道旅行の栞 昭和八年版　38×53㎝ 札幌鉄道局 1,500 少痛 1933
北海道旅行の栞　　　42×59cm 札幌鉄道局 2,500 補修有ｼﾐ 1937

（裏表紙少剥げ跡,「北海道の民俗」pp.11-272，他）

（有益書き込み１ページ分)
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奥野清介 北海道名勝随筆 新日本物産館＝札幌市 2,000 初 1954
北海道教育庁石狩教育局 子どもにつたえる遊び 北海道教育新報社出版局 800 初,少ｼﾐ 1976
熊谷秀一 忘れゆく童の遊び 私刊＝札幌 1,800 限定 1975
札幌学院大学人文学部編 北海道・子どもの生活・文化・教育 札幌学院大学生活協同組合＝札幌 1,200 初ｶﾊﾞ 362p 1996
大海日出男 ＜長編漫画＞新ユートピア　前編 北斗書房＝札幌 2,800 65p 1953
佐藤忠史 ＜まんが＞赤レンガ物語 CRIPﾒﾃﾞｨｱｻｰﾋﾞｽ＝札幌 1,000 初 1988
松野郷俊弘 ＜木版画文集＞朔北の建物浪漫 情緒その後刊行会 2,000 初ｶﾊﾞ 1991

苫郷文研まめほん１～12、２期１～３揃　15冊共 苫小牧郷土文化研究会 30,000 『同１～12』は袋付き 1979-94
神田正五 ＜苫郷文研まめほん10＞ふるさと昆虫記 苫小牧の蝶とその生活 苫小牧郷土文化研究会 2,000 95p 1986
青木由直 爪句 45冊＋札幌秘境100選　46冊共 共同文化社 15,000 豆本 2007-20
鍵和田務文,今村敏明絵 ヨーロッパの家具 椅子１ 弟子屈欧羅巴民藝館 800 背少しﾔｹ 61p 1980

たばこ豆知識 日本専売公社札幌 2,000 豆本 56p 1972
須藤たかし 北の夜話＜道南伝説の旅＞みやま文庫３ みやま書房 500 初ｶﾊﾞ 93p 1970
沓掛伊左吉 ゑぞ・まめほん37　貸本屋考 北海道豆本の会　限300 2,800 初僅ｼﾐ 59p 1962
（内容郷土誌） ＨＴＢまめほん　34冊（１～19,22～35,別冊） 北海道放送 8,000 1972-80

えぞまつ豆本　全16冊 えぞまつ豆本会＝喜茂別町 10,000 袋美 1976-82
渋谷四郎 函館・写真ことはじめ　＜はこだてまいくろぶっく11＞ 近江幸雄私刊　限120部 2,000 初 57p 1968

ふるさと歳事記＜年賀版画集＞　＜余市豆本号外＞ 余市豆本の会 800 46p 1993
余市町郷土研究会 郷土五話　＜余市豆本第４集第８号＞ 余市豆本の会 500 初 82p 2006
松田義章 積丹半島の生い立ち　＜余市豆本４集別巻２号＞ 余市豆本の会 2,500 初 73p 2005

ぷやら新書　全50冊揃＋２冊　（全50冊＋別巻,第36巻別刷） ぷやら新書刊行会 30,000 初 1961-73
ぷやら新書　全50冊揃　定価５万 沖積舎 8,000 復刻 1981

斎藤春雄 山の鳥　森の鳥　ぷやら新書14 ぷやら新書刊行会 500 初僅ｼﾐ 62p 1962
中村純三 ＜真説＞江差の繁次郎　ぷやら新書17 ぷやら新書刊行会 500 初 62p 1963
石森延男 おとっつあんの歌　ぷやら新書20 ぷやら新書刊行会 800 初 62p 1964
湊正雄 北海道の湖　＜ぷやら新書41＞ ぷやら新書刊行会 600 初 63p 1970

豆本「海峡」全９巻（優れた郷土誌） 二森屋＝函館 13,000 1974-82
明石信道 商売にも文化　＜豆本「海峡」３＞ 二森屋＝函館 900 袋が痛 91p 1976
佐々木孝一 図書館とわたしの出会い Ⅲ　献呈署名入 私刊 1,000 初 2010

Bocketぼけっと１　寺町すすきのを遊ぶ 鴨々川ノスタルジア実行委員会＝札幌 1,000 初 2014
山田航責任編集 Bocketぼけっと２ 鴨々川ノスタルジア実行委員会＝札幌 1,000 初 2015
山田航責任編集 Bocketぼけっと４　北海道の遊郭 かもテラ＝札幌 1,000 初 64p 2017
北海道博物館協会,学芸職員部会編 北の学芸員とっておきの《お宝ばなし》 寿郎社 1,500 初ｶﾊﾞ帯 343p 2016

紅 １～150（７冊欠），別冊１～３,総目次 紫紅会＝札幌 100,000 1956-89

森川勇作 ＜私本＞記者物語五十年 財界さっぽろ,私家版 2,000 再ｶﾊﾞ（限定百部) 397p 1998
＜一九六四年度＞HBCさいじ記 北海道放送 1,000 初 1984

所雅彦 北海道民放論 エフ・コピント富士書院＝札 1,000 初ｶﾊﾞ 1994
小納正次 STVと私 中西出版 1,000 初ｶﾊﾞ 2007

STV10年の歩み 札幌テレビ放送 1,500 箱 計331p 1968
佐藤忠雄 ＜新聞にみる＞北海道の明治，大正 北海道新聞社出版局 1,800 初ｶﾊﾞ 308p 1980

50年の歩み 朝日新聞北海道社 2,000 302p 2009
佐藤忠雄 ＜新聞にみる＞北海道の明治，大正 北海道新聞社出版局 1,000 初ｶﾊﾞｰが少痛 308p 1980

（欠号＝６,74,75,76,77,78,85,他に『紅通信』1〜32完揃。）
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北海道を考えなおす　第１～３集 北海道出版社 2,000 1974-75

山口喜一 老新聞人の思い出 山口政民喜寿記念刊行会 2,000 ｶﾊﾞ少難 1957
北海道年鑑　1964年 北海道新聞社 2,000 箱 848p 1963
北海道スポーツ年鑑　1948年版 北海道新聞社出版部 3,500 不美 325p 1948
ユネスコ会報　第一号 札幌ユネスコ協力会 1,000 初 14p 1948
北海道哲学会々報　１～６揃 北海道哲学会＝札幌 5,000 ６冊共 1955-59
黎明　１巻３号 北海出版社 2,500 32p 1926
会報　１編２号 甲寅会＝札幌 3,500 不美痛 計56p 1916

佐藤昌介, 内村鑑三，他 会報　１編４号 甲寅会＝札幌 3,000 不美痛 計37p 1916

北海道「アイヌ」風俗（其１～３） 10,000 1894

＜北大史学会会報＞史筳 １～９,卒業者名簿 北大史学会 3,000 10冊 1971-78
帯広大谷短期大学紀要　１～８号 帯大短大学術研究会 4,000 1961-70
時論＜滝川青年政治連盟機関誌＞創刊号 滝川青年政治連盟 1,000 ｶﾞﾘ 38p 1959
郷土　創刊～25揃 北海道高校文化連盟上川支部郷

土研究会
15,000 1965-89

北海道倶楽部　創刊～６巻１号 7冊欠　38冊共 北海道倶楽部＝東京市 30,000 並,印多し,経年劣化 1934-37
北海道倶楽部　第１巻第２号　（表紙＝三岸好太郎） 北海道倶楽部＝東京市 800 痛 56p 1934
北海道倶楽部　第３巻第９号 北海道倶楽部＝東京市 1,000

宮良高弘編 北海道を探る　１～32　完揃 北海道みんぞく文化研究会 15,000 32冊共 1982-99
井黒弥太郎，他 資料通信(史料通信)　創刊～27号完揃 北海道郷土資料研究会 20,000 1960-69

田川賢蔵，他 人文科学　創刊～４号迄 人文科学研究所＝札幌 1,500 ４冊共 1965-
北方風物　全15冊 北日本社＝札幌 20,000 合本初 1946-47

法経会論叢　１～14 北海道帝国大学法経会 5,000 14冊共 1931-55
団誌 第４号,第６号　２冊共 藻岩村青年団円山分団＝札幌 3,800 僅痛不美 1935,37

井賀省三編 北海道青年団史 北海道青年会館 3,000 箱 386p 2002
土倉政吉,稲垣兼重編 二十年誌＜附録　沼田村概況＞ 沼田村青年団共成分団 15,000 1933

＜思いがけないルネサンス＞　戦後北海道出版事情 市立小樽文学館 700 48p 1999
三沢寛一,大川信夫 天皇制護持論，天皇制打倒論 玄文社＝札幌 2,000 初不美 1946

連続切片　創刊～12号 鶴文庫＝札幌市 50,000 10冊共 1946-48

連続切片　創刊,２号 鶴文庫＝札幌市 5,000 ２冊共 1946
連続切片　９号 鶴文庫＝札幌市 1,500 16p 1951

前川春秋編 譚　全23号揃　装幀＝一原有徳 二水会＝札幌 8,000 23冊共 99-2007
安松京三 蚤のたわごと＜珠玉叢書10＞ 鶴文庫＝札幌 5,500 初 47p 1948

（６,10,11欠,川上澄生装丁の特装2冊（４,５号）あり,4号は1枚欠,5号は並本と特装の２冊）

（「北海道」３～５号の原稿か？)

（４～６は旭川高等学校文化連盟郷土部,７～12は北海道高等学校文化連盟旭川支部郷土部会,総目次付）

（大月源二「オホーツクの海辺に立ちて」pp.35-37,他）

（1957『＜北海道立図書館＞郷土資料室月報』１，2･3，４号揃もあり。）

（合本の見返し（遊び紙）部分に個人印と，日付など記入。本体は完全。）

（佐藤忠雄の直筆手紙付き）

（第１集に２ページ破れあり，本文に問題なし)

（北海道庁殖民課内技術員の雑誌。河野常吉「我等の模範とすべき偉人」pp.９-15，他。）

（北海道庁殖民課内技術員の雑誌)
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犬飼哲夫 熊に斃れた人々＜珠玉叢書15＞ 鶴文庫＝札幌 2,500 初 29p 1947
青年時代・北海青年　創刊～２巻２号（１巻３号１冊欠） 桜菊書院北海道支部,北海青年社 3,000 少難６冊 1946-47

TABULA（誑） ［１］＜書評集＞ TABULA事務局＝札幌 1,200 初 29p 2010
加賀谷誠責任編集 誑［たぶら］　弐＜書評冊子＞ TABULA事務局＝札幌 600 初 41p 2012
加賀谷誠編 ＜別＞誑［たぶら］　＜書評冊子＞ ［TABULA事務局＝札幌］ 600 折畳 2012
出村文理編 出版人 古田敬三さんを偲ぶ＜附・みやま書房出版目録＞ 古田敬三氏追悼集刊行会＝札幌 2,000 初ｶﾊﾞ 83p 1998
東龍夫 ゴミは地球を滅ぼすって，ほんと？＜自由学校遊ブックレット６＞ 自由学校「遊」＝札幌 500 初 62p 2000

田畑幸三郎編著 岡田健蔵と函館図書館 函館文化会 3,000 93p 1983
亀谷隆 北海道博物館史料 北海道開拓記念館,開拓の村文

化振興会
3,000 400p 2006

亀谷隆 北海道博物館史料・続 サッポロ堂書店 1,500 137p 2016
亀谷隆 北海道・博物館と人　＜博物館を支えた二十人の生涯＞ 公共環境研究機構＝札幌,発売

＝サッポロ堂書店
2,000 初美 171p 2011

平成５年度社会教育指導資料作成委嘱事業報告書 学芸員等に関する調査
研究報告書

日本博物館協会 1,000 表紙が少難 1993

市立函館博物館 はこだて博物史＜街と歩んだ函館博物館の120年＞ 市立函館博物館友の会 3,000 初 99p 2002
北海道北方博物館交流協会25年史 北海道北方博物館交流協会 1,500 初ｶﾊﾞ 2012

宮本馨太郎編 民具資料調査整理の実務＜地方史マニュアル８＞ 柏書房 1,000 初箱 332p 1975
伊藤寿郎,森田恒之編 博物館概論 学苑社 2,000 再箱 503p 1985

国立民族学博物館十年史 国立民族学博物館 2,000 箱 666p 1984
椎名仙卓 ＜図解＞博物館史 雄山閣 2,000 初ｶﾊﾞ 1993
北川芳男 博物館とともに　署名入 北川芳男氏退館記念誌刊行会 1,000 初少痛み 1986
湯本豪一編 続 美術館・博物館は「いま」＜機構・運営の理想と現実＞ 日外アソシエーツ 1,000 初ｶﾊﾞ 1996
糸魚川淳二 日本の自然史博物館 東京大学出版会 1,500 初ｶﾊﾞ,見返し書込

み
1993

S.A.ホルム 博物館ドキュメンテーション入門 勁草書房 1,500 初ｶﾊﾞ 1997
岩井宏實 博物館づくりと地域おこし ぎょうせい 1,500 初ｶﾊﾞ 1991
関秀夫 日本博物館学入門 雄山閣 1,000 初ｶﾊﾞ 1993

＜佐井村海峡ミュウジアム＞研究紀要　１号　＜三上敏氏の研究を中心に＞ 佐井村海峡ミュウジアム 3,800 100p 1991
北海道博物館等施設所蔵資料等概況－産業関係 北海道開拓記念館 1,500 67p 1993

鸞洲＝有珠の僧 後世の枝折（後世能枝折） 宋慶寺蔵版＝東京 100,000 題箋欠 計31丁 1894

近江幸雄 函館出版小史　明治大正編 私刊＝函館 2,000 71p 1978
同編集委員会 北海道の出版文化史 北海道出版企画センター 4,000 初ｶﾊﾞ 762p 2008

古本年鑑 古典社＝沼津 1,500 再ﾔｹ,赤線 393p 1934
70年のあゆみ－富貴堂小史 富貴堂 3,500 箱 1968

神山茂編 廣島屋八代目文右衛門　平田兵五郎小伝 函館文化会 1,000 再 42p 1975
＜函館郷土史家＞神山茂の追憶 いさな書房 1,500 1995
犬飼哲夫先生を偲んで 私刊 2,000 1990

越田清和さん追悼集編集委員会 越田さんありがとう！＜越田清和さん追悼集＞ さっぽろ自由学校｢遊｣ 500 初 169p 2013

後藤清治漫画 ＜赤十字活動を日本で初めて実践した＞高松凌雲の生涯 福岡県小郡市 1,500 [1991]

（1947年４月号(２巻３号)から改題して『北海青年』北海青年社刊になる）

（北海道の博物館を支えた20人を克明に，熱く語る）

（新たに序，附言など５丁，末尾に「鸞洲和尚之略伝」３丁を付す。保存良。）

（フィリピン，東京，サッポロと駆け抜け，地域の人々の人権問題に幅広く取り組み，48歳で亡くなった越田さんの感動の追悼集）
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實生嘉一編 高田屋嘉兵衛翁略伝 高光與作 4,500 少痛み 18p 1913
高田屋嘉兵衛翁略伝 高田屋研究会 2,000 ﾔｹ 15p 1938
船頭重吉と督乗丸の漂流 衣浦港振興会 1,000 20p 1968

貴司山治 北進日本人＜日本科学英雄伝＞ 春陽堂書店 1,000 初ﾔｹ 1942
長田権次郎 林子平　全　偉人史叢１ 裳華書房＝東京 1,000 ３版印ﾔﾌﾞﾚ 1896
土岐愛作 ＜小説＞最上徳内 三邦出版社 1,000 初印 1943

最上徳内を語る　翼賛叢書１ 大政翼賛会山形県支部 3,000 68p 1943
貴司山治 最上徳内　小説 昭森社 1,300 初痛 334p 1943
秦恒平 北の時代　［小説・最上徳内］ 筑摩書房　　僅ｼﾐ 1,000 初ｶﾊﾞ帯 438p 1984

間宮林蔵先生遺蹟（絵葉書） 坂野倫士＝版権所有 2,000 袋４枚 戦前

高橋大輔 間宮林蔵・探検家一代＜海峡発見と北方民族＞中公新書ラクレ 中央公論新社 1,000 初ｶﾊﾞ 2008
洞富雄 間宮林蔵（新装版）　人物叢書 吉川弘文館 1,000 新装初 367p 1986

間宮林蔵 伊奈町教育委員会 500 初 14p
瓜生卓造 間宮林蔵 山と渓谷社 1,000 初ｶﾊﾞ 1974
北方謙三 林蔵の貌(かお)　全２冊　小説 集英社 2,000 初ｶﾊﾞ 1994
学習まんが物語 人物日本の歴史32＜伊能忠敬・間宮林蔵＞ 国際情報社 1,000 ｶﾊﾞ 64p

伊能忠敬 水郷佐原観光協会 1,500 改訂版 43p 2004
創立55周年記念 伊能忠敬－子午線の夢 劇団俳優座 3,800 僅痛 2001

田中精夫 ＜伊能忠敬の測量日記より＞忠敬，鳥取を測る 私刊 1,000 初ｶﾊﾞ 2019
伊能忠敬翁絵葉書 正文堂 8,000 袋入 全12枚 戦前
伊能忠敬翁絵葉書 ［正文堂］ 5,000 袋欠 全12枚 戦前
伊能忠敬先生記念絵葉書 HOEIDO 4,000 袋欠 5枚 戦前
伊能忠敬先生百三十年祭記念絵葉書 伊能忠敬先生功績顕彰会 4,000 袋入 全5枚 戦前

小島一仁 伊能忠敬＜三省堂選書＞ 三省堂 800 初ﾔｹ 1978
近藤正斉全集　全３冊 国書刊行会 10,000 初少痛 1906
近藤正斉全集　全３冊 国書刊行会 12,000 初 1906

今村次郎編 ＜長篇講談＞海外異聞　山田長政，天竺徳兵衛，近藤重蔵 博文館　記名僅書込 2,000 痛ｼﾐ 482p 1927
杉浦明平 化政・天保の文人 日本放送出版協会 1,000 初 1977

逢坂剛 重蔵始末 講談社 1,500 初ｶﾊﾞ帯 301p 2001
特別展図録 豪商　高田屋嘉兵衛 高田屋嘉兵衛展実行委員会 2,200 初 2000
須藤隆仙 高田屋嘉兵衛 北方歴史研究協会 1,000 46p 1988
中川清治 ＜史伝＞高田屋嘉兵衛 審美社 1,000 初ｶﾊﾞ 1995
童門冬二 高田屋嘉兵衛＜物語と史蹟をたずねて＞ 成美堂出版 1,200 初ｶﾊﾞ 1988
武田次郎篇 新・高田屋嘉兵衛伝　　　未定稿 私刊＝神戸市 1,500 ｶﾞﾘ献呈署名 12枚 1969
渡辺月石録記 蝦夷物語＜高田屋嘉兵衛翁事蹟＞　全 秦嘉泉（猪平）＝淡路洲 50,000 並帙入 111丁 1938
渡辺月石録記 蝦夷物語＜高田屋嘉兵衛翁事蹟＞　全 秦嘉泉（猪平）＝淡路洲 35,000 並 111丁 1935
司馬遼太郎原作 菜の花の沖　NHK放送台本,他　６冊共 NHK,NHKｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ21 2,800 2000
須藤隆仙編 箱館　高田屋嘉兵衛 同顕彰会出版委員会 1,000 55p 1979
柴村羊五 北方の王者＜高田屋嘉兵衛＞ 亜紀書房 500 初ｶﾊﾞ,線,書込,少ｼﾐ 341p 1978
斉藤智之編 高田屋嘉兵衛翁伝 図録 私刊＝兵庫 2,000 再改訂 60p 2017

（「間宮林蔵墓碑参詣紀念」のスタンプ押印）

（改訂台本，パンフレット，チラシ２枚）

（「近藤重蔵」pp.77-104，他）
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高田屋顕彰館編 高田屋嘉兵衛翁伝 嘉兵衛翁生誕240周年記念版 図録 五色町ふるさと振興公社 3,000 初 144p 2009

久保田正衛 銭屋五兵衛 東亜春秋社 3,500 初並 1945
松風嘉定 銭屋五兵衛真伝 私刊＝京都市 3,000 初ﾔｹ 1930
高橋義夫 五稜郭の兄弟 新人物往来社 1,000 初ｶﾊﾞ 1994
板垣昭一 ＜小説 北海道開拓の雄 松本十郎＞北辰軸 良書センター鶴岡書店＝山 1,200 初ｶﾊﾞ帯 295p 2006
井黒弥太郎 異形の人＜厚司判官松本十郎伝＞ 北海道新聞社 1,000 初ｶﾊﾞ蔵書印 1988
松本十郎稿 根室も志保草　松浦義信編 みやま書房 1,400 初ｶﾊﾞ並 1974
田中惣五郎 勝海舟・榎本武揚伝 日本軍用図書株式会社 1,500 初印不美 437p 1944

日本の100人73　榎本武揚 デアゴスティーニ 400 31p 2007
週刊ビジュアル 日本の合戦 講談社 1,000 ページ角が折れ 35p 2006

安部公房 榎本武揚　小説 中央公論社 800 再 1979
安部公房 友達　榎本武揚 河出書房 1,000 初ｶﾊﾞ,ﾔｹ 1975
大島昌宏 北の海鳴り＜小説・中島三郎助＞ 新人物往来社 1,400 初ｶﾊﾞ 1995
河原崎暢 札幌を開府した島義勇 解任と梟首の謎 北海道出版企画センター 2,500 初ｶﾊﾞ帯 419p 2021
重森直樹 小説島義勇　サッポロを創った男 北海タイムス社 1,000 初ｶﾊﾞ 734p 1985
島義勇 ＜島義勇漢詩集＞北海道紀行　上田二三生訳注 北海道神宮奉賛会 3,500 60p 1974
片山敬次 岩村通俊伝 岩村通俊伝刊行会＝札幌 4,500 初僅痛 79p 1933

故岩村男爵銅像建設報告書 故岩村男爵銅像建設会 3,500 写真３丁 89p 1934
徳川義親 ＜徳川義親自伝＞最後の殿様 講談社 3,000 初 1973
徳川義親 きのふの夢 那珂書店 2,000 初箱,ﾔｹ,ｼﾐ 339p 1942
奥山亮校訂 ＜国立国会図書館憲政資料室蔵＞黒田清隆文書目録 私刊 1,000 ｶﾞﾘ僅ｼﾐ 37p

＜黒田清隆の愛妾＞芸妓黒清 北の浪漫社＝札幌 900 初ｶﾊﾞ 1989
井黒弥太郎 黒田清隆　人物叢書 吉川弘文館 1,000 初ｶﾊﾞ 1977
井黒弥太郎 ＜埋れたる明治の礎石＞黒田清隆 みやま書房 1,000 箱欠（1p,1部分欠損) 1965
井黒弥太郎 ＜追跡＞黒田清隆夫人の死 北海道新聞社 1,500 初ｶﾊﾞ並 319p 1986

旧渋沢事務所　要用書類綴込目録 諸会社・団体事業報告書類目録（渋沢栄
一資料室収蔵)

渋沢青渕記念財団竜門社 3,000 蔵書印 44p

渋沢秀雄 武士さまざま 番町書房 1,000 初ｶﾊﾞ蔵書印 1962
渋沢研究会編 渋沢研究 創刊号 渋沢史料館 1,000 蔵書印 1990
渋沢秀雄 父 渋沢栄一 上巻 実業之日本社 1,500 箱が痛,蔵書印 1959

図書目録 （伝記・歴史）　（渋沢栄一資料室収蔵） 渋沢青渕記念財団竜門社 3,000 蔵書印 58p 1972
渋沢秀雄 明治を耕した話 父・渋沢栄一 青蛙房 1,000 再箱,蔵書印 310p 1978
渋沢雅英 偲信抄 私刊 4,000 蔵書印 1963
幸田露伴 渋沢栄一伝 岩波書店 1,500 再箱,個人印 317p 1939
山口律雄,清水惣之助共編 渋沢栄一碑文集 博字堂 1,000 少痛,蔵書印 1988
友田清彦 生誕150年記念 横井時敬の遺産 東京農大出版会 1,800 初ｶﾊﾞ 2011
依田勉三 北海紀行 晩成会＝帯広 1,500 痛,ｼﾐ,書込み 58p 1975
依田勉三 北海紀行 晩成会＝帯広 2,000 （数ページ赤線,書

込み有)
58p 1975

池田得太郎 開拓者　依田勉三 潮出版社 800 初ｶﾊﾞ 1972
木暮正夫 さいはての荒野へ＜北海道開拓にかけた依田勉三と晩成社の人たち ＰＨＰ研究所 3,000 初ｶﾊﾞ 1981
依田八百編 少年時代の依田勉三物語り(和田徹三著) 晩成会創立準備委員会 2,000 48p 1972

（高田屋嘉兵衛についての集大成で優れた図録）

（関連書込多数あり。）
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拓聖 依田勉三と晩成社の人々 政経情報社＝帯広 2,500 109p
松山善三 依田勉三の生涯　全２冊 潮出版社 1,500 1979,80

関寛斎関係発表文献集第四巻 奥羽出張病院日記関連資料集 関寛斎 陸別町関寛翁顕彰会 2,000 折れあり 39p 2016
あかえぞ 第29～32号 あかえぞ文藝舎＝陸別町 5,000 ４冊 2012-15

合田一道 評伝 関寛斎 1830-1912 極寒の地に一身を捧げた老医 藤原書店 2,500 初ｶﾊﾞ帯,署名 323p 2020
関寛斉遺訓集 陸別町関寛翁顕彰会 2,000 初 92p 1998

関内幸介解読 関寛斎 奥羽出張病院日記 解読本 陸別町教育委員会 5,000 2016
白里忌 記念出版 白里歌集 陸別関寛翁顕彰会 3,000 背痛み 64p 2000

高田郁 あい＜永遠に在り＞ 角川春樹事務所 1,600 初ｶﾊﾞ 352p 2013
石渡四郎，他 関農場の考察 関寛翁顕彰＝陸別 2,000 折れあり 58p 1986
奥山亮 早山清太郎伝＜臨時増刊７＞ 北海道地方史研究会 5,000 限80，並 36p 1964
第41回特別展 ライマン・コレクション展 北海道開拓記念館 1,000 カバーが少痛 43p 1995
GONPEI KUWADA ［英］BIOGRAPHY OF BENJAMIN SMITH LYMAN（来曼先生小伝,SANSEIDO

CO., LTD刊）
私刊＝兵庫 10,000 104p 1937

青山永 黒沢酉蔵 黒沢酉蔵伝刊行会 2,000 箱が汚 500p [1961]
仙北富志和 牛飼いからの伝言＜黒沢酉蔵の生涯＞ 私刊 1,000 補訂再ｶﾊﾞ 2013
黒沢酉蔵 宇都宮仙太郎　署名入 酪農学園出版部 2,000 箱が痛 322p 1958
三吉明 有馬四郎助 吉川弘文館 1,790 新装版１刷 1990
本多新 世界一王論 4,000 再 26丁 1913

新渡戸稲造＜さっぽろ文庫34＞ 北海道新聞社 1,500 初ｶﾊﾞ 318p 1985
加藤純子 ＜日本で初めての女性医師＞荻野吟子 あかね書房 1,000 初ｶﾊﾞ 2016

荻野吟子 瀬棚町 1,000 再ｶﾊﾞ 1980
荻野吟子 瀬棚町 1,000 再ｶﾊﾞ 1991
阿部宇之八伝 阿部宇之八伝記刊行会 12,000 初箱美 686p 1933

佐藤精編 小熊幸一郎伝 函館商工会議所 2,800 僅痛 340p 1958
蝦名賢造 北方のパイオニア 北海道放送 900 初ｶﾊﾞ 1964
黒沢酉蔵 反芻自戒 北海タイムス社 1,000 初箱 1965
黒沢酉蔵 反芻自戒（『祝米寿』冊子欠） 雪印乳業 2,000 箱 1972
黒沢酉蔵 私の履歴書 雪印乳業株式会社 1,500 1978
河村英雄編 ＜河村幹雄博士遺稿＞名も無き民のころ 内外情勢調査会 1,500 箱 370p 1969
茶碗谷徳次 人物覚書帳 事業と人社＝東京 2,000 箱,ヤケ,シミ 606p 1936
渡辺左武郎 そのまま（札幌医科大学長退職記念） 私刊＝札幌 2,000 箱記名 350p 1981
渡辺左武郎 続　そのまま 私刊＝札幌 2,000 箱 299p 1994

喜寿記念 小倉敬止伝 私刊 3,000 初 1944

蓑田政徳 人物評論　第一編 北日本刊行協会 1,000 不美 1926
舟本秀男 二〇一八年「北加伊道」六〇話 財界さっぽろ 1,500 初ｶﾊﾞ 399p 201710
北海道総務部編 北海道回想録 北海道 1,000 初箱が少痛,１p少

破れ
計380p 1964

北海道総務部編 羽ばたけ北海道 北海道回想録２ 北海道 1,000 数ページ折れ 401p 1975
奥田二郎 えぞ金豪伝 共立書房＝札幌市 1,000 初痛,ｼﾐ 1954
木村一郎，二郎（兄）編 凡てのものを愛する者に死は唯一の道です 私刊＝木村大介（父） 4,000 初並 1930
石原二三朗 光と陰＜中川一郎最後の電話＞ 私刊 5,000 初ｶﾊﾞ 1994

（斉藤省三「関寛斎没後100周年記念 寛斎セミナー 博・医・拓 寛斎イズムをさぐる」,他）

（見返しページ破れ,表紙痛）
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横路節雄伝 アトランティック社 1,000 箱が少汚 1979
捜査資料15号 最近に於ける反帝斗争の現況 国家地方警察本部刑事部捜査課 20,000 計77p [1950]
北海道警察史編集 北海道警察史稿１～13（12のみ欠）＋警察別管轄区域図 13冊 北海道警察史編集委員会 55,000 1967-68

北海道警察史　１，２　２冊共 北海道警察 8,000 箱並下 1968
警察大事典編集委員会 警察大事典　全２冊揃 東京法令出版 5,000 再箱が少不美 1972
佐々木譲 警官の血　全２冊 新潮社 3,200 再ｶﾊﾞ帯 2007-08
佐々木譲 暴雪圏　署名入 新潮社 2,000 初ｶﾊﾞ帯 2009

（北海道警察史稿 12 昭和（戦後）2欠）


