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【収録範囲】 

静岡県立中央図書館が所蔵する地域資料のうち、令和元年６月３０日までに受け入れ

たものの中から、小・中学生の地域学習に活用できる資料を収録しました。 

 

【収録基準】 

（１）内容の難易度は、小学校副読本及び中学校副読本程度のものとしました。 

（２）行政資料や統計資料については、図やグラフなどが多用されているなど、できる

だけ小・中学生にも利用しやすい資料を収録しましたが、その他、教師の指導の

もとで利用することにより、地域学習に活用できると思われる統計資料は積極的

に収録しました。 

（３）年鑑などの継続刊行物については、過去３年分を掲載しました。また、改訂され

ている資料については、最新版のみ収録しました。 

（４）出版年が古い資料（合併前の市町村についての資料等）であっても、地域学習に

役立つと判断したものはリストに含めています。 

（５）小・中学生向けの資料であっても、静岡県及び静岡県人に関する内容ではないも

のは収録対象としていません。 

 

【配  列】 

当館の請求記号順 

 

【記載事項】 

「請求記号」、「書名」、「著者名」、「出版地」、「出版者」、「出版年」、「ページ数」 

 

【利用上の注意】 

（１）出版年の古い資料を利用する際は、学習内容によっては、他の資料で最新の情

報を確認するなどの注意が必要です。 

（２）このリストに載っている資料は、県立中央図書館で利用できるほか、お近くの

公共図書館に取り寄せることもできます。また、収録資料が近隣の図書館に所蔵

されていることもあります。ご利用の際はお近くの図書館にお問合わせください。 
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S010/3/
静岡県読書感想文・感想画コンクール
入選作品集　平成27年度

静岡県教育研究会学校
図書館研究部／編集

[静岡]
静岡県教育研究会学校
図書館研究部

2016.2 147p

S010/3/
静岡県読書感想文・感想画コンクール
入選作品集　平成28年度

静岡県教育研究会学校
図書館研究部／編集

[静岡]
静岡県教育研究会学校
図書館研究部

2017.2 148p

S010/3/
静岡県読書感想文・感想画コンクール
入選作品集　平成29年度

静岡県教育研究会学校
図書館研究部／編集

[静岡]
静岡県教育研究会学校
図書館研究部

2018.2 140p

S010/12/
ちゃのま 平成28年度  茶の間ひととき
読書運動作文集

磐田市茶の間ひととき読書
連絡推進協議会／編集

磐田 磐田市立図書館 2017.3 56p

S010/12/
ちゃのま 平成29年度  茶の間ひととき
読書運動作文集

磐田市茶の間ひととき読書
連絡推進協議会／編集

磐田 磐田市立図書館 2018.3 54p

S010/35/ 静岡県の図書館　平成28年度
静岡県立中央図書館／
編集

静岡 静岡県立中央図書館 2016.8 42p

S010/35/ 静岡県の図書館　平成29年度
静岡県立中央図書館／
編集

静岡 静岡県立中央図書館 2017.8 42p

S010/35/ 静岡県の図書館　平成30年度
静岡県立中央図書館／
編集

静岡 静岡県立中央図書館 2018.8 44p

S010/79/
静岡県私学読書感想文コンクール作品
集　 第40回(平成28年度)

静岡県私学教育振興会学校
図書館専門部会／編集

静岡
静岡県私学教育振興会
学校図書館専門部会

[2016] 36p

S010/79/
静岡県私学読書感想文コンクール作品
集　 第41回(平成29年度)

静岡県私学教育振興会学校
図書館専門部会／編集

静岡
静岡県私学教育振興会
学校図書館専門部会

[2017] 38p

S010/79/
静岡県私学読書感想文コンクール作品
集　 第42回(平成30年度)

静岡県私学教育振興会学校
図書館専門部会／編集

静岡
静岡県私学教育振興会
学校図書館専門部会

[2018] 37p

S010/106/ 読書感想文特選文集　平成28年度 森町立図書館／編集 森町 森町立図書館 2016.11 52p

S010/106/ 読書感想文特選文集　平成29年度 森町立図書館／編集 森町 森町立図書館 2017.11 50p

S010/106/ 読書感想文「特選文集」　平成30年度 森町立図書館／編集 森町 森町立図書館 2018.11 50p

S010/143/ 静岡県の市立図書館  平成19年度
静岡県市立図書館協議
会／〔編〕

〔出版地
不明〕

静岡県市立図書館協議
会

［2007］ 1冊

S010/179/ 図書館概要　平成28年度
島田市教育部図書館課
／[編]

島田 島田市教育部図書館課 2017.1 110p

S010/179/ 図書館概要　平成29年度
島田市教育部図書館課
／[編]

島田 島田市教育部図書館課 2017.10 108p

S010/179/ 図書館概要　平成30年度
島田市教育部図書館課
／[編]

島田 島田市教育部図書館課 2019.1 110p

S010/181/
入選作品集　平成26年度  井上靖作品
読書感想文・感想画コンクール

伊豆市教育委員会社会
教育課／[編]

[伊豆]
伊豆市教育委員会社会
教育課

[2014] 24p

S010/181/
入選作品集　平成27年度  井上靖作品
読書感想文・感想画コンクール

伊豆市教育委員会社会
教育課／[編]

[伊豆]
伊豆市教育委員会社会
教育課

[2015] 24p

S010/181/
井上靖コンクール入選作品集　平成28
年度

伊豆市教育部社会教育
課／[編]

[伊豆]
伊豆市教育部社会教育
課

[2016] 22p

S010/181/
井上靖コンクール入選作品集　平成29
年度

伊豆市教育委員会／[編] [伊豆]
伊豆市教育部社会教育
課

[2017] 22p

S010/200/
レファレンス総集編  創刊号（昭和５１年
４月）-２００号（平成４年１１月）

静岡県立中央図書館／
編集

静岡 静岡県立中央図書館 1993.3 702,14p

S010/250/ 読書感想文集  第１３集（平成１６年度） 蒲原町立図書館／編集
〔蒲原
町〕

蒲原町立図書館 2005.2 103p

S010/256/
学校用図書館利用案内  平成29年度
図書館を有効に使うために

静岡市立中央図書館／
編集

静岡 静岡市立中央図書館 2017.3 18p

S010/256/
学校用図書館利用案内  平成30年度
図書館を有効に使うために

静岡市立中央図書館／
編集

静岡 静岡市立中央図書館 2018.4 18p

S010/434/
「調べる」っておもしろい！ 図書館を
使った調べ学習の手引き

浜松市立中央図書館／
企画・編集

浜松 浜松市立中央図書館 2009.3 18p

S025/47/
静岡県立中央図書館所蔵地域学習に
役立つ図書リスト

静岡県立中央図書館調
査課地域調査係／編集

静岡 静岡県立中央図書館 2013.7 ５７ｐ

S030/1/ 静岡大百科事典 静岡新聞社出版局／編 静岡 静岡新聞社 1978.3
969p

図版17枚

S030/3/ しずおか辞典発見伝 静岡新聞社／著 静岡 静岡新聞社 2001.11 697p

S030/5/ 伊豆大事典 紙上博物館
伊豆学研究会伊豆大事
典刊行委員会／編集

静岡 羽衣出版 2010.6
1207p

図版16p

S040/63/ なつかしの静岡 静岡新聞社／編 静岡 静岡新聞社 1982.4 158p

Ｓ０１０　図書館．読書

Ｓ０３０　事典．索引

Ｓ０４０　論文．随筆（一般）．雑書

Ｓ０２５　地域資料目録
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S040/242/ 心に残る珠玉の愛の手紙
静岡県袋井市文化協会
／編

磐田 大進堂 2016.9 211p

S068/21/ はかる道具 三島市郷土資料館／[編] 三島 三島市郷土資料館 2015.1 11p

S069/8/ しずおかけんの博物館 静岡県博物館協会／編 静岡 静岡新聞社 1999.4 175p

S069/19/
静岡市立登呂博物館館報　22(平成27
年度)

静岡市立登呂博物館／
[編]

静岡 静岡市立登呂博物館 2016.8 45p

S069/19/
静岡市立登呂博物館館報　23(平成28
年度)

静岡市立登呂博物館／
編集

静岡 静岡市立登呂博物館 2017.9 69p

S069/39/
静岡市東海道広重美術館年報　平成
27年度

静岡市東海道広重美術
館／編集

静岡
静岡市東海道広重美術
館

2016.12 53p

S069/39/
静岡市東海道広重美術館年報　平成
28年度

静岡市東海道広重美術
館／編集

静岡
静岡市東海道広重美術
館

2017.12 53p

S069/39/
静岡市東海道広重美術館年報　平成
29年度

静岡市東海道広重美術
館／編集

静岡
静岡市東海道広重美術
館

2018.8 52p

S069/26/
静岡県とその周辺の子どもと行くおもし
ろ博物館

静岡新聞社／編集 静岡 静岡新聞社 1993.7 143p

S069/63/
トロベーの「とろはくガイド」 静岡市立登
呂博物館ガイドブック

静岡市立登呂博物館／
編集

〔静岡〕 静岡市立登呂博物館 2011.3 35p

S070/13/
新聞でこんなに学べる　小学校編  すぐ
に使える新聞活用ガイドブック

静岡新聞社ふれあい読者
室／編集

静岡
静岡新聞社ふれあい読
者室

2012.1 63p

S070/13/
新聞でこんなに学べる　中学校編  すぐ
に使える新聞活用ガイドブック

静岡新聞社ふれあい読者
室／編集

静岡
静岡新聞社ふれあい読
者室

2013.1 111p

S088.4/143/
ザ・宇宙度チェック! クイズで天文に強く
なろう

月光天文台／監修 函南町 国際文化交友会 2010.9 64p

S088.4/144/
ザ・宇宙度チェック!　Part2  クイズで天
文に強くなろう

月光天文台／監修 函南町 国際文化交友会 2011.9 64p

S088.4/145/ 早わかり!太陽系ガイド 月光天文台／監修 函南町 国際文化交友会 2012.9 64p

S088.4/146/
知っておきたい天文、こよみの基礎用
語

月光天文台／監修 函南町 国際文化交友会 2014.9 64p

S088.4/147/ 太陽 月光天文台／監修 函南町 国際文化交友会 2013.9 63p

S088.4/148/ 小惑星・彗星・流星 月光天文台／監修 函南町 国際文化交友会 2015.10 63p

S088.4/149/ 流星観測ガイド 月光天文台／監修 函南町 国際文化交友会 2016.9 63p

S088.7/150/ 日本の古玩 日本雪だるまの会／[編] 静岡 日本雪だるまの会 2006.12 96p

S088.4/170/ まる見え、宇宙 月光天文台／監修 函南町 国際文化交友会 2018.9 48p

S088.7/172/ オノタケ式BG指導ガイド 小野澤 宏時／著 東京
ベースボール・マガジン
社

2018.8 66p

S089/6/ 富士山 歴史と風土と人と 中日新聞静岡支局／編 名古屋 中日新聞本社 1980.7 280p

S089/17/ 富士山大雑学    Ｋｏｓａｉｄｏ　ｂｏｏｋｓ 東京 広済堂出版 1983.2 233p

S089/18/
富士山を知る本 富士の大爆発から河
口湖畔の水浸しまで   Ｑ＆Ａブックス

春田　俊郎／著 東京
パンニュ-ズインタ-ナショ
ナル

1983.1 213p

S089/29/ 富士山よもやま話 遠藤　秀男／著 静岡 静岡新聞社 1989.7 279p

S089/30/ 富士山おもしろブック
建設省〔中部地方建設局〕富士
砂防工事事務所／〔編〕

〔富士
宮〕

建設省〔中部地方建設
局〕富士砂防工事事務所

1990 1冊

S089/31/ 富士山の噴火 万葉集から現代まで つじ　よしのぶ／著 東京 築地書館 1992.4 259p

S089/47/
富士山への手紙・絵コンクール作品集
第21回（平成28年度）

富士山への手紙・絵コンクー
ル実行委員会事務局／編集

富士宮 富士宮市 2017.2 79p

S089/47/
富士山への手紙・絵コンクール作品集
第22回（平成29年度）

富士山への手紙・絵コンクー
ル実行委員会事務局／編集

富士宮 富士宮市 2018.2 79p

S089/47/
富士山への手紙・絵コンクール作品集
第23回（平成30年度）

富士山への手紙・絵コンクー
ル実行委員会事務局／編集

富士宮 富士宮市 2019.2 79p

Ｓ０６９　学会．研究会

Ｓ０８９　富士山関係資料

Ｓ０６８　展覧会目録

Ｓ０７０　新聞．ジャーナリズム

Ｓ０８８　静岡県人著作
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S089/49/ 富士山展望百科
山と地図のフォーラム／
編

東京 実業之日本社 1998.12 286p

S089/54/
図説富士山百科 富士山の歴史と自然
を探る   別冊歴史読本 14

東京 新人物往来社 2002.7 141p

S089/57/
富士山火山防災マップ 富士山と共生す
る御殿場市民のために

御殿場市／〔編〕
〔御殿
場〕

御殿場市
2004.3発行

について
22p

S089/63/ 富士山が世界遺産になる日 小田　全宏／著 東京 ＰＨＰ研究所 2006.3 289p

S089/68/ 富士山検定公式テキスト 富士山検定協会／編・著 東京 スキージャーナル 2006.12 166p

S089/71/ 富士山 信仰と芸術の源
富士山世界文化遺産登録推進静
岡・山梨両県合同会議／〔編〕 東京 小学館 2009.4 255p

S089/81/
わたしたちの大切な宝物世界遺産富士
山

富士山世界文化遺産登録推
進両県合同会議／〔編〕

甲府
富士山世界文化遺産登
録推進両県合同会議

2013.8 １冊

S089/90/ 世界遺産富士山のヒミツ
富士吉田市歴史民俗博
物館／編集

富士吉
田

富士吉田市教育委員会 2013.7 34p

S089/100/ 世界遺産富士山
富士山裾野ガイド協会／
企画・編集

裾野 富士山裾野ガイド協会 2014.2 17p

S089/101/ 富士山のふしぎ１００ 富士学会／監修 東京 偕成社 2014.3 135p

S089/102/ 富士山大事典 富士学会／監修 東京 くもん出版 2014.2 143p

S089/105/ 世界に誇る日本の世界遺産 西村 幸夫／監修 東京 ポプラ社 2014.4 47p

S089/112/ 富士山世界遺産センター展示案内
山梨県立富士山世界遺
産センター／編集

富士河口湖
町(山梨県)

山梨県立富士山世界遺
産センター

2016.6 23p

S089.1/23/ 富士山縁起の世界 赫夜姫・愛鷹・犬飼
富士市立博物館／企画・
編集

富士 富士市立博物館 2010.3 102p

S089.1/25/ 富士の女神のヒミツ
富士吉田市歴史民俗博
物館／編集

富士吉
田

富士吉田市教育委員会 2010.8 34p

S089.1/32/ 富士山の神様 かぐやひめ 富士市立博物館／〔編〕 富士 富士市立博物館 2011.12 23p

S089.1/40/ 北口本宮冨士浅間神社のすべて
ふじさんミュージアム／編
集

富士吉
田

ふじさんミュージアム 2018.2 34p

S089.2/31/
富士登山ハンドブック 富士の自然を楽
しむ  改訂新版

富士自然動物園協会／
編

東京 自由国民社 2004.6
286p

図版24p

S089.2/40/
富士山と遊ぶ・登る 日本一の山を裸に
する百科   あるすぶっくす 32

東京 婦人画報社 1996.7 127p

S089.2/41/
富士山 自然から文化史まで   JTBキャ
ンブックス

東京
日本交通公社出版事業
局

1996.8 143p

S089.2/57/ 富士山を知ろう 砂防広報センター／編集 富士宮
建設省中部地方建設局
富士砂防工事事務所

1999.3 55p

S089.2/68/
富士山をひらいた人々 れきしにのこる
富士登山

宮沢　悟／著 東京 近代文芸社 2002.4 69p

S089.2/93/
富士山の大研究 知れば知るほどおもし
ろい日本一高い山

江藤　初生／著 東京 ＰＨＰ研究所 2004.11 129p

S089.2/101/
富士をめぐる しずおか・やまなし文化財
ガイドブック

静岡県教育委員会文化
課／編集

静岡 静岡県教育委員会 2006.3 90p

S089.2/159/ 富士山を知る事典 渡邊 定元／編 東京 日外アソシエーツ 2012.5 597p

S089.2/161/
富士山 日本一の名峰。文化遺産と自
然のすべて   楽学ブックス 自然２

東京 JTBパブリッシング 2012.7 159p

S089.2/179/ 富士山の大図鑑 富士学会／監修 東京 PHP研究所 2013.7 63p

S089.2/199/ 決定版!富士山まるごと大百科 佐野 充／監修 東京 学研教育出版 2014.2 99p

S089.2/230/ 岳人渡辺徳逸翁
裾野市立富士山資料館
／編集

裾野 裾野市立富士山資料館 2008.3 67p

S089.2/234/ 世界文化遺産富士山と御殿場
御殿場市教育委員会社
会教育課／[編]

御殿場
御殿場市教育委員会社
会教育課

2017.1 1冊

S089.2/235/ 探訪富士山巡礼路
山梨県立富士山世界遺
産センター／編集

富士河口湖
町(山梨県)

山梨県立富士山世界遺
産センター

2017.1 1冊

S089.2/236/ 環境考古学と富士山 松島 仁／編 東京 雄山閣 2017.3 95p

S089.2/237/ 世界文化遺産富士山構成資産 [富士宮]
富士宮市富士山世界遺
産課

[201-] 4枚

S089.3/9/ おさなごに聞かせたい富士山のはなし
富士市教育委員会／
〔編〕

富士 富士市教育委員会 1982
72p(図

共)

S089.3/12/
富士山双体道祖神マップ 道祖神を探し
てウオーキング

細谷 幸男／写真 富士宮 緑星社 1996.4 238p

S089.3/18/
五千円札の富士山には、なぞがいっぱ
い！    調べるっておもしろい！

渡辺　一夫／著 東京 アリス館 1999.3 110p

- 3 -



請求記号 書　名 著者名 出版地 出版者 出版年 ページ

S089.4/12/ 富士山の植物 清水　清／解説・写真 東京 東海大学出版会 1977.6
94p(おも

に図)

S089.4/17/ 富士山の植物    自然観察シリ-ズ 14 井上　浩／著 東京 小学館 1982.5 158p

S089.4/22/ 富士山の花と四季 菅原　久夫／著 静岡 静岡新聞社 1984.4 125p

S089.4/23/ 探鳥山ある記 富士山ろくの野鳥 高橋節蔵／写真・文 静岡 静岡新聞社 1984.12 203p

S089.4/24/ 富士の鳥 写真集 浅見　明博／著 大阪 保育社 1985 166p

S089.4/25/ 花紀行  3    富士山の花 東京 文化出版局 1982.6 222p

S089.4/28/ 富士山    講談社カラー科学大図鑑 佐島　群巳／著 東京 講談社 1982.9 55p

S089.4/29/ 植物の研究植物たちの富士登山 清水　清／文・写真 東京 あかね書房 1987 62p

S089.4/35/ 富士山の自然と砂防
国土交通省中部地方整備局富
士砂防工事事務所／〔編〕

富士宮
国土交通省中部地方整備
局富士砂防工事事務所

2001.3 240p

S089.4/44/ 富士山自然大図鑑 杉野 孝雄／編・著 静岡 静岡新聞社 1994.7 231p

S089.4/45/
絵でみる富士山大地図    ピクチャーア
トラスシリーズ

京都 同朋舎出版 1994.9 63p

S089.4/48/ 富士山観測の記録  平成２１年実績
富士市総務部企画課／
編集

富士 富士市総務部企画課 2010.3 37p

S089.4/48/ 富士山観測の記録  平成２２年実績
富士市総務部企画課／
編集

富士 富士市総務部企画課 2011.3 39p

S089.4/48/ 富士山観測の記録  平成２３年実績
富士市総務部企画課／
編集

富士 富士市総務部企画課 2012.3 40p

S089.4/49/ 富士山麓の植物 十里木高原、大野原
裾野市教育委員会／
〔編〕

裾野 裾野市立富士山資料館 1994.3 86p

S089.4/49/ 富士山麓の植物 水ケ塚周辺 2
裾野市教育委員会／
〔編〕

裾野 裾野市立富士山資料館 1995.3 79p

S089.4/49/ 富士山麓の植物 宝永火口周辺 3
裾野市教育委員会／
〔編〕

裾野 裾野市立富士山資料館 1996.3 76p

S089.4/53/
ふところにいだく生命の水・富士の自然
子ども科学図書館

近田　文弘／著 東京 大日本図書 1994.12 36p

S089.4/54/
おおきなしぜんちいさなしぜん《かがく》
4    ふじさん

東京 フレーベル館 1995.2 28p

S089.4/55/
荒廃が進む大沢崩れ さらに広く、さらに
深く……

建設省富士砂防工事事
務所／〔編〕

〔富士
宮〕

建設省富士砂防工事事
務所

1993 18p

S089.4/56/
富士山麓豆百科 富士山の成り立ちと
生きものたち

環境アセスメントセンター
／編集

御殿場 御殿場市富士山課 1997.3 93p

S089.4/61/ 富士山の自然と対話 山本　玄珠／著 東京 北水 1999.6 198p

S089.4/63/
富士山大ばくはつ    かこさとし大自然
のふしぎえほん 1

かこ　さとし／作 東京 小峰書店 1999.6 30p

S089.4/73/ 富士を知る 小山　真人／責任編集 東京 集英社 2002.11 199p

S089.4/94/ 富士山の植物図鑑 大久保　栄治／編集 東京 東京書籍 2007.7 311p

S089.4/95/
富士山の謎をさぐる 富士火山の地球
科学と防災学

日本大学文理学部地球シ
ステム科学教室／編

東京 築地書館 2006.4 214p

S089.4/105/ 日本一の火山富士山 荒牧 重雄／著
富士吉
田

山梨県環境科学研究所 2008.3 91p

S089.4/109/ もし富士山が噴火したら 鎌田 浩毅／著 東京 東洋経済新報社 2012.1 175p

S089.4/122/
富士山の自然　Part.1  生物多様性ホッ
ト・スポット    いまの北側の自然

富士山自然保護センター
／編集

長野 ほおずき書籍 2014.7 64ｐ

S089.4/122/
富士山の自然　Part.2  生物多様性ホッ
ト・スポット    北側の自然のこれから

富士山自然保護センター
／[編]

長野 ほおずき書籍 2015.4 82p

S089.4/122/
The Natural Features of Mount Fuji
Volume1

Mount Fuji Nature
Conservation Center／[編]

長野 ほおずき書籍 2016.4 64p

S089.4/122/
The Natural Features of Mount Fuji
Volume2

Mount Fuji Nature
Conservation Center／[編]

長野 ほおずき書籍 2018.6 80p

S089.4/125/
富士山麓の自然　御殿場市・裾野市・
小山町の生物多様性

土に還る木・森づくりの会
／編集

御殿場 土に還る木・森づくりの会 2013.11 ７０ｐ

S089.4/125/
富士山麓の自然　２　御殿場市・裾野
市・小山町の生物多様性

蒔苗　博道／著 御殿場 土に還る木・森づくりの会 2014.12 ６６ｐ

S089.4/133/ 富士山麓天母山の自然詩 佐野　匡一／写真 富士宮
地球の石科学財団奇石
博物館

2018.6 148p

S089.6/14/
富士山の恵みと人々の生活 自然と近
代産業 平成１８年度

裾野市立富士山資料館
／編集

裾野 裾野市立富士山資料館 2007.3 56p
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S089.9/12/
富士山と文学  古典編  富士山文化塾
叢書 第２集

富士宮市教育委員会／
編

富士宮 富士宮市教育委員会 1995.3 48p

S089.9/18/
富士山を訪れた歌人たち 富士山資料
館特別展資料集 平成１５年度

裾野市立富士山資料館
／編集

裾野 裾野市立富士山資料館 2004.3 45p

S089.9/19/ 富士に生きる 作文資料集
富士市立須津中学校／
編集

〔富士〕
建設省富士砂防工事事
務所

1993.12 36p

S089.9/22/ ふじさん
国土交通省中部地方整
備局富士砂防事務所／
〔編〕

〔富士
宮〕

国土交通省中部地方整
備局富士砂防事務所

2005.3 1冊

S089.9/26/
「富士山を詠む」俳句賞作品集　第13回
(平成27年度)

富士宮市教育委員会教育部
文化課芸術文化係／[編]

富士宮
富士宮市教育委員会教
育部文化課芸術文化係

2016.2 54p

S089.9/26/
「富士山を詠む」俳句賞作品集　第14回
(平成28年度)

富士宮市教育委員会教育部
文化課芸術文化係／[編]

富士宮
富士宮市教育委員会教
育部文化課芸術文化係

2017.2 54p

S089.9/26/
「富士山を詠む」俳句賞作品集　第15回
(平成29年度)

富士宮市／編 富士宮
富士宮市教育委員会教
育部文化課芸術文化係

2018.2 56p

S089.9/31/ 富士山百人一首       
静岡県文化・観光部／
〔編〕

〔静岡〕 静岡県文化・観光部 2011.2 １冊

S089.9/31/
中学生･高校生のための『富士山百人
一首』解説

田中 章義／監修 静岡 静岡県教育委員会 2012.7 64p

S089.9/33/
富士山万葉集　巻10  秋の富士山一般
の部

静岡県文化・観光部／
[編]

[静岡] 静岡県文化・観光部 2015.2 1冊

S089.9/33/
富士山万葉集　巻11  秋の富士山こど
もの部

静岡県文化・観光部／
[編]

[静岡] 静岡県文化・観光部 2015.2 1冊

S089.9/33/ 富士山万葉集　巻12  食と富士山
静岡県文化・観光部／
[編]

[静岡] 静岡県文化・観光部 2015.2 1冊

S089.9/33/
富士山万葉集　巻13  冬の富士山一般
の部

静岡県文化・観光部／
[編]

[静岡] 静岡県文化・観光部 2016.2 1冊

S089.9/33/
富士山万葉集　巻14　冬の富士山こど
もの部

静岡県文化・観光部／
[編]

[静岡] 静岡県文化・観光部 2016.2 1冊

S089.9/33/ 富士山万葉集　巻15　暮らしと富士山
静岡県文化・観光部／
[編]

[静岡] 静岡県文化・観光部 2016.2 1冊

S089.9/33/ 富士山万葉集　巻16  祭りと富士山
静岡県文化・観光部／
[編]

[静岡] 静岡県文化・観光部 2017.2 1冊

S089.9/33/ 富士山万葉集  巻17   躍動する富士山
静岡県文化・観光部／
[編]

[静岡] 静岡県文化・観光部 2017.2 1冊

S089.9/33/ 富士山万葉集　巻18   富士山大好き
静岡県文化・観光部／
[編]

[静岡] 静岡県文化・観光部 2018.2 1冊

S089.9/33/ 富士山万葉集　巻19   新・富嶽百景
静岡県文化・観光部／
[編]

[静岡] 静岡県文化・観光部 2018.2 1冊

S089.9/33/
富士山万葉集　巻20   広がりゆく富士
山

静岡県文化・観光部／
[編]

[静岡] 静岡県文化・観光部 2018.2 1冊

S089.9/36/ 富士山歳時記　巻3　秋の富士山
静岡県文化・観光部／
[編]

[静岡] 静岡県文化・観光部 2015.2 20p

S089.9/36/ 富士山歳時記　巻4　冬の富士山
静岡県文化・観光部／
[編]

[静岡] 静岡県文化・観光部 2016.2 20p

S089.9/36/ 富士山歳時記　巻5　新年の富士山
静岡県文化・観光部／
[編]

[静岡] 静岡県文化・観光部 2017.2 20p

S089.9/42/ 富士百句で俳句入門 堀本 裕樹／著 東京 筑摩書房 2014.8 ２２３ｐ
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請求記号 書　名 著者名 出版地 出版者 出版年 ページ

S157/13/ 草の根の思想 報徳からのメッセージ 静岡新聞社／編 静岡 静岡新聞社 1996.8 182p

S157/21/
時に応じてことをなせ 二宮尊徳の肯定
思考

越智　宏倫／著 東京 家の光協会 1994.2 205p

S157/59/
二宮尊徳のことば 素読用   サムライス
ピリット 5

二宮 尊徳／〔著〕 大阪 登龍館 2008.3 69p

S175/49/
静岡市神社名鑑 静岡県神社庁静岡支
部設立五十周年記念  改訂

静岡県神社庁静岡支部
／編集

〔静岡〕 静岡県神社庁静岡支部
１９９８〔ま

えがき〕
323p

S175/101/
韮山町の神社    韮山町史別篇資料集
3

大石 泰夫／編集 韮山町 韮山町史刊行委員会 1994 187p

S175/103/ 榛原郡内の古社    郷土シリーズ 40
榛原町文化財委員会／
編集執筆

榛原町 榛原町教育委員会 1995.1 76p

S175/108/ 浜松市神社名鑑
静岡県神社庁浜松支部
／編集

浜松 静岡県神社庁浜松支部 1982.5 241p

S175/175/ 引佐郡神社誌
静岡県神社庁引佐支部
／〔編〕

引佐町 静岡県神社庁引佐支部 1987.11 21,150p

S175/193/ 秋葉山常夜燈 袋井市教育委員会／[編] [袋井] 袋井市教育委員会 2016.7 17p

S185/55/ 静岡県百寺百社 水野　茂／写真 静岡 静岡新聞社 1987.1 239p

S185/59/ 遠州の古寺 神谷　昌志／編著 静岡 静岡郷土出版社 1989.3 230p

S185/61/ 駿河の古寺 静岡 静岡郷土出版社 1989.7 227p

S185/62/ 駿河三十三所観音巡り 黒沢　脩／著 静岡 静岡郷土出版社 1989.7 166p

S185/65/ 富士市の仏教寺院
駿河郷土史研究会／
〔編〕

富士 駿河郷土史研究会 1989.11 23,422p

S185/71/ 伊豆の横道 重岡　中山／文 伊東 伊豆新聞本社 1978.3 96p

S185/74/ 遠州の寺社・霊場 神谷　昌志／著 静岡 静岡新聞社 1992 214p

S185/76/ 遠州三十三所観音巡り 神谷 昌志／著 静岡 郷土出版社 1993.12 166p

S185/86/
寺院概要 引佐町・細江町・三ケ日町・
湖西市・新居町 続

文化財調査会／〔編〕 浜松 文化財調査会 1979.11
68p 図

版

S185/90/
東海の古寺と仏像100選 国宝・文化財
のある寺  新訂版

渡辺 辰典／著 名古屋 風媒社 1997.1 264p

S185/91/ 藤枝・岡部・大井川の寺院 柴田　芳憲／著 藤枝 藤枝志太仏教会 1998.6 305p

S185/98/
花とご利益の寺社めぐり 静岡県とその
周辺２２０選

静岡新聞社／編集著 静岡 静岡新聞社 1999.12 157p

S185/110/
百六十余の袋井寺めぐり 袋井の歴史
探訪

田中　元峰／著 〔袋井〕 〔田中元峰〕
２００２．８
あとがき

163p

S185/125/ 東海四十九薬師巡礼 富永　航平／著 大阪 朱鷺書房 2000.1 229p

S185/180/
伊豆八十八ケ所霊場ほっと巡り 伊豆八十八ケ所遍路
旅詳細ガイドブック ２０１２ー２０１３年版 東京 インデックス社 2012.6 223p

S185/232/ 寺　そうだ、お寺へ行こう
牧之原市地域おこし協力
隊／製作

牧之原
牧之原市地域おこし協力
隊

[201-] 1冊

S190/5/ 静岡教会一二五年史
１２５年史編纂委員会／
編集

静岡 日本基督教団静岡教会 2009.7 194p

S190/6/ 沼津教会百年史
沼津教会百年史編集委
員会／編

沼津 日本基督教団沼津教会 1977 357p

S190/21/ 浜松教会百年史
日本基督教団浜松教会
／〔編〕

浜松 日本基督教団浜松教会 1991 452p

S190/23/
日本基督教団島田教会史 宣教１１０年・教
会設立７５年　１８８７年ー１９９７年

日本基督教団島田教会・
編集委員会／編集

島田
日本基督教団島田教会・
出版委員会

1997.5 221p

S190/26/
神に仕えたサムライたち 静岡移住旧幕
臣とキリスト教

沼津市明治史料館／編
集

沼津 沼津市明治史料館 1997.11 52p

S190/32/ 東海教区史   改訂版
東海教区史編纂小委員
会／編

甲府 日本基督教団東海教区 2003.9 505p

Ｓ１５７　報徳教

Ｓ１７５　神社（神社誌、案内など）

Ｓ１８５　寺院（寺院誌、案内など）

Ｓ１９０　キリスト教
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請求記号 書　名 著者名 出版地 出版者 出版年 ページ

S200/13/
ふるさと静岡ミニガイド    加藤忠雄著
作集

加藤　忠雄／〔著〕 静岡 加藤忠雄著作集刊行会 1988.11 259p

S200/14/
ビジュアルワイド新日本風土記  22
静岡県

東京 ぎょうせい 1988.12 71p

S202/142A/ 日本の古代遺跡  1    静岡 大阪 保育社 1990.7
263p

(図共)

S202/161/
静岡県文化財ガイドブック 原始・古代
の史跡

静岡県文化財保存協会
／編集

静岡 静岡県教育委員会 1998.2 66p

S202/172/ 静岡県のあけぼの 静岡県考古学会／編集 〔沼津〕 静岡県考古学会 1984.7 122p

S202/183/
いのりとまじないの世界 東駿河ー北伊豆の律
令時代を中心とした官衙・寺院・古墳の様相

富士市立博物館／編集 富士 富士市立博物館 2004.3 38p

S202/197/
静岡県の城跡 中世城郭縄張図集成
中部・駿河国版

『静岡県の城跡』編纂委
員会／編集

静岡 静岡古城研究会 2012.7 307p

S202/206/ 東海土器五十三次展
静岡市立登呂博物館／
編集

静岡 静岡市立登呂博物館 2017.9 23p

S202/208/ 特別展古代のうつわ
静岡市立登呂博物館／
〔編〕

静岡 静岡市立登呂博物館 1977 40p

S202.1/105/
富士市原始・古代の旅 市民のための
考古学教室

富士市教育委員会文化
体育課／編

富士
富士市教育委員会文化
体育課

1985 27p

S202.1/282/
おしゃれな原始・古代人 東駿河ー北伊
豆を中心とした原始・古代の装身具ー

富士市立博物館／編集 富士 富士市立博物館 2003.3 20p

S202.1/304/ 韮山の文化財 学び、守り、伝えよう！
韮山町教育委員会／編
集

〔韮山
町〕

韮山町教育委員会 2005.3 23p

S202.1/353/ 縄文の美 土器の文様と飾り 富士市立博物館／編集 富士 富士市立博物館 2013.5 16p

S202.1/374/ 図録富士宮市の遺跡
富士宮市教育委員会／
[編]

[富士
宮]

富士宮市教育委員会 2018.3 111p

S202.2/32/
登呂遺跡のなぞ    古代発掘物語全集
1

たかし　よいち／著 東京 国土社 1982 222p

S202.2/107/ 登呂の時代 むらびとたちのくらしぶり [静岡] 静岡市立登呂博物館 1992 84p

S202.2/218/ 特別史跡登呂遺跡
静岡市教育委員会／
〔編〕

〔静岡〕 静岡市教育委員会 2010.12 29p

S202.2/261/
ようこそ登呂ムラへ 登呂遺跡の生活復
元図鑑

静岡市教育委員会／編
集

〔静岡〕 静岡市教育委員会 2011.3 50p

S202.2/263/
赤い土器の世界 登呂式土器の赤彩を
探る　特別展

静岡市立登呂博物館／
編集

静岡 静岡市立登呂博物館 2012.2 56p

S202.2/266/ くろがねのわざ
静岡市立登呂博物館／
編集

〔静岡〕 静岡市立登呂博物館 2002.1 ３４ｐ

S202.2/267/ 登呂遺跡
静岡市立登呂博物館／
編集

〔静岡〕 静岡市立登呂博物館 2011.3 ３２ｐ

S202.2/275/ 弥生×登呂
静岡市立登呂博物館／
編集

静岡 静岡市立登呂博物館 2016.1 40p

S202.2/277/
藤枝市寺家前遺跡発掘の背負い板か
ら、全国の連雀地名の由来へ

磯部　博平／共著 静岡 磯部出版 2017.8 18p

S202.3/476/
静岡県指定文化財伊場遺跡出土古代文字
資料 地中から現れた古代の文字

浜松市博物館／編集 〔浜松〕 浜松市博物館 2003.2 34p

S202.3/495/ 縄文貝塚につどう 縄文遺跡のくらし 浜松市博物館／編集 〔浜松〕 浜松市博物館 2003.9 33p

S202.3/652/
浜松の古墳めぐり    浜松市文化財ブッ
クレット 1

浜松市生活文化部生涯学習
課（文化財担当）／編集

浜松
浜松市生活文化部生涯
学習課（文化財担当）

2008.3 63p

S202.3/660/ 浜松の遺跡  １９９９-２００２ 浜松市博物館／編集 浜松 浜松市教育委員会 2003.3 33p

S202.3/660/ 浜松の遺跡  ２（２００３-２００８）
浜松市生涯学習課(文化
財担当)／編集

〔浜松〕 浜松市 2009.3 45p

S202.3/660/ 浜松の遺跡　 3(2009-2014)
浜松市市民部文化財課
／編集

浜松 浜松市市民部文化財課 2015.7 47p

S202.3/684/ いにしえの文字と浜松
浜松市生活文化部生涯学習
課（文化財担当）／編集

浜松
浜松市生活文化部生涯
学習課（文化財担当）

2008.1 44p

S202.3/695/
遠江国分寺 もっと知りたくなる、学びた
くなる『遠江国分寺読本』

磐田市教育委員会文化
財課／〔編〕

磐田
磐田市教育委員会文化
財課

2009.4 22p

S202.3/722/ 春岡古墳群 袋井市歴史文化館／[編] 袋井 袋井市歴史文化館 [201-] 1枚

S202.3/737/ 古代地方木簡のパイオニア 伊場遺跡 鈴木 敏則／著 東京 新泉社 2018.7 93p

Ｓ２００　歴史総記

Ｓ２０２　歴史補助学（考古学など）
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請求記号 書　名 著者名 出版地 出版者 出版年 ページ

S203/5/
ふるさと年表 明治・大正・昭和・そして
平成

高橋　惣三郎／編 吉田町 〔高橋惣三郎〕
１９９０．７
まえがき

91p

S203/6/ 静岡県歴史年表 日本史・世界史対応
静岡県歴史教育研究会
／編

静岡 静岡新聞社 2003.3 205p

S204/15/ ふるさと百話  第１巻 静岡 静岡新聞社 1971 344p

S204/15/ ふるさと百話  第２巻 静岡 静岡新聞社 1971 362p

S204/15/ ふるさと百話  第３巻 静岡 静岡新聞社 1971 332p

S204/15/ ふるさと百話  第４巻 静岡 静岡新聞社 1972 356p

S204/15/ ふるさと百話  第５巻 静岡 静岡新聞社 1972 306p

S204/15/ ふるさと百話  第６巻 静岡 静岡新聞社 1972 334p

S204/15/ ふるさと百話  第７巻 静岡 静岡新聞社 1972 296p

S204/15/ ふるさと百話  第８巻 静岡 静岡新聞社 1973 306p

S204/15/ ふるさと百話  第９巻 静岡 静岡新聞社 1973 332p

S204/15/ ふるさと百話  第１０巻 静岡 静岡新聞社 1973 342p

S204/15/ ふるさと百話  第１１巻 静岡 静岡新聞社 1974 278p

S204/15/ ふるさと百話  第１２巻 静岡 静岡新聞社 1975 286p

S204/15/ ふるさと百話  第１３巻 静岡 静岡新聞社 1975 282p

S204/15/ ふるさと百話  第１４巻 静岡 静岡新聞社 1975 308p

S204/15/ ふるさと百話  第１５巻 静岡 静岡新聞社 1975 259p

S204/15/ ふるさと百話  第１６巻 静岡 静岡新聞社 1976 264p

S204/15/ ふるさと百話  第１７巻 静岡 静岡新聞社 1976 298p

S204/15/ ふるさと百話  第１８巻 静岡 静岡新聞社 1976 270p

S204/15/ ふるさと百話  第１９巻 静岡 静岡新聞社 1976 300p

S204/15/ ふるさと百話  第２０巻 静岡 静岡新聞社 1977.2 196,133p

S204/15/ ふるさと百話  １巻 戸羽山　瀚／〔ほか〕著 静岡 静岡新聞社 1998.11 266p

S204/15/ ふるさと百話  ２巻 浅倉　清／〔ほか〕著 静岡 静岡新聞社 1998.11 257p

S204/15/ ふるさと百話  ３巻 安本　博／〔ほか〕著 静岡 静岡新聞社 1998.11 296p

S204/15/ ふるさと百話  ４巻 鎌田　久子／〔ほか〕著 静岡 静岡新聞社 1998.11 231p

S204/15/ ふるさと百話  ５巻 佐々木　清治／〔ほか〕著 静岡 静岡新聞社 1998.11 282p

S204/17/ 静岡の歴史百話
静岡県日本史教育研究
会／編

東京 山川出版社 1980.7 203p

S204/18/ ふるさと三国志 ＳＢＳ静岡放送／編 静岡 静岡新聞社 1982.1 191p

Ｓ２０３　参考図書（年表など）

Ｓ２０４　論説．随筆．雑記
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S209/30/
ふるさとの百年 目で見る静岡県の昔と
今

静岡新聞社／編 静岡 静岡新聞社 1974
254p(おも

に図)

S209/45/
静岡県の昭和史 近代百年の記録 上
巻

海野　福寿／編 東京 毎日新聞社 1983 296p

S209/45/
静岡県の昭和史 近代百年の記録 下
巻

海野　福寿／編 東京 毎日新聞社 1983 296p

S209/48/ 文化誌日本静岡県 小川　竜彦／〔ほか〕編集 東京 講談社 1984.7 406p

S209/55/
図説日本の歴史  22    図説静岡県の
歴史

永原　慶二／編 東京 河出書房新社 1987.5
287,38p 図

版10枚

S209/60/ 静岡県の昭和史 写真集 静岡新聞社出版局／編 静岡 静岡新聞社出版局 1989.8 333p

S209/61/
人づくり風土記 全国の伝承・江戸時代 22  聞き書きに
よる知恵シリ-ズ  ふるさとの人と知恵　静岡 加藤　秀俊／〔ほか編纂〕 東京 農山漁村文化協会 1990.2 372p

S209/66/
図説ふるさとの歴史シリーズ  1    浜
松・浜名湖周辺　上巻

静岡 郷土出版社 1992 170p

S209/66/
図説ふるさとの歴史シリーズ  1    浜
松・浜名湖周辺　下巻

静岡 郷土出版社 1992 166p

S209/72/
静岡県民の暮らしにみる戦後50年 １９
４５-１９９５

静岡新聞社／編 静岡 静岡新聞社 1995.5 319p

S209/75/
静岡県の誕生 静岡県史パネル展図録
三つの国からひとつの県へ

静岡県教育委員会県史
編さん室／編集

静岡 静岡県 1996.8 31p

S209/78/
マンガ静岡県史  天下統一篇    今川か
ら徳川へ

静岡県教育委員会県史
編さん室／編集

〔静岡〕 静岡県 1998.2 231p

S209/78/
マンガ静岡県史  幕末・維新篇    静岡
県の成立

静岡県教育委員会県史
編さん室／編集

〔静岡〕 静岡県 1997.3 231p

S209/81/
しらべ学習に役立つふるさとの歴史と
風土  4    中部の歴史と人びとのくらし

谷口 研語／[著] 東京 あすなろ書房 1996.2 107p

S209/91/ 史跡と人物でつづる静岡県の歴史
静岡県地域学習資料研
究会／編著

東京 光文書院 1984.5 223p

S209/92/ 静岡の歴史ものがたり
静岡県歴史ものがたり研
究会／編著

東京 日本標準 1981.5 223p

S209/98/ 新聞に見る静岡県の一〇〇年 静岡新聞社出版局／編 静岡 静岡新聞社 1999.11 511p

S209/104/ 古代の装い 第１９回特別展 浜松市博物館／編集 浜松 浜松市博物館 2000.9 32p

S209/135/ 資料に学ぶ静岡県の歴史
静岡県立中央図書館歴史文
化情報センター／編集

静岡 静岡県教育委員会 2009.1 143p

S209/151/ 静岡戦國ガイドブック ナビ／制作 〔静岡〕 ナビ 〔２０１１〕 16p

S209/160/ 舟の力 平成２４年度特別展
静岡市立登呂博物館／
編集

静岡 静岡市立登呂博物館 2012.1 31p

S210/18/
明治大正昭和伊豆東海岸 写真集   ふ
るさとの思い出 322

太田　君男／〔ほか〕編 東京 図書刊行会 1987 125p

S210/21/
目で見る三島・伊豆の１００年 三島市・熱海
市・伊東市・下田市・賀茂郡・田方郡

静岡 郷土出版社 1991.11 165p

S210/27/
目でみる西伊豆の歴史 戸田村・土肥
町・賀茂村・西伊豆町・松崎町

永岡 治／著 富士宮 緑星社 1986 210p

S210/41/ 伊豆碑文集 桜井 祥行／編著
伊豆の
国

桜井祥行 2017.1 175p

S211/35/ 目でみる下田市の歴史 外岡　龍二／著 富士宮 緑星社出版部 1980.1 202p

S211/61/ 図説下田市史
下田市史編纂委員会／
編

下田 下田市教育委員会 1988.3 8,99p

S211/74/ 南伊豆町史
南伊豆町史編さん委員会
／編集

[南伊豆
町]

南伊豆町教育委員会 2017.3
746p

図版15
枚

S211/90/ 歴史の郷かわづ
河津町教育委員会／編
集

河津町 河津町教育委員会 1999.3 186p

S211/117/ 私たちのまち幸原町 石井 芽久美／著 [三島]
三島市幸原町自治会評
議員会

2017.1 61p

S212/10/ 目でみる伊東市の歴史 竹田　信一／著 富士宮 緑星社出版部 1980.3 186p

S212/13/
伊東の歴史　 1  原始から戦国時代  伊
東市史 通史編

伊東市史編集委員会／
編集

伊東 伊東市 2018.3 524p

S212/43/
土肥の金山    土肥町郷土誌叢書 第1
輯

土肥町郷土誌編集委員
会／編

土肥町 土肥町教育委員会 1974 117p

S212/43/
土肥の寺院    土肥町郷土誌叢書 第3
輯

土肥町郷土誌編集委員
会／編

土肥町 土肥町教育委員会 1981.3 80p

Ｓ２０９　通史．文化史

Ｓ２１０～Ｓ２１４　県東部地方に関する歴史
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S212/43/
土肥の年中行事    土肥町郷土誌叢書
第4輯

土肥町郷土誌編集委員
会／編

土肥町 土肥町教育委員会 1989.3 67p

S212/43/
土肥の神社    土肥町郷土誌叢書 第5
輯

土肥町郷土誌編集委員
会／編

土肥町 土肥町教育委員会 1982.3 156p

S212/43/
土肥の古文書　１   土肥町郷土誌叢書
第6輯

土肥町郷土誌編集委員
会／編

土肥町 土肥町教育委員会 1983.3 432p

S212/43/ 土肥の名勝旧跡    郷土誌叢書 第7集
土肥町郷土誌編集委員
会／編

土肥町 土肥町教育委員会 1987.12 113p

S212/43/ 土肥の人物誌    郷土誌叢書 第8集
土肥町郷土誌編集委員
会／編

土肥町 土肥町教育委員会 1990.7 107p

S212/43/
土肥の石造物  路傍編  郷土誌叢書 第
9集

土肥町郷土誌編纂委員
会／編

土肥町 土肥町教育委員会 1992 90p

S212/43/
土肥の石造物  神社・寺院編  郷土誌
叢書 第10集

土肥町郷土誌編纂委員
会／編集

土肥町 土肥町教育委員会 1993.3 153p

S212/43/ 土肥の地名    郷土誌叢書 第11集
土肥町郷土誌編纂委員
会／編

土肥町 土肥町教育委員会 1994.3 156p

S212/43/
土肥の昔話伝説     郷土誌叢書 第12
集

土肥町郷土誌編纂委員
会／編

土肥町 土肥町教育委員会 1995.3 128p

S212/43/ 土肥の屋号    郷土誌叢書 第13集
土肥町郷土誌編纂委員
会／編

土肥町 土肥町教育委員会 1997.3 126p

S212/43/
北条水軍　土肥の富永一族    郷土誌
叢書 第14集

土肥町郷土誌編纂委員
会／編

土肥町 土肥町教育委員会 1998.3 114p

S212/43/ 土肥の巨木名木    郷土誌叢書 第15集
土肥町誌編纂委員会／
編集

土肥町 土肥町教育委員会 1999.3 146p

S212/43/ 土肥の災害誌    郷土誌叢書 第16集
土肥町郷土誌編纂委員
会／編

土肥町 土肥町教育委員会 2000.3 139p

S212/43/ 土肥の人物誌    郷土誌叢書 第17集
土肥町郷土誌編纂委員
会／編

土肥町 土肥町教育委員会 2001.3 180p

S212/43/ 土肥の方言    郷土誌叢書 第18集
土肥町郷土誌編纂委員
会／編

土肥町 土肥町教育委員会 2002.3 126p

S212/43/ 新版土肥の金山    郷土誌叢書 第19集
土肥町郷土誌編纂委員
会／編

土肥町 土肥町教育委員会 2003.3 183p

S212/43/
土肥の歴史年表    郷土誌叢書 第二十
集

土肥町誌編纂委員会／
編集

土肥町 土肥町教育委員会 2004.1 94p

S212/45/ 天城の地名    町誌編さん資料 第８集
天城湯ケ島町文化財保
護審議会／編

天城湯ケ
島町

天城湯ケ島町教育委員
会

1990.3 242p

S212/56/
明治大正昭和三島・修善寺 写真集
ふるさとの想い出 71

戸羽山　瀚／編 東京 国書刊行会 1979 166p

S212/71/ まんが函南の歴史 永井　陽子／絵・文 函南町 函南町 1987 146p

S212/74/ 三島・田方いまむかし 写真集 静岡 静岡郷土出版社 1988.11 190p

S212/82/ 戸田村１００年 村制施行１００周年記念
戸田村村制施行１００周年
記念行事実行委員会／編

戸田村
戸田村村制施行１００周
年記念行事実行委員会

1989 170p

S212/83/
天城湯ケ島町町制施行三十周年記念
誌

天城湯ケ島町企画課／
編

天城湯ケ
島町

天城湯ケ島町 1990 137p

S212/84/
わが町土肥 町制施行５０周年・総合庁
舎落成記念誌

土肥町／編 土肥町 土肥町 1990
152p(おも

に図)

S212/85/ 企画展昭和史三島 資料で綴る６３年 三島市郷土館／編 三島 三島市郷土館 1991 24p

S212/97/
三島の成りたち 原始・古代ー中世  第２
版

三島市郷土資料館／編
集

三島 三島市教育委員会 2004.3 57p

S212/110/ 熱海歴史年表 市制施行６０周年記念 熱海市／〔編〕 熱海 熱海市 1997.3 215p

S212/110/
熱海平成歴史年表 市制施行７０周年
記念

熱海市／〔編〕 熱海 熱海市 2007.3 107p

S212/115/ ふり返る２０世紀 三島１００年の証言
三島市郷土資料館／
〔編〕

三島 三島市郷土資料館 1998.7 48,7p

S212/132/
三島宿 いにしえの宿場の賑わいを求
めて

三島市郷土資料館／編
集

三島 三島市郷土資料館 2001.3 50p,12p

S212/141/ ふるさと探訪
三島市郷土資料館／編
集

三島 三島市郷土資料館 2002.3 59p

S212/158/
ふるさと函南の学習 身近にある歴史の
発見 その２

世古　祐三／〔編〕 函南町 世古祐三 2008.11 103p

S212/166/
三島・熱海・伊豆の国今昔写真帖 三島
市・熱海市・伊豆の国市・函南町

郷土出版社／〔編〕 松本 郷土出版社 2006.7 147p

S212/179/ 図説伊東の歴史
伊東市史編さん委員会／
編集

伊東 伊東市教育委員会 2009.3 247p

S212/193/ 戦後五十年の歩み 戦後五十年記念
大仁町教育委員会／編
集

〔大仁
町〕

大仁町教育委員会 1996.1 50p

S212/214/ 世界遺産・国指定史跡韮山反射炉
伊豆の国市文化財課／
[編]

伊豆の
国

伊豆の国市文化財課 [201-] 1枚
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S213/41/ 目でみる沼津市の歴史 小野　真一／著 富士宮 緑星社出版部 1978.1 238p

S213/52/ 新ふるさとみィつけた
御殿場青年会議所創立二十周
年記念実行特別委員会／編

御殿場 御殿場青年会議所 1982 305p

S213/58/
写真集明治大正昭和沼津 ふるさとの
想い出２９１

小野真一／編 東京 国書刊行会 1984.1 126p

S213/66/ 沼津いま・むかし 写真集 静岡 郷土出版社 1987.1 189p

S213/71/ 御殿場・裾野いまむかし 写真集 静岡 静岡郷土出版社 1989.2 178p

S213/76/
古墳で探る地域の歴史 見直そう！駿
河の古墳

沼津市歴史民俗資料館
／編

沼津 沼津市歴史民俗資料館 1990.8 37p

S213/77/
沼津藩とその周辺 沼津城・沼津藩・菊
間藩　設立１５周年記念特別展

沼津市歴史民俗資料館
／編

沼津 沼津市歴史民俗資料館 1989.8 38p

S213/89/ 見る読む沼津歴史年表 友野　博／〔ほか〕編集 静岡 羽衣出版 1992 166p

S213/90/
目で見る沼津・駿東の１００年 沼津市・御殿
場市・裾野市・長泉町・清水町・小山町

静岡 郷土出版社 1993 166p

S213/93/
ぬまづ江戸時代図誌 沼津市明治史料
館常設展示解説書

沼津市明治史料館／編
集

沼津 沼津市明治史料館 1993 54p

S213/100/ 昭和の戦争と沼津 企画展解説書 沼津市明治史料館／編 沼津 沼津市明治史料館 1995.7 44p

S213/102/
写真・史料にみる占領期の沼津 企画
展

沼津市明治史料館／編 沼津 沼津市明治史料館 1995.12 40p

S213/107/
写真集明治大正昭和裾野 ふるさとの
想い出２３４

佐藤　隆／編 東京 国書刊行会 1982.2 126p

S213/108/
レンズに写った沼津 アマチュア写真家
が記録した戦前・戦後

沼津市明治史料館／編
集

沼津 沼津市明治史料館 1996.12 54p

S213/128/ 沼津今昔１００景 写真集 瀬川　裕市郎／編著 静岡 羽衣出版 2002.11 206p

S213/132/ 植田内膳と香貫用水 企画展
沼津市歴史民俗資料館
／編集

沼津 沼津市歴史民俗資料館 2004.2 44p

S213/133/ 深良郷土誌
深良地区郷土資料館運
営委員会／編集

〔裾野〕
深良地区郷土資料館運
営委員会

2004.3 126p

S213/137/
愛鷹山をかけめぐった旧石器人 今、よ
みがえる３万年前の世界

静岡県埋蔵文化財調査
研究所／編集

静岡
静岡県埋蔵文化財調査
研究所

2004.12 49p

S213/138/
豆州内浦漁民史料と内浦の漁業 開館
３０周年記念特別展

沼津市歴史民俗資料館
／編集

沼津 沼津市歴史民俗資料館 2005.2 60p

S213/151/
今よみがえるセピアの香り 企画展図録　沼津今
昔物語　むかしの沼津に会いに来ませんか？

沼津市明治史料館／編
集

沼津 沼津市明治史料館 2008.7 108p

S213/160/ 御殿場・裾野・小山今昔写真帖 松本 郷土出版社 2013.8 ２２２ｐ

S214/17A/ 目でみる富士宮の歴史   改訂増補版 遠藤　秀男／編 富士宮 緑星社出版部 1977.6 214p

S214/21/ 目でみる富士市の歴史 鈴木　富男／著 富士宮 緑星社出版部 1975.7 165p

S214/23/ 目でみる芝川町の歴史 唐紙　一修／〔ほか〕著 富士宮 緑星社出版部 1976.7 164p

S214/29/ 富士宮の百年 写真集 遠藤　秀男／著 芝川町 泰文堂 1982 185p

S214/34/ 富士市いまむかし 写真集 静岡 郷土出版社 1987.11 189p

S214/39/ 学校区を知る本大富士の郷
富士宮市立大富士小学
校ＰＴＡ／編

富士宮
富士宮市立大富士小学
校ＰＴＡ

1989 141p

S214/42/
目で見る富士・富士宮の１００年 写真が
語る激動のふるさと一世紀

静岡 郷土出版社 1990.7 172p

S214/44/
石器なぜ？なぜ？質問箱 大むかしの
技術石器とくらし

富士市立博物館／編 富士 富士市立博物館 1992 26p

S214/50/
写真集明治大正昭和富士    ふるさと
の想い出 302

鈴木　富男／編 東京 国書刊行会 1985.2 126p

S214/53/ まんが富士ものがたり
富士市教育委員会文化
振興課／編集

富士 富士市 1996.11 247p

S214/77/ 富士宮市のあけぼの
富士宮市教育委員会社
会教育課／編集

富士 富士宮市教育委員会 1990.1 27p

S214/87/ 懐かしの富士宮 写真集 遠藤　秀男／編著 静岡 羽衣出版 2009.1 219p

S214/90/ 富士川を渡る歴史 第４７回企画展 富士市立博物館／編集 富士 富士市立博物館 2009.3 56p

S214/92/
年表・図説でみる富士宮の歴史と伝説
富士宮市制７０周年記念事業

富士宮市／編集 富士宮 富士宮市 2012.6 22p

S214/95/ 富士・富士宮今昔写真帖 保存版 松本 郷土出版社 2008.7 147p
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請求記号 書　名 著者名 出版地 出版者 出版年 ページ

S221/6-4/ 庵原村誌
庵原村誌翻刻版編集委
員会／[編集]

[静岡]
庵原地区まちづくり推進委員会
文化部会いはら文化伝承の会

2015.11
はじめに

470p

S221/6-4/ 庵原村誌
庵原村誌翻刻版編集委
員会／編集

[静岡]
庵原地区まちづくり推進委員会
文化部会いはら文化伝承の会

2017.3 498,7p

S221/21/ 高部のあゆみ
高部連合青年会郷土史
研究部／編

清水 清水市立高部公民館 1961 276p

S221/21-2/
高部のあゆみ  続その１    わがまち思
い出ばなし

高部まちづくりの会／編 清水 高部まちづくりの会 1983 124p

S221/40A/
目でみる庵原の歴史 富士川・蒲原・由
比  第２版

志田　喜代江／著 富士宮 緑星社出版部 1982 201p

S221/43/
写真集明治大正昭和清水 ふるさとの
想い出３７

川崎文昭／編 東京 国書刊行会 1979.7 164p

S221/44/ 目でみる清水市の歴史 杉山　満／著 富士宮 緑星社出版部 1980.11 207p

S221/47/ ふるさと由比 写真集
由比町文化財保護審議
会／編

由比町 由比町教育委員会 1983 46p

S221/47/ ふるさと由比  文化財編
由比町文化財保護審議
会／編

由比町 由比町教育委員会 1984
59p 図

版

S221/47/ ふるさと由比  民俗編
由比町文化財保護審議
会／編

由比町 由比町教育委員会 1983 60p

S221/47A/ ふるさと由比  歴史散歩編
由比町文化財保護審議
会／編

由比町 由比町教育委員会 1981 42p

S221/49/
庵原のあゆみ 中学校社会科郷土資料
２版

庵原郡教育協会中学校
社会科研究部／編集

静岡 静岡教育出版社 1983.3 100p

S221/52/
清水と飯田の二千年 清水市合併３０周
年記念ダイジェスト版

郷土史編集委員会／編 清水
飯田地区まちづくり推進
委員会

1984 52p

S221/61/ 清水いまむかし 写真集 静岡 郷土出版社 1987 189p

S221/69/
目で見る清水１００年史 写真が語るふ
るさと一世紀

静岡 静岡郷土出版社 1990.3 161p

S221/72/
かんばら物語 蒲原町制１００周年記念
アルバム

蒲原町役場／〔編〕 蒲原町 蒲原町役場 1989 49p

S221/76/ いほはら   改訂版
庵原郡教育協会中学校
社会科研究部／編

静岡 静岡教育出版社 1992 70p

S221/86/
いほはらの文化展 五周年記念特別企
画　駿河国の誕生まで

〔清水〕 清水市教育委員会 1997 18p

S221/97/
行ってみよう・見つけてみようしみず  Ｖ
ＯＬ．１

清水市教育協会小学校
社会科班／〔編〕

〔清水〕
清水市教育協会小学校
社会科班

2000 1冊

S221/98/ 清水のむかしガイドマップ
清水市教育協会小学校
社会科班／〔編〕

〔清水〕
清水市教育協会小学校
社会科班

2000 8p

S221/122/ ふじかわ 富士川町閉町記念誌 富士川町／〔編〕
富士川
町

富士川町 2008.1 112p

S222/28A/
わたしたちの郷土資料麻利子  第１集
改訂版

長谷川　章一／〔ほか〕編 静岡 長田西小学校 1965
29p 図

版

S222/73/
静岡市の大字・小字名集成 江戸時代より
現代まで   静岡市立図書館郷土史叢刊 2

駿河古文書会／編集 静岡 静岡市立図書館 1977.7 178p

S222/84/
写真集明治大正昭和静岡 ふるさとの
想い出１３

小川　竜彦／編著 東京 国書刊行会 1978.12 164p

S222/90/ 目でみる静岡市の歴史 漆畑　彌一／著 富士宮 緑星社出版部 1981.5 182p

S222/96/ 久能の昔を伝えるもの
静岡市立久能小学校／
編

静岡
静岡市立久能小学校ＰＴ
Ａ

1982
178,〔16〕

p

S222/98/ 徳川家康と駿府城下町 黒沢　脩／著 静岡 静岡谷島屋 1982.8 275p

S222/120/ 静岡市いまむかし 写真集 静岡 静岡郷土出版社 1988.2 197p

S222/121/ 静岡市の１００年写真集 静岡新聞社／編 静岡 静岡新聞社 1988.4 382p

S222/123/
静岡・清水平野の弥生時代 特別展新
出土品にみる農耕生活

静岡市立登呂博物館／
編

静岡 静岡市立登呂博物館 1988 97p

S222/134/
駿府城築城４００年 駿府城と大御所徳
川家康の世界

黒沢　脩／著 〔静岡〕 〔静岡１００年委員会〕 1989
p102ｰ

179

S222/135/ 駿府の歴史 桜井　広／執筆・写真 静岡 静岡市観光協会 1989.4 198p

S222/144/
特別展発掘された駿府城跡 新出土品
にみる城のようすとくらし

静岡市立登呂博物館／
編

静岡 静岡市立登呂博物館 1994.3 40p

S222/145/
東海道駿府城下町 東海道中核都市の
誕生 上

中部建設協会静岡支所
／編

静岡 中部建設協会静岡支所 1996.3 225p

S222/145/
東海道駿府城下町 世界を見た家康と
その後の駿府 下

中部建設協会静岡支所
／編

静岡 中部建設協会静岡支所 1997.3 207p

Ｓ２２０～Ｓ２２３　県中部地方に関する歴史
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請求記号 書　名 著者名 出版地 出版者 出版年 ページ

S222/146/ 見る読む静岡歴史年表 宮本 勉／[ほか]編著 静岡 羽衣出版 1996.3 161p

S222/161/ 静岡今昔１００景 写真集 羽衣出版編集部／編集 静岡 羽衣出版 2001.6 187p

S222/163/ 郷土美和
静岡市立美和中学校／
〔編〕

〔静岡〕 静岡市立美和中学校
２００１あ

とがき
98p

S222/170/ 目で見る静岡市の１００年 名古屋 郷土出版社 2003.2 146p

S222/176/ 登呂むらのくらし
静岡市立登呂博物館／
〔編〕

静岡 静岡市立登呂博物館 〔１９９-〕 24p

S222/179/ 有度歴史散策
有度ふるさと研究会「有渡歴
史散策」編集委員会／〔編〕

静岡
有度地区まちづくり推進
委員会

2005.3 37p

S222/196/
空から見た私たちの静岡市 航空写真
による資料集

マップ・システム・カンパ
ニー／撮影・製作

静岡
静岡郷土文化地理研究
会

1985.4 85p

S222/205/
保存版ふるさと静岡市 新静岡市発足
記念決定版写真集

松本 郷土出版社 2009.9 230p

S222/226/ 語り継ぎたい静岡ばなし 天野　進吾／〔著〕
〔出版地
不明〕

〔天野進吾〕
２０１３．３
まえがき

１９６ｐ

S223/39/
写真集明治大正昭和藤枝 ふるさとの
想い出７５

八木洋行，野本寛一／共
編

東京 国書刊行会 1980.4 166p

S223/41A/
藤枝・岡部のあゆみ 中学校社会科郷
土資料集  改訂版

「藤枝・岡部のあゆみ」編
集委員会／編集

藤枝
藤枝・岡部教育研究会社
会科部

1984.11 126p

S223/63/ ふるさと百科藤枝事典 野本　寛一／編 東京 国書刊行会 1984 347,29p

S223/76/
藤枝の歴史 原始から現代まで　藤枝市
郷土博物館常設展示解説

藤枝市郷土博物館／編 藤枝 藤枝市郷土博物館 1987.11 59p

S223/79/ 焼津・藤枝いまむかし 写真集 静岡 静岡郷土出版社 1988.5 193p

S223/85/
目で見る志太１００年史 写真が語る激
動のふるさと一世紀

静岡 静岡郷土出版社 1990.3 169p

S223/115/
写真集明治大正昭和島田 ふるさとの
想い出２２０

谷村　茂／編著 東京 国書刊行会 1981.1 124p

S223/120/
やきつべ 明治・大正・昭和焼津の情景
焼津市史

焼津市／編集 焼津 焼津市 2001.3 232p

S223/126/ 焼津の歴史あれこれ
焼津市史編さん委員会／
編集

焼津 焼津市 2008.3 188p

S223/126/ 焼津市史  図説・年表
焼津市史編さん委員会／
編集

焼津 焼津市 2008.3 216,24p

S223/144/ 藤枝・焼津・志太今昔写真帖 保存版 松本 郷土出版社 2007.8 147p

S230/42/ 目で見る掛川・小笠・榛原の１００年 静岡 郷土出版社 1992.3 164p

S230/47/ 図説遠江の城 静岡 郷土出版社 1994 207p

S230/52/
川と生活 浜松市博物館第１７回特別展
図録　水防と利水の歴史

浜松市博物館／編集 浜松 浜松市博物館 1998.11 32p

S230/53/
定本天竜川 母なる川-その悠久の歴史
と文化

松本 郷土出版社 2001.12 247p

S230/54/
目で見る北遠・周智・浜北の１００年 天竜市・磐田郡（佐
久間町・水窪町・竜山村・豊岡村）　写真が語る激動の
ふるさと一世紀

名古屋 郷土出版社 2002.7 146p

S230/56/ 目で見る磐田・袋井の１００年 名古屋 郷土出版社 2002.7 146p

S230/63/ 掛川・菊川・御前崎今昔写真帖 保存版 松本 郷土出版社 2007.7 148p

S230/66/ 磐田・袋井・森今昔写真帖 保存版 松本 郷土出版社 2012.8 223p

S231/52/
ふるさと本川根 目で見るふるさと百年
史

本川根町教育委員会／
〔編〕

本川根
町

本川根町教育委員会 1987
80p(おも

に図)

S231/53/ 島田・榛原いまむかし 写真集 静岡 郷土出版社 1988.8 185p

S231/57/ ふるさと相良懐かしの写真集 相良史蹟調査会／編
〔相良
町〕

相良史蹟調査会 1990.5 228p

S231/72/ 金谷町史 図説
金谷町史編さん委員会／
編集

金谷町 金谷町役場 2005.1 103p

S231/73/ 村から町へ １００周年記念誌
吉田町役場総務課参事
室／編

吉田町
吉田町役場総務課参事
室

1989 56,12p

S231/88/ 図説中川根の歴史
中川根町史編さん委員会
／編集

中川根
町

静岡県榛原郡中川根町 2002.11 175p

S231/95/ 金谷町の歩み 金谷町閉町記念誌 金谷町／〔編〕
〔金谷
町〕

金谷町 〔２００５〕 62p

Ｓ２３０～Ｓ２３６　県西部地方に関する歴史
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S231/100/
島田・牧之原・榛原今昔写真帖 島田市・牧
之原市・吉田町・川根町・川根本町

辻　正道／〔ほか編集〕 松本 郷土出版社 2006.1 147p

S231/101/ 大井川流域の文化 第４０回企画展 島田市博物館／編集 島田 島田市博物館 2006.8 88p

S231/102/ 金谷宿史跡案内
島田宿・金谷宿史跡保存
会／編集

島田
島田宿・金谷宿史跡保存
会

2007.8 172p

S232/81/
写真集明治大正昭和掛川 ふるさとの
想い出２６

関七郎／編 東京 国書刊行会 1979.4 164p

S232/101/
写真でつづるふるさと大須賀 大須賀町
制３０周年記念

記念誌編集委員会／編
大須賀
町

大須賀町 1986.11 150p

S232/102/ 目でみる袋井市史
袋井市史編纂委員会／
編

袋井 袋井市 1986.3 92p

S232/109/ 掛川・小笠いまむかし 写真集 静岡 静岡郷土出版社 1988.9 188p

S232/163/ 風紋 浜岡町・閉町記念写真集 浜岡町／〔編〕 浜岡町 浜岡町 2004.3 218p

S232/173/
遺跡でたどる袋井のあゆみ 旧石器時
代ー弥生時代の巻 第１弾

袋井市生涯学習課文化
財係／編集

〔袋井〕 袋井市教育委員会 〔２００５〕 12p

S232/173/
遺跡でたどる袋井のあゆみ 古墳時代
の巻 第２弾

袋井市立浅羽郷土資料
館／編集

〔袋井〕
袋井市教育委員会生涯
学習課

〔２００５〕 12p

S232/173/
遺跡でたどる袋井のあゆみ 奈良・平安
時代の巻 第３弾

袋井市立浅羽郷土資料
館／編集

〔袋井〕
袋井市教育委員会生涯
学習課文化財係

〔２００７〕 12p

S232/173/
遺跡でたどる袋井のあゆみ 鎌倉-戦国
時代の巻 第４弾

袋井市立浅羽郷土資料
館／編集

〔袋井〕
袋井市教育委員会生涯
学習課文化財係

〔２００８〕 12p

S232/173/
遺跡でたどる袋井のあゆみ 江戸時代
の巻 第５弾

袋井市立浅羽郷土資料
館／編集

〔袋井〕
袋井市教育委員会生涯
学習課文化財係

〔２００-〕 12p

S232/173/
遺跡でたどる袋井のあゆみ　ダイジェス
ト　原始・古代～江戸時代の巻

袋井市教育委員会／[編] [袋井] 袋井市教育委員会 [200-] 1冊

S233/14/
町制施行１００周年記念写真集森町む
かしといま

森町制１００周年記念誌
編集委員会／編

森町 森町 1989 152p

S233/18/ 図説森町史
森町史編さん室・社会教
育課文化振興係／編集

森町 森町 1999.2 133p

S234/14/ 磐田百年
磐田市役所企画課／製
作

磐田 磐田市役所企画課 1968
60p

(図共)

S234/24/
郷土研究資料  第７集    ふるさと豊田
写真集

豊田町郷土を研究する会
／編

豊田町 豊田町教育委員会 1982
180p

(図共)

S234/26-2/ 郷土読本ふるさと竜洋    改訂版
竜洋町教育委員会／編
集

竜洋町 竜洋町教育委員会 1995.3 303p

S234/54/ 磐田・袋井いまむかし 写真集 静岡 静岡郷土出版社 1988.1 190p

S234/57/ みさくぼ こどものためのふるさとの歴史 斉藤　芳雄／著 水窪町 水窪町教育委員会 1989 131p

S234/75/ 図説磐田市史
磐田市史編さん委員会／
編

磐田 磐田市 1995.11 102p

S234/76/ 磐田の古墳
磐田市教育委員会文化
財課／編集

〔磐田〕
磐田市教育委員会文化
財課

2002.3 1冊

S234/80/ 図説浅羽町史
浅羽町史編さん委員会／
編集

浅羽町 浅羽町 2001.3 114p

S234/85/ 磐田昔がたり
磐田昔がたり保存会／
〔編〕

磐田 磐田昔がたり保存会 1998.2 360p

S234/87/
わたしたちの文化財    磐田市の教育
文化財編

磐田市教育委員会／編
集

磐田 磐田市教育委員会 1998.3 13p

S234/88/
京見塚と海上皇子 磐田市高町の文化
をたずねて

磐田市／〔編〕 〔磐田〕 磐田市
１９９８．５
あとがき

29p

S234/109/ 磐田の記録写真集
磐田の記録写真集編集
会議／編集

磐田
磐田市教育委員会文化
財課

2002.3 189p

S234/109/
磐田の記録写真集 磐田の産業 第二
集

磐田の記録写真集編集
会議／編集

磐田
磐田市教育委員会文化
財課磐田市旧見付学校

2003.3 99p

S234/109/
磐田の記録写真集 磐田の近代教育
第三集

磐田の記録写真集編集
会議／編集

磐田
磐田市教育委員会文化
財課磐田市旧見付学校

2004.3 86p

S234/126/ 豊田歴史の玉手箱
豊田郷土を研究する会／
編集

〔磐田〕 豊田郷土を研究する会 2011.1 44p

S235/7/ 細江町の百年
細江町の１００年編集委
員会／編集

細江町 細江町 1969 99p

S235/29/ 春野歴史ものがたり 春野町史副読本
春野町教育委員会生涯
学習課／編集

春野町 春野町 2001.3 135p

S235/33/
ふるさと探訪 引佐の歴史と自然を訪ね
て

引佐町 引佐町役場企画課 1991.3 13p

S235/35/ 郷土 三ヶ日町の歴史を語る人びと
三ケ日町郷土を語る会／
編集

〔浜松〕 三ケ日町郷土を語る会 2011.9 178p

S236/28/
浜北市の年中行事・文化財 浜北市史
資料

浜北市教育委員会教育
部生涯学習課／編集

浜北 浜北市教育委員会 1995 141p
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S236/33/
わがまちあらい 古代から明治・大正・昭
和へのあゆみ

静岡県浜名郡新居町役
場／編

新居町
静岡県浜名郡新居町役
場

1975 116p 図

S236/33-2/ 写真で見るあらい 新居町教育委員会／編
〔新居
町〕

〔新居町教育委員会〕 1987 100p

S236/39/
写真集明治大正昭和浜松 ふるさとの
想い出７

神谷昌志／編 東京 国書刊行会 1978.1 164p

S236/43/
写真でつづる浜松市誌 明治から１００
年の歩み

神谷昌志／編著 東京 国書刊行会 1980.3 269p

S236/57/ 浜松いまむかし 写真集 神谷　昌志／編著 静岡 静岡郷土出版社 1988.6 196p

S236/76/ 図説浜松の歴史 浜松市博物館／編 浜松 浜松市博物館 1992 139p

S236/79/ わがまち浜松ど真ん中 写真集
中部公民館ミニふるさと創生
事業実行委員会／編

浜松 浜松市〔立〕中部公民館 1993 97p

S236/85/ 新居ものがたり 歴史100選
『新居ものがたり』編集委
員会／編集

新居町 新居町教育委員会 1993 179p

S236/96/ 見る読む浜松歴史年表 神谷 昌志／編著 静岡 羽衣出版 1995 166p

S236/105/ 目でみる浜松の昭和時代 神谷　昌志／編著 東京 国書刊行会 1986.7 134p

S236/116/ 浜松今昔100景 写真集 神谷 昌志／編著 静岡 羽衣出版 1998.7 213p

S236/152/
子ども郷土読本 都田にこんなりっぱな
人がいた

森上　不二男／著作 〔浜松〕 浜松市立都田小学校 1992.3 40p

S236/155/
中世の都市と「ひくま」 浜松市博物館特
別展示図録

浜松市博物館／編集 浜松 浜松市博物館 2001.1 33p

S236/161/ まいさか歴史探訪ガイドブック 舞阪町史研究会／〔編〕
〔出版地
不明〕

舞阪町史研究会 2001.7 57p

S236/164/
目で見る浜松の１００年 浜松市全域
写真が語る激動のふるさと一世紀

名古屋 郷土出版社 2002.11 147p

S236/165/
目で見る湖西・引佐・浜名の１００年 湖西市・引
佐郡・浜名郡　写真が語る激動のふるさと一世
紀

名古屋 郷土出版社 2002.1 146p

S236/173/ 図説浜松の歴史   新版 浜松市博物館／編集 浜松 浜松市博物館 2008.3 100p

S236/183/ 森と海へ 縄文人のフロンティア 浜松市博物館／編集 浜松 浜松市博物館 2005.9 37p

S236/205/ 浜松これが日本一 山崎　章成／著 浜松 タンハマ編集部 2008.7 81p

S236/216/ 湖西風土記文庫 振り返る
湖西市史編さん委員会／
編集

湖西 静岡県湖西市 2002.1 134p

S236/223/ 懐かしの浜松 写真集 神谷 昌志／編著 静岡 羽衣出版 2012.7 231p

S236/235/ ふるさと浜松 松本 郷土出版社 2011.7 ２３０ｐ

S236/245/ 金指歴史かるた読本 金指歴史同好会／〔編〕 浜松 金指歴史同好会 2014.3 ８５ｐ

S236/272/ 吉沢の歴史
吉沢郷土史研究会／編
集

[浜松] 吉沢郷土史研究会 2016.12 140p

S236/276/ 尾野の歴史探訪 尾野の昔を語る会／[編] 浜松 尾野の昔を語る会 2017.1 46p

S236/282/ 遠江最北端の山城高根城(久頭郷城) 浜松市／[編] [浜松] 浜松市 2013.9 1枚

S236/283/ 歴史と伝承のまち飯田 飯田郷土史会／[編] [浜松] 飯田郷土史会 2018.3 72p
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S280/101/ 郷土の発展に尽くした人々
佐久間町教育委員会／
編

佐久間
町

佐久間町教育委員会 1981 153p

S280/105/
郷土の開発に尽した人々  第１集    江
戸時代

掛川市教育委員会／
〔編〕

掛川 掛川市教育委員会 1981 71p

S280/105/
郷土の開発に尽した人々  第２集    明
治時代

掛川市教育委員会／
〔編〕

掛川 掛川市教育委員会 1982 80p

S280/108/ 御殿場の発展につくした人々
御殿場市教育委員会／
編

御殿場 御殿場市教育委員会 1982 77p

S280/110/ 郷土につくした人々  1    こて絵の名人
静岡県校長会／〔ほか〕
編

静岡 静岡教育出版社 1982 124p

S280/110/
郷土につくした人々  2    大空にかける
ゆめ

静岡県校長会／〔ほか〕
編

静岡 静岡教育出版社 1983 124p

S280/110/
郷土につくした人々  3    牧ノ原の夜明
け

静岡県校長会／〔ほか〕
編

静岡 静岡教育出版社 1985 124p

S280/114/ 磐田の発展に尽した人々
磐田市教育委員会／
〔編〕

磐田 磐田市教育委員会 1982 100p

S280/124/ 遠江武将物語    駿遠豆ブックス 2 神谷　昌志／著 静岡 明文出版社 1986.2 251p

S280/126/ 伊豆武将物語 小野 真一／著 東京 文芸社 2012.1 280p

S280/131/
郷土の先達  第１輯  富士市立図書館
双書 第１輯

鈴木　富男／著 富士 富士市立中央図書館 1990 201p

S280/131/
郷土の先達  第２輯  富士市立図書館
双書 第２輯

鈴木　富男／著 富士 富士市立中央図書館 1997.11 82p

S280/140/ 静岡人物誌 深沢　渉／著 静岡 静岡放送 1991.2 368p

S280/142/
静岡県東部の偉人に学ぶふるさと・まち
づくり

静岡県東部振興センター
／編集

沼津 静岡県東部振興センター 1991.3 167p

S280/143/ 静岡県歴史人物事典 静岡新聞社出版局／編 静岡 静岡新聞社 1991.12 608p

S280/147/ 静岡県人物・人材情報リスト
日外アソシエーツ株式会
社／編集制作

東京 日外アソシエーツ 2018.9 61,656p

S280/147/ 静岡県人物・人材情報リスト
日外アソシエーツ株式会
社／編集制作

東京 日外アソシエーツ 2018.9
p657ー

1406,54p

S280/152/
道を拓いた女たち 静岡県女性先駆者
の歩み

しずおか女性の会／〔編〕 静岡 しずおか女性の会 1995.6 99p

S280/152/
道を拓いた女たち 静岡県女性先駆者
の歩み 第２集

しずおか女性の会／〔編〕 静岡 しずおか女性の会 2000.4 135p

S280/152/
道を拓いた女たち 静岡県女性先駆者
の歩み 第３集

しずおか女性の会／〔編〕 静岡 しずおか女性の会 2004.4 236p

S280/152/
道を拓いた女たち 静岡県女性先駆者
の歩み 年表編

静岡女性史研究会／制
作・編集

静岡 しずおか女性の会 2006.3 52p

S280/159/ 群像いず 志に生きた郷土の先人たち 永岡 治／著 静岡 静岡新聞社 1996.6 328p

S280/170/ 郷土の発展に尽くした人々
三ケ日町教育委員会／
編集

三ケ日町 三ケ日町 1981.2 156p

S280/177/ 稲取を興した人達 山口　博／編
東伊豆
町

山口博 1999.3 149p

S280/202/
中学生ふるさと人物研究 東海道四〇
〇年祭

静岡県東海道四〇〇年
祭実行委員会／編

静岡 静岡新聞社 2002.3 143p

S280/205/ 伊東-人物誌
伊東市立伊東図書館／
〔編〕

伊東 伊東市立伊東図書館 2002.3
175p
図版

S280/206/ 人物が彩る清水    郷土資料集 第３集
清水市教育委員会／
〔編〕

清水 清水市教育委員会 2002.12 72p

S280/211/ 浜松ものづくり人物伝
浜松市教育委員会／
〔編〕

浜松 浜松市教育委員会 2003.4 102p

S280/234/ 輝く静岡の先人   ２刷
静岡県県民部文化学術
局文化政策室／編集

静岡 静岡県 2010.3 108p

S280/239/ 郷土のために尽した人々
榛原町教育委員会／編
集

榛原町 榛原町教育委員会 1981.6 87p

S280/242/ さがらふるさと人物誌 相良史蹟調査会／〔編〕 牧之原 相良史蹟調査会 2010.12 101p

S280/250/
郷土の発展に尽くした人々パネル展 展
示会・資料集 第１回 ２版

袋井市教育委員会／編
集

〔袋井〕 袋井市教育委員会 2011.11 10p

S280/250/
郷土の発展に尽くした人々パネル展 展
示会・資料集 第２回

袋井市教育委員会／編
集

〔袋井〕 袋井市教育委員会 2011.7 12p

S280/250/
郷土の発展に尽くした人々パネル展 展
示会・資料集 第３回

袋井市教育委員会／編
集

〔袋井〕 袋井市教育委員会 2012.8 10p

S280/260/
牧之原市の偉人 社会科資料歴史人物
副読本

歴史人物副読本編集委
員会／編集

〔牧之
原〕

牧之原市教育委員会 2013.3 32p

Ｓ２８０　伝記（双伝）
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S280/270/ この人に学びたい
掛川市人づくり推進委員
会／編集

〔掛川〕 掛川市教育委員会 2014.3 173p

S288/48/ 名字にみる静岡県民のルーツ研究 渡辺 三義／著 静岡 静岡新聞社 1994.6 422p

S288/54/
角川日本姓氏歴史人物大辞典  22
静岡県姓氏家系大辞典

東京 角川書店 1995.12 731p

S288/59/ 写真でつづる今川氏十代の軌跡 水野 茂／著 静岡 静岡新聞社 1996.12 95p

S288/85/ 井の国千年物語 井伊氏とあゆむ
「井の国千年物語」編集
委員会／編集

〔引佐
町〕

「井の国千年物語」編集
委員会

2005.5 87p

S288/88/ 静岡県 名字の由来    静新新書 3 渡邉　三義／著 静岡 静岡新聞社 2006.6 272p

S288/89/ 静岡県名字の雑学    静新新書 16 渡邉　三義／著 静岡 静岡新聞社 2007.1 266p

S289/ｲ22-2/ 伊東むかし物語 伊東祐親とその時代 綿引　勝美／著 伊東
伊東市文化財史蹟保存
会

2004.3 143p

S289/ｲ82-1/ 女城主　井伊直虎物語
浜松歴女探検隊／企画・
制作

[浜松]
浜松市産業部観光・シ
ティプロモーション課

2016.3 26p

S289/ｲ82-11/ 女城主井伊直虎 柴田 宏祐／文 [浜松] 姫街道連絡協議会 2016.1 1冊

S289/ｲ82-11/
女城主井伊直虎　戦国に咲いた一輪の
花  LADY SAMURAI 1

柴田 宏祐／原文 [浜松]
レディサムライ直虎研究
会

2016.1 1冊

S289/ｲ82-11/
女城主井伊直虎  直虎ゆかりの地歴史
秘話寺野物語  LADY SAMURAI 2

柴田 宏祐／文 [浜松]
レディサムライ直虎研究
会

2016.9 1冊

S289/ｲ82-11/
女城主井伊直虎  直虎ゆかりの地歴史
秘話寺野物語  LADY SAMURAI 3

柴田 宏祐／文 [浜松]
レディサムライ直虎研究
会

2016.9 1冊

S289/ｲ82-11/
女城主井伊直虎  直虎ゆかりの地歴史
秘話寺野物語  LADY SAMURAI 4

柴田 宏祐／文 [浜松]
レディサムライ直虎研究
会

2016.9 1冊

S289/ｲ82-11/
女城主井伊直虎  直虎ゆかりの地歴史秘
話堀川・堀江物語  LADY SAMURAI 6

柴田宏祐／文 [浜松] 姫街道連絡協議会 [2017] 1冊

S289/ｲ82-3/ 井伊直虎物語
浜松歴女探検隊／企画・
製作

[浜松] 浜松歴女探検隊 2016.5 34p

S289/ｳ14-1/ 内山真竜の話
内山真竜編集委員／編
集

〔天竜〕 天竜市教育委員会 1997.3 45p

S289/ｴ2-10/
沼津の基礎を築いた江原素六ものがた
り   改訂版

江原素六先生顕彰会／
編集

沼津 リコー沼津事業所 2007.4 40枚

S289/ｵ42-4/ 小野伸二物語    黄金のカルテット 本郷　陽二／編 東京 汐文社 2003.3 155p

S289/ｵ42-5/
小野伸二 ベルベットパスへの軌跡   素
顔の勇者たち

小西　弘樹／著 東京 旺文社 2003.3 149p

S289/ｶ36-1/
ゴールはオレにまかせろ!「川口能活」
アトランタ若き守護神

大貫 哲義／著 東京 主婦と生活社 1996.8 214p

S289/ｶ38-5/
賀茂真淵先生 マンガで読む浜松の偉
人

賀茂真淵先生編集委員
会／編集

浜松
賀茂真淵先生編集委員
会

2012.3 43p

S289/ｶ42-1/
夢をつなぐ 全盲の金メダリスト河合純
一物語

沢井 希代治／著 舞阪町 ひくまの出版 1997.11 158p

S289/ｷ1-15/
あばれ天竜を恵みの流れに 治山治水
に生涯をささげた金原明善

赤座　憲久／著 東京 ＰＨＰ研究所 1993.6 139p

S289/ｷ1-19/ 明善とあばれ天竜 浜松市東区役所／編集 浜松 浜松市東区役所 2008.3 18p

S289/ｷ1-21/ 大洪水!!あばれ川とたたかった男 高村 忠範／文・絵 東京 汐文社 2011.1 31p

S289/ｼ13-5/ 聖一国師
聖一国師生誕８００年記念事業実行
委員会調査研究部会／編集 静岡

聖一国師生誕８００年記念事業
実行委員会調査研究部会

2002.1 29p

S289/ｼ22-10/
渋沢栄一のこころざし   増補改訂版
ジュニア・ノンフィクション

山岸　達児／著 東京 銀の鈴社 2005.4 164p

S289/ｼ22-11/
渋沢栄一    この人を見よ！歴史をつ
くった人びと伝 25

プロジェクト新・偉人伝／
著

東京 ポプラ社 2010.1 141p

S289/ｼ22-9/
渋沢栄一 近代産業社会の礎を築いた実業家
教科書が教えない歴史人物の生き方 6

小笠原　幹夫／著 東京 明治図書出版 1997.12 112p

S289/ｽ5-8/
シナリオで読む砂糖王鈴木藤三郎の報
徳

地福 進一／編集 藤沢 二宮尊徳の会 2018.12 64p

S289/ｾ1-17/ 初代静岡県知事関口隆吉の一生 三戸岡　道夫／著 静岡 静岡新聞社 2009.6 404p

S289/ﾀ21-3/
未来をもとめてひたむきに テレビの研究ひ
とすじに生きた高柳健次郎

清水　達也／作 東京 ＰＨＰ研究所 1985.12 151p

S289/ﾀ21-4/
テレビを発明した高柳健次郎 がんばり
つづけた研究者

浜松市東区役所／編集 浜松 浜松市東区役所 2009.3 18p

Ｓ２８８　系譜

Ｓ２８９　個人伝記
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S289/ﾀ29-4/
高原直泰物語    夢かけるトップアス
リート-スポーツノンフィクション-

本郷　陽二／編 東京 汐文社 2008.3 178p

S289/ﾀ43-2/ 田畑政治展
浜松市立中央図書館／
編

浜松 浜松市立中央図書館 2018.10 32p

S289/ﾄ1-6/ 唐人お吉物語 竹岡　範男／著 東京 文芸社 2006.11 126p

S289/ﾄ3-20/
徳川家康    ポプラ社文庫 伝記文庫 Ｄ
-６

平方　久直／著 東京 ポプラ社 1982.8 172p

S289/ﾄ8-2/ 湖西の生んだ偉人豊田佐吉 湖西市教育委員会／編 湖西 湖西市 1990 380p

S289/ﾄ8-6/ OPEN 那須田 稔／著 湖西 [那須田稔] 2016.2 80p

S289/ﾄ8-6/ 障子をあけてみよ　外はひろいぞ 那須田 稔／著 湖西 ひくまの出版 2012.12 ７８ｐ

S289/ﾄ13-12/
徳川慶喜 最後の将軍   フォア文庫
B194

吉橋 通夫／作 東京 岩崎書店 1997.1 156p

S289/ﾅ12-3/ 中村與資平物語 歴史に残る名建築家 浜松市東区役所／編集 浜松 浜松市東区役所 2010.2 18p

S289/ﾅ19-4/
サッカー元日本代表名波浩栄光への道
のり    スポーツノンフィクション

粂田　孝明／著 東京 学研 2008.9 179p

S289/ﾆ11-4/
二宮金次郎    ポプラポケット文庫 子ど
もの伝記 ０７２-１８

木暮 正夫／文 東京 ポプラ社 2010.6 166p

S289/ﾆ11-6/
シリーズ二宮金次郎を調べる本  1
洪水にいどんだ金次郎

漆原 智良／文 東京 同友館 2011.7 31p

S289/ﾆ11-6/
シリーズ二宮金次郎を調べる本  2
国をたがやした金次郎

漆原 智良／文 東京 同友館 2011.9 31p

S289/ﾆ11-6/
シリーズ二宮金次郎を調べる本  3    よ
みがえる金次郎

漆原 智良／文 東京 同友館 2011.12 31p

S289/ﾆ14-1/ 西山五郎と稲取
東伊豆ＥＣＯツーリズム協
議会／[編]

[東伊豆
町]

東伊豆ＥＣＯツーリズム
協議会

[出版年
不明]

22p

S289/ﾉ3-2/ 法月惣次郎
ディスカバリーパーク焼津
天文科学館／[編]

焼津
ディスカバリーパーク焼
津天文科学館

[2016] 8p

S289/ﾊ20/
八雲の海 海と神様のような人が住むま
ち焼津

石上　義春／作画 焼津 焼津青年会議所 1990 142p

S289/ﾊ25-3/ 破天荒 マンガで語る長谷川保物語 遠藤 正一／著 大阪 交友社
１９９４〔プ
ロローグ〕

169p

S289/ﾌ8-1/
フジヤマのトビウオ 水泳の勇者　古橋
広之進物語

那須田　稔／作 舞阪町 ひくまの出版 1985.7 182p

S289/ﾎ1-15/
空とぶオートバイ 本田宗一郎物語   ひ
くまのノンフィクションシリーズ 4

那須田　稔／作 舞阪町 ひくまの出版 1985.12 219p

S289/ﾎ1-39/ 知識ゼロからの本田宗一郎入門 片山　修／著 東京 幻冬舎 2009.3 158p

S289/ﾎ1-50/ 本田宗一郎 筑摩書房編集部／著 東京 筑摩書房 2014.9 189p

S289/ﾎ4-4/
戦国の名将北条早雲発掘 小田原・箱
根・伊豆・三島・沼津をゆく

島 武史／著 東京 東洋経済新報社 1998.4 240p

S289/ﾏ15-2/ 松本亀次郎の生涯 周恩来・魯迅の師 武田 勝彦／著 東京 早稲田大学出版部 1995.11
265p

図版5枚

S289/ﾏ15-5/ 中国人留学生教育の父松本亀次郎 石野 茂子／著 静岡 静岡新聞社(発売) 2018.9 47p

S289/ﾏ47-2/ 松島十湖 浜松市東区役所／編集 浜松 浜松市東区役所 2011.2 18p

S289/ﾐ1-5/ 青い目のサムライ 牧野 正／文 伊東 水口進吾 2013.5 24p

S289/ﾐ6-1/ Kazu 三浦知良物語 綾野 まさる／著 東京 小学館 1997.9 205p

S289/ﾑ3-4/ 歌人宗良親王物語
歌人宗良親王物語編集
委員会／編集

浜松
歌人宗良親王物語編集
委員会

2015.9 1冊

S289/ﾔ30-2/
美しき旋律のために 「音」に生きた山葉
寅楠と河合小市

鶴見　正夫／作 東京 ＰＨＰ研究所 1982.2 164p

S289/ﾔ34-1/ 夢・勇気・信頼の人山崎貞一物語 鈴木　臻／著 相良町
山崎自然科学教育振興
会

2001.8 76p

S289/ﾖ10/
長泉町が生んだ奉仕の人米山梅吉翁
物語

長泉ロータリークラブ／
〔編〕

長泉町 長泉ロータリークラブ 1989 26p

S289/ﾖ3-2/ 拓聖依田勉三と晩成社の人々 菅原　雅雪／劇画 帯広 政経情報社 1992 109p

S289/ﾖ4-5/ 吉岡弥生伝 日本最初の女子医大誕生 武田　勝彦／著 大東町 大東町教育委員会 1991 196p
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S290/63/ 静岡史跡めぐり    静岡文庫シリーズ 1 安本　博／著 静岡 静岡県地方史研究会 1976 470p

S290/65B/ 静岡県地名辞典 ＮＨＫ静岡放送局／〔編〕 静岡 ＮＨＫ静岡放送局 1982 427p

S290/72/
しずおかけん えほん風土記   えほん風
土記 22

静岡県刊行会／編 東京 岩崎書店 1977 31p

S290/88/ 子ども日本風土記  22
日本作文の会静岡県編
集委員会／編

東京 岩崎書店 1980 158p

S290/93/ 角川日本地名大辞典  22    静岡県
「角川日本地名大辞典」
編纂委員会／編

東京 角川書店 1982.1 1590p

S290/100/ 博学紀行静岡県 東京 福武書店 1984.1 205p

S290/119/
ぼくらの静岡県 郷土の地理と歴史   ポ
プラ社の県別シリーズ 37

清水　達也／編著 東京 ポプラ社 1986 222p

S290/175/
江戸・大正・平成東海道五十三次いま
むかし

マール社編集部／編 東京 マール社 1997.9 151p

S290/180/ 静岡県地名読み方おもしろ辞典 静岡新聞社出版局／編 静岡 静岡新聞社 1998.8 326p

S290/205/
日本歴史地名大系  22    静岡県の地
名

平凡社地方資料センター
／編集

東京 平凡社 2000.1 1387p

S290/208/
静岡県謎解き散歩 富士山、駿河湾、伊豆半島、
浜名湖までこれぞ“静岡学”の決定版！

小和田 哲男／編著 東京 新人物往来社 2011.12 287p

S290/231/
東海親子ででかける社会科見学おもし
ろガイド

名古屋あそぼファミリー／
著

東京 メイツ出版 2001.6 159p

S290/237/ しずおか文化財ウォーク 静岡新聞社／編集 静岡 静岡新聞社 2001.1 144p

S290/242/
静岡県内東海道二十二宿今昔物語 旧
東海道ガイドブック

小林　佳弘／著 磐田 ふるさと寺子屋「遊行塾」 2001.1 307p

S290/249/
新編わたしたちの静岡県 ３・４年生の
社会地域学習資料

静岡県校長会／〔ほか〕
編集

静岡 静岡教育出版社 2002 120p

S290/268/
東海道をゆく 静岡県２２宿完全ガイド
たびのすけ静岡

静岡 静岡新聞社 2004.4 147p

S290/298/
なるほど知図帳静岡    知れば知るほ
ど新発県

しずおかオンライン／編
集・制作

東京 昭文社 2006 142p

S290/327/ ぐるる静岡ものしり事典 静岡県観光協会／編著 静岡 静岡新聞社 2007.5 255p

S290/328/
静岡県の雑学「知泉」的しずおか    静
新新書 12

杉村　喜光／著 静岡 静岡新聞社 2007.6 224p

S290/360/ わくわくしずおか地図えほん 三宅　隆／〔ほか〕協力 静岡 静岡新聞社 2010.7 59p

S290/368/ 静岡県全域ガイド 最新版 中村 羊一郎／監修 静岡 羽衣出版 2011.2 313p

S290/414/ 大井川鐡道沿線散策ガイド
大井川鉄道株式会社／
[編]

島田 大井川鉄道株式会社 2018.6 1枚

S290/462/ 地図で楽しむすごい静岡 都道府県研究会／著 東京 洋泉社 2018.9 158p

S291/64/
富士・富士宮・沼津・三島・駿東歴史散歩
オールカラー・富士山周辺の史跡ガイド

遠藤　秀男／著 静岡 静岡新聞社 1987.9 255p

S291/75/ 町名の由来 沼津・三島・清水町 辻　真澄／著 静岡 静岡新聞社 1992.3 278p

S291/83/ 空から見た静岡県 航空写真集 東部編 静岡 静岡新聞社 1995.7 279p

S291.1/18/ みなみいず
南伊豆町教育研究会／
編

南伊豆
町

南伊豆町教育委員会 1982 144p

S291.1/29/ わたしたちの町かわづ   改訂
河津町郷土読本編集委
員会／編集

河津町 河津町教育委員会 1998.3 227p

S291.1/41/ しもだ   改訂版
下田市教育委員会／
〔編〕

〔下田〕 下田市教育委員会 1997.6 123p

S291.2/16/ みしま 小学校郷土読本  改訂第１６版 三島市教育研究会／著 三島 三島市教育研究会 2006.4 157p

S291.2/16/ 三島   １６訂版 三島市教育研究会／著 三島 三島市教育研究会 2006.4 161p

S291.2/28/ 私たちの郷土伊東   改訂版
「私たちの郷土伊東」編集
委員会／編集

〔伊東〕
「私たちの郷土伊東」編
集委員会

1997.4 178p

S291.2/46/ おおひと史跡マップ   改訂版
大仁町教育委員会／編
集

大仁町 大仁町教育委員会 1995.6 30p

S291.2/50/
わたしたちの町おおひと   第３版（改訂
版）

環境アセスメントセンター
／企画編集

大仁町 大仁町企画課 1997 82p

Ｓ２９０　地誌．紀行．案内記

Ｓ２９１　地誌．紀行．案内記（県東部地方）
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S291.2/53/
わたしたちの函南町 ３，４年生用社会
科副読本  改訂版

函南町地域学習副読本
編集委員会／編集

〔函南
町〕

函南町教育委員会 1998.3 128p

S291.2/57/ わたしたちのむら戸田
戸田村副読本編集委員
会／編集

〔戸田
村〕

戸田村教育委員会 1997.3 108p

S291.2/61/ あたみ 小学校郷土読本  第１１訂版
小学校郷土読本改訂編
集委員会／編集

〔熱海〕 熱海市教育委員会 1998.4 127p

S291.2/61/ 熱海   １２訂版
社会科郷土読本改訂委
員会／編集

〔熱海〕 熱海市教育委員会 2001.4 151p

S291.2/70/ わたしたちの伊東市   第３版
伊東市教育研究会社会
科部／編集

〔伊東〕 〔伊東市教育委員会〕 1999.4 60p

S291.2/73/ おおひとの地名・字のいわれ
大仁町教育委員会／編
集

大仁町 大仁町教育委員会 1995.1 56p

S291.2/74/ おおひとの石仏たち
大仁町教育委員会／編
集

大仁町 大仁町教育委員会 1993.2 64p

S291.2/84/ 狩野城ものがたり
天城湯ヶ島町教育委員会
／〔編〕

天城湯ヶ
島町

天城湯ケ島町教育委員
会

2003.3 35p

S291.2/177/ 国指定天然記念物丹那断層
函南町教育委員会生涯
学習課／[編]

[函南
町]

函南町教育委員会生涯
学習課

[201-] 1枚

S291.2/178/ 国指定史跡粕谷横穴群
函南町教育委員会生涯
学習課／[編]

[函南
町]

函南町教育委員会生涯
学習課

[201-] 1枚

S291.3/14/ 沼津 小学校社会科副読本  全改訂版
沼津市教育委員会／
〔編〕

〔沼津〕 沼津市教育委員会 1998.3 162p

S291.3/14/ 沼津   ７訂版
沼津市教育委員会／
〔編〕

〔沼津〕 沼津市教育委員会 1999.5 175p

S291.3/15/ 裾野
郷土読本「裾野」改訂編
集委員／編集

裾野 裾野市教育委員会 1991.1 196p

S291.3/15/ すその 郷土読本
郷土読本「すその」改訂編
集委員会／改訂編集

〔裾野〕 裾野市教育委員会 2007.3 148p

S291.3/21/ ながいずみ 小学校郷土読本  改訂版 長泉町教育委員会／著
〔長泉
町〕

長泉町教育委員会 2003.3 183p

S291.3/22/ 空から見たふるさと沼津 航空写真集 友野　博／執筆 静岡 静岡郷土出版社 1988.11 118p

S291.3/32/ わたしたちの裾野市   改訂２版
裾野市副読本編集委員
会／編集

〔裾野〕 裾野市教育委員会 1998.4 152p

S291.3/84/ 国指定天然記念物柿田川 清水町役場／[編] 清水町 清水町役場 [201-] 1枚

S291.3/93/ わがまち遊歩 小見山　治子／著 小山町 小見山　治子 2017.12 186p

S291.4/2/
富士川をさぐる 河川のいとなみ   大日
本ジュニア・ノンフィクション

西宮　克彦／著 東京 大日本図書 1978 130p

S291.4/7-2/
富士宮 中学校社会科地域学習資料
改訂１４版

富士宮市教育委員会／
編集

〔富士
宮〕

富士宮市教育委員会 1999.4 158p

S291.4/7/
ふじのみや 小学校社会科地域学習資
料  改訂第１６版

富士宮市教育委員会／
編集

〔富士
宮〕

富士宮市教育委員会 2000.4 135p

S291.4/8/ しばかわ 小学校社会科副読本  第５版
芝川町教育委員会／
〔編〕

〔芝川
町〕

芝川町教育委員会 2003.4 121p

S291.4/12/
なつかしの町名をたずねて 富士宮市の町
名今昔

富士宮市郷土史同好会
／編集

富士宮 富士宮市教育委員会 1992 148p

S291.4/14/ 富士宮市歩く博物館
〔富士
宮〕

富士宮市教育委員会文
化課文化財係

1998 18p

S291.4/14/ 富士宮市歩く博物館ガイドブック
富士宮市教育委員会／
編集

富士宮 富士宮市教育委員会 2009.3 82p

S291.4/14/ 歩く博物館ガイドブック
富士宮市教育委員会／
編集

富士宮 富士宮市教育委員会 2016.3 109p

S291.4/15/
富士 小学校社会科副読本 平成１７年
度版

富士市教育委員会／
〔編〕

〔富士〕 富士市教育委員会 2005.4 166p

S291.4/16/
富士 中学校社会科副読本 平成１７年
度版

富士市教育委員会／
〔編〕

〔富士〕 富士市教育委員会 2005.4 162p

S291.4/49/ 源平富士川の合戦伝説マップ 富士市立博物館／編集 富士 富士市立博物館 2006.3 1枚

- 20 -



請求記号 書　名 著者名 出版地 出版者 出版年 ページ

S292/19/ 焼津・藤枝・島田・志太・榛原歴史散歩 杉山　元衛／著 静岡 静岡新聞社 1993.4 198p

S292/23/ 空から見た静岡県 航空写真集 中部編 静岡 静岡新聞社 1995.7 279p

S292.1/24/ 清水市地名の変遷
清水市都市部土地対策
課／編

清水
清水市都市部土地対策
課

1987 84,2p

S292.1/25/ 空から見たふるさと清水 航空写真集 静岡 静岡郷土出版社 1989.1 126p

S292.1/36/
わたしたちの清水市 三・四年生の社会
科 平成１４年度

清水市小学校社会科研
究会／編集

〔清水〕 清水市教育委員会 2002.4 145p

S292.1/37/
わがまち清水 中学校社会科郷土資料
集 平成１４年度版

清水市中学校社会科研
究会／編集

〔清水〕 清水市教育委員会 2002.4 124p

S292.1/45/
私たちの富士川 人間の生活と川の結
びつき

富士川とともに歩む会／
〔編〕

白根町
（山梨
県）

富士川とともに歩む会 1992.8 108p

S292.1/46/ ふるさと三保
静岡県中部県行政セン
ター／〔ほか〕編集

〔静岡〕
静岡県中部県行政セン
ター

2004.1 26p

S292.2/37/
すすみゆくしずおか市  平成１４・１５年
度    小学校（中学年）編

静岡市教育委員会／編
集

〔静岡〕 静岡市教育委員会 2002.4 118p

S292.2/40/ しずおか町名の由来 飯塚　伝太郎／著 静岡 静岡新聞社 1989.9 159p

S292.2/42/
進みゆく静岡市  平成１５・１６年度
中学校編

静岡市教育委員会 〔静岡〕 静岡市教育委員会 2003.3 128p

S292.2/58/
丸子路の史跡めぐり 歴史とロマンのさ
と  改訂

滝本 雄士／著 静岡 丸子路会 1992 112p

S292.2/59/
不思議ランド・安倍川 新しい発見・感
動・おどろきが君を待っている・・・

建設省中部地方建設局静岡
河川工事事務所／〔編〕

静岡
建設省中部地方建設局
静岡工事事務所

〔１９９-〕 16p

S292.2/68/
西奈わがまち 西奈誌　二十一世紀に
伝える

西奈誌編集委員会／
〔編〕

〔静岡〕 西奈誌編集委員会 2000.11 127p

S292.2/70/ 谷津山 史跡探訪とハイキング 田中　省三／著 静岡 田中省三 2003.3 68p

S292.2/73/ 安倍川とわたしたち 静岡 中部建設協会静岡支所 〔１９８-〕 1枚

S292.2/90/ 七間町物語 七間町百年の記憶
七間町物語編集委員会
／編集

静岡 七間町町内会 2006.1 336p

S292.2/159/
しずみち散歩    静岡ドボジョが行く！
宇津ノ谷峠明治のトンネル編

しずみち散歩女性ワーキ
ンググループ／[ほか編]

静岡
しずみち散歩女性ワーキ
ンググループ

2016.4 1枚

S292.2/159/
しずみち散歩　vol.4  静岡ドボジョが行
く！    鉄道とともに変わる東海道編

しずみち散歩女性ワーキ
ンググループ／[編]

静岡
しずみち散歩女性ワーキ
ンググループ

2017.11 1枚

S292.2/169/ 写真でつづる地域誌ふるさと賎機北
賎機北地域誌制作委員
会／編集

[静岡] 賎機北自治会連合会 2018.5 228p

S292.3/11/ わたしたちのまちやいづ   平成１４年版
焼津市社会科副読本編
集委員会／編集

〔焼津〕 焼津市教育委員会 2002.3 112p

S292.3/12/
わたしたちの大井川町 小学校３・４年生社
会科副読本 ２００２年版 改訂第１版

大井川町社会科副読本
編集委員会／編集

大井川
町

大井川町教育委員会 2002.4 124p

S292.3/14/ 私たちの島田市   第７版
地域学習推進委員会／
編集

島田 島田市教育委員会 2001.3 122p

S292.3/17/
わたしたちのまち藤枝市 小学校３・４年
生社会科資料集

藤枝市小学校社会科資
料編集委員会／編

藤枝 藤枝市教育委員会 1987 86p

S292.3/25/
みんなやいづが大好き 潮風につつま
れて

まちづくり委員会／編集 焼津 焼津青年会議所 1999.5 117p

S292.3/25/ みんなやいづが大好き 解答集 まちづくり委員会／編集 焼津 焼津青年会議所 1999.7 57p

S292.3/28/
初倉ガイドマップ 初倉コミュニティ２０周
年記念誌

〔島田〕 〔初倉コミュニティ委員会〕 〔２００２〕 1冊

S292.3/62/ 島田歩紀(あるき)
島田市産業観光部観光
課／[編]

島田
島田市産業観光部観光
課

[2015頃] 12p

S292.3/83/ 焼津歴史観光マップ 焼津市役所／[編] 焼津 焼津市役所 [201-] 1枚

S292.3/84/ 焼津歴史観光マップ 焼津市役所／[編] 焼津 焼津市役所 [201-] 1枚

S292.3/87/ 焼津辺文化遺産ガイド
焼津市教育委員会文化
財課／[編]

焼津
焼津市教育委員会文化
財課

2018.3 38p

Ｓ２９２　地誌．紀行．案内記（県中部地方）
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請求記号 書　名 著者名 出版地 出版者 出版年 ページ

S293/23/ 遠州歴史散歩 神谷　昌志／著 静岡 静岡新聞社 1989.8 238p

S293/32/ 空から見た静岡県 航空写真集 西部編 静岡 静岡新聞社 1995.7 278p

S293/36/ わたしたちの細江町
細江町小学校社会科副
読本編集委員会／編集

〔細江
町〕

細江町教育委員会 2003.4 144p

S293/37/ 私たちの川根町
社会科副読本編集委員
会／編集

川根町 川根町教育委員会 1988.3 153p

S293/101/ 天竜川管内図
国土交通省中部地方整備局
浜松河川国道事務所／[編]

[浜松]
国土交通省中部地方整備
局浜松河川国道事務所

2011.3 1枚

S293/102/ 菊川管内図
国土交通省中部地方整備局
浜松河川国道事務所／[編]

[浜松]
国土交通省中部地方整備
局浜松河川国道事務所

2015.12 1枚

S293.1/5A/ 吉田町の文化財
吉田町文化財保護審議
会／編

吉田町 吉田町教育委員会 1982 44p

S293.1/8/ 榛原町の樹木    ふるさとシリーズ 14
榛原町文化財保護審議
会／編

榛原町 榛原町教育委員会 1985 39p

S293.1/11/ 榛原町の地名    郷土シリーズ 37
静岡県榛原郡榛原町文化財
保護審議会／編集・執筆

榛原町 榛原町教育委員会 1994 126p

S293.1/12/
静岡県相良町文化事典    郷土シリー
ズ 第4集

中村 福司／編著 相良町 相良町教育委員会 1993 296p

S293.1/13/
わたしたちの相良町 小学校社会科副
読本

相良町教育委員会／
〔編〕

〔相良
町〕

相良町教育委員会 2002.3 92p

S293.1/17/
わたしたちのはいばら町 小学校社会科
副読本  第２版

榛原町教育委員会／
〔編〕

榛原町 榛原町教育委員会 1996.3 115p

S293.1/20/
わたしたちの吉田町 小学校社会科副
読本  再改訂版

吉田町教育委員会／
〔編〕

〔吉田
町〕

吉田町教育委員会 2004.3 92p

S293.1/21/ わたしたちの金谷町   第３版
金谷町教育委員会／編
集

金谷町 金谷町教育委員会 1995.3 90p

S293.1/22/
水と緑の町・中川根 小学校社会科副読
本３・４年

社会科副読本作成委員
会／編集

中川根
町

中川根町教育委員会 2000.4 94p

S293.1/32/ ふる里朝比奈 朝比奈郷土史会／編集 御前崎 朝比奈公民館 2005.3 140p

S293.1/34/
わたしたちの牧之原市 小学校社会科
副読本

牧之原市教育委員会／
〔編〕

〔牧之
原〕

牧之原市教育委員会 2006.3 125p

S293.1/48/ 協力平 牧之原１００選
「協力平　牧之原１００選」
編集委員会／編集

牧之原
「協力平　牧之原１００選」
編集委員会

2011.7 81p

S293.2/19/
わたしたちの大東町 社会科副読本  改
訂第５版

大東町教育委員会／
〔編〕

〔大東
町〕

静岡県小笠郡大東町教
育委員会

2002.3 168p

S293.2/21/ わたしたちの掛川市   第５版
掛川市地域教材研究会
／編集

〔掛川〕 掛川市教育委員会 2011.3 138p

S293.2/21/ 新・わたしたちの掛川市  歴史編
掛川市歴史教材研究委
員会／編集

〔掛川〕 掛川市教育委員会
２００７．３
はじめに

88p

S293.2/22/
わたしたちの袋井市 小学校３・４年社
会科副読本  改訂版

袋井市教育委員会／編
集

〔袋井〕 袋井市教育委員会 2007.4 171p

S293.2/23/ わたしたちの小笠町   第３版
小笠町社会科副読本編
集委員会／編集

〔小笠
町〕

小笠町教育委員会 2001.3 154p

S293.2/26/ だいとう小事典 オオゼキ写真印刷／編集 大東町 大東町商工観光課 1996.3 160p

S293.2/27/ 大東町の地名    ふるさと双書 4 八木　洋行／〔著〕 大東町 大東町教育委員会 1997.3 313p

S293.2/29/ わたしたちの大須賀町   改訂版
「わたしたちの大須賀町」
編集委員会／編集

〔大須賀
町〕

大須賀町教育委員会 2003.3 127p

S293.2/30/ 郷土読本「大須賀町」
大須賀町教育委員会／
〔編〕

〔大須賀
町〕

大須賀町教育委員会 1993.3 135p

S293.2/31/
わたしたちの菊川町 小学校社会科副読本３・４年　２０
０２年度版 3 第３版   わたしたちのくらしと水

静岡県小笠郡菊川町教
育委員会／編集

菊川町
静岡県小笠郡菊川町教
育委員会

2002.3 40p

S293.2/31/
わたしたちの菊川町 小学校社会科副読本３・４
年　２００２年度版 4 第３版   ごみとリサイクル

静岡県小笠郡菊川町教
育委員会／編集

菊川町
静岡県小笠郡菊川町教
育委員会

2002.3 32p

S293.2/31/
わたしたちの菊川町 小学校社会科副読本３・４年　２０
０２年度版 5 第３版   わたしたちの川「菊川」

静岡県小笠郡菊川町教
育委員会／編集

菊川町
静岡県小笠郡菊川町教
育委員会

2002.3 40p

S293.2/32/
わたしたちの浜岡町 浜岡町社会科副
読本

静岡県小笠郡浜岡町教
育委員会／〔編〕

浜岡町
静岡県小笠郡浜岡町教
育委員会

2000.3 194p

S293.2/37/
静岡県菊川町内田「名所・人物」１００選
みんなでつくって、みんなで探訪

「内田名所人物１００選」
実行委員会／編集

菊川町
郷土を愛するうちだっ子
はぐくみ協議会

2002.11 120p

S293.2/41/
静岡県菊川市河城名所・人物１００選
みんなでつくって、みんなで探訪

「河城名所・人物１００選」
実行委員会／編集

菊川町
郷土を愛するかわしろっ
子をはぐくむ会

2004.12 120p

S293.2/44/ 小笠東地区１００選 クスリンの里
「小笠東地区１００選」運
営委員会／編集

菊川 小笠東地区教育振興会 2006.2 120p

S293.2/68/ 静岡鉄道駿遠線の廃線跡を歩く 袋井市教育委員会／[編] [袋井] 袋井市教育委員会 2015.11 1枚

Ｓ２９３　地誌．紀行．案内記（県西部地方）
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S293.3/1/ わたしたちの森町
森町社会科副読本編集
委員会／編集

森町 森町教育委員会 2012.3 124p

S293.3/12/
わたしたちの春野 小学校３・４年社会
科副読本

春野町教育研究会社会科副
読本作成委員会／編集

〔春野
町〕

春野町教育委員会 2002.3 142p

S293.4/9/ 磐田の地名  1    磐田市の部 清水　秀明／編 磐田 〔磐田市誌編纂室〕 1981 59p

S293.4/12/
史跡をたずねて    私たちの福田 第２
集

福田町史編集委員会／
編

福田 福田町教育委員会 1983 55p

S293.4/16/ ふるさとりゅうよう   改訂
「ふるさとりゅうよう」編集
委員会／編

竜洋町 竜洋町教育委員会 1989 106p

S293.4/20/
わたしたちの福田町 ふるさと読本３，４
年

福田町教育委員会（生涯学習課）ふ
るさと読本編集委員会／〔編〕 福田町

福田町教育委員会（生涯学習課）
ふるさと読本編集委員会 1996.3 122p

S293.4/24/ わたしたちの磐田
磐田市教育委員会／編
集

〔磐田〕 磐田市教育委員会 2007.3 138p

S293.4/27/ わたしたちの天竜市   改訂５版
天竜市教育委員会／編
集

〔天竜〕 天竜市教育委員会 2002.4 148p

S293.4/28/
わたしたちの豊田町 小学校社会科３・
４年資料集  改訂版第２版

豊田町教育研究会社会科資
料研究委員会／編集

〔豊田
町〕

豊田町教育委員会 2000.4 112p

S293.4/29/ わたしたちの豊岡村   改訂第２版
豊岡村郷土資料づくり委
員会／編集

豊岡村 豊岡村教育委員会 1997.4 160p

S293.4/30/
わたしたちの竜山 小学校３，４年社会
科副読本

竜山村教育委員会（静岡
県）／編集

竜山村 竜山村教育委員会 1998.12 103p

S293.4/31/ ふるさと歴史ガイドブック  二俣・光明編
天竜市商工観光課／編
集

天竜 天竜市役所 2001.3 192p

S293.4/32/
わがまちみどころガイド 磐田観光ボランティ
ア「ふれあいガイドの会」がお勧めする

磐田市観光協会／編集 磐田 磐田市観光協会 2002.4 49p

S293.4/33/
ふじみ・みて・あるき    ふるさと探訪 平
成１４年度

磐田市富士見町自治会
／編集

〔磐田〕 磐田市富士見町自治会 2002.11 16p

S293.4/34/ ふるさと再発見磐田五十選 磐田市／〔編〕 磐田 磐田市企画調整課 2003.3 55p

S293.4/37/ 浅羽野 歴史散歩
浅羽町教育委員会社会
教育課／〔編〕

浅羽町
浅羽町教育委員会社会
教育課

2002.3 38p

S293.4/45/ わたしたちの町浅羽 社会科副読本
浅羽町社会科副読本編
集委員会／編集

〔浅羽
町〕

浅羽町教育委員会 2002.4 139p

S293.5/8/ わたしたちの引佐町   改訂版
引佐町社会科副読本編
集委員会／編集

〔引佐
町〕

引佐町教育委員会 1997.3 179p

S293.5/9/ わたしたちの町三ヶ日
三ヶ日町社会科副読本編
集委員会／編集

三ヶ日町
静岡県引佐郡三ヶ日町
教育委員会

2002.3 172p

S293.6/13/ 浜松の史跡
浜松史跡調査顕彰会専
門委員会／編

浜松 浜松史跡調査顕彰会 1976
303p 図

地図

S293.6/13/ 浜松の史跡  続編
浜松史跡調査顕彰会／
編

浜松 浜松史跡調査顕彰会 1977.12 377p

S293.6/14/
湖西の史蹟めぐり 附、浜名湖畔の史蹟
案内  第８版

湖西文化研究協議会／
編

湖西 湖西市教育委員会 1992.3 25p

S293.6/15A/ 姫街道-細江 その周辺  改訂版 細江町企画課／編 細江町 細江町 1988.1 72p

S293.6/17/
われらの飯田 郷土を知り，発展を願っ
て

われらの飯田編纂委員会
／著

浜松
浜松市立飯田小学校ＰＴ
Ａ

1979 112p

S293.6/18/
あの町この町 遠州地名町名物語・浜松・浜
北篇   シリーズ・わたしの散歩道 3

加藤　鎮毅／著 浜松 ひくまの出版 1981.2 367p

S293.6/20/ 雄踏の史跡 むかしをたずねて
〔雄踏〕町誌資料収集員
／編

雄踏町 雄踏町教育委員会 1982 53p

S293.6/21/ わが郷土 笠井地区その風土と文化
浜松市立笠井中学校／
編

浜松 浜松市立笠井中学校 1982 205p

S293.6/22/ わたしたちの町まいさか   改訂版
舞阪小学校社会科副読
本編集委員会／編集

〔舞阪
町〕

静岡県浜名郡舞阪町教
育委員会

2000.3 166p

S293.6/24/ わたしたちの湖西
湖西市教育委員会／編
集

〔湖西〕 湖西市教育委員会 1998 208p

S293.6/27/ 浜松の道・坂・橋 なまえの由来
浜松市市長室広報課／
編

浜松 浜松市市長室広報課 1982 338p

S293.6/32/ のびゆく浜松  小学校編 全面改訂版
のびゆく浜松編集委員会
／編集

〔浜松〕 浜松市教育委員会 2007.1 194p

S293.6/32/ のびゆく浜松  中学校編 第７版
のびゆく浜松編集委員会
／編集

〔浜松〕 浜松市教育委員会 2007.1 193p

S293.6/35/
わたしたちの浜北市 小学校３・４年社
会科副読本

浜北市小学校社会科副
読本編集委員会／編集

〔浜北〕 浜北市教育委員会 2002.3 194p

S293.6/36/ はままつ町名の由来 神谷　昌志／著 静岡 静岡新聞社 1988.7 191p

S293.6/38/ かみむらの史跡案内
可美村教育委員会／
〔編〕

可美村 可美村教育委員会 1985 30p

S293.6/47/
ふるさと都田 写真でたどる都田地区の
あゆみ

浜松市立都田公民館ふるさ
と都田編集委員会／編集

[浜松] 浜松市立都田公民館 1992 80p
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S293.6/49/
わたしたちの町あらい 小学校第３・４学
年社会科副読本

新居小学校社会科副読
本編集委員会／編集

〔新居
町〕

新居町教育委員会 1998.3 204p

S293.6/50/
文化はぐくむまち 城北地区ふるさと写
真集

平成５年度西部公民館ミニふるさと
創生事業実行委員会／〔編〕 浜松

西部公民館活動推進委
員会

1994.3 64p

S293.6/61/
わたしたちの雄踏町 社会科副読本  第
３版

雄踏小学校社会科副読
本編集委員会／編集

〔雄踏
町〕

静岡県浜名郡雄踏町教
育委員会

2002.3 132p

S293.6/62/
のびのびこさい 小学校第１・２・３学年
環境ブックレット  改訂版

湖西市教育委員会／編
集

〔湖西〕 湖西市教育委員会 2000.3 63p

S293.6/63/
いきいき湖西 小学校第４・５・６学年環
境教育ブックレット

湖西市教育委員会／編
集

〔湖西〕 湖西市教育委員会 1998.3 64p

S293.6/64/
はつらつ湖西 中学校用環境教育ブック
レット

湖西市教育委員会／編
集

湖西 湖西市教育委員会 1994.3 60p

S293.6/76/ 舞阪の地名
舞阪町立郷土資料館／
編集

舞阪町 舞阪町 2005.6 61p

S293.6/78/ 浜松市大平の地名（小字）の由来
大平地名調査研究会／
編集

浜松 浜松市大平百年会 2006.3 57p

S293.6/84/ 田畑地名考 田畑地区の小字の由来 小野寺　秀和／著 浜松 小野寺秀和 2007.9 201p

S293.6/108/ 切り絵で伝える歴史散策「姫街道の町」
いにしえの町づくりの会／
〔編〕

〔浜松〕 いにしえの町づくりの会 2012.1 47p

S293.6/110/
遠州山辺の道を歩く    浜松市文化財
ブックレット 4

浜松市生活文化部生涯学習
課（文化財担当）／編集

浜松
浜松市生活文化部生涯
学習課（文化財担当）

2010.3 64p

S293.6/111/
姫街道を歩く    浜松市文化財ブック
レット 2

浜松市生活文化部生涯学習
課（文化財担当）／編集

浜松
浜松市生活文化部生涯
学習課（文化財担当）

2009.3 128p

S293.6/146/ 浜松家康の散歩道 浜松市／編集 [浜松] 浜松市 2017.1 1枚

S293.6/194/ 女城主井伊直虎 姫街道連絡協議会／[編] [浜松] 姫街道連絡協議会 [2017] 1枚

S294/219/
歌川広重　東海道五十三次絵巻　静岡
版　三島～白須賀

こちずライブラリ／企画・
編集

[東京] トッパン・フォームズ 2018.9 1軸

S294/220/
歌川広重　東海道五十三次絵巻　日本
橋～見附

こちずライブラリ／企画・
編集

[東京] トッパン・フォームズ 2017.7 1軸

S294/220/
歌川広重　東海道五十三次絵巻　静岡
版　浜松～三条大橋

こちずライブラリ／企画・
編集

[東京] トッパン・フォームズ 2017.7 1軸

S294.1/43/ わたしたちの富士市
富士市教育委員会社会科副
読本編集委員会／[編]

[富士]
富士市教育委員会社会
科副読本編集委員会

[2018] 1枚

S294.1/44/ 私たちの富士市
富士市教育委員会中学校社会
科副読本編集委員会／[編]

[出版地
不明]

きうちいんさつ [2018] 地図1枚

S294.2/79/
わたしたちのまち静岡市　 平成28年度
第12版

静岡市教育委員会／編
集

[静岡] 静岡市教育委員会 2016.4 地図１枚

S294.2/91/ 静岡市の地形図
静岡市教育委員会／編
集

[静岡] 静岡市教育委員会 2016.4 地図１枚

Ｓ２９４　地図．絵図類
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S310/24/ 平和を考える小中学生作文集  第２１集
沼津市財務部総務課／
〔編〕

沼津 沼津市財務部総務課 2010.2 74p

S310/24/ 平和を考える小中学生作文集  第２２集
沼津市財務部総務課／
〔編〕

沼津 沼津市財務部総務課 2011.2 77p

S310/24/ 平和を考える小中学生作文集  第２４集
沼津市財務部総務課／
〔編〕

沼津 沼津市財務部総務課 2013.2 74p

S314/52/ 中学生のためのせんきょガイド 〔静岡〕 静岡県選挙管理委員会
２０１２．４
はしがき

18p

S314/79/ 県議会って何だろう？
静岡県議会事務局政策
調査課／〔編〕

静岡
静岡県議会事務局政策
調査課

2013.10 １枚

S314/79/ 県議会って何だろう？
静岡県議会事務局政策
調査課／[編]

静岡
静岡県議会事務局政策
調査課

2016.7 1枚

S317/2/ 静岡県勢要覧  平成27年度
静岡県企画広報部情報統計
局統計利用課／編集

静岡
静岡県企画広報部情報
統計局統計利用課

2016.3 244p

S317/2/ 静岡県勢要覧  平成28年度
静岡県政策企画部情報統計
局統計利用課／編集

静岡
静岡県政策企画部情報
統計局統計利用課

2017.3 246p

S317/2/ 静岡県勢要覧  平成29年度
静岡県経営管理部情報統計
局統計利用課／編集

静岡
静岡県経営管理部情報
統計局統計利用課

2018.3 248p

S317/426/
わたしたちの静岡県 2016  大好
き!!SHIZUOKA

静岡県知事公室広聴広
報課／[編]

静岡
静岡県知事公室広聴広
報課

2016.7 14p

S317/426/
わたしたちの静岡県 2017  大好
き!!SHIZUOKA

静岡県知事戦略局広聴
広報課／[編]

静岡
静岡県知事戦略局広聴
広報課

2017.8 14p

S317/426/
わたしたちの静岡県 2018  大好
き!!SHIZUOKA

静岡県知事戦略局広聴
広報課／[編]

静岡
静岡県知事戦略局広聴
広報課

2018.7 14p

S318/32/
市町の指標  通巻第30号（平成27年度
版）

静岡県経営管理部自治
局／[ほか]編集

静岡
静岡県経営管理部自治
局

2016.3
はじめに

134p

S318/32/
市町の指標  通巻第31号（平成28年度
版）

静岡県政策企画部政策推進
局市町行財政課/[ほか]編
集

静岡
静岡県政策企画部政策
推進局市町行財政課

2017.3
はじめに

134p

S318/32/
市町の指標  通巻第32号（平成29年度
版）

静岡県経営管理部地域振興
局市町行財政課／[ほか]編
集

静岡
静岡県経営管理部地域
振興局市町行財政課

2018.3
はじめに

132p

S318/37/ 市町しずおか  平成27年度版
静岡県経営管理部自治局自
治行政課／編集

[静岡] 静岡県市町村振興協会 2015.7 94p

S318/37/ 市町しずおか  平成28年度版
静岡県政策企画部政策推進
局市町行財政課／編集

[静岡] 静岡県市町村振興協会 2016.7 94p

S318/37/ 市町しずおか  平成29年度版
静岡県経営管理部地域振興
局市町行財政課／編集

[静岡] 静岡県市町村振興協会 2017.8 98p

S318/37/ 市町しずおか  平成30年度版
静岡県経営管理部地域振興
局市町行財政課／編集

[静岡] 静岡県市町村振興協会 2018.10 98p

S318.1/7/ 富士市勢要覧
静岡県富士市総務部広
報広聴課／編集

富士
静岡県富士市総務部広
報広聴課

2016.11 42p

S318.1/15-2/富士のあるまち 政策秘書課／編集
〔小山
町〕

静岡県小山町 2013.3 ２６ｐ

S318.1/49/ 河津町勢要覧  2008 河津町総務課／編集 河津町 静岡県河津町 2008.9 43p

S318.1/49/ 河津町勢要覧 河津町総務課／編集 河津町 静岡県河津町 2013.9 ３８ｐ

S318.2/17/
静岡市勢要覧 Ｎｏｗ　Ｓｈｉｚｕｏｋａデータ
しずおか 平成２２年度別冊

静岡市広報課／企画制
作

静岡 静岡市 〔２０１０〕 46p

S318.3/155/ 生涯学習物語掛川市制５０年史
掛川市総務部企画人材
課／編集

掛川 静岡県掛川市 2004.3 187p

S319/49/ 市区町別にみた平成28年の犯罪
静岡県警察本部刑事企
画課／編集

静岡
静岡県警察本部刑事企
画課

2017.6 21p

S319/49/ 市区町別にみた平成29年の犯罪
静岡県警察本部刑事企
画課／編集

静岡
静岡県警察本部刑事企
画課

2018.6 21p

S319/358/ ミオちゃんが危ない！ 子ども安全読本
静岡県警察本部生活安
全企画課／作成

〔静岡〕
静岡県警察本部生活安
全企画課

2007.5 27p

S319/366/ しずおか防犯ＭＡＮＵＡＬ 静岡新聞社／編集 静岡 静岡新聞社 2006.2 159p

S319/379/
地震防災ガイドブック 備えはだいじょう
ぶ  第16刷

静岡県／〔編〕 〔静岡〕 静岡県 2014.2 ２９ｐ

S319/379/
地震防災ガイドブック 備えはだいじょう
ぶ  第17刷

静岡県／〔編〕 〔静岡〕 静岡県 2014.8 ２９ｐ

Ｓ３１９　警察．防犯．消防．防災

Ｓ３１０　政治

Ｓ３１４　議会．選挙

Ｓ３１７　県行政

Ｓ３１８　市町村行政
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S319/379/
地震防災ガイドブック 備えはだいじょう
ぶ  第18刷

静岡県／[編] [静岡] 静岡県 2016.2 29p

S319/383/
ミオちゃんのおるすばん 子ども安全読
本

静岡県警察本部生活安
全企画課／作成

〔静岡〕
静岡県警察本部生活安
全企画課

2007.5 20p

S319/429/
ぴっぴ家族の減災ＢＯＯＫ いきる・まも
る・つながる 2012

はままつ子育てネットワー
クぴっぴ／編集

〔浜松〕
はままつ子育てネット
ワークぴっぴ

2012.3 43p

S319/433/ 自主防災組織実態調査報告書
静岡県危機管理部危機
情報課／[編]

静岡
静岡県危機管理部危機
情報課

2017.3 83p

S319/438/ けいさつたんけんたい
静岡県警察本部広報課
／[編]

静岡 静岡県警察本部広報課 [2015] 6p

S319/438/ けいさつたんけんたい
静岡県警察総務部広報
課／〔編〕

静岡 静岡県警察 〔２０１１〕 ６ｐ

S319/499/ 袋井の火の見櫓
袋井市歴史文化館／編
集

袋井 袋井市歴史文化館 2016.9 8p

S319/503/ だって、みんなで助かりたいもん!
静岡県地域防災活動推
進委員会／編集

[静岡]
静岡県地域防災活動推
進委員会

2011
はじめに

44p

S320/150/
男女がともにつくる安心とゆとりの掛川
条例 条文の主な内容

掛川市総務部企画人材課男
女共同参画室／〔編〕

掛川
掛川市総務部企画人材
課男女共同参画室

〔２００３〕 6p

S335/389/
「コドモンデ」まちのお仕事図鑑 みんな
の放課後しずおか

フォトスタジオピース／写
真・編集

静岡 まちなびや 2013.2 1冊

S335/399/ 静岡で働こう。
就職支援情報誌「静岡で働
こう」制作委員会／編集

静岡 静岡市立高校同窓会 2015.11 23p

S335/399/ 静岡で働こう。 各校同窓会／編集 静岡
静岡商工会議所静岡事
務所

[2017] 41p

S340/88/
タックス探検隊ｉｎしずおか わたしたちの
生活と税 平成１６年度

静岡県租税教育推進協
議会／編集

〔出版地
不明〕

名古屋国税局 〔２００４〕 17p

S350/41/
統計ハンドブック ふじのくに静岡県の１
００の指標 平成28年版

静岡県政策企画部情報統計
局統計利用課／編集

静岡
静岡県政策企画部情報
統計局統計利用課

2016.10 104p

S350/41/
統計ハンドブック ふじのくに静岡県の１
００の指標 平成29年版

静岡県経営管理部情報
統計局統計利用課／[編]

静岡
静岡県経営管理部情報
統計局統計利用課

2017.10 105p

S350/41/
統計ハンドブック ふじのくに静岡県の１
００の指標 平成30年版

静岡県経営管理部ICT推
進局統計利用課／編集

静岡
静岡県経営管理部ICT推
進局統計利用課

2018.10 105p

S350/50/ ふじのくにMyしずおか日本一 静岡県統計利用課／[編] 静岡 静岡県統計利用課 2016.2 1枚

S350/50/ ふじのくにMyしずおか日本一 静岡県統計利用課／[編] 静岡 静岡県統計利用課 2017.2 1枚

S350/50/ ふじのくにＭｙしずおか日本一
静岡県企画広報部統計
利用課／〔編〕

静岡
静岡県企画広報部統計
利用課

2012.3 １枚

S351/2/ 三島の統計  2011
三島市企画部政策企画
課／編集

三島
三島市企画部政策企画
課

2011.8 147p

S351/2/ 三島の統計  2012
三島市企画部政策企画
課／編集

三島
三島市企画部政策企画
課

2012.5 147p

S351/2/ 三島の統計  2013
三島市企画部政策企画
課／編集

三島
三島市企画部政策企画
課

〔２０１３．
５〕

136p

S351/3/ 富士宮市の統計  平成２４年版
富士宮市企画部情報政
策課／編集

富士宮 富士宮市 2013.3 146p

S351/3/ 富士宮市の統計  平成２５年版
富士宮市企画部電算統
計課／編集

富士宮 富士宮市 2014.3 １４８ｐ

S351/3/ 富士宮市の統計  平成２６年版
富士宮市企画部電算統
計課／編集

富士宮 富士宮市 2015.3 140p

S351/4/ 富士市統計書  平成２７年版
富士市総務部総務課／
編集

富士 富士市総務部総務課 2016.7 233p

S351/4/ 富士市統計書  平成２８年版
富士市総務部総務課／
編集

富士 富士市総務部総務課 2017.7 223p

S351/4/ 富士市統計書  平成２９年版
富士市総務部総務課／
編集

富士 富士市総務部総務課 2018.7 199p

S351/5/ 熱海市統計書  平成２１年版
熱海市総務部総務課総
務室／編集

熱海 熱海市 2010.3 83p

S351/5/ 熱海市統計書  平成２２年版
熱海市総務部総務課総
務室／編集

熱海 熱海市 2011.3 83p

S351/5/ 熱海市統計書  平成２３年版
熱海市総務部総務課総
務室／編集

熱海 熱海市 2012.3 83p

Ｓ３２０　法律．条例．例規

Ｓ３３５　企業．経営管理

Ｓ３４０　財政

Ｓ３５０　統計

Ｓ３５１　県東部地方の統計
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S351/6/
御殿場市統計書  第41回（平成27年度
版）

企画部行政課行政管理・
統計スタッフ／編集

御殿場 御殿場市役所 2016.2 111p

S351/6/
御殿場市統計書  第42回（平成28年度
版）

企画部行政課行政管理・
統計スタッフ／編集

御殿場 御殿場市役所 2017.1 105p

S351/6/
御殿場市統計書  第43回（平成29年度
版）

企画部情報政策課情報
政策・統計スタッフ／編集

御殿場 御殿場市役所 2018.6 103p

S351/8/ 沼津市統計書  第43回（平成27年版）
企画部情報システム課／
編集

[沼津] 沼津市役所 2016.3 141p

S351/8/ 沼津市統計書  第44回（平成28年版）
企画部情報システム課／
編集

[沼津] 沼津市役所 2017.3 139p

S351/8/ 沼津市統計書  第45回（平成29年版）
企画部情報システム課／
編集

沼津 沼津市役所 2018.3 139p

S351/10/ 裾野市統計書  平成２２年版
裾野市企画部企画政策
室統計係／編集

裾野 裾野市 2011.3 93p

S351/10/ 裾野市統計書  平成２４年版
企画部企画政策課／編
集

裾野 裾野市 2013.3 93p

S351/10/ 裾野市統計書  平成26年版
企画部企画政策課情報
政策室／編集

裾野 裾野市 2015.3 93p

S351/11/ 統計書かんなみ  平成２８年版
函南町役場企画財政課
／編集

函南町 函南町役場企画財政課 2016.11 92p

S351/11/ 統計書かんなみ  平成２９年版
函南町役場企画財政課
／編集

函南町 函南町役場企画財政課 2017.12 92p

S351/11/ 統計書かんなみ  平成３０年版
函南町役場企画財政課
／編集

函南町 函南町役場企画財政課 2018.12 92p

S351/12/
新南伊豆のすがた  ＶＯＬ．16（平成27
年版）

静岡県賀茂振興局／[編] 下田 静岡県賀茂振興局 2016.5 58p

S351/12/
新南伊豆のすがた  ＶＯＬ．17（平成28
年版）

静岡県賀茂振興局／[編] 下田 静岡県賀茂振興局 2017.3 98p

S351/12/
新南伊豆のすがた  ＶＯＬ．18（平成29
年版）

静岡県賀茂振興局／[編] 下田 静岡県賀茂振興局 2018.3 98p

S351/13/ 伊東市統計書  平成２３年版
伊東市総務部庶務課／
〔編〕

伊東 伊東市総務部庶務課
２０１２．８
はじめに

75p

S351/13/ 伊東市統計書  平成２４年版
伊東市総務部庶務課／
〔編〕

伊東 伊東市総務部庶務課
2013.12

はじめに
７５ｐ

S351/13/ 伊東市統計書  平成２５年版
伊東市総務部庶務課／
〔編〕

伊東 伊東市総務部庶務課
2014.10

はじめに
７５ｐ

S351/19/ 下田市統計書  平成２２年度
企画財政課企画調整業
務担当／編集

下田 下田市役所 2011.3 42p

S351/19/ 下田市統計書  平成２３年度
企画財政課企画調整業
務担当／編集

下田 下田市役所 2012.3 ４１ｐ

S351/19/ 下田市統計書  平成２４年度
企画財政課企画調整業
務担当／編集

下田 下田市役所 2013.3 ４１ｐ

S351/22/ 清水町統計書  平成２３年版
清水町企画財政課／編
集

清水町 清水町企画財政課 2012.8 45p

S351/22/ 清水町統計書  平成２４年版
清水町企画財政課／編
集

清水町 清水町企画財政課 2013.7 ４４ｐ

S351/22/ 清水町統計書  平成２５年版
清水町企画財政課／編
集

清水町 清水町企画財政課 2014.11 44p

S351/23/ 小山町の統計  平成２２年度版
小山町企画総務部企画
調整課／編集

小山町
小山町企画総務部企画
調整課

2011.3 56p

S351/23/ 小山町の統計  平成２３年度版 静岡県小山町／〔編〕
〔小山
町〕

静岡県小山町 〔２０１２〕 56p

S351/23/ 小山町の統計  平成２４年度版
小山町企画総務部政策
秘書課／編集

小山町 静岡県小山町 2013.3 ５６ｐ

S351/25/ ながいずみ 行政資料集 平成27年版 長泉町行政課／編集 長泉町 長泉町行政課 2016.3 98p

S351/25/ ながいずみ 行政資料集 平成28年版 長泉町行政課／編集 長泉町 長泉町行政課 2017.3 98p

S351/25/ ながいずみ 行政資料集 平成29年版 長泉町行政課／編集 長泉町 長泉町行政課 2018.3 99p

S351/29/ 町勢概況  平成２２年度 西伊豆町／〔編〕
〔西伊豆
町〕

西伊豆町 〔２０１０〕 24p

S351/29/ 町勢概況  平成２３年度 西伊豆町／〔編〕
〔西伊豆
町〕

西伊豆町 〔２０１１〕 24p

S351/29/ 町勢概況  平成２４年度 西伊豆町／〔編〕
〔西伊豆
町〕

西伊豆町 〔２０１２〕 24p

S351/38/ 伊豆の国市統計書  2016 総務部総務課／編集
伊豆の
国

伊豆の国市役所 2016.9 68p

S351/38/ 伊豆の国市統計書  2017 総務部総務課／編集
伊豆の
国

伊豆の国市役所 2017.9 61p

S351/38/ 伊豆の国市統計書 総務部総務課／編集
伊豆の
国

伊豆の国市役所 2018.10 60p
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S351/39/ 伊豆市統計書  平成22年度版
総務部企画財政課／編
集

伊豆 伊豆市役所 2011.3 62p

S351/39/ 伊豆市統計書  平成23年度版
総務部地域づくり課／編
集

伊豆 伊豆市役所 2012.3 50p

S351/39/ 伊豆市統計書  平成24年度版
総務部地域づくり課／編
集

伊豆 伊豆市役所 2013.3 ５０ｐ

S352/5/ 統計やいづ  第98号（平成27年度版）
総務部総務課統計担当
／編集

焼津 焼津市役所 2016.3 106p

S352/5/ 統計やいづ  第99号（平成28年度版）
総務部総務課統計担当
／編集

焼津 焼津市役所 2017.3 106p

S352/5/ 統計やいづ  第100号（平成29年度版）
総務部総務課統計担当
／編集

焼津 焼津市役所 2018.3 106p

S352/6/ 藤枝市統計書  平成27年版
藤枝市総務部総務課／
編集

藤枝 藤枝市 2016.10 183p

S352/6/ 藤枝市統計書  平成28年版
藤枝市総務部総務課／
編集

藤枝 藤枝市 2017.10 183p

S352/6/ 藤枝市統計書  平成29年版
藤枝市総務部総務課／
編集

藤枝 藤枝市 2018.10 183p

S352/7/ 島田市統計書  平成22年度版 島田市／〔編〕 〔島田〕 島田市
２０１１．３
はしがき

1冊

S352/7/ 島田市統計書  平成23年度版 総務部総務課／編集 島田 島田市役所 2012.8 81p

S352/7/ 島田市統計書  平成24年度版 総務部総務課／編集 島田 島田市役所 2013.3 ８２ｐ

S352/19/ 静岡市統計書  第13回（平成27年版）
静岡市企画局企画課／
編集

静岡 静岡市企画局企画課 2016.3 240p

S352/19/ 静岡市統計書  第14回（平成28年版）
静岡市企画局企画課／
編集

静岡 静岡市企画局企画課 2017.3 240p

S352/19/ 静岡市統計書  第15回（平成29年版）
静岡市企画局企画課／
編集

静岡 静岡市企画局企画課 2018.3 240p

S353/1/ 浜松市統計書  第11回（平成27年版）
浜松市総務部文書行政
課／編集

浜松 浜松市 2016.3 237p

S353/1/ 浜松市統計書  第12回（平成28年版）
浜松市総務部文書行政
課／編集

浜松 浜松市 2017.3 235p

S353/1/ 浜松市統計書  第13回（平成29年版）
浜松市総務部文書行政
課／編集

浜松 浜松市 2018.3 225p

S353/3/ 掛川市統計書  平成27年度版
企画政策部企画調整課
／編集

掛川 掛川市役所 2016.3 221p

S353/3/ 掛川市統計書  平成28年度版
掛川市企画政策部企画
政策課

掛川 掛川市役所 2017.3 233p

S353/3/ 掛川市統計書  平成29年度版
企画制作部企画政策課
／編集

掛川 掛川市役所 2018.3 233p

S353/5/ 袋井市の統計  2015
袋井市企画財政部企画
政策課総合企画室／[編]

袋井 静岡県袋井市 2015.7 26p

S353/5/ 袋井市の統計  2016
袋井市企画財政部企画
政策課企画係／編集

袋井 静岡県袋井市 2016.7 26p

S353/5/ 袋井市の統計  2017
袋井市企画財政部企画
政策課企画係／編集

袋井 静岡県袋井市 2017.8 27p

S353/6/ 磐田市統計書  平成28年版
磐田市総務部総務課総
務・統計グループ／編集

磐田 磐田市 2016.12 70p

S353/6/ 磐田市統計書  平成29年版
磐田市総務部総務課総
務・統計グループ／編集

磐田 磐田市 2017.12 70p

S353/6/ 磐田市統計書  平成30年版
磐田市総務部総務課総
務・統計グループ／編集

磐田 磐田市 2018.12 70p

S353/12/ 湖西市統計書  第32回（平成27年版）
湖西市企画部企画政策
課／編集

湖西 湖西市 2013.5 １０３ｐ

S353/12/ 湖西市統計書  第33回（平成28年版）
湖西市企画部企画政策
課／編集

湖西 湖西市 2014.4 ６４ｐ

S353/12/ 湖西市統計書  第34回（平成29年版）
湖西市企画部企画政策
課／編集

湖西 湖西市 2015.5 62p

S353/13/ 菊川市データルーム  平成２２年度版
総務企画部企画政策課
／編集

菊川市 菊川市役所 2010.6 32p

S353/13/ 菊川市データルーム  平成２３年度版
総務企画部企画政策課
／編集

菊川市 菊川市役所 2011.6 36p

S353/13/ 菊川市データルーム  平成２４年度版
総務企画部企画政策課
／編集

菊川市 菊川市役所 2012.7 66p

S353/20/ 森町の統計  平成２４年度版
総務課広報統計係／編
集

森町 静岡県森町 2013.3 98p

Ｓ３５３　県西部地方の統計

Ｓ３５２　県中部地方の統計
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S353/20/ 森町の統計  平成29年度版
総務課広報統計係／編
集

森町 静岡県森町 2018.3 92p

S353/46/
統計で見る御前崎市のすがた  平成１
７年

御前崎市／〔編〕 御前崎 御前崎市
２００５．３
はしがき

133p

S353/46/
統計で見る御前崎市のすがた  平成２
４年

総務部企画財政課／編
集

御前崎 御前崎市役所 2012.3 134p

S353/50/ 牧之原市統計書  平成26年度版
政策協働部企画課／編
集

牧之原 牧之原市役所 2015.3 69p

S353/50/ 牧之原市統計書  平成27年度版
政策協働部企画課／編
集

牧之原 牧之原市 2016.3 70p

S353/50/ 牧之原市統計書  平成28年度版
政策協働部企画課／編
集

牧之原 牧之原市役所 2017.3 70p

S353/51/ 川根本町統計要覧  平成22年版 企画課／編集
川根本
町

川根本町 2011.7 43p

S353/51/ 川根本町統計要覧  平成23年版 企画課／編集
川根本
町

川根本町 2012.12 43p

S353/51/ 川根本町統計要覧  平成24年版 企画課／編集
川根本
町

川根本町 2013.12 ３９ｐ

S353/52/ 吉田町統計要覧  平成28年版 企画課／編集 吉田町 吉田町 2016.11 56p

S353/52/ 吉田町統計要覧  平成29年版 企画課／編集 吉田町 吉田町 2017.11 56p

S353/52/ 吉田町統計要覧　平成30年版 企画課／編集 吉田町 吉田町 2018.11 56p

S363/10/
手石海丘 伊豆半島東方沖群発地震お
よび同海底火山噴火の記録と作文集

伊東市教育研究会／編
集

伊東 伊東市教育委員会 1990.3 40,36p

S363/19/
こわかった地震津波 関東大震災を体験し
た宇佐美小学校全児童の作文集  ２版

伊東市立伊東図書館／
〔編〕

伊東 伊東市立伊東図書館 2012.12 210p

S363/20/ 大空襲 郷土燃ゆ静岡県戦災の記録 静岡新聞社／編 静岡 静岡新聞社 1975.8
277p 図版

40枚

S363/22/ 静岡市空襲の記録
静岡市空襲を記録する会
／編

静岡 静岡市空襲を記録する会 1974 464p 図

S363/23/ かえらぬ日日清水空襲の記録
清水市企画調整部広報
課／編

清水
清水市企画調整部広報
課

1974
162p 図

版

S363/26/
街が燃える人が燃える 画集・静岡市空
襲の記録

静岡市平和を考える市民
の会／編

静岡
静岡市平和を考える市民
の会

1985 107p

S363/28/
体験文集つゆ光 昭和十九年東南海地
震発災五十年を迎えて

袋井町西国民学校被災児慰
霊実行委員会／〔編〕

袋井
袋井町西国民学校被災
児慰霊実行委員会

1994.11 158p

S363/31/ 北伊豆震災と三島の復興写真集 柴原　俊介／編集 三島 三島ゆうすい会 2006.11 64p

S363/33/ 三島を襲った災害 平成２０年度企画展
三島市郷土資料館／編
集

三島 三島市郷土資料館 2008.9 24p

S363/34/
静岡・清水空襲の記録 ２３５０余人への
レクイエム

静岡平和資料館をつくる
会／編集

静岡
静岡平和資料館をつくる
会

2005.6 132p

S363/54/ 狩野川台風と白山堂 勝村　吾一／編著
〔大仁
町〕

〔勝村吾一〕 1981.12 175p

S363/47/ 狩野川台風水害誌
郷土をよくする会編集部
／編

静岡 郷土をよくする会 1959
80p(図版
解説共)

S363/52/ 狩野川台風災害誌 静岡県広報協会／編 静岡 静岡県 1962
259p(図版,

地図共)

S363/59/ あばれ水 七夕豪雨の体験記録
「あばれ水」編集委員／
編

静岡 文化洞 1975
243p(図

共)

S363/60/ 508 長田七夕豪雨記録写真集 丸子川水防団／編 静岡 丸子川水防団 1975
132p(図

共)

S363/63/ ５００ミリの恐怖 七夕豪雨記録写真集
清水市企画調整部広報
課／編

清水
清水市企画調整部広報
課

1975
65p(おも

に図)

S363/62/ 七・七集中豪雨の記録
清水市立第六中学校／
〔編〕

清水 清水市立第六中学校 1975
86p 図

版

S363/65/
七夕豪雨 昭和４９年台風８号及び梅雨
前線による大雨の記録

静岡市役所／編 静岡 静岡市役所 1979
149p(図

共)

S363/89/ 第五福竜丸
焼津市歴史民俗資料館
／[編]

焼津 焼津市歴史民俗資料館 [2014] 15p

S363/93/
第五福竜丸とともに 被爆者から２１世
紀の君たちへ

大石　又七／お話 蕨 新科学出版社 2001.3 124p

S363/94/
わすれないで 第五福竜丸ものがたり
絵本のおくりもの

赤坂　三好／文・絵 東京 金の星社 1989.3 1冊

S363/95/
死の海をゆく 第五福竜丸物語   文研
じゅべにーる

長谷川　潮／著 東京 文研出版 1984.7 207p

S363/98/ 第五福竜丸 母と子でみる
第五福竜丸平和協会／
編

東京 草土文化 1985.1 111p

Ｓ３６３　災害．災害援助

- 29 -



請求記号 書　名 著者名 出版地 出版者 出版年 ページ

S363/99/
もうひとつのビキニ事件 １０００隻をこえ
る被災船を追う

高知県ビキニ水爆実験被
災調査団／編

東京 平和文化 2004.3 157p

S363/100/
水爆ブラボー ３月１日ビキニ環礁・第五
福竜丸   母と子でみる Ａ３４

豊崎　博光／〔著〕 東京 草の根出版会 2004.2 143p

S363/101/
写真でたどる第五福竜丸 ビキニ水爆
実験被災５０周年記念・図録

第五福竜丸平和協会／
編集

東京 第五福竜丸平和協会 2004.3 104p

S363/102/ 第五福竜丸心の航跡 静岡新聞社／著 静岡 静岡新聞社 2004.3 135p

S363/105/
焼津流平和の作り方 「ビキニ事件５０
年」をこえて

ビキニ市民ネット焼津／
編・著

東京 社会評論社 2007.9 275p

S363/107/
第五福竜丸 ビキニ事件を現代に問う
岩波ブックレット Ｎｏ．６２８

川崎　昭一郎／〔著〕 東京 岩波書店 2004.7 70p

S363/108/ 3･1ビキニと第五福竜丸
副読本「第五福竜丸」編
集委員会／編集

静岡
静岡県高等学校教職員
組合

1978.2 98p

S363/137/ 第五福竜丸 ２００４年、平和の願い
焼津市歴史民俗資料館
／〔編〕

焼津 焼津市歴史民俗資料館 〔２００４〕 16p

S363/138/
ひくまにも戦争があった 曳馬空襲の記
録

川合　光／〔ほか編集委
員〕

〔浜松〕
憲法九条をまもる曳馬中
学校区の会

2007.6 17p

S363/146/ しずおか奇跡のくすのき
新老人の会富士山支部
／〔編〕

静岡 新老人の会富士山支部 〔２０１４〕 １５ｐ

S365/120/
長寿社会の住まいづくり 高齢者が安全
で快適に暮らせるために  第１１版

静岡県都市住宅部住まい
づくり室／〔編〕

静岡
静岡県都市住宅部住ま
いづくり室

2004.3 43p

S366/294/ 夢中 中学生の未来みつけブック。
静岡県地域労使就職支
援機構／〔編〕

静岡
静岡県地域労使就職支
援機構

２００６．９
はじめに

26p

S367/209/
しずおか女と男のデータブック 男女共
同参画の視点から見た静岡県の状況

あざれあ交流会議グルー
プ／編集

静岡
あざれあ交流会議グルー
プ

2009.3 93p

S369/237/ ボランティア学習の手引
静岡県教育委員会青少
年課／〔編〕

静岡
静岡県教育委員会青少
年課

1998.3 73p

S369/462/
しずおかユニバーサルデイン事例集 だ
れもが暮らしやすい社会をめざして

静岡県企画部〔企画総室〕ユニ
バーサルデザイン室／編集

静岡
静岡県企画部ユニバー
サルデザイン室

2001.3 73p

S369/482/
ふじのくにユニバーサルデザイン大賞入賞
作品集  第14回（平成25年度）

静岡県くらし・環境部政策
監／編集

静岡
静岡県くらし・環境部政策
監

２０１４．３
はじめに

２６ｐ

S369/482/
ふじのくにユニバーサルデザイン大賞入賞
作品集  第15回（平成26年度）

静岡県くらし・環境部ユニ
バーサルデザイン担当／
[編]

静岡
静岡県くらし・環境部ユニ
バーサルデザイン担当

2015.3 39p

S369/482/
ふじのくにユニバーサルデザイン大賞入賞
作品集  第16回（平成27年度）

静岡県くらし・環境部県民
生活課協働推進班／[編]

静岡
静岡県くらし・環境部県民
生活課協働推進班

2016.3 27p

S369/482-1/
しずおかユニバーサルデザイン10年の記録 SHIZUOKA
ＵＤ　10ｔｈ　ANNIVERSARY 1999.4－2009.3

静岡県　県民部　ユニバー
サルデザイン企画監／〔編〕

静岡
静岡県県民部ユニバー
サルデザイン企画監

2009.3 71p

S369/491/
「しずおかエンゼルプラン」２１ 静岡県
子育て支援総合計画 ２０００-２００４

静岡県健康福祉部子育て
支援室／〔編〕

〔静岡〕
静岡県健康福祉部子育
て支援室

２００１．３
ごあいさつ

14p

S369/547/
思いやり・小さな工夫・安いコストで「みんなが喜ぶ店づ
くり」 ユニバーサルデザインによるアイデア・ヒント集 小
売業編

静岡県県民部管理局ユニバー
サルデザイン企画監／〔編〕

静岡
静岡県県民部管理局ユニ
バーサルデザイン企画監

2003.5 55p

S369/547/
「みんなが喜ぶ宿づくり」 ユニバーサルデザイン
によるアイデア・ヒント集 宿泊施設編

静岡県生活・文化部ユニ
バーサルデザイン室／編集

静岡
静岡県生活・文化部ユニ
バーサルデザイン室

2004.4 51p

S369/547/
みんなにやさしいものづくり ユニバーサルデザ
イン導入のアイデア・ヒント集 製造業編

静岡県生活・文化部ユニ
バーサルデザイン室／編集

静岡
静岡県生活・文化部ユニ
バーサルデザイン室

2004.7 60p

S369/547/
みんなにやさしいものづくり ユニバーサルデザイン導
入のアイデア・ヒント集　概要版 製造業編

静岡県生活・文化部ユニ
バーサルデザイン室／編集

静岡
静岡県生活・文化部ユニ
バーサルデザイン室

2004.7 25p

S369/548/
実践！心のユニバーサルデザイン みんなに喜
ばれる応対をめざして  改訂

静岡県県民部管理局ユニバー
サルデザイン企画監／〔編〕

静岡
静岡県県民部管理局ユニ
バーサルデザイン企画監

2008.4 30p

S369/589/
中学生福祉体験事業ハンドブック  平
成１７年度

静岡市社会福祉協議会清水区
地域福祉推進センター／〔編〕

静岡
静岡市社会福祉協議会清
水区地域福祉推進センター

〔２００５〕 66p

S369/608/ 第3次三島市地域福祉計画
三島市福祉総務課／編
集

三島 三島市 2016.3 81p

S369/788/
浜松市ユニバーサルデザイン条例をわ
かりやすく説明するパンフレット

浜松市ユニバーサルデザ
イン担当／〔編〕

浜松
浜松市ユニバーサルデ
ザイン担当

2012.3 １０ｐ

S369/789/
はままつユニバーサルデザイン　「思いやり
の心が結ぶやさしいまち」を目指して

浜松市市民部ユニバーサル社
会・男女共同参画推進課／編
集

浜松
浜松市市民部ユニバーサ
ル社会・男女共同参画推進
課

2014.3 １４ｐ

S369/789/
はままつユニバーサルデザイン　「思いやり
の心が結ぶやさしいまち」を目指して

浜松市市民部ユニバーサル社
会・男女共同参画推進課／編
集

浜松
浜松市市民部ユニバーサ
ル社会・男女共同参画推進
課

2015.3 14p

S369/830/
笑顔"つなぐはままつのユニバーサル
農業

浜松市産業部農業水産
課／[編]

浜松
浜松市産業部農業水産
課

2017.2 36p

S369/831/
はままつユニバーサルデザイン　協働
事例紹介

浜松市ユニバーサル社会・
男女共同参画推進課／[編]

浜松
浜松市ユニバーサル社
会・男女共同参画推進課

[2014] 6p

Ｓ３６５　生活問題

Ｓ３６７　家庭及び婦人問題

Ｓ３６９　社会福祉（災害に関するものも含む）
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S370/255/
静岡県小・中・高等学校児童生徒理科研究
発表論文集  2015年版（平成27年度）

静岡県理科教育協議会
／[ほか]共同編集

牧之原 静岡県理科教育協議会 2016.7
103,167,

208p

S370/255/
静岡県小・中・高等学校児童生徒理科研究
発表論文集  2016年版（平成28年度）

静岡県理科教育協議会
／[ほか]共同編集

牧之原 静岡県理科教育協議会 2017.7
108,153,

180p

S370/255/
静岡県小・中・高等学校児童生徒理科研究
発表論文集  2017年版（平成29年度）

静岡県理科教育協議会
／[ほか]共同編集

浜松 静岡県理科教育協議会 2018.7
98,140,

175p

S370/291/ 静岡県の私立学校　2014 静岡県私学協会／編集 静岡 静岡県私学協会 2012.9 １２１ｐ

S370/291/ 静岡県の私立学校　2015 静岡県私学協会／編集 静岡 静岡県私学協会 2014.7 １２２ｐ

S370/291/ 静岡県の私立学校　2016 静岡県私学協会／編集 静岡 静岡県私学協会 2015.7 122p

S370/409/
しずおかのこころざし 同世代・先輩から
のメッセージ

静岡県教育委員会生涯
学習企画課／編集

静岡
静岡県教育委員会生涯
学習企画課

2006.2 36p

S372/48/ 目でみる静岡県の教育史
静岡県立教育研修所／
編

〔三島〕 静岡県教育史刊行会 1977.2 90p 図

S376/53/
静岡の子ども 学制発布百年記念文集
1    小学校低学年編

静岡県校長会／編 静岡 静岡教育出版社 1973 256p

S376/53/
静岡の子ども 学制発布百年記念文集
2    小学校高学年編

静岡県校長会／編 静岡 静岡教育出版社 1973 256p

S376/53/
静岡の子ども 学制発布百年記念文集
3    中学校編

静岡県校長会／編 静岡 静岡教育出版社 1973 256p

S376/343/
こころゆたかに　1ねん  静岡県小学校
道徳副読本

静岡県出版文化会／〔責
任編集〕

静岡 静岡教育出版社 ｃ２０１３ ９２ｐ

S376/343/
心ゆたかに　2年  静岡県小学校道徳
副読本

静岡県出版文化会／〔責
任編集〕

静岡 静岡教育出版社 ｃ２０１３ ９２ｐ

S376/343/
心ゆたかに　3年  静岡県小学校道徳
副読本

静岡県出版文化会／〔責
任編集〕

静岡 静岡教育出版社 ｃ２０１３ １１６ｐ

S376/343/
心ゆたかに　4年  静岡県小学校道徳
副読本

静岡県出版文化会／〔責
任編集〕

静岡 静岡教育出版社 ｃ２０１３ １１６ｐ

S376/343/
心ゆたかに　5年  静岡県小学校道徳
副読本

静岡県出版文化会／〔責
任編集〕

静岡 静岡教育出版社 ｃ２０１３ １２８ｐ

S376/343/
心ゆたかに　6年  静岡県小学校道徳
副読本

静岡県出版文化会／〔責
任編集〕

静岡 静岡教育出版社 ｃ２０１３ １２８ｐ

S376/343/
中学心ゆたかに　1年  静岡県中学校
道徳副読本

静岡県出版文化会／〔責
任編集〕

静岡 静岡教育出版社 ｃ２０１３ １４０ｐ

S376/343/
中学心ゆたかに　2年  静岡県中学校
道徳副読本

静岡県出版文化会／〔責
任編集〕

静岡 静岡教育出版社 ｃ２０１３ １４０ｐ

S376/343/
中学心ゆたかに　3年  静岡県中学校
道徳副読本

静岡県出版文化会／〔責
任編集〕

静岡 静岡教育出版社 ｃ２０１３ １４０ｐ

S376/393/
公立高校をめざすあなたへ  平成31年
度１

静岡県教育委員会／[編] 静岡
静岡県教育委員会高校
教育課

2018.6 1枚

S376/393/
公立高校をめざすあなたへ  平成31年
度２

静岡県教育委員会高校
教育課／[編]

静岡
静岡県教育委員会高校
教育課

[2018] 40p

S376/422/
静岡県立中学校入学者選抜実施要領
平成２５年度

静岡県教育委員会学校
教育課／編集

静岡
静岡県教育委員会学校
教育課

2012.8 31p

S376/440/
中高生仕事ふれあい活動報告書 職業
を調べ、体験し、生き方を学ぼう！！

焼津市立港中学校／
〔編〕

焼津 焼津市立港中学校 2005.2 91p

S376/441/
中高生仕事ふれあい体験 １年間のまと
め

島田市立島田第二中学
校／〔編〕

〔島田〕
島田市立島田第二中学
校

２００５．２
まえがき

102,3p

S376/443/
総合的な学習の実践報告 中高生ふれ
あい活動支援事業 平成１６年度

浜松市立天竜中学校／
〔編〕

浜松 浜松市立天竜中学校 2005.2 142p

S376/444/
中高生仕事ふれあい体験活動支援事業活動報告 浜
中ショップの活動を通して職業について考えよう

浜北市立浜名中学校／
〔編〕

〔浜北〕 浜北市立浜名中学校 〔２００５〕 92p

S376/463/
触れる木 伝統工芸体験教室 教育ル
ネッサンス２１「体験の森」 平成１０年度

教育ルネッサンス２１「体験の
森」実行委員会事務局／編集

静岡
教育ルネッサンス２１「体験
の森」実行委員会事務局

1999.2 78p

S376/492/ ふるさと袋井に生きる
袋井市教育委員会／編
集

〔袋井〕 袋井市教育委員会 2009.4 95p

S376/499/ 静岡の算数ものがたり
静岡県数学教育研究会
／編著

東京 日本標準 1983.4 207p

S376/505/ 未来マップ 職場体験サポートブック
ＳＢＳメディアサービス／
企画・編集

静岡
静岡県教育委員会学校
教育課

2012.1 88p

S376/505/ みらいマップＪｒ．
ＳＢＳコミュニケーションズ
／企画・編集

静岡
静岡県教育委員会学校
教育課

2013.2 ６４ｐ

S376/518/ わたしたちの静岡県　地域学習資料
静岡県出版文化会／〔ほ
か〕編集

静岡 静岡教育出版社 ２０１３ｃ １２０ｐ

Ｓ３７０　教育

Ｓ３７２　教育史

Ｓ３７６　幼稚園．小・中学校教育
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S376/518/
わたしたちの静岡県　地域学習資料
教師用指導書

静岡県出版文化会／〔ほ
か〕編集

静岡 静岡教育出版社 ２０１３ｃ １２０ｐ

S376/539/ 菊川市子ども学習地図 菊川市教育委員会／編 [菊川] 菊川市教育委員会 2016.4 1枚

S376.1/217/
みしま　小学校郷土読本      改訂第18
版

三島市教育研究会／著 三島 三島市教育研究会 2012.3 １７４ｐ

S376.1/217/
みしま　小学校郷土読本別冊    三島を
襲った災害

三島市教育研究会／著 三島 三島市教育研究会 2014.4 ８ｐ

S376.1/217-2三島　中学校郷土読本      改訂第18版 三島市教育研究会／著 三島 三島市教育研究会 2012.3 １７４ｐ

S376.1/217-2
三島　中学校郷土読本別冊　三島を
襲った災害

三島市教育研究会／著 三島 三島市教育研究会 2014.4 ８ｐ

S376.1/220/
わたしたちの函南町 ３，４年生用社会
科副読本      第７版

「わたしたちの函南町」編
集委員会／編集

〔函南
町〕

函南町教育委員会 2014.4 １３６ｐ

S376.1/222/ すその 郷土読本      第6訂版
郷土読本「すその」改訂編
集委員会／改訂編集

[裾野] 裾野市教育委員会 2015.3 144p

S376.1/223/ わたしたちの裾野市 改訂7版
裾野市郷土読本編集委
員会／編集

[裾野] 裾野市教育委員会 2015.4 159p

S376.1/227/
ふじのみや 平成30年度版  小学校社
会科地域学習資料      改訂第24版

富士宮市教育委員会／
編集

[富士
宮]

富士宮市教育委員会 2018.3 163p

S376.1/227-2
富士宮  中学校社会科地域学習資料
改訂22版

富士宮市教育委員会／
編集

[富士
宮]

富士宮市教育委員会 2017.4 166p

S376.1/228/
ふじ 平成30年度版  見たい知りたいわ
たしたちのまち

富士市教育委員会／[編] [富士] 富士市教育委員会 2018.4 132p

S376.1/228-2
富士 平成30年度版  中学校社会科副
読本

富士市教育委員会／[編] [富士] 富士市教育委員会 2018.4 162p

S376.1/241/ 小・中学校理科研究集録 伊東市教育委員会／[編] 伊東市教育委員会
1990.1

はじめに
44p

S376.2/145/
わたしたちの研究 静岡市児童生徒自
由研究論文 第57集（平成25年度）

静岡市教育委員会／編 静岡 静岡市教育委員会 〔２０１４〕 １３７ｐ

S376.2/145/
わたしたちの研究 静岡市児童生徒自
由研究論文 第58集（平成26年度）

静岡市教育委員会／編 静岡 静岡市教育委員会 [2015] 133p

S376.2/145/
わたしたちの研究 静岡市児童生徒自
由研究論文 第59集（平成27年度）

静岡市教育委員会／編 静岡 静岡市教育委員会 [2016] 131p

S376.2/166/ わたしたちの町おかべ
わたしたちの町おかべ編
集委員会／編集

〔岡部
町〕

岡部町教育委員会 1996.3 121p

S376.2/250/ わたしたちの島田市   第11版
島田市地域学習推進委
員会／編集

〔島田〕 島田市教育委員会 2014.3 １１８ｐ

S376.2/256/ しずおかだいすき 平成26年度版 第4版
静岡市教育委員会学校
教育課／編集

〔静岡〕 静岡市教育委員会 2014.4 ２０７ｐ

S376.2/256/ しずおかだいすき 平成27年度版 第5版
静岡市教育委員会学校
教育課／編集

[静岡] 静岡市教育委員会 2015.4 207p

S376.2/256/ しずおかだいすき 平成28年度版 第6版
静岡市教育委員会学校
教育課／編集

[静岡] 静岡市教育委員会 2016.4 207p

S376.2/257/ わがまち静岡 平成26年度版 第3版
静岡市教育委員会学校
教育課／編集

〔静岡〕 静岡市教育委員会 2014.4 １４３ｐ

S376.2/257/ わがまち静岡 平成27年度版 第5版
静岡市教育委員会学校
教育課／編集

[静岡] 静岡市教育委員会 2015.4 143p

S376.2/257/ わがまち静岡 平成28年度版 第6版
静岡市教育委員会学校
教育課／編集

[静岡] 静岡市教育委員会 2016.4 143p

S376.2/323/ よりよい自分へ しずおかマナーブック
静岡市教育委員会学校
教育課／編集

〔静岡〕 静岡市教育委員会 2013.3 32p

S376.2/335/ わたしたちのまちやいづ
焼津市社会科副読本編
集委員会／編集

〔焼津〕 焼津市教育委員会 2002.3 １１２ｐ

S376.3/100/ なるほどなっとく金次郎さん   第３版
掛川市教育委員会／
〔編〕

掛川 掛川市教育委員会 2011.9 65p

S376.3/194/ 解説旧見付学校
磐田市教育委員会文化財課
磐田市旧見付学校／〔編〕

磐田 磐田市 2014.3 ５５ｐ

S376.3/198/ ふるさと賛歌集おな
三ケ日町立尾奈小学校
／〔編〕

三ケ日町 三ケ日町立尾奈小学校 2000.12 153p

S376.3/203/
掛川学博士になろう 総合的な学習の時
間ヒント集

平成１３年度掛川市生涯
学習研究会／〔編〕

〔掛川〕
平成１３年度掛川市生涯
学習研究会

2002 1枚

S376.3/238/
わたしたちの御前崎市 歴史編  御前崎
市社会科副読本

御前崎市教育委員会御前崎市社会
科副読本（歴史編）作成委員会／
[編]

御前崎
御前崎市教育委員会御前崎市社
会科副読本（歴史編）作成委員会 2015.4 48p

S376.3/238/
わたしたちの御前崎市 御前崎市社会
科副読本      第5版

御前崎市教育委員会御前崎市社会
科副読本作成委員会／[編] 御前崎

御前崎市教育委員会御前崎市社
会科副読本作成委員会 2015.4 169p

S376.3/239/
くらし・町のうつりかわり 子ども向け図
説

浜松市博物館／編集 浜松 浜松市博物館 2005.3 40p

S376.3/248/ 見付学校物語 小杉　達／〔著〕 磐田 小杉達 2005.11 32p

S376.3/299/ わたしたちの牧之原市
牧之原市教育委員会／
[編]

[牧之
原]

牧之原市教育委員会
2015.4ま

えがき
109p
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S376.3/304/ わたしたちの吉田町 吉田町教育委員会／[編] 吉田町 吉田町教育委員会 2015.4 104p

S376.3/307/ わたしたちの掛川市  第７版
掛川市地域教材研究会
／編集

〔掛川〕 掛川市教育委員会 2013.3 １３８ｐ

S376.3/307/ わたしたちの掛川市 第11版
掛川市地域教材研究会
／編集

[掛川] 掛川市教育委員会 2017.3 144p

S376.3/308/
わたしたちの袋井市 袋井市社会科補
助資料集      改訂版

袋井市教育委員会／編
集

[袋井] 袋井市教育委員会 2015.4 171p

S376.3/309/
わたしたちの菊川市 1  小学校社会科副読本
2016年度版    人々のくらしとお茶  第３版

静岡県菊川市教育委員
会／編集

菊川
静岡県菊川市教育委員
会

2016.4 40p

S376.3/309/
わたしたちの菊川市 2　小学校社会科副読本
2016年度版　わたしたちのくらしと水

静岡県菊川市教育委員
会／編集

菊川
静岡県菊川市教育委員
会

2016.4 40p

S376.3/309/
わたしたちの菊川市 3　小学校社会科副読本
2016年度版　ごみとリサイクル

静岡県菊川市教育委員
会／編集

菊川
静岡県菊川市教育委員
会

2016.4 30p

S376.3/309/
わたしたちの菊川市 4　小学校社会科副読本
2016年度版　わたしたちの川「菊川」

静岡県菊川市教育委員
会／編集

菊川
静岡県菊川市教育委員
会

2016.4 32p

S376.3/309/
わたしたちの菊川市 5　小学校社会科副読本
2016年度版　わたしたちの菊川市資料編

静岡県菊川市教育委員
会／編集

菊川
静岡県菊川市教育委員
会

2016.4 44p

S376.3/316/ わたしたちの磐田
磐田市教育委員会／編
集

[磐田] 磐田市教育委員会 2015.4 137p

S376.3/326/ のびゆく浜松 小学校編        修正3版
のびゆく浜松編集委員会
／編集

[浜松] 浜松市教育委員会 2016.4 195p

S376.3/326-2のびゆく浜松 中学校編        修正
のびゆく浜松編集委員会
／編集

[浜松] 浜松市教育委員会 2017.4 193p

S376.3/328/ わたしたちの湖西  上
湖西市教育委員会／編
集

[湖西] 湖西市教育委員会 2015.3 114p

S376.3/328/ わたしたちの湖西  下
湖西市教育委員会／編
集

[湖西] 湖西市教育委員会 2015.3 138p

S377/401/
サクセスロード／静岡県版 高校進学ガ
イドブック 2015

東京 佐鳴予備校 2015.9 281p

S377/401/
サクセスロード／静岡県版 高校進学ガ
イドブック 2016

東京 佐鳴予備校 2016.8 279p

S377/401/
サクセスロード／静岡県版 高校進学ガ
イドブック 2017

東京 佐鳴予備校 2017.8 277p

S377.2/220/ 理数科課題研究論文集　平成28年度
静岡県立清水東高等学
校／[編]

静岡
静岡県立清水東高等学
校

2016.5 58p

S377.2/220/ 理数科課題研究論文集　平成29年度
静岡県立清水東高等学
校／[編]

静岡
静岡県立清水東高等学
校

2017.5 60p

S379/150/ わたしの主張 発表文集 2015
静岡県教育委員会社会
教育課／編集

静岡 静岡県教育委員会 2015.11 37p

S379/150/ わたしの主張 発表文集 2016
静岡県教育委員会社会
教育課／編集

静岡 静岡県教育委員会 2016.11 37p

S379/150/ わたしの主張 発表文集 2017
静岡県教育委員会社会
教育課／編集

静岡 静岡県教育委員会 2017.12 53p

S379/418/ 静岡県の人づくり
静岡県文化・観光部総合教育
局総合教育課総合教育班／編
集

静岡
静岡県文化・観光部総合教育
局総合教育課総合教育班

2015.11 35p

S379.1/43/
沼津市わたしの主張大会　第35回(平
成28年度)

沼津市教育委員会事務
局生涯学習課／[編]

沼津
沼津市教育委員会事務
局生涯学習課

2016.7 24枚

S379.1/43/
沼津市わたしの主張大会　第36回(平
成29年度)

沼津市教育委員会事務
局生涯学習課／[編]

沼津
沼津市教育委員会事務
局生涯学習課

2017.7 23p

S379.1/43/
沼津市わたしの主張大会　第37回(平
成30年度)

沼津市教育委員会事務
局生涯学習課／[編]

沼津
沼津市教育委員会事務
局生涯学習課

2018.7 23p

S379.2/47/
参加体験ミュージアムへの誘い 体験し
て学ぶ登呂村のくらしと米づくり

静岡市立登呂博物館／
編

静岡 静岡市立登呂博物館 1994.3 24p

S379.2/48/
弥生人になってみよう！登呂村のくらし
と米づくり 体験活動のねらいと手引き

静岡市立登呂博物館／
編

静岡 静岡市立登呂博物館 1994.3 24p

S379.3/65/
考えよう！ともに生きる浜松の未来 は
ままつ多文化共生教材

多文化共生教材プロジェクトチーム
（ともいき教材グループ）／編集 浜松 浜松国際交流協会 2009.2 69p

S380/15/ 村の暮らし 眼で見る昔の生活
竜南の民具を保護する会
／編

静岡 水韻社 1972
247p(おも

に図)

S380/56/
チビッコ天国 すこし昔の子どもの遊び１
０７選   生涯教育選書

清水　達也／編 浜松 ひくまの出版 1980 230p

S380/59/ 特別展古代の農具 生活の中の道具
静岡市立登呂博物館／
〔編〕

静岡 静岡市立登呂博物館 1981 40p

S380/62/ 静岡県の年中行事 富山　昭／文・写真 静岡 静岡新聞社 1981.12 303p

Ｓ３７７　高等学校・大学教育

Ｓ３７９　社会教育．家庭教育

Ｓ３８０　風俗．習慣．郷土玩具
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S380/77/
ふるさと本川根 犬間・梅地の生活と文
化財

本川根町教育委員会／
編

本川根
町

本川根町教育委員会 1983 40p

S380/80/ ワラと生活 三島市郷土館／編 三島 三島市教育委員会 1984.12 76p

S380/82/ 木屋川のほとり ふるさとをたずねて
焼津市立港小学校ふるさ
と委員会／〔編〕

焼津
焼津市立港小学校ふるさ
と委員会

1985 64p

S385/85/ 浜松まつり
浜松まつり組織委員会事
務局／[編]

[浜松]
浜松まつり組織委員会事
務局

[2017] 29p

S380/86/
御崎ものがたり 海亀荘寺小屋教室 巻
１

河村　太美雄／著
御前崎
町

河村太美雄 1986.1 130p

S380/98/
思い出に残る子供の遊び    駿遠豆ブッ
クス 8

海野　実／著 静岡 明文出版社 1989.2 226p

S380/100/
郷土の生活と文化  〔２〕    子供の四季
いま・むかし

郷土の生活と文化編集委
員会／編

天竜 天竜市教育委員会 1989.2 501p

S380/100/
郷土の生活と文化  〔３〕    母さんのおく
りもの

郷土の生活と文化「四季
の会」委員／編著

天竜 天竜市教育委員会 1994 548p

S380/118/ なつかしい民具
裾野市立富士山資料館
／編

裾野 裾野市立富士山資料館 1991 101p

S380/123/
いまも暮らしに生かされている屋号の
話

河津町役場町長公室／
〔編〕

河津町 河津町役場町長公室 1991 61枚

S380/126/ 静岡県民俗歳時記 富山　昭／著 静岡 静岡新聞社 1992.11 205p

S380/190/ 伝承あそびハンドブックセレクト１００ 吉川　祐子／監修 静岡 静岡県老人クラブ連合会 1999.12 198p

S380/198/
特別展きょうのごはんなぁに？ 登呂む
らの味わい料理・再現

静岡市立登呂博物館／
編集

〔静岡〕 静岡市立登呂博物館 2000.9 55p

S380/212/
郷土玩具 第２１回特別展　展示解説図
録

浜松市博物館／編集 浜松 浜松市博物館 2002.1 32p

S380/214/
風の宮の神さま 吉永地区桑崎字風の
宮

山本　和作／編集 富士 吉永郷土研究会 2002.9 117p

S380/219/ これってなあに！？ 特別展 清水港湾博物館／編集 〔清水〕 清水港湾博物館 〔２００３〕 19p

S380/224/ 戦前の学校    博物館資料集 第１５集 浜松市博物館／編集 〔浜松〕 浜松市博物館 2005.11 32p

S380/238/
朝比奈大竜勢 静岡県選択無形民俗文
化財

朝比奈竜勢実行委員会
／〔編〕

〔岡部
町〕

朝比奈竜勢実行委員会 〔１９--〕 1冊

S380/242/ くらしの中の民具 広報ふくろい連載
袋井市教育委員会／編
集

袋井 袋井市教育委員会 1988.6 12p

S380/244/
山のむらから木のぬくもりを 井川メンパ
の製作技術

静岡市教育委員会／編
集

静岡 静岡市教育委員会 2005.3 24p

S380/245/
日本の食生活全集  22    聞き書　静岡
の食事

東京 農山漁村文化協会 1986.1
356,9p

図版

S380/263/ 凧 浜松の凧遠州の凧日本の凧 浜松市博物館／編集 浜松 浜松市博物館 2006.1 48p

S380/282/ 生活用具とものづくり 企画展
沼津市歴史民俗資料館
／編集

沼津 沼津市歴史民俗資料館 〔２００７〕 40p

S380/293/ 静岡の郷土人形 古谷 哲之輔／著 静岡 日本雪だるまの会 1996.5 １４５ｐ
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S385/32/ 年中行事と昔ばなし
福田町史編集委員会／
編

福田町 福田町教育委員会 1986 77p

S385/85/ 浜松まつり
浜松まつり組織委員会事
務局／[編]

[浜松]
浜松まつり組織委員会事
務局

[2017] 29p

S385/107/
袋井市指定無形民俗文化財富士浅間宮の田遊
び 静岡県西部に伝承される田遊び田植え神事

袋井市教育委員会／
〔編〕

袋井 袋井市教育委員会 2003.3 15p

S385/119/ 島田帯祭 本通七丁目商店会／[編] [島田] 本通七丁目商店会 [2016] 18p

S385/147/
草薙神社竜勢花火 静岡県指定無形民
俗文化財

草薙神社竜勢保存会／
〔編〕

〔静岡〕 草薙神社竜勢保存会 2006.3 20p

S385/190/
龍勢風土記 静岡県指定無形民俗文化
財

草薙神社竜勢保存会／
〔編〕

清水 草薙神社竜勢保存会 2008.9 31p

S385/190/
龍勢風土記 静岡県指定無形民俗文化
財　改訂

井上 義久／[ほか]編集 [静岡] 草薙神社龍勢保存会 2017.10 33p

S385/191/
草薙神社大龍勢 静岡県無形民俗文化
財

草薙神社竜勢保存会／
〔編〕

〔静岡〕 草薙神社竜勢保存会 〔２０--〕 1冊

S385/219/ 神様になった獅子 中村　悟／著 静岡 羽衣出版 2015.10 139p

S385/221/
袋井市指定無形民俗文化財岡山の山
の神祭り

岡山の山の神祭り保存会
／[編]

袋井
岡山の山の神祭り保存
会

2007.3 18p

S388/3-2/
伊豆の伝説   新版 静岡県の伝説シ
リーズ

小山　枯柴／編 静岡 羽衣出版 2000.1
26,253,10

p

S388/5-2/
駿河の伝説   新版 静岡県の伝説シ
リーズ 3

小山 枯柴／編著 静岡 羽衣出版 1994.7 333p

S388/10/
静岡県伝説昔話集  上巻 新版 静岡県
の伝説シリーズ 1

静岡県女子師範学校郷
土研究会／編

静岡 羽衣出版 1994.4 225p

S388/10/
静岡県伝説昔話集  下巻 新版 静岡県
の伝説シリーズ 2

静岡県女子師範学校郷
土研究会／編

静岡 羽衣出版 1994.5 221p

S388/15/ ふるさとのはなし  6    東海地方 浜田　広介／監修執筆 東京 さえら書房 1967 280p

S388/30/ 遠州伝説集 御手洗　清／著 浜松 遠州タイムス社 1968 477p

S388/30/ 遠州伝説集  続 御手洗　清／著 掛川 遠州出版社 1974 483p

S388/30/ 遠州伝説集  続々 御手洗　清／著 浜松 遠州伝説研究協会 1978 524p

S388/35/ 伊東の民話と伝説    サガミヤ選書 1 宮内　卯守／著 伊東 サガミヤ 1975 185p

S388/36/ 遠江・駿河の民話    日本の民話 50 菅沼　五十一／編 東京 未来社 1973 207p

S388/38/ 静岡県西部のふしぎな伝説 御手洗　清／著 浜北 いとう書店 1976 214p

S388/39/
土に生きる志太の民話だいだらぼっち
第１集

枝村　三郎／文 〔藤枝〕 〔枝村三郎〕 1976 68p

S388/41/ 岡部のむかし話   再版
静岡県志太郡岡部町教
育委員会／〔編〕

岡部町
静岡県志太郡岡部町教
育委員会

1995.3 43p

S388/42/ みかんのくにの１７のものがたり 清水　達也／編 東京 太平出版社 1975 160p

S388/43/ 静岡県の昔ばなし身がわり地蔵 清水　達也／再話 静岡 静岡新聞社 1977 222p

S388/43/ しっぺい太郎 静岡県の昔ばなし 清水　達也／再話 静岡 静岡新聞社 1977.2 219p

S388/43/
静岡県の昔ばなしまぼろしの花 静岡県
の昔ばなし

清水　達也／再話 静岡 静岡新聞社 1977.7 219p

S388/43/ 天女の羽衣 遠州七不思議 清水　達也／再話 静岡 静岡新聞社 1978 222p

S388/43/ へっこきじいさま 静岡県のむかしばなし 那須田　稔／〔著〕 静岡 静岡新聞社 1978.11 201p

S388/43/ ねこ塚ねずみ塚 静岡県の昔ばなし 清水　達也／再話 静岡 静岡新聞社 1978.12 213p

S388/43/
いもほり長者とふしぎな玉 静岡県の昔
ばなし

那須田　稔／〔著〕 静岡 静岡新聞社 1979 229p

S388/43/
怪鳥やいばのきじ 静岡県のむかしばな
し

清水　達也／〔著〕 静岡 静岡新聞社 1979.12 221p

S388/43/ あしたかのほら貝 静岡県の昔ばなし 清水　達也／〔編〕 静岡 静岡新聞社 1979.4 205p

S388/45/ 民話切り絵集清水の民話
清水市立興津小学校ＰＴ
Ａ切り絵グループ／製作

清水 興津小学校ＰＴＡ 1977 1冊

Ｓ３８５　祭礼．郷土芸能．年中行事

Ｓ３８８　伝説．民話
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S388/54/ ぬまづ昔ばなし ぬまづ社会科研究会／編 沼津 蘭契社書店 1975 209p

S388/54/ ぬまづ昔ばなし  第２集
ぬまず社会科研究会／
〔編〕

沼津 蘭契社書店 1982 174p

S388/55-2/ 周北伝説集 森下　龍雄／著 春野町 春野町教育委員会 1996.1 110p

S388/58/
竜山村民俗誌  １集    竜山の伝説ふる
さと夜話

竜山村教育委員会／編 竜山村 竜山村教育委員会 1978 55p

S388/61/ 静岡県の民話    県別ふるさとの民話 9
日本児童文学者協会／
編

東京 偕成社 1978 222p

S388/62/ 静岡のむかし話
静岡県むかし話研究会／
編

東京 日本標準 1978 255p

S388/69/ 静岡県子どもむかし話
静岡県出版文化会／〔ほ
か〕編

静岡 静岡教育出版社 2008.5 94p

S388/69/
静岡県子どもむかし話 子どもがつくっ
た子どもの本 第１集

静岡県校長会／〔ほか〕
編

静岡 静岡教育出版社 1979.4 131p

S388/69/ 静岡県子どもむかし話  第２集
静岡県校長会／〔ほか〕
編

静岡 静岡教育出版社 1979 131p

S388/69/ 静岡県子どもむかし話  第３集
静岡県校長会／〔ほか〕
編

静岡 静岡教育出版社 1981 132p

S388/71/ ふるさとの伝説 川原崎　次郎／著 相良町 書店史学 1979 127p

S388/72/ 伊豆の民話集 勝呂　弘／編
修善寺
町

長倉書店 1976.3 266p

S388/72/ 伊豆の民話集  続 勝呂　弘／編著
修善寺
町

長倉書店 1979 241p

S388/75/ 遠州のわらべうた 随想と採譜 富永　忠雄／著 浜松 ひくまの出版 1980 210p

S388/78/ しまだの民話
島田市教育委員会社会
教育課／編

島田
島田市教育委員会社会
教育課

1980 127p

S388/79/ 鳥森山    母と子の伝説教室 清水　達也／再話 静岡 江崎書店 1980 206p

S388/81/ 静岡のむかし話  東部編 滝井　のぼる／著 静岡 法月企画 1980 1冊

S388/81/ 静岡のむかし話  中部編１ 滝井　のぼる／著 静岡 法月企画 1980 1冊

S388/81/ 静岡のむかし話  中部編２ 滝井　のぼる／著 静岡 法月企画 1980 1冊

S388/81/ 静岡のむかし話  中部編３ 滝井　のぼる／著 静岡 法月企画 1980 1冊

S388/81/ 静岡のむかし話  西部編 滝井　のぼる／著 静岡 法月企画 1980 1冊

S388/85/ 磐田むかしばなし 磐田市観光協会／編 磐田 磐田市観光協会 1981 81p

S388/86/ わらベうた ふるさとのこころ 掛川 掛川歴史教室 1981 96p

S388/87/ やいづの昔話 増田　徳治／お話 焼津 焼津市 1982 196p

S388/90/
浜松の伝説 おじいさんが語る昔ばなし
上  シリーズ・わたしの散歩道 4

渥美　実／編著 浜松 ひくまの出版 1981 173p

S388/90/
浜松の伝説 おじいさんが語る昔ばなし
下  シリーズ・わたしの散歩道 5

渥美　実／編著 浜松 ひくまの出版 1981 161p

S388/91/
駿河の伝説 石鳥居とてしやまんくなど
五十五話   シリ-ズ・わたしの散歩道 8

清水　達也／編著 舞阪町 ひくまの出版 1982.7 158p

S388/95/ 袋井に伝わる昔話
袋井市農協有線放送／
編

袋井 袋井市農協有線放送 1982
197p 図

版

S388/99/
富士山と呼ばれた男 あしがら子ども絵
本

小山町立足柄小学校１年
生／絵

小山町 〔小山町立足柄小学校〕 1983 55p

S388/100/ ゴロザエモン 静岡のむかしばなし 小野田護／著 静岡 静岡谷島屋 1984.8 197p

S388/102/ ふるさと春野の伝説 春野町教育委員会／編 春野町 春野町教育委員会 1985 120p

S388/109/ 川根のむかし話 川根町教育委員会／編 川根町 川根町教育委員会 1985 184p

S388/110/ 御殿場・小山の伝説 勝間田　二郎／編・執筆 御殿場 勝間田二郎 1985
173p(図

共)

S388/110/ 御殿場・小山の伝説  続 勝間田　二郎／編・執筆 御殿場 勝間田二郎 1986
175p(図

共)

S388/112/ 海からあがったお不動さま 平野　さやか／再話 静岡 平野克明 1986 1冊

S388/113/ しずおか水ものがたり 石川　純一郎／編著 静岡
静岡県生活環境部資源
エネルギー課

1986 45p
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S388/115/ おじま物語 篠根　儀彦／〔著〕 清水 篠根儀彦 1986 52p

S388/116/ ほらが池 榛原町の民話 第１集 第２版
榛原町民話収集グループ
／編著

榛原町 榛原町教育委員会 1997.3 117p

S388/116/ ほらが池 榛原町の民話 第２集
榛原町民話収集グループ
／編著

榛原町 榛原町教育委員会 1991 77p

S388/116/ ほらが池 榛原町の民話 第３集
榛原町民話収集グループ
／編著

榛原町 榛原町教育委員会 1996.3 118p

S388/117/ 静岡県の民話 平野　ますみ／著 東京 文京図書 1986 110p

S388/122/
沼のばあさん 郷土・浅畑沼の伝説
フォト絵本

お母さん人形劇団「星の
子」／作

東京 太郎次郎社 1987.6 32p

S388/124/ 天竜川に沈んだ村 でんでんむしの会／編 浜松 でんでんむしの会 1987 折本1冊

S388/127/ 中川根のむかし話
中川根のむかし話編集委
員会／編

中川根
町

中川根町教育委員会 1988 177p

S388/130/ ふじふるさとの昔話 富士市／〔編〕 富士 富士市 1990 232p

S388/130/ ふるさとの昔話  2
富士市総務部広報広聴
課／編集

富士
富士市総務部広報広聴
課

2002.3 198p

S388/131/ ひがしいずむかしばなし  第１集
〔東伊豆町〕文化協会むかし
ばなし編集委員会／編

東伊豆
町

東伊豆町文化協会 1990 31p

S388/134/ おはなしみつけた ながいずみのはなし
長泉町教育委員会／
〔編〕

長泉町 長泉町教育委員会 1989 120p

S388/136/ さくま昔ばなし   改訂版
佐久間町教育委員会／
編集

〔佐久間
町〕

佐久間町教育委員会 1996.3 125p

S388/137/
シリーズ街道の民話集  さるすべり街
道・あんず街道編

那須田　稔／文
佐久間
町

佐久間町 1990 63p

S388/141/ 東海道金谷宿昔ばなし 金谷町教育委員会／編 金谷町 金谷町 1991 95p

S388/141/ 東海道金谷宿昔ばなし  第２集
金谷町教育委員会／編
集

金谷町 金谷町 1995.3 81p

S388/143/ 森町・ふるさとの民話 森町教育委員会／編 森町 森町教育委員会 1992 129p

S388/145/ 裾野・長泉の伝説 勝間田　二郎／執筆・編 御殿場 〔勝間田二郎〕 1992 168p

S388/147/ おおひと昔ばなし  その１ 改訂版
大仁町教育委員会／編
集

〔大仁
町〕

大仁町教育委員会 2000.1 46p

S388/147/ おおひと昔ばなし  その２ 大仁町教育委員会／編 大仁町 大仁町教育委員会 1993.12 50p

S388/147/ おおひと昔ばなし  その３
大仁町教育委員会／編
集

大仁町 大仁町教育委員会 1997.1 52p

S388/151/ かもむらむかしばなし
むかしばなし編集委員／
[ほか]編集

賀茂村 賀茂村教育委員会 1993 31p

S388/152/
こどもたちのほりおこした静岡県の民話
と伝説

〔静岡〕 静岡県教育委員会 1976 61p

S388/154/ 本川根のむかし話  第１集
本川根のむかし話編集委
員会／編集

本川根
町

本川根町教育委員会 1993 70p

S388/154/ 本川根のむかし話  第２集
本川根のむかし話編集委
員会／編集

本川根
町

本川根町教育委員会 1996.3 66p

S388/156/ 羽衣 三保の松原 村瀬 登茂三／原画
[出版地
不明]

羽衣伝説を考える会 1993 32p

S388/160/ 遠州の民話 ふるさと再発見 加藤 修一／文 静岡 静岡新聞社 1993.8 150p

S388/161/
富士宮の昔話と伝説    富士山文化塾
叢書 第４集

富士宮市教育委員会／
編

富士宮 富士宮市教育委員会 1995.3 84p

S388/162/ 賀茂村の伝説
むかしばなし編集委員／
編

賀茂村 賀茂村教育委員会 1995.3 51p

S388/163/ むかし昔あったと 江東・飯田地区昔話 〔浜松〕 デザイン遊 1996.7 1冊

S388/165/
遠江の伝説   新版 静岡県の伝説シ
リーズ 4

小山 枯柴／編著 静岡 羽衣出版 1995 264p

S388/166/ おじいちゃんの昔話 杉田　武夫／執筆 三ケ日町 三ケ日町教育委員会 1997.3 213p

S388/166/ おじいちゃんの昔話発刊後日記 杉田　武夫／著 三ケ日町 杉田武夫 1998.8 95p

S388/168/ 静岡県西部のおもしろい伝説 御手洗　清／著 浜松 遠州出版社 1975.6 210p

S388/174/ 南伊豆の民話
南伊豆町立図書館／編
集

南伊豆
町

南伊豆町立図書館 1998.2 38p

S388/181/
そおっとのぞいて見てごらん ー瀬戸川流域
にくらす生き物と人の物語（おはなし）ー

山田　辰美／著 〔藤枝〕 静岡県藤枝土木事務所 1998.7 50p
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S388/183/
しっぺい太郎観音山に眠る いなさ人形
劇まつり第１０回開催記念えほん

清水　達也／再話 引佐町
引佐町「いなさ人形劇ま
つり実行委員会」

1998.11 1冊

S388/194/ ２１世紀におくる郷土のお話  富士宮 宮沢　悟／著
〔富士
宮〕

〔宮沢悟〕 2000.9 32p

S388/196/ ふるさとあしがら 史話と伝説のあしがら
足柄史跡を守る会・足柄
小学校／編

〔御殿
場〕

足柄史跡を守る会・足柄
小学校

1997.6 85p

S388/197/ ふるさといんの 史話と伝説の印野
御殿場市立印野小学校
／編

〔御殿
場〕

御殿場市立印野小学校 2000.11 108p

S388/201/
木びきの善六    民話こころのふるさと
シリーズ

清水　達也／ぶん 東京 佼成出版社 1988.1 30p

S388/204/ 遠州七ふしぎの話 御手洗　清／著 浜松 遠州伝説研究協会 1984.5 224p

S388/204/ 遠州七ふしぎの話  第２集 御手洗　清／著 浜松 遠州伝説研究協会 1985.7 232p

S388/210/ おにのよめさん 日本むかし話 きし　なみ／ぶん 東京 偕成社 1969.7 1冊

S388/211/ 親子で読む昔話 山本　悟／〔著〕
〔伊東
市〕

〔伊東市〕
１９９３．１

０-２００
０ ６

合本1冊

S388/212/
駿府の伝説   新版 静岡県の伝説シ
リーズ 6

小山　枯柴／編著 静岡 羽衣出版 2002.6 141p

S388/213/ 門池の竜    ぬまづ昔ばなし 8 益田　実／著 沼津 三明寺 2002.5 38p

S388/214/
おばけぞろぞろ まんが静岡むかしばな
し

たなか　よしみ／著 静岡 静岡新聞社 2002.7 136p

S388/214/
おばけまだまだ まんが静岡むかしばな
し   まんが静岡むかしばなし

たなか　よしみ／著 静岡 静岡新聞社 2003.1 128p

S388/220/
三ヶ日町のむかしばなし    ふるさと三
ケ日ガイドブック 6

上坂　孝／編集 〔三ヶ日〕 三ケ日町教育委員会 1995.12 99p

S388/223/ 遠州七不思議 石野　茂子／文 東京 玲風書房 2003.1 1冊

S388/224/ ふしぎむすめ物語 しずおか民話絵本
静岡県読み聞かせネット
ワーク／編

静岡 静岡新聞社 2003.9 31p

S388/236/ 静岡の伝説 静岡県伝説研究会／編 東京 日本標準 1980.1 254p

S388/238/ 中遠昔ばなし
中遠地区広域市町村圏
事務組合／〔編〕

磐田
中遠地区広域市町村圏
事務組合

2003.3 102p

S388/246/ ふるさとものがたり天竜 上阿多古草ぶえ会／編集
〔出版地
不明〕

上阿多古草ぶえ会 1987.1 486p

S388/249/
東海道どうぶつ物語 語りつがれる「人
間の仲間たち」

依田　賢太郎／作・絵 東京 東海教育研究所 2005.1 63p

S388/250/
長尾川流域のふるさと昔ばなし 史話と
伝説

静岡市立西奈図書館友
の会”けやき”／編集

静岡
静岡市立西奈図書館友
の会“けやき”

2006.1 163p

S388/254/ 土肥の昔話 古屋　美枝／著
〔出版地
不明〕

古屋美枝 2006.7 191p

S388/256/
富士宮の昔話と伝説 ふじのみや再発
見  改訂版

渡井　正二／編集
〔富士
宮〕

富士宮昔話のつどい実
行委員会

2008.9 54p

S388/256/ 富士宮の昔話と伝説 渡井　正二／採話・編集 富士宮
「富士宮の昔話と伝説」
制作委員会

2012.6 98p

S388/262/ 森町に残るむかしの話
森町少年ふるさと運動／
〔編〕

〔森町〕 森町少年ふるさと運動
〔出版年

不明〕
33p

S388/262/ 森町に残るむかしの話  第２集
森町少年ふるさと運動／
〔編〕

〔森町〕 森町少年ふるさと運動
１９８１は

じめに
36p

S388/265/
てんぐのわびじょうもん 伊東昔話シリー
ズ

山本　悟／文 伊東 山本悟 2007.8 134p

S388/267/ 晴明塚 石野　茂子／著
〔出版地
不明〕

静岡新聞社 2007.9 78p

S388/268/ 清水昔ばなし 角田　都美／編・絵 清水 清水市農業協同組合 2002.6 140p

S388/282/
浜松市南区こどもふるさと絵話 平成２２
年度地域力向上事業

南区こどもふるさと絵話製
作委員会／編集

浜松
浜松市南区役所区振興
課

2011.3 72p

S388/282/
浜松市南区こどもふるさと絵話 平成２３
年度地域力向上事業 続

南区こどもふるさと絵話製
作委員会／編

浜松
浜松市南区役所区振興
課

2012.3 76p

S388/285/ 静岡水見色の伝説と民話
水見色の伝説と民話を語
り継ぐ会／編

静岡
水見色の伝説と民話を語
り継ぐ会

2011.7 55p

S388/288/
マンがたりＳＨＩＺＵＯＫＡ 静岡県に伝わる民
話スポットをマンガとともに巡る

静岡県文化・観光部文化
政策課／〔編〕

静岡
静岡県文化・観光部文化
政策課

2012.3 127p

S388/288/
マンがたりＳＨＩＺＵＯＫＡ　第２巻  静岡県に
伝わる民話スポットをマンガとともに巡る

静岡漫画研究所／制作 静岡
静岡県文化・観光部文化
政策課

2014.3 １４３ｐ

S388/290/ 新編日本の民話  19    静岡県 菅沼 五十一／編集 東京 未来社 1985.1 248p

S388/293/
鬼仏寺をめぐる２つの話 語り合わせで
大人が子どもに話す伝説

安 志亜里／再話 東京 一莖書房 2013.1 49p
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S388/320/ 遠州見付の「四っ平太ろう」の発見 青島　常盤／著 磐田 明烏舎 2016.11 169p

S388/321/
引佐町久留女木の棚田に伝わる竜宮
小僧の伝説

久留女木竜宮小僧の会
／編集

浜松 浜松市北区区振興課 2017.10 15p

S388/323/ 小泉八雲妖怪豆本 深津　佐知子／画 焼津市観光協会 2017.3 20p

S388/324/ たつやまの民話 二本松 康宏／監修 東京 三弥井書店 2018.3 179p

S388/333/ 静岡県の民話 清水 達也／[編] 静岡 遊本館 2018.9 83p

S390/161/
戦争の思い出　2016年版  宅老所「みんな
の家」に通うお年寄りの聴き取りから

みんなの家／[編]
西伊豆
町

みんなの家 2016.7 40p

S390/161/
戦争の思い出　2017年版  宅老所「みんな
の家」に通うお年寄りの聴き取りから

みんなの家／[編]
西伊豆
町

みんなの家 2017.7 40p

S390/161/
戦争の思い出　2018年版  宅老所「みんな
の家」に通うお年寄りの聴き取りから

みんなの家／[編]
西伊豆
町

みんなの家 2018.7 38p

S390/187/ 三島戦争の跡 川口 智子／[編] 三島 [川口 智子] 1996.8 1冊

Ｓ３９０　国防．軍事
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S400/13/ 富士市の自然 ガイドブック  第２版
富士市教育委員会／
〔編〕

〔富士〕 富士市教育委員会 1993.12 121p

S400/24/ 大東町 目で見るわたしたちの自然
大東町企画調整課／
〔編〕

大東町 大東町企画調整課 1986.3 79p

S400/27/ 静岡の理科ものがたり
静岡県教育研究会理科
部／編

東京 日本標準 1982 206p

S400/28/ 静岡県ふるさとの自然とくらし
静岡県教育委員会文化
課／編

静岡 静岡県教育委員会 1988.3 181p

S400/30/ 日本平の自然
川村文化振興財団／
〔編〕

浜岡町 川村文化振興財団 1991
277p(図

共)

S400/33/ 静岡県の海 Sea fantasy
静岡新聞社出版局／編
集

静岡 静岡新聞社 1996.11 687p

S400/36/
青少年のための科学の祭典浜岡大会
実験解説集 2002

「２００２青少年のための科学の祭
典」浜岡大会実行委員会／編集 浜岡町

浜岡町教育委員会社会
教育課

2002.8 42p

S400/47/
小笠山の自然を遊ぼう ふれあいの森
散策ハンドブック

小笠山総合運動公園／
〔編〕

〔出版地
不明〕

〔出版者不明〕 2004 30p

S400/55/
サイ＆スーのしずおかふしぎ探検 静岡
かがく特捜隊

静岡新聞社／編集 静岡 静岡新聞社 2007.12 155p

S400/59/ しずおか自然史 池谷 仙之／監修 静岡 静岡新聞社 2010.1 273p

S400/66/ 韮山の自然環境    地域学習シリーズ
環境アセスメントセンター
／編集

韮山町 韮山町地域振興課
〔１９９２〕ま

えがき
90p

S400/71/ ふじのくに地球環境史ミュージアム
ふじのくに地球環境史
ミュージアム学芸課

静岡
ふじのくに地球環境史
ミュージアム

2017.3 96p

S400/73/ ため池の外来生物がわかる本 加藤 英明／文 東京 徳間書店 2018.8 47p

S450/179/ しまだの自然環境
環境アセスメントセンター
／編

島田
島田市企画調整部企画
課

1983
159p 図

版

S450/180/ 豊かな自然興津川    環境シリーズ 2
清水市生活環境部環境
保全課／〔編〕

清水
清水市生活環境部環境
保全課

1990 18p

S450/204/
伊豆半島の火山 その生い立ち・現在・
未来   地震対策資料 No.114

[静岡] 静岡県 1992 28p

S450/288/ 静岡県の湧き水１００ 静岡県環境部／編集 静岡 静岡新聞社 2002.3 128p

S450/302/ 三島湧水マップ  2002 三島ゆうすい会／〔編〕 三島 三島ゆうすい会 2002 1枚

S450/322/
静岡市洪水ひなん地図　興津川洪水ハ
ザードマップ

静岡市役所総務局危機
管理部防災対策課／[編]

[静岡]
静岡市役所総務局危機
管理部防災対策課

2013.3 1枚

S450/322/
静岡市洪水ひなん地図　庵原川、山切
川洪水ハザードマップ

静岡市役所総務局危機
管理部防災対策課／[編]

[静岡]
静岡市役所総務局危機
管理部防災対策課

2013.3 1枚

S450/323/ わき水のまち富士
富士市教育委員会／
〔編〕

〔富士〕 富士市教育委員会 〔２００５〕 31p

S450/344/
火山がつくった天城の風景 伊豆東部火山群（南
西部）のジオマップ   風景を読み解く地質図

小山 真人／著 伊東 伊豆新聞本社 2010.12 地図1枚

S450/344/
火山がつくった西伊豆の風景 伊豆半島南
西部のジオマップ   風景を読み解く地質図

小山 真人／著 伊東 伊豆新聞本社 2012.4 地図1枚

S450/344/
火山がつくった中伊豆の風景　伊豆半
島のジオマップ ４

小山 真人／著 伊東 伊豆新聞本社 2013.5 地図１枚

S450/344/
火山がつくった奥伊豆の風景　伊豆半
島のジオマップ ５

小山 真人／著 伊東 伊豆新聞本社 2014.5 １枚

S450/344/
火山がつくった伊東の風景　伊豆東部火山群（北東部）
のジオマップ  伊豆半島のジオマップ 1    第2版 小山 真人／著 伊東 伊豆新聞本社 2015.5 1枚

S450/345/
温暖化している静岡 皆さんは、知って
いますか？

静岡県立静岡中央高等
学校／〔編〕

静岡
静岡県立静岡中央高等
学校

2009.2 1冊

S450/355/
マコ・タカ・ケンタロウの地球はだいじな
おともだち！！

静岡県地球温暖化防止
活動推進センター／編集

静岡
静岡県地球温暖化防止
活動推進センター

2009.6 17p

S450/365/
地震ってなぁに？ 家族みんなの地震ハ
ンドブック ２００９年度版

静岡第一テレビ／編集 〔静岡〕 静岡第一テレビ
２００９．９
おわりに

10p

S450/365/
地震ってなぁに？ 家族みんなの地震ハ
ンドブック ２０１０年度版

静岡第一テレビ／編集 〔静岡〕 静岡第一テレビ
２０１０．９
おわりに

10p

S450/365/
地震ってなぁに？ 家族みんなの地震ハ
ンドブック ２０１１年度版

静岡第一テレビ／編集 〔静岡〕 静岡第一テレビ
２０１１．９
おわりに

10p

S450/388/ 火山のおみやげ伊豆半島 島田 順子／作 東京 日本文学館 2013.12 １冊

S450/397/ 水の道マップ 三島市／〔編〕 三島 三島市 1993.3 ６８ｐ

S450/422/ 南アルプスの大自然
赤池 キョウコ／編集・イラ
スト

〔静岡〕 静岡市清流の都創造課 2014.5 １５ｐ

Ｓ４００　自然科学総記

Ｓ４５０　地学．地質学
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S450/427/ 化石が教えてくれること
静岡市清流の都創造課
／〔編〕

静岡 静岡市清流の都創造課 2013.2 １５ｐ

S450/429/ 富士山のめぐみ湧水からのおくりもの
三島市役所まちづくり部
まちなみ再生課／[編]

三島
三島市役所まちづくり部
まちなみ再生課

2007.2 1枚

S450/436/ 宇刈の大地の物語 袋井 袋井市役所生涯学習課 [201-] 1枚

S450/437/ 宇刈里山公園 袋井 袋井市役所生涯学習課 [201-] 5p

S450/446/
静岡市洪水・土砂災害ハザードマップ
安倍川・藁科川

静岡市役所総務局危機
管理総室／[編]

[静岡]
静岡市役所総務局危機
管理総室

2017.3 4枚

S450/446/
静岡市洪水・土砂災害ハザードマップ
富士川

静岡市役所総務局危機
管理総室／[編]

[静岡]
静岡市役所総務局危機
管理総室

2017.8 1枚

S450/447/ 静岡市津波避難マップ 静岡市防災対策課／[編] [静岡] 静岡市防災対策課 2014.3 11枚

S450/454/
天竜川・遠州海岸総合学習ミニガイド
石と砂編

環境アセスメントセンター
／編集

浜松
国土交通省浜松河川国
道事務所

2005.7 33p

S450/455/ 静岡県の気候変化 静岡地方気象台／[編] 静岡 静岡地方気象台 [2015] 1枚

S450/458/ 東海のジオサイトを楽しむ 森 勇一／著 名古屋 風媒社 2019.2 152p

S460/14/
引佐渋川    静岡県自然観察ガイドブッ
ク 1

静岡県／〔ほか〕編集 静岡 静岡教育出版社 1998 48p

S460/14/
浜北森林公園    静岡県自然観察ガイ
ドブック 2

遠州自然研究会／著 静岡 静岡教育出版社 1998 48p

S460/14/
天城峠とその周辺    静岡県自然観察
ガイドブック 3

静岡県／〔ほか〕編集 静岡 静岡教育出版社 1998 48p

S460/14/
大井川河口    静岡県自然観察ガイド
ブック 4

静岡県／〔ほか〕編集 静岡 静岡教育出版社 1998 48p

S460/14/
佐鳴湖    静岡県自然観察ガイドブック
5

静岡県環境部自然保護
課自然ふれあい係／編集

静岡 静岡教育出版社 1999.1 48p

S460/14/
城ヶ崎海岸    静岡県自然観察ガイド
ブック 6

静岡県環境部自然保護
課自然ふれあい係／編集

静岡 静岡教育出版社 1999.1 48p

S460/14/
丸火自然公園    静岡県自然観察ガイ
ドブック 7

静岡県環境部自然保護課自然
ふれあい係／企画編集

静岡 静岡教育出版社 1999.1 48p

S460/14/
県民の森    静岡県自然観察ガイドブッ
ク 8

静岡県環境部自然保護
課自然ふれあい係／編集

静岡 静岡教育出版社 1999.1 48p

S460/14/
岩岳山    静岡県自然観察ガイドブック
9

静岡県環境部自然保護
課自然ふれあい係／編集

静岡 静岡教育出版社 1999.3 48p

S460/14/
日本平    静岡県自然観察ガイドブック
10

静岡県環境部自然保護
課自然ふれあい係／編集

静岡 静岡教育出版社 1999.3 48p

S460/14/
伊豆須崎    静岡県自然観察ガイドブッ
ク 11

静岡県環境部自然保護
課自然ふれあい係／編集

静岡 静岡教育出版社 1999.4 48p

S460/14/
御前崎海岸    静岡県自然観察ガイド
ブック 12

静岡県環境部自然保護
課自然ふれあい係／編集

静岡 静岡教育出版社 1999.3 48p

S460/14/
安倍峠    静岡県自然観察ガイドブック
13

静岡県／企画編集 静岡 静岡教育出版社 1999.11 48p

S460/14/
寸又峡    静岡県自然観察ガイドブック
14

静岡県／企画編集 静岡 静岡教育出版社 1999.11 48p

S460/14/
水窪自然林    静岡県自然観察ガイド
ブック 15

静岡県／企画編集 静岡 静岡教育出版社 1999.11 48p

S460/14/
愛鷹山麓とその周辺    静岡県自然観
察ガイドブック 16

静岡県／企画編集 静岡 静岡教育出版社 2000.3 48p

S460/14/
西伊豆の自然 松崎町・西伊豆町・賀茂
村   静岡県自然観察ガイドブック 17

静岡県／企画編集 静岡 静岡教育出版社 2000.3 48p

S460/14/
桶ケ谷沼    静岡県自然観察ガイドブッ
ク 18

静岡県／企画編集 静岡 静岡教育出版社 2000.3 48p

S460/14/
小笠山    静岡県自然観察ガイドブック
19

静岡県／企画編集 静岡 静岡教育出版社 2000.3 48p

S460/14/
三保と久能山    静岡県自然観察ガイド
ブック 20

静岡県環境部自然ふれあい室
自然ふれあい係／企画編集

静岡 静岡教育出版社 〔２００-〕 48p

S460/14/
函南原生林    静岡県自然観察ガイド
ブック 21

静岡県環境部自然ふれあい室
自然ふれあい係／企画編集

静岡 静岡教育出版社 〔２００-〕 48p

S460/14/
浜名湖    静岡県自然観察ガイドブック
22

静岡県環境部自然ふれ
あい室／企画編集

静岡 静岡教育出版社 2002 48p

S460/14/
朝霧高原    静岡県自然観察ガイドブッ
ク 23

静岡県環境部自然ふれ
あい室／企画編集

静岡 静岡教育出版社 2002 48p

S460/14/
谷津山    静岡県自然観察ガイドブック
24

静岡県環境部自然ふれ
あい室／企画編集

静岡 静岡教育出版社 2002 48p

S460/14/
富士山東麓    静岡県自然観察ガイド
ブック 25

静岡県環境森林部自然
ふれあい室／企画編集

静岡 静岡教育出版社 2003.3 48p

Ｓ４６０　生物学．博物学
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S460/14/
つたの細道    静岡県自然観察ガイド
ブック 26

静岡県環境森林部自然
ふれあい室／企画編集

静岡 静岡教育出版社 2003.3 48p

S460/14/
中田島砂丘    静岡県自然観察ガイド
ブック 27

静岡県環境森林部自然
ふれあい室／企画編集

静岡 静岡教育出版社 2003.3 48p

S460/14/
河津七滝    静岡県自然観察ガイドブッ
ク 28

富士箱根伊豆自然観察
指導員連絡会／著

静岡 静岡教育出版社 ｃ2004.3 48p

S460/14/
高根山    静岡県自然観察ガイドブック
29

杉野　孝雄／〔ほか〕著 静岡 静岡教育出版社 ｃ2004.3 48p

S460/14/
湖西連峰    静岡県自然観察ガイドブッ
ク 30

遠州自然研究会／著 静岡 静岡教育出版社 ｃ2004.3 48p

S460/14/
箱根外輪山西麓  静岡県自然観察ガイ
ドブック 31

静岡県環境森林部地球
環境室／企画編集

静岡 静岡教育出版社 c2005.3 48p

S460/14/
麻機遊水地  静岡県自然観察ガイド
ブック 32

静岡県環境森林部地球
環境室／企画編集

静岡 静岡教育出版社 c2005.3 48p

S460/14/
気田川  静岡県自然観察ガイドブック
33

静岡県環境森林部地球
環境室／企画編集

静岡 静岡教育出版社 c2005.3 48p

S460/20/
自然観察コース１００選ガイド 富士箱根
伊豆国立公園指定５０周年記念

静岡県農地森林部自然
保護課／編

静岡
静岡県農地森林部自然
保護課

1986
122p 図

版

S460/25/ しずおかの自然 ウォッチング 杉野　孝雄／編 静岡 静岡新聞社 1989.6 222p

S460/27/ ふるさとの自然  伊豆編
静岡県生活環境部自然
保護課／編

静岡
静岡県生活環境部自然
保護課

1988.3 137p

S460/27/ ふるさとの自然  東部編
静岡県農地森林部自然
保護課／編集

静岡
静岡県農地森林部自然
保護課

1987 111p

S460/27/ ふるさとの自然  中部編
静岡県〔企画調整部〕県民生
活局自然保護課／編

静岡
静岡県〔企画調整部〕県
民生活局自然保護課

1989.3 148p

S460/27/ ふるさとの自然  西部編
静岡県〔企画調整部〕県民生
活局自然保護課／編

静岡
静岡県〔企画調整部〕県
民生活局自然保護課

1990.3 147p

S460/29/ 柿田川の自然    そしえて文庫 503 漆畑　信昭／文・写真 東京 そしえて 1991.2 134p

S460/30/ 天城高原の自然 野鳥・植物図鑑
雑木林　大作／〔ほか〕執
筆

東京 東急リゾート 1991 101p

S460/31/ 浜名湖図鑑 杉野　孝雄／編著 静岡 静岡新聞社 1991.11 183p

S460/32/ 川や池の生き物たち 山田　辰美／著 〔静岡〕 静岡淡水魚研究会 1992 74p

S460/35/ 志太の自然 山田　辰美／編集 焼津 志太自然ネットワーク 1995.8 130p

S460/38/ 函南原生林
箱根山禁伐林組合／編
集

函南町 箱根山禁伐林組合 1990.12 120p

S460/42/ しずおか自然図鑑
静岡県立自然史博物館
設立推進協議会／編集

静岡 静岡新聞社 2001.4 189p

S460/51/
まもりたい静岡県の野生生物 県版レッ
ドデータブック　 動物編

静岡県自然環境調査委
員会／編

静岡 羽衣出版 2004.3 351p

S460/52/
まもりたい静岡県の野生生物 県版レッ
ドデータブック　 植物編

静岡県自然環境調査委
員会／編

静岡 羽衣出版 2004.3 338p

S460/54/
まもりたい静岡県の野生生物 県版レッ
ドデータブック 普及版

静岡県自然環境調査委
員会／編集

静岡 羽衣出版 2004.3 202p

S460/59/
境川・清住緑地の生き物観察ガイド  植
物編

境川・清住緑地愛護会／
編集

沼津 静岡県沼津土木事務所 2005.3 1枚

S460/59/
境川・清住緑地の生き物観察ガイド  ト
ンボ編

境川・清住緑地愛護会／
編集

沼津 静岡県沼津土木事務所 2003.3 1枚

S460/59/
境川・清住緑地の生き物観察ガイド  野
鳥編

境川・清住緑地愛護会／
編集

沼津 静岡県沼津土木事務所 2004.3 1枚

S460/61/
遠州灘周辺（潮見バイパス周辺）海岸
の浜辺の動植物

建設省中部地方建設局浜松工
事事務所調査第二課／編集

〔浜松〕
建設省中部地方建設局
浜松工事事務所

1996.6 20,4p

S460/64/ 菖蒲公園    公園の自然探検 ｖｏｌ．５
鈴木　芳徳／写真・文・デ
ザイン

静岡
富士の国・学校ビオトー
プ

2008.3 1冊

S460/64/ 田町公園    公園の自然探検 ｖｏｌ．６
鈴木　芳徳／写真・文・デ
ザイン

静岡
富士の国・学校ビオトー
プ

2008.3 1冊

S460/64/
登呂公園  2007  公園の自然探検 ｖｏｌ．
７

鈴木　芳徳／写真・文・デ
ザイン

静岡
富士の国・学校ビオトー
プ

2008.3 1冊

S460/68/ 西山の自然観察
２００６年３年選択理科グ
ループ／〔編〕

静岡
静岡市立清水興津中学
校

2008.3 40p

S460/71/ 静岡県田んぼの生き物図鑑
静岡県農林技術研究所
／編

静岡 静岡新聞社 2010.3 221p

S460/73/ 焼津市自然観察ポイントマップ   第５版
環境アセスメントセンター
／調査・編集

焼津 焼津市環境衛生課 2008.4 28p

S460/79/ 身近な資源を活かした、おもしろ学校
富士の国・学校ビオトープ
／[編]

静岡
富士の国・学校ビオトー
プ

[2004] 2枚

S460/79/ いろんな場所でさがしてみよう
富士の国・学校ビオトープ
／[編]

静岡
富士の国・学校ビオトー
プ

[2005] 1枚
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S460/86/ 南アルプス大井川上流の自然 増田　武弘／著 静岡
静岡市環境局環境創造
課

2017.3 152p

S460/87/ 天竜川の魚たち
環境アセスメントセンター
／編集

浜松
国土交通省浜松河川国
道事務所

2006.7 28p

S460/88/
天竜川水辺の楽校いわた　自然観察ガ
イドブック

環境アセスメントセンター
／編集

浜松
国土交通省浜松河川国
道事務所

2005.3 32p

S460/89/ 天竜川・菊川総合学習ミニガイド 浜松
国土交通省浜松河川国
道事務所調査第一課

2004.6 32p

S470/28/ 春の植物 静岡県の自然 黒沢　美房／〔ほか〕著 静岡 静岡新聞社 1975 254p 図

S470/28/ 夏の植物 静岡県の自然 黒沢　美房／〔ほか〕著 静岡 静岡新聞社 1975 254p 図

S470/28/ 秋・冬の植物 静岡県の自然 黒沢　美房／〔ほか著〕 静岡 静岡新聞社 1975
251,19p(お

もに図)

S470/40/ 野の花学習靫草
静岡県裾野市立須山中
学校／[編]

裾野
静岡県裾野市立須山中
学校

2017.3 117p

S470/40/ 姫風露
静岡県裾野市立須山中
学校／[編]

裾野
静岡県裾野市立須山中
学校

2018.3 117p

S470/52/ 袋井市の名木・古木 袋井市文化協会／〔編〕 袋井 袋井市文化協会 2009.2 80p

S470/57/
袋井の植物 袋井市制３０周年記念・袋
井自然に親しむ会発足５周年記念

袋井自然に親しむ会／編 〔袋井〕 袋井自然に親しむ会 1989.4 80p

S470/58/
樹木の顔 静岡県の国県指定天然記念
物

山田　正夫／著 清水 山田正夫 1989.6 135p

S470/59/ 静岡県の植物図鑑  上 杉野　孝雄／編著 静岡 静岡新聞社 1990.4 271p

S470/59/ 静岡県の植物図鑑  下 杉野　孝雄／編著 静岡 静岡新聞社 1990.7 270p

S470/64/ 大井川の植物 山と谷合いを彩る花たち 岩井　昭夫／著 八王子 百水社 1991.3 190p

S470/66/ 静岡県の巨木 湯浅　保雄／編著 静岡 静岡植物研究会 1991.1 360p

S470/69/ 遺伝研のさくら 遺伝学普及会／編 三島 遺伝学普及会 2011.4 151p

S470/71/ しずおか野の花・山の花 杉野　孝雄／編 静岡 静岡新聞社 1993.6 216p

S470/72/ 富士宮の野草   改訂版
富士宮市理科同好会／
編

富士宮 富士宮市理科同好会 1993 185p

S470/78/
野の花みっかび    ふるさと三ケ日ガイ
ドブック 4

三ケ日町教育委員会／
編集

三ケ日町 三ケ日町教育委員会 1994 214p

S470/80/ 北遠の巨木・名木
静岡県北遠農林事務所
／〔編〕

天竜 静岡県北遠農林事務所 1995.3 66p

S470/81/
静岡県樹木名方言 失われ行く“緑の遺
産”を記録

野口 英昭／著 静岡 静岡新聞社 1995.11
301p 図

版5枚

S470/82/ 海藻おしば カラフルな色彩の謎 横浜　康継／著 東京 海游舎 1996.4 94p

S470/83/ 天竜川下流部の植物
杉野　孝雄／構成・文・写
真

〔浜松〕
建設省中部地方建設局
浜松工事事務所

1996.3 36p

S470/84/ 函南町巨樹・名木ガイドブック
函南町樹木ガイドブック作
成委員会／編集

函南町 函南町教育委員会 1996.3 88p

S470/84/
函南町巨樹名木美林ガイドブック 中学
生理科総合等副読本

「中学生副読本」編集委
員会／編集

〔函南
町〕

函南町教育委員会 2003.4 112p

S470/86/ 静岡のきのこ 静岡木の子の会／編・著 静岡 静岡新聞社 1997.7 239p

S470/87/
大東町の植物    大東町の自然シリー
ズ 2

大東町教育委員会／
〔編〕

大東町 大東町教育委員会 1997.1 172p

S470/88/
山の花みっかび    ふるさと三ヶ日ガイ
ドブック 5

宗田　隆夫／執筆 三ケ日町 三ケ日町教育委員会 1998.3 198p

S470/91/
海藻はふしぎの国の草や木    たくさん
のふしぎ傑作集

横浜 康継／文 東京 福音館書店 1998.4 39p

S470/93/ 豊田町巨樹古木
豊田町郷土を研究する会
／編集

豊田町 豊田町教育委員会 1998.3 1枚

S470/99/ 伊東温泉の椿 日本一花が長く咲く 忍田　中／写真・文・編集 伊東 伊豆新聞本社 1991.2 98p

S470/102/
国立公園伊豆のさくら 日本一花が長く
咲く 第一部

忍田　中／〔著〕 熱海 忍田中 1999.12 112p

S470/103/ あそび心の花観察 天竜川水系 浅野　一男／著 飯田 新葉社 2000.4 442p

S470/104/ 佐久間町山野草  1 宮崎　一夫／執筆・監修
佐久間
町

佐久間町山野草保存会 2000.3 288p

Ｓ４７０　植物学
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S470/104/ 佐久間町山野草  2 宮崎　一夫／執筆・監修
佐久間
町

佐久間町山野草保存会 2001.3 289p

S470/112/ 伊東つばき物語 伊東花の応援団／制作 熱海 熱海県行政センター 2002.2 18p

S470/113/ 身近な山野草・木の実 富士山の恵み 保坂　貞治／著
〔出版地
不明〕

富士山ナショナル・トラス
ト

2002.8 63p

S470/115/
安倍・わらしな花散歩 静岡の谷の花ガ
イド

西口　紀雄／著 〔静岡〕 西口紀雄 2003.3 126p

S470/134/ 野草ともだち まちは道ばた植物園 品田　穣／編 静岡 静岡県造園緑化協会 〔２００４〕 15p

S470/137/
引佐町巨樹・古木ガイドブック いなさの
巨樹・古木を訪ねて

いなさ巨樹・古木研究会
／編集

引佐町 引佐町 2005.3 24p

S470/139/ 天竜市の巨木・名木
ふるさと再発見同好会／
〔編〕

天竜 ふるさと再発見同好会 2005.6 55p

S470/144/
静岡、清水、庵原花マップ 静岡県中部
の花緑の名所百余選

「花咲くしずおか」中部地
域推進協議会／〔編〕

〔静岡〕
「花咲くしずおか」中部地
域推進協議会

2006.3 22p

S470/145/ しずおか花の名所２００ 静岡新聞社／著 静岡 静岡新聞社 2006.3 143p

S470/151/ 花咲く静岡 安原　修次／撮影・著 長野 ほおずき書籍 2007.11 198p

S470/162/ ふるさと藤枝の巨樹・古木マップ
藤枝２１世紀の森づくりの
会／企画製作

〔藤枝〕
藤枝２１世紀の森づくりの
会

〔２００-〕 1枚

S470/167/ 伊豆の花ごよみ
静岡県伊豆振興センター
／編集

下田 静岡県伊豆振興センター 1989.3 24p

S470/169/
浮島沼へ行こう 貴重な湿原植生の世
界をそっと覗いてみませんか

浮島沼自然・里つくりの会
／〔編〕

沼津
浮島沼自然・里つくりの
会

2011.7 36p

S470/173/ 古木名木いわれ木
静岡県伊豆振興センター
／〔編〕

下田 静岡県伊豆振興センター 1989 145p

S470/174/ 静岡県の巨樹・名木 静岡新聞社／編 静岡 静岡新聞社 2001.4 158p

S470/181/ 掛川市巨木・名木ガイドブック
掛川市地域支援課／
〔編〕

掛川 掛川市地域支援課 2014.3 ３０ｐ

S470/181/ 掛川市巨木・名木マップ
掛川市地域支援課／
〔編〕

掛川 掛川市地域支援課 2014.3 １枚

S470/192/ 静岡県立森林公園樹木ガイドブック 井上 俊／資料作成 [静岡]
森林インストラクターしず
おか

2012.11 83p

S470/193/ 「高山・市民の森」樹木ガイド
静岡市経済局農林水産
部中山間地振興課／[編]

静岡
静岡市経済局農林水産
部中山間地振興課

2011.7
まえがき

65p

S480/7/ 四季の昆虫 静岡県の自然 池田　二三高／〔等〕著 静岡 静岡新聞社 1976
264,6p

図

S480/8/ 四季の野鳥 静岡県の自然 北川捷康／〔ほか〕著 静岡 静岡新聞社 1976 249p 図

S480/16/
ウミガメ先生奮戦記 アカウミガメを追っ
て

上島　義弘／著 浜松 ひくまの出版 1981 158p

S480/20/
静岡県の淡水魚類    静岡県の自然環
境シリ-ズ

板井　隆彦／著 東京 第一法規出版 1982.4 208p

S480/21/
静岡県の重要昆虫    静岡県の自然環
境シリーズ

杉山　恵一／編 東京 第一法規出版 1983.6 212p

S480/27/
動物愛護　平成28年度  絵画・作文コン
クール優秀作品集

静岡県動物保護協会／
[編]

静岡 静岡県動物保護協会 2016.11 45p

S480/27/
動物愛護　平成29年度  絵画・作文コン
クール優秀作品集

静岡県動物保護協会／
[編]

静岡 静岡県動物保護協会 2017.11 45p

S480/27/
動物愛護　平成30年度  絵画・作文コン
クール優秀作品集

静岡県動物保護協会／
[編]

静岡 静岡県動物保護協会 2018.11 45p

S480/33/ 伊豆天城の野鳥 忍田　中／写真・文 伊東 東海自動車 1981.5 79p

S480/35/ 伊豆の海水魚 海中図鑑 益田　一／編 東京 東海大学出版会 1989.3 1冊

S480/36/ 静岡県川と海辺のさかな図鑑 板井　隆彦／編 静岡 静岡新聞社 1989.8 175p

S480/44/
トンボの沼から ベッコウトンボの最後の
沼をまもって   子ども科学図書館

細田　昭博／著 東京 大日本図書 1992 36p

S480/50/ たのしい甲殻類の世界 池田　晴夫／編 富士 池田晴夫 1990 68p

S480/52/
みっかびの野鳥    ふるさと三ケ日ガイ
ドブック 3

村山 潔／執筆 三ケ日町 三ケ日町教育委員会 1993 140p

S480/55/
富士宮の野鳥    富士宮市立郷土資料
館調査報告書 第4号

日本野鳥の会富士宮支
部／編集

富士宮 富士宮市教育委員会 1992 79p

S480/57-3/ 天竜川下流部の鳥たち
北川　捷康／構成・文・写
真

[浜松]
国土交通省中部地方整
備局浜松工事事務所

2003.3 36p

Ｓ４８０　動物学
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S480/60/ 天竜川下流部の昆虫
渡辺　一雄／構成・文・写
真

〔浜松〕
建設省中部地方建設局
浜松工事事務所

1996.3 36p

S480/61/
富士川河口の野鳥 鳥たちにやさしい環
境を守り育てるために

日本野鳥の会南富士支
部／編集

富士川
町

静岡県富士川町産業課 1996.3 70p

S480/65/
大東町の野鳥    大東町の自然シリー
ズ 1

大東町教育委員会／
〔編〕

大東町 大東町教育委員会 1996.11 123p

S480/72/ 静岡昆虫記   改定第２版 杉山　恵一／著 〔清水〕 〔杉山恵一〕 1989.2 329p

S480/73/
しずおかの鳥 第５２回愛鳥週間「全国
野鳥保護のつどい」記念誌

静岡
静岡県環境部自然保護
課

1998.5 178p

S480/74/ 静岡県の鳥類
静岡の鳥編集委員会／
〔編〕

〔静岡〕 静岡の鳥編集委員会 1998.3 237p

S480/75/ 浜北市の野鳥 浜北市／〔編〕 浜北 浜北市 1998.3 103p

S480/77/
伊豆・大瀬崎マリンウォッチングガイド
Ｕｎｄｅｒｗａｔｅｒ　ｂｉｂｌｅ

伊藤　勝敏／写真・文 東京 データハウス 1999.1 198p

S480/79/ 伊豆の魚たち 園部　雨汀／著 伊東 伊豆新聞本社 1991.12 261p

S480/80/ しずおか野鳥歳時記 福与　義憲／著 静岡 静岡新聞社 1999.12 120p

S480/81/ 伊豆大島海中図鑑 阿部慎太郎写真集 阿部　慎太郎／著 東京 求竜堂 2000.6 108p

S480/82/
ウミウシガイドブック  2    伊豆半島の
海から

東京 ＴＢＳブリタニカ 2000.4 178p

S480/86/
生命がうまれる海辺ウミガメの浜を守る
くもんの環境保護シリーズ 3

清水　達也／文 東京 くもん出版 1993.6 31p

S480/87/
伊豆の海海中大図鑑 伊豆の海中生物
を大網羅!  第５版

伊藤 勝敏／著 東京 データハウス 2011.5 377p

S480/92/ 伊豆の海水魚 生態観察ガイド 瓜生　知史／著 東京 海游舎 2003.1 253p

S480/93/
駿河湾おさかな図鑑 なんだろう隊が行
く！

静岡新聞社出版局／編
集

静岡 静岡新聞社 2003.6 207p

S480/95/ 麻機遊水地の自然  シリーズ１    野鳥
麻機湿原を保全する会／
制作

静岡
静岡県静岡土木事務所
河川改良課

２００４．３
はじめに

74p

S480/95/ 麻機遊水地の自然  シリーズ２    植物
麻機湿原を保全する会／
〔編〕

静岡
静岡県静岡土木事務所
（河川改良課）

２００５．３
はじめに

82p

S480/95/ 麻機遊水地の自然  シリーズ３    昆虫
麻機湿原を保全する会／
制作

静岡
静岡県静岡土木事務所
（河川改良課）

2006.3 74p

S480/100/ 竜洋町の鳥たち 北川　捷康／編著 竜洋町 竜洋町教育委員会 2005.3 103p

S480/121/
ぼくたちを知っていますか 川の生きも
のから水の汚れを調べよう

サイエンス／編集
〔出版地
不明〕

焼津市環境衛生課 2010.3 1枚

S480/121/
川の中のヒラタ君 川の生きものから水
の汚れを調べよう

サイエンス／編集
〔出版地
不明〕

三市一町環境行政事務研究会（島
田市、藤枝市、焼津市、吉田町） 2010.3 1枚

S480/123/ 遠江の鳥 バードウォッチングガイド
日本野鳥の会　遠江／著
作・編集

静岡 静岡新聞社（発売） 2012.5
115p､図

版

S480/124/
身近な生き物がおもしろい ＰＬＡＮＴＳ・ＩＮＳ
ＥＣＴＳ・ＢＩＲＤＳ・ＯＴＨＥＲ　ＣＲＥＡＴＵＲＥＳ

宮本　勝海／著 御前崎 宮本勝海
２０１２．５
あとがき

154p

S480/145/ NIHONDAIRA MANIA BOOK いきもの企画／制作 [静岡] いきもの企画 2015.1 1冊

S480/150/
静岡県水産技術研究所浜名湖分場浜
名湖体験学習施設ウォットGUIDEMAP

浜名湖体験学習施設
ウォット／[編]

浜松
浜名湖体験学習施設
ウォット

[20--] 1枚

S480/151/ しずまえお魚図鑑 後藤 慶一／監修 [静岡] [東海大学海洋学部]
[出版年

不明]
46p
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S490/106/ 静岡県身近な薬草   カラー新版 上野 明／著 静岡 静岡新聞社 1995.11 319p

S490/704/
やいづ健康・食育プラン 焼津市健康増進計画
（第２次）　焼津市食育推進計画（第２次）

焼津市福祉保健部健康
増進課／編集

焼津 焼津市 2013.3 111p

S490/750/ 家族みんなで減塩しよう！
静岡県健康福祉部健康
増進課／[編]

静岡
静岡県健康福祉部健康
増進課

2015.10 18p

S490/750/ みんなで食べるとおいしいね
静岡県健康福祉部健康
増進課／[編]

静岡
静岡県健康福祉部健康
増進課

2015.2 1冊

S490/790/ めざせ！健康寿命No.1
静岡県健康福祉部健康
増進課／[編]

静岡
静岡県健康福祉部健康
増進課

2015.10 10p

S490/813/
巨大地震その時あなたを救うのは?市
民トリアージ

安田 清／[著] 静岡 静岡新聞社 2017.1 118p

Ｓ４９０　医学．薬学
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S500/5/ 静岡県の工業　 平成25年(2013)
静岡県企画広報部情報
統計局統計調査課／[編]

[静岡]
静岡県企画広報部情報
統計局統計調査課

2015.4 192p

S500/5/ 静岡県の工業　 平成26年(2014)
静岡県企画広報部情報
統計局統計調査課／[編]

[静岡]
静岡県企画広報部情報
統計局統計調査課

2016.3 192p

S500/5/ 静岡県の工業　 平成27年(2015)
静岡県経営管理部情報
統計局統計調査課／[編]

[静岡]
静岡県経営管理部情報
統計局統計調査課

2018.1 186p

S500/14/
静岡市の工業 平成19年工業統計調査
結果概況

静岡市経営管理局行政監理
部情報管理課／編集

静岡
静岡市経営管理局行政
管理部情報管理課

2010.4 57p

S500/14/
静岡市の工業 平成20年工業統計調査
結果概況

静岡市経営管理局行政監理
部情報管理課／編集

静岡
静岡市経営管理局行政
管理部情報管理課

2010.8 57p

S500/14/
静岡市の工業 平成21年工業統計調査
結果概況

静岡市経営管理局行政監理
部情報管理課／編集

静岡
静岡市経営管理局行政
管理部情報管理課

2011.4 57p

S500/37/
袋井市の工業　平成24年工業統計調
査結果

袋井市企画財政部企画
政策課／編集

袋井
袋井市企画財政部企画
政策課

2014.6 ２６ｐ

S500/37/
袋井市の工業　平成25年工業統計調
査結果

袋井市企画財政部企画
政策課／編集

袋井
袋井市企画財政部企画
政策課

2015.6 26p

S500/37/
袋井市の工業　平成26年工業統計調
査結果

袋井市企画財政部企画
政策課／編集

袋井
袋井市企画財政部企画
政策課

2016.9 26p

S500/38/
湖西市の工業 工業統計調査結果報告
書 平成17年版

市民経済部商工労政課
商業観光係／編集

湖西 湖西市役所 2007.3 14p

S500/38/
湖西市の工業 工業統計調査結果報告
書 平成18年版

湖西市市民経済部商工
労政課／編集

湖西 湖西市 2008.3 14p

S500/38/
湖西市の工業 工業統計調査結果報告
書 平成19年版

湖西市市民経済部商工
労政課／編集

湖西 湖西市 2009.3 15p

S500/39/
沼津市の工業 平成１６年工業統計調
査結果

沼津市企画部行政システ
ム課／編集

沼津
沼津市企画部行政システ
ム課

2006.3 40p

S500/95/
図表で見るしずおかエネルギーデータ
平成28年3月  エネルギー関係資料集

静岡県経済産業部産業革新
局エネルギー政策課／編集

静岡
静岡県経済産業部産業革
新局エネルギー政策課

2017.3 156p

S500/95/
図表で見るしずおかエネルギーデータ
平成29年3月  エネルギー関係資料集

静岡県経済産業部産業革新
局エネルギー政策課／編集

静岡
静岡県経済産業部産業革
新局エネルギー政策課

2018.3 157p

S500/95/
図表で見るしずおかエネルギーデータ
平成30年3月  エネルギー関係資料集

静岡県企画広報部政策企画
局エネルギー政策課／編集

静岡
静岡県企画広報部政策企
画局エネルギー政策課

2014.2 １３５ｐ

S500/115/ 富士市の工業　 平成28年度
富士市産業経済部産業
政策課／編集

富士
富士市産業経済部産業
政策課

2018.2 74p

S500/115/ 富士市の工業　 平成29年度
富士市産業経済部産業
政策課／編集

富士
富士市産業経済部産業
政策課

2014.6 ７３ｐ

S500/115/ 富士市の工業　 平成30年度
富士市産業経済部産業
政策課／編集

富士
富士市産業経済部産業
政策課

2019.1 77p

S500/117/ 田宮模型の仕事    文春文庫 田宮　俊作／著 東京 文芸春秋 2000.5 318p

S500/132/
田宮模型全仕事ビジュアル版 １９４６　２００
０ 1    ミリタリーモデルズアーミー

田宮模型／編 東京 文春ネスコ 2000.5 190p

S500/132/
田宮模型全仕事ビジュアル版 １９４６　２００
０ 2    カー、モーターサイクルモデルズ

田宮模型／編 東京 文春ネスコ 2000.7 190p

S500/132/
田宮模型全仕事ビジュアル版 １９４６　２００
０ 3    シップ、エアクラフトモデルズほか

田宮模型／編 東京 文春ネスコ 2000.9 190p

S500/137/
タミヤＲＣ四半世紀の記録 タミヤＲＣカー２
５年の歩み   立風ベストムック

東京 立風書房 2001.6 161p

S500/164/ ごてんばの工業
御殿場市商工観光課／
監修・編集

〔御殿
場〕

御殿場市商工観光課 1995.4 6p

S500/168/
タミヤＲＣ３０年間の全記録 タミヤＲＣ
カー３０年の歩み   ＧＡＫＫＥＮ　ＭＯＯＫ

渡辺　良保／編集 東京 学習研究社 2007.1 242p

S500/176/
静岡模型全史 ５０人の証言でつづる木
製模型からプラモデルの歴史

静岡模型教材協同組合
／編

静岡 静岡模型教材協同組合 2011.6
294,12,18

p

S500/189/ グッドデザインしずおか選定製品　2016
静岡県経済産業部商工
業局地域産業課／[編]

静岡
静岡県経済産業部商工
業局地域産業課

2017.1 1冊

S500/189/
グッドデザインしずおか選定製品・仕組
み・取組　2017

静岡県経済産業部商工
業局地域産業課／[編]

静岡
静岡県経済産業部商工
業局地域産業課

2018.1 1冊

S500/191/ 富士市工業振興ビジョン
富士市産業経済部産業
政策課／[編]

富士
富士市産業経済部産業
政策課

2016.3 40,13p

S500/194/ 大接近!工場見学 高山 リョウ／構成・文 東京 岩崎書店 2017.3 33p

Ｓ５００　工学．工業総記
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S510/289/ 現代への架け橋 静岡県の土木建造物
静岡県建設業協会・昭和
会／〔編〕

静岡
静岡県建設業協会・昭和
会

1996.1 159p

S510/297/
みんなのためにみらいのために いふまると学ぼ
う！自然を守り、くらしを支える社会資本

〔沼津〕
〔建設省沼津工事事務
所〕

1998 34p

S510/310/
魅力ある”しずおか”を目指して 静岡県
企業局のしごと

静岡県企業局／〔編〕 静岡 静岡県企業局 〔２００-〕 14p

S510/311/
すっかり変わりました静岡県の公共事
業 創造と協働の実現に向けて

静岡県土木部建設政策
室／〔編〕

静岡
静岡県土木部建設政策
室

〔２００-〕 18p

S514/63/ うつ乃山 宇津ノ谷トンネル物語
建設省静岡国道工事事
務所／企画

静岡
建設省静岡国道工事事
務所

1995.1 17p

S515/6/ 天竜川橋紀行 写真集 柘植　敏男／著 岡谷 諏訪文化社 1996.4 120p

S516/10/ 再発見・丹那トンネル 加藤　好一／〔著〕 〔伊東〕 伊豆新聞社 1998.1 64p

S517/8/
静岡県河川指定調書　平成28年4月30
日現在

静岡県交通基盤部河川
砂防管理課／[編]

[静岡]
静岡県交通基盤部河川
砂防管理課

[2016] 140p

S517/8/
静岡県河川指定調書　平成29年4月30
日現在

静岡県交通基盤部河川
砂防管理課／[編]

[静岡]
静岡県交通基盤部河川
砂防管理課

[2017] 142p

S517/8/
静岡県河川指定調書　平成30年4月30
日現在

静岡県交通基盤部河川
砂防管理課／[編]

[静岡]
静岡県交通基盤部河川
砂防管理課

[2018] 142p

S517/59/ 水の週間記念作文集  平成28年度
静岡県くらし・環境部環境
局水利用課／[編]

[静岡]
静岡県くらし・環境部環境
局水利用課

2016.8 30p

S517/59/ 水の週間記念作文集  平成29年度
静岡県くらし・環境部環境
局水利用課／[編]

[静岡]
静岡県くらし・環境部環境
局水利用課

2017.8 24p

S517/59/ 水の週間記念作文集  平成30年度
静岡県くらし・環境部環境
局水利用課／[編]

[静岡]
静岡県くらし・環境部環境
局水利用課

2018.8 26p

S517/84/ わたしたちの天竜川
建設省中部地方建設局
浜松工事事務所／[編]

浜松
建設省中部地方建設局
浜松工事事務所

1994.9 44p

S517/96/ 狩野川
狩野川の集い実施連絡
会／編

沼津
狩野川の集い実施連絡
会

1991 96p

S517/98/ 川のテキスト やさしい川のはなし
静岡県土木部河川課／
〔編〕

静岡 静岡県土木部河川課 1995.7 36p

S517/101/ 静岡県の地下水
静岡県県民部環境局水
利用室／編集

〔静岡〕
静岡県県民部環境局水
利用室

2010.3 1枚

S517/102/ わたしたちの巴川
清水市土木部治水対策課「わたした
ちの巴川」副読本作成委員会事務
局／〔編〕

清水
清水市土木部治水対策課「わたし
たちの巴川」副読本作成委員会事
務局

1992 32p

S517/102/ わたしたちの巴川
静岡市役所建設局土木
部河川課／[編]

静岡 静岡市 2015.8 36p

S517/102/ わたしたちの巴川
静岡市役所建設局土木
部河川課／[編]

静岡 静岡市 2016.8 36p

S517/103/ しずおかの河川・海岸
静岡県土木部河川課／
編集

静岡 静岡県土木部河川課 1997.4 74p

S517/116/ 巴川流域七夕豪雨二十年誌
巴川流域総合治水対策
協議会／〔編〕

静岡 静岡県静岡土木事務所 1994.12 177p

S517/122/ わたしたちの太田川をまもりましょう
太田川水系の水をきれい
にする会／〔編〕

〔磐田〕
太田川水系の水をきれい
にする会

1995.7 14p

S517/123/
鮎躍る自然豊かな狩野川の川づくりをめざ
して

建設省沼津工事事務所
／〔編〕

〔沼津〕 建設省沼津工事事務所 1996 23p

S517/125/
安倍川 第９次治水事業五箇年計画の策定
に向けて

建設省静岡河川工事事
務所／〔編〕

静岡
建設省静岡河川工事事
務所

1996 8p

S517/136/ 河川パトロールカー 川をまもる 笠原　富美古／案 沼津 グループカレッタ 1998.3 24p

S517/138/
天竜川 改修７０周年記念　写真が語る
昔と今

建設省中部地方建設局
浜松工事事務所／〔編〕

浜松
建設省中部地方建設局
浜松工事事務所

1997.1 67p

S517/150/ 狩野川の学習 あいそ　まもる／著 大仁町 相磯守 1986.9 80p

S517/163/ 郷土の碑を訪ねて
建設省中部地方建設局
／〔編〕

〔名古
屋〕

建設省中部地方建設局 1987.3 748p

S517/170/
土砂災害からくらしといのちを守る砂防
さぼうのおはなし

静岡県土木部河川砂防
総室砂防室／〔編〕

静岡
静岡県土木部河川砂防
総室砂防室

2002 11p

S517/171/
麻機遊水地に蘇る生きものたち 二級河
川巴川総合治水対策事業

静岡県静岡土木事務所
／〔編〕

静岡 静岡県静岡土木事務所 2001.12 18p

Ｓ５１７　河川工学

Ｓ５１０　土木工学

Ｓ５１４　道路工学

Ｓ５１５　橋梁工学

Ｓ５１６　鉄道工学
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S517/177/ 川ごよみ 〔東京〕 河川情報センター 1993.3 46p

S517/178/
ズンゴロベーとの大冒険 清流阿多古川
を後世に残すために

阿多古川「水辺の郷」づく
り連絡会／〔編〕

〔天竜〕
阿多古川「水辺の郷」づく
り連絡会

2002.3 14p

S517/205/
水路が結んだ友情 わたしたちの大切な
“命の水”　大井川用水

農林水産省関東農政局大井川
用水農業水利事業所／〔編〕

島田
農林水産省関東農政局大
井川用水農業水利事業所

2005.3 34p

S517/206/
不思議ランド・安倍川 新しい発見・感
動・おどろきが君を待っている・・・

建設省中部地方建設局静岡
河川工事事務所／〔編〕

静岡
建設省中部地方建設局
静岡河川工事事務所

1998.3 16p

S517/207/ ２１世紀へ、Ｒｉｖｅｒ Ｃｒｅａｔｉｏｎ
建設省中部地方建設局静岡
河川工事事務所／〔編〕

静岡
建設省中部地方建設局
静岡河川工事事務所

〔１９９６〕 14p

S517/208/ 安倍川上流びっくり大自然
国土交通省中部地方整備局
静岡河川事務所／〔編〕

静岡
国土交通省中部地方整
備局静岡河川事務所

2004.3 18p

S517/209/ 大井川おもしろ探検 大井川副読本
国土交通省中部地方整備局
静岡河川事務所／〔編〕

静岡
国土交通省中部地方整
備局静岡河川事務所

2000.5 22p

S517/210/
いのちの水“大井川用水”をまもる 国営
大井川用水農業水利事業  改訂版

農林水産省関東農政局大井川
用水農業水利事業所／〔編〕

島田
農林水産省関東農政局大
井川用水農業水利事業所

2006.7 1枚

S517/212/ 天竜川百話 静岡 静岡新聞社 2007.7 179p

S517/214/ 急流を治める 富士川写真集
建設省関東地方建設局
甲府工事事務所／制作

甲府
建設省関東地方建設局
甲府工事事務所

1983.3 196p

S517/218/
新しき事物の前に 阿多野用水と箱根
用水

三枝　洋子／著 東京 光陽出版社 2008.2 197p

S517/276/ 水のはなし 静岡県企業局／[編] 静岡 静岡県企業局
[出版年

不明]
10p

S517/279/ 太田川ダム
静岡県袋井土木事務所
ダム管理課／[編]

袋井
静岡県袋井土木事務所
ダム管理課

2012.3 1枚

S517/282/ 徳川家康公と安倍川物語
国土交通省中部地方整備局
静岡河川事務所／[編]

静岡
国土交通省中部地方整
備局静岡河川事務所

2016.3
[まえが

き]
18p

S517/284/ 私たちの川大井川
中部建設協会静岡支所
／編集

静岡 中部建設協会静岡支所 1993.1 86p

S517/285/ 水に関わる地名由来<安倍川・藁科川>
国土交通省中部地方整備局
静岡河川事務所調査課／
[編]

静岡
国土交通省中部地方整備
局静岡河川事務所調査課

2017.3 24p

S517/291/ 菊川写真集
国土交通省浜松河川国
道事務所／[編]

浜松
国土交通省浜松河川国
道事務所

出版年不
明

26p

S518/15/ 静岡空港Ｑ＆Ａ 実現しよう！静岡空港
静岡県企画調整部空港
対策課／編

静岡
静岡県企画調整部空港
対策課

1991 26p

S518/19/ 大井川港 ｐｏｒｔ　ｏｆ　ＯＩＧＡＷＡ 2010
大井川港管理事務所／
〔編〕

焼津 大井川港管理事務所 2010 1枚

S518/28/ 静岡空港 牧之原の自然とともに
静岡県空港建設局／
〔編〕

静岡 静岡県空港建設局 1999 1枚

S518/29/
静岡空港 輝く静岡の未来を拓く　平成
１８年春開港予定

静岡県空港建設局／
〔編〕

静岡 静岡県空港建設局 1999 11p

S518/40/ 静岡空港 輝く静岡の未来を拓く
静岡県空港建設局／
〔編〕

静岡 静岡県空港建設局 2002 11p

S518/53/
群像、大井川港。 大井川港開港４０周
年記念誌

大井川港防災振興会／
編集

大井川
町

大井川港防災振興会
２００４．１２
〔あとがき〕

14p

S518/54/ ごみとわたしたち
藤枝市役所市民部生活
環境課／編集

〔藤枝〕
藤枝市役所市民部生活
環境課

1993.3 20p

S518/55/ 清水港ってどんなとこ？
国土交通省中部地方整備局
清水港湾事務所／編集

〔清水〕
国土交通省中部地方整
備局清水港湾事務所

2014.7 １６ｐ

S518/55/ 清水港ってどんなとこ？
国土交通省中部地方整備局清
水港湾事務所／[ほか]編集

[清水]
国土交通省中部地方整
備局清水港湾事務所

2015.5 16p

S518/55/ 清水港ってどんなとこ?
国土交通省中部地方整備局清
水港湾事務所／[ほか]編集

[清水]
国土交通省中部地方整
備局清水港湾事務所

2017.5 16p

S518/57/
静岡空港 空からひらこう、しずおかの
未来

静岡県空港建設局／
〔編〕

静岡 静岡県空港建設局 〔２００５〕 14p

S518/61/
海はみんなのともだち 安全で楽しい海
岸をいつまでも

建設省中部地方建設局静岡
河川工事事務所／〔編〕

静岡
建設省中部地方建設局
静岡河川工事事務所

1999.3 14p

S518/74/ ごみとわたしたち
浜松市教育委員会学校
教育部指導課／編集

浜松
浜松市環境部資源廃棄
物政策課

2013.3 32p

S518/74/ ごみとわたしたち
浜松市環境部資源廃棄
物政策課／〔編〕

〔浜松〕
浜松市環境部資源廃棄
物政策課

2014.3 ３３ｐ

S518/84/ 駿河湾
静岡県交通基盤部港湾
局港湾企画課／[編]

静岡
静岡県交通基盤部港湾
局港湾企画課

[201-] 8p

Ｓ５１８　港湾工学
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S519/18/ 環境白書  平成26年度版
静岡県くらし・環境部環境
局環境政策課／編集

静岡 静岡県 2015.9 34p

S519/18/ 環境白書  平成27年度版
静岡県くらし・環境部環境
局環境政策課／編集

静岡 静岡県 2016.9 31p

S519/18/ 環境白書  平成28年度版
静岡県くらし・環境部環境
局環境政策課／編集

静岡 静岡県 2017.11 31p

S519/22/
一般廃棄物処理事業のまとめ　平成24
年度

静岡県くらし・環境部環境局
廃棄物リサイクル課／〔編〕

〔静岡〕
静岡県くらし・環境部環境
局廃棄物リサイクル課

2014.10 １３６ｐ

S519/22/
一般廃棄物処理事業のまとめ　平成25
年度

静岡県くらし・環境部環境局
廃棄物リサイクル課／[編]

[静岡]
静岡県くらし・環境部環境
局廃棄物リサイクル課

2016.3 136p

S519/22/
一般廃棄物処理事業のまとめ　平成26
年度

静岡県くらし・環境部環境局
廃棄物リサイクル課／[編]

[静岡]
静岡県くらし・環境部環境
局廃棄物リサイクル課

2017.3 135p

S519/24/ 静岡県の下水道
静岡県都市住宅部下水
道室／編集

静岡
静岡県都市住宅部下水
道室

2007.3 153p

S519/24/ 静岡県の下水道
静岡県建設部都市局生
活排水室／編集

静岡
静岡県建設部都市局生
活排水室

2010.1 149p

S519/36/
静岡市の環境 年次報告書 平成21年
版

静岡市／〔編〕 〔静岡〕 静岡市
2009.10

はじめに
1冊

S519/36/
静岡市の環境 年次報告書 平成22年
度版

静岡市／〔編〕 〔静岡〕 静岡市
2010.10

はじめに
1冊

S519/36/
静岡市の環境 年次報告書 平成23年
度版

静岡市／〔編〕 〔静岡〕 静岡市
2011.12

はじめに
1冊

S519/55/
静岡県の都市計画　平成28年3月  資
料編

静岡県都市計画課／[編] [静岡] 静岡県都市計画課 2016.11 201p

S519/55/
静岡県の都市計画　平成29年3月  資
料編

静岡県都市計画課／[編] [静岡] 静岡県都市計画課 2017.9 195p

S519/55/
静岡県の都市計画　平成30年3月  資
料編

静岡県都市計画課／[編] [静岡] 静岡県都市計画課 2018.11 197p

S519/69/ 自然とわたしたち 自然保護読本
静岡県生活環境部自然
保護課／〔編〕

静岡
静岡県生活環境部自然
保護課

1975 112p

S519/91/ 静岡県の公園緑地
静岡県都市住宅部〔都市整
備総室〕公園緑地室／〔編〕

静岡
静岡県都市住宅部公園
緑地室

2002.3 52p

S519/180/ 静岡県のまちなみ 美しい都市景観
静岡県都市住宅部計画
課都市政策室／編

静岡
静岡県美しいまちづくり
推進協議会

1989 81p

S519/190/ 静岡の水道 静岡 静岡市企業局水道部 2004.3 21p

S519/208/ 自然にやさしくするくふう
静岡県土木部／〔ほか〕
編

静岡 静岡県土木部 1991 67p

S519/209/
環境読本わたしたちの環境 小学校高
学年向け

静岡県〔企画調整部〕県民生
活局環境企画課／編

静岡
静岡県〔企画調整部〕県
民生活局環境企画課

1991 21p

S519/212/ 静岡県のみずべ100選
静岡県土木部河川課／
編

静岡 静岡県土木部河川課 1993 123p

S519/218/
静岡県都市景観賞20周年記念誌 昭和
63年度―平成19年度

静岡県美しいまちづくり推
進協議会／〔編〕

静岡
静岡県美しいまちづくり
推進協議会

２００７．１
１はじめに

47p

S519/225/
“美しいまち清水”環境マップ    水辺シ
リーズ １（興津川）

政策企画室環境保全課
／編集

〔清水〕 政策企画室環境保全課 1989.3 地図1枚

S519/225/
巴川環境マップ 巴川水系   水辺シリー
ズ 3

〔清水〕
巴川流域快適環境づくり
協議会

1992 地図1枚

S519/229/
環境の日及び環境月間記念作文コン
クール優秀作品集  平成16年度

静岡県環境森林部地球
環境室／編

静岡
静岡県環境森林部地球
環境室

2005.1 22p

S519/243/ 環境報告書 三島の環境 平成25年版
三島市環境市民部環境
政策課／〔編〕

三島
三島市環境市民部環境
政策課

2014.2 142ｐ

S519/243/ 環境報告書 三島の環境 平成26年版
三島市環境市民部環境
政策課／[編]

三島
三島市環境市民部環境
政策課

2015.2 143p

S519/243/ 環境報告書 三島の環境 平成27年版
三島市環境市民部環境
政策課／[編]

三島
三島市環境市民部環境
政策課

2016.2 143p

S519/246/ 静岡市の下水道 清らかな水をつなげる
静岡市上下水道局下水道部下
水道総務課／企画・編集

静岡
静岡市上下水道局下水
道部

2009.3 30p

S519/257/ リサイクル入門 できることから始めよう
静岡県環境・文化部廃棄
物対策室／編

静岡
静岡県環境文化部廃棄
物対策室

1994.3 57p

S519/284/ 富士市の環境  平成２０年
富士市環境部環境保全
課／〔編〕

富士
富士市環境部環境保全
課

2008.9 233p

S519/284/
富士市の環境 平成22年度環境・公害
に関する年次報告 平成23年

富士市環境部環境保全
課／〔編〕

富士
富士市環境部環境保全
課

2011.9 241p

S519/284/
富士市の環境 平成23年度環境・公害
に関する年次報告 平成24年

富士市環境部環境保全
課／〔編〕

富士
富士市環境部環境保全
課

2012.9 238p

S519/284/
富士市の環境 平成24年度環境・公害
に関する年次報告 平成25年

富士市環境部環境保全
課／〔編〕

富士
富士市環境部環境保全
課

2013.9 ２３５ｐ

S519/303/ 市民生活と環境　2015
沼津市生活環境部環境
政策課／[編]

[沼津]
沼津市生活環境部環境
政策課

[2015] 136p

Ｓ５１９　都市工学．公害．環境工学
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S519/303/ 市民生活と環境　2016
沼津市生活環境部環境
政策課／[編]

[沼津]
沼津市生活環境部環境
政策課

[2016] 138p

S519/303/ 市民生活と環境　2017
沼津市生活環境部環境
政策課／[編]

[沼津]
沼津市生活環境部環境
政策課

[2017] 122p

S519/304/ ふじえだの環境  平成27年版
藤枝市環境水道部生活
環境課／[編]

藤枝
藤枝市環境水道部生活
環境課

[2015] 112p

S519/304/ ふじえだの環境  平成28年版
藤枝市環境水道部生活
環境課／[編]

藤枝
藤枝市環境水道部生活
環境課

[2016] 113p

S519/304/ ふじえだの環境  平成29年版
藤枝市環境水道部生活
環境課／[編]

藤枝
藤枝市環境水道部生活
環境課

[2017] 118p

S519/364/
21世紀への贈り物 ケナフの緑と福祉の
心  第２版

杉本　義明／作 磐田 磐田市立城山中学校 2002.5 4,42p

S519/368/ 水滴君の大冒険 親子で読む環境読本 浜松経済クラブ／〔編〕 浜松 浜松経済クラブ 2000.6 1冊

S519/384/
環境ホルモンって何？ 環境ホルモンを
正しく理解していただくために

静岡県環境部〔環境循環
総室〕水環境室／〔編〕

静岡 静岡県環境部水環境室 2001.3 7p

S519/390/ 環境創造・ふじ
環境創造・ふじ刊行委員
会／企画・監修・編集

富士
環境創造・ふじ刊行委員
会

2001.1 235p

S519/396/ うるおいとやすらぎのある浜名湖づくり
静岡県環境部〔環境循環総
室〕浜名湖保全室／〔編〕

静岡
静岡県環境部浜名湖保
全室

2002.2 1冊

S519/413/
今日からはじめよう！エコライフ わたし
たちができる身近なエコロジー活動

静岡市環境政策課／
〔編〕

〔静岡〕 静岡市環境政策課 2002.7 15p

S519/414/ 水のまめちしき
静岡県環境森林部〔環境
総室〕水利用室／〔編〕

静岡
静岡県環境森林部水利
用室

2002.7 17p

S519/420/ 竜洋の環境アルバム
竜洋環境創造株式会社
／〔編〕

竜洋町 竜洋町環境創造 2003.2 1冊

S519/424/ 環境探偵団体験学習帳 三島市／〔編〕 三島 三島市 2002 86p

S519/425/
調べてみよう三島市の環境 環境教育
副読本

環境教育副読本編集委
員会／編集

三島 三島市 2001.3 45p

S519/426/ わたしたちの環境
富士市生活環境部環境
政策課／〔編〕

富士
富士市生活環境部環境
政策課

2003.4 19p

S519/430/
はままつかん境ウォッチング 発見！体
験！

環境副読本編集委員／
〔編〕

浜松 浜松市環境企画課 2003.3 42p

S519/452/
土をみつめる学校活動 平成１５年度環
境学習分野における学校支援の記録

鈴木　芳徳／執筆・編集 静岡
富士の国・学校ビオトー
プ

２００４．２
はじめに

1冊

S519/484/ 手づくり環境かるた ごみ減量大作戦
榛原町ごみを考える会／
編集

〔榛原
町〕

榛原町ごみを考える会
〔２０００．

１２〕
94枚

S519/489/
生ゴミ減量サミット報告集 第４回ふじの
環境を考える少年教育事業 2004

富士市教育委員会／
〔編〕

〔富士〕 富士市教育委員会 〔２００４〕 67p

S519/492/
富士川町の環境を知る 富士川町にお
ける公害対策のあゆみ

富士川町産業環境課／
編集

富士川
町

富士川町 2005.3 43,15p

S519/493/
地球環境問題と富士市 基本目標５：美
しい地球環境の次世代への継承

富士市環境部環境政策
課／〔編〕

富士
富士市環境部環境政策
課

2006.6 27p

S519/494/
環境学習・環境保全活動ガイドブック
2009

静岡県県民部環境局環境ふれ
あい室環境教育スタッフ／編集

〔静岡〕 静岡県 2009.5 130p

S519/494/
環境学習・環境保全活動ガイドブック
2014

静岡県／〔編〕 〔静岡〕 静岡県 [2014] １冊

S519/533/
みんなで守る三島の環境 三島市環境
読本

三島市環境読本編集委
員会／編集

三島 三島市 2006.3 57p

S519/533/
みんなで守る三島の環境 三島市環境
読本

三島市環境読本編集委
員会／編集

三島 三島市 2017.3 57p

S519/533/
みんなで守る三島の環境 三島市環境
読本

三島市環境読本編集委
員会／編集

三島 三島市 2018.3 57p

S519/535/
見つけてみようビオトープ 街中で自然
体験！

鈴木　芳徳／執筆・デザ
イン

静岡
富士の国・学校ビオトー
プ

2006.3
おわりに

1冊

S519/567/ 富士宮市環境白書  平成26年度版
富士宮市環境部環境企
画課／編集

富士宮
富士宮市環境部環境企
画課

2016.3 125ｐ

S519/567/ 富士宮市環境白書  平成27年度版
富士宮市環境部環境企
画課／編集

富士宮
富士宮市環境部環境企
画課

2017.3 150p

S519/567/ 富士宮市環境白書  平成28年度版
富士宮市環境部環境企画課
環境エネルギー室／編集

富士宮
富士宮市環境部環境企
画課環境エネルギー室

2018.4 116p

S519/648/ しずおか環境学習マップ 静岡県／製作編集 静岡
静岡県くらし・環境部環境
局環境ふれあい課

2014.1 ２２ｐ

S519/684/ 浜松市地球温暖化対策実行計画
環境部環境政策課／編
集

浜松 浜松市 2012.3 １３９ｐ

S519/684/
浜松市地球温暖化対策実行計画　改
定版

環境部環境政策課／編
集

浜松 浜松市 2017.4 111p

S519/698/ 浜松市環境教育推進プラン
浜松市環境部環境政策
課／編集

浜松 浜松市 2012.3 69p

S519/702/ しずおか景観宝探し
静岡市都市局建築部建築総
務課都市景観推進係／[編]

静岡
静岡市都市局建築部建築
総務課都市景観推進係

2015.3 30p
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S519/705/ 発見!はままつ体験!環境ウォッチング 浜松市環境企画課／[編] 浜松 浜松市環境企画課 2009.3 42p

S519/705/ 発見!はままつ体験!環境ウォッチング 浜松市環境政策課／[編] 浜松 浜松市環境政策課 2012.3 38p

S519/706/
清掃センターのあらまし　 (平成27年4
月現在)

三島市環境市民部廃棄
物対策課／[編]

三島
三島市環境市民部廃棄
物対策課

2017.4 80p

S519/706/
清掃センターのあらまし　平成29年4月
現在

三島市環境市民部生活
環境課／[編]

三島
三島市環境市民部生活
環境課

2015.4 77p

S519/720/ 美しいまち、浜松市を創造するために
浜松市都市整備部土地
政策課／[編]

浜松
浜松市都市整備部土地
政策課

[出版年
不明]

11p

S519/742/ わたしたちの川　菊川
国土交通省中部地方整備局
浜松工事事務所／[編]

浜松
国土交通省中部地方整
備局浜松工事事務所

2001.7 46p

S520/58/
日本城郭大系  第９巻    静岡・愛知・岐
阜

平井　聖／〔ほか〕編修 東京 新人物往来社 1979.6 437p

S520/68/ 郷土の住まい 静岡県の住宅
静岡県住宅振興協議会
／〔編〕

静岡 静岡県住宅振興協議会 1987.7 76p

S520/71/ 風土の住まい 静岡県の住宅
静岡県住宅振興協議会
／編

静岡 静岡県住宅振興協議会 1988
64p(おも

に図)

S520/72/ 静岡県の城物語 小和田　哲男／文 静岡 静岡新聞社 1989.9 179p

S520/77/ 静岡県の歴史的建築物・歴史的町並み
静岡県都市住宅部建築
課／編集

静岡
静岡県都市住宅部建築
課

1990.3
175p(図

共)

S520/83/ 職・技・人 郷土の職人静岡県の住宅
静岡県住宅振興協議会
／編

静岡 静岡県住宅振興協議会 1991 80p

S520/92/ 図説駿河・伊豆の城 渡辺　康弘／〔ほか執筆〕 静岡 郷土出版社 1992 246p

S520/111/
掛川城 平成の築城・歴史の町掛川に
天守閣が今甦る

東海道掛川宿まちおこし
の会／著

[掛川]
東海道掛川宿まちおこし
の会

1994 60p

S520/119/
歴史的建築物・歴史的まちなみその保存と活用
「懐かしい」を見つめる

静岡県都市住宅部建築
課／編

静岡
静岡県都市住宅部建築
課

1994 6枚

S520/168/
ユニバーサルデザインを活かした建築設計 誰もがつか
いやすい建物づくり・ビジュアルガイド２００１

静岡県都市住宅部公共建築におけ
るユニバーサルデザイン研究会／
編集

静岡
静岡県都市住宅部公共建築におけ
るユニバーサルデザイン研究会 2001.3 111p

S520/180/
百の建築 静岡県の公共建築１００選 ２
００３ー２００７

静岡県公共建築推進協
議会／編集

〔静岡〕
静岡県公共建築推進協
議会

2008.3 210p

S520/185/ 城  4    東海 東京 毎日新聞社 1996.12 159p

S520/186/33 木づいたくんの一生木材力
静岡県木材協同組合連
合会／企画

静岡
静岡県木材協同組合連
合会

[201-] 1枚

S520/186/36 もっくんのいきいき木トピア
静岡県木材協同組合連
合会／企画

静岡
静岡県木材協同組合連
合会

[201-] 6p

S520/186/38 我ら、ウッド・イレブン。木ックオフ!
静岡県木材協同組合連
合会／企画

静岡
静岡県木材協同組合連
合会

[201-] 6p

S520/186/37 わたしたちと木の物語
静岡県木材協同組合連
合会／企画

静岡
静岡県木材協同組合連
合会

[出版年
不明]

10p

S520/198/
天下取り７３城 保存版　信長・秀吉・家
康の野望と夢のあと

泉　秀樹／文・写真 東京 学習研究社 2005.7 159p

S520/206/ 島田瓦物語 第３９回企画展 島田市博物館／編集 島田 島田市博物館 2006.2 46p

S520/218/ 遠江久野城！ 歴代城主が残したもの
袋井市教育委員会／企
画編集

袋井 〔出版者不明〕 2008.1 19p

S520/224/
土蔵ができるまで 海鼠壁の町・松崎の
歴史と文化を語る

蔵つくりたい／監修 松崎町
第２４回国民文化祭松崎
町実行委員会

2009.1 29p

S520/225/
名城物語 歴史・伝説・人で知る日本の城
第３号  歴史群像シリーズ  家康の城

東京 学研パブリッシング 2009.12 48p

S520/237/
三河・遠江の城郭展 展示を見て城攻め
に出かけよう

豊橋市二川宿本陣資料
館／編集

豊橋
豊橋市二川宿本陣資料
館

2010.7 71p

S520/243/
しずおか近代和風建築さんぽ 静岡県
の名建築１６選 第１巻

静岡
ふじのくに文化芸術振興
事業実行委員会

2012.11 33p

S520/243/
しずおか近代和風建築さんぽ 静岡県
の名建築１６選 第２巻

静岡
ふじのくに文化芸術振興
事業実行委員会

2013.1 33p

S520/275/ 浜松の城跡見どころマップ
浜松市市民部文化財課
／[編]

浜松 浜松市市民部文化財課 2017.3 1枚

S520/298/ 駿府城跡天守台発掘調査NAVI 静岡市歴史文化課／[編] [静岡] 静岡市歴史文化課 [2018] 1枚

S520/303/ 戦国期の国衆井伊氏ゆかりの石塔 浜松市文化財課／[編] [浜松] 浜松市文化財課 2016.3 6p

Ｓ５２０　建築学
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S530/47/
伊豆急１００系 名車“ハワイアンブルー
の１００系”走り続けた４０年

小口　喜生／著 東京 毎日新聞社 2003.12 127p

S530/48/
伊豆急１００形 誕生からラストランへ
ＲＭ　ｌｉｂｒａｒｙ 34

宮田　道一／著 東京 ネコ・パブリッシング 2002.5 47p

S530/49/ ＳＬちいさな旅 Ｃ５６４４大井川を行く 清水　達也／文 東京 国土社 1999.1 31p

S530/50/ 静岡県ののりもの大集合 静岡新聞社／著 静岡 静岡新聞社 2008.7 48p

S540/43/ 江尻の灯
中部電力清水営業所／
〔編〕

清水
中部電力株式会社清水
営業所

1993.1 44p

S540/63/ 静岡県の原子力発電  平成27年度版
静岡県危機管理部原子
力安全対策課／編集

静岡
静岡県危機管理部原子
力安全対策課

2016.3 146p

S540/63/ 静岡県の原子力発電  平成28年度版
静岡県危機管理部原子
力安全対策課／編集

静岡
静岡県危機管理部原子
力安全対策課

2017.3 152p

S540/63/ 静岡県の原子力発電  平成29年度版
静岡県危機管理部原子
力安全対策課／編集

静岡
静岡県危機管理部原子
力安全対策課

2018.3 152p

S540/80/
イロハのイテレビ事始 空想を現実にし
た人高柳健次郎

浜松市博物館／編集 浜松 浜松市博物館 2006.12 48p

S540/119/
東京発電(株)三島事業所の水力発電
所

東京発電株式会社三島
事業所／[編]

長泉町
(静岡
県)

東京発電株式会社三島
事業所

[201-] 1枚

S550/12/ 駿河湾船の文化 特別展図録
沼津市歴史民俗資料館
／編

沼津 沼津市歴史民俗資料館 1986.7 28p

S550/20/ 船と歴史の本 阿部　英夫／編 清水 清水新聞店 1993 80p

S550/25/
戸田号建造物語 日本の造船のあけぼ
の   国土社・ノンフィクション全集 5

飯塚　つとむ／著 東京 国土社 1975.4 187p

S560/15/ 竜ケ岩洞物語 小室　勉／作 東京 小室企画室 1986.7 197p

S560/16/ 相良油田 史跡とエピソード 高塚　末吉／著
〔相良
町〕

相良町商工観光課 1989.1 19p

S560/17/
特別展黄金の谷の輝き 「安部の金山」
の歴史と伝承 第３３回

静岡市立登呂博物館／
〔編〕

静岡 静岡市立登呂博物館 2005.1 46p

S570/14/
むかしの火おこし    体験学習シリーズ
1

静岡市立登呂博物館／
〔編〕

静岡 静岡市立登呂博物館 1985 32p

S570/14/ トロベーの火おこしガイド
静岡市立登呂博物館／
[編]

静岡 静岡市立登呂博物館 2014.10 21p

S570/15/
特別展静岡の花火 鉄砲・のろしから花
火へ

静岡市立登呂博物館／
〔編〕

静岡 静岡市立登呂博物館 1987
40p(図

共)

S583/14/
特別展木の文化 古代の木匠たちの伝
統

静岡市立登呂博物館／
〔編〕

静岡 静岡市立登呂博物館 1986 40p

S583/15/
データでみる静岡県の地場産業　平成
28年3月

静岡県経済産業部商工
業局地域産業課／[編]

静岡
静岡県経済産業部商工
業局地域産業課

2016.2 52p

S583/15/
データでみる静岡県の地場産業　平成
29年3月  統計資料等

静岡県経済産業部商工
業局地域産業課／[編]

静岡
静岡県経済産業部商工
業局地域産業課

2017.3 52p

S583/15/
データでみる静岡県の地場産業　平成
30年3月  統計資料等

静岡県経済産業部商工
業局地域産業課／[編]

静岡
静岡県経済産業部商工
業局地域産業課

2018.3 52p

S583/23/
静岡県地場産業ガイドブック 魅力ある
ものづくり県しずおか

ＳＢＳメディアサービス／
企画・編集

静岡
静岡県経済産業部地域
産業課

2012.3 79p

S583/26/ 特別展登呂のいす展
静岡市立登呂博物館／
[編]

静岡 静岡市立登呂博物館 2015.10 63p

Ｓ５３０　機械工学

Ｓ５４０　電気工学

Ｓ５５０　海事工学．造船

Ｓ５６０　採鉱冶金学（鉱山など）

Ｓ５７０　化学工業

Ｓ５８３　木工業
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S585/25/ うまれかわる紙 第３６回企画展 富士市立博物館／編集 富士 富士市立博物館
１９９８．３
[まえがき]

27p

S585/38/ 子どものための紙のお話 富士市立博物館／編集 富士 富士市立博物館 2007.3 22p

S585/39/
わっ！しってる？和紙のこと 体験学習
テキスト　和紙を知ろう

富士市立博物館／編集 富士 富士市立博物館 〔１９９９〕 15p

S586/46/
近代の織物 遠州の織物の歴史   博物
館資料集 9

浜松市博物館／編集 〔浜松〕 浜松市博物館 2000.2 32p

S588/31/
郷土と酒 第３３回企画展　富士の麓の
酒物語

富士市立博物館／編集 富士 富士市立博物館
１９９６．７
[まえがき]

34p

S588/34/
おさかな加工品ガイド 静岡県・伊豆の特産
逸品 3    伊豆水産加工品ガイドブック

〔焼津〕
静岡県水産加工業協同
組合連合会

1999 1冊

S588/42/
焼津の鰹節と職人 第３回焼津市職人
展

柳屋ギャラリー／〔編〕
〔出版地
不明〕

柳屋ギャラリー 1994 1冊

S588/57/ 静岡県の水産加工工業
関東農政局静岡統計・情報センター
生産流通消費統計課／〔編〕 〔静岡〕

関東農政局静岡統計・情報セ
ンター生産流通消費統計課

〔２００４〕 1枚

S588/62/
シーチキン物語 シーチキン（Ｃ）発売３０
周年記念出版

波乗社／編集 清水 はごろもフーズ 1988.11 174p

S588/64/ 和菓子をつくる 浜松ものづくり展 浜松市博物館／〔編〕 浜松 浜松市博物館 2008.2 32p

S588/76/ 企画展　沼津のひもの・かつもぶし
沼津市歴史民俗資料館
／編集

沼津 沼津市歴史民俗資料館 2019.2 55p

S590/7/ 古老の知恵伝承誌
静岡県老人クラブ連合会
／編

静岡 静岡県老人クラブ連合会 1979 401p

S590/8/ 暮らしの歳時記 河村　房代／〔ほか〕著 静岡 静岡新聞社 1982.7 372p

S590/9/
タンポポのクッキー 親と子の楽しいつ
み草料理教室

大塚　薫／〔ほか〕編著 浜松 ひくまの出版 1982 158p

S590/12/
秘伝おふくろの味 静岡県海のさち山の
さち

静岡県生活改良普及員
／編著

静岡 静岡新聞社 1982.12 208p

S590/14/ みくりやの味
北駿地区生活改善実行
グループ連絡会／〔編〕

〔御殿
場〕

北駿地区生活改善実行
グループ連絡会

1982 56p

S590/15/ あらいの里 私たちの生活と知恵
新居町教育委員会／
〔編〕

新居町 新居町教育委員会 1983 125p

S590/16/ 静岡県おいしい野草 上野　明／著 静岡 静岡新聞社 1984.2 256p

S590/17/ 忘れられないふるさとの味
土肥町生活改善グループ
連絡会／〔編〕

土肥町
土肥町生活改善グルー
プ連絡会

1983 60p

S590/24/ ふるさと伊豆 食の歳時記
静岡県伊豆振興センター
／〔編〕

下田 静岡県伊豆振興センター 1990 79p

S590/26/
めし、むすび、もち、すしのルーツ コメ
の食文化にさぐる「かたち」と「こころ」

静岡市立登呂博物館／
編集

[静岡] 静岡市立登呂博物館 1993 48p

S590/41/ 浜名湖の魚料理
東海調理製菓専門学校
／編

静岡 静岡新聞社 1998.2 109p

S590/42/ しずおか美味図鑑 静岡新聞社／著 静岡 静岡新聞社 1998.11 150p

S590/61/ だもんで静岡（しぞーか）おでん 新井　由己／著 静岡 静岡新聞社 2002.11 134p

S590/73/
朝食クイックメニュー集 牛乳で元気いっ
ぱい！！

静岡県教育委員会体育
保健課／〔編〕

〔静岡〕 静岡県教育委員会 2004.2 31p

S590/79/ 榛原郡の郷土食 静岡県教育協会／作成
〔出版地
不明〕

静岡県教育協会 1983.3 61p

S590/95/
ふるさと発見朝食クイックメニュー集 中
学生による食に関する掲示事例集

静岡県教育委員会／〔ほ
か編〕

〔静岡〕 静岡県教育委員会 〔２００６〕 1冊

S590/102/ しずおか駅弁列車で行こう 静岡新聞社／〔編〕 静岡 静岡新聞社 2006.1 123p

S590/109/
富士・富士宮・芝川地域伝承料理レシ
ピ集

富士地区農村生活研究
会／〔編〕

〔出版地
不明〕

富士地区農村生活研究
会

〔２００７〕 44p

S590/121/
B級ご当地グルメ本 A級を超えた！これぞ、
しぞーか人のソウルフードだ。

静岡新聞社／著 静岡 静岡新聞社 2010.11 80p

S590/123/
しずおか食堂 ふじのくにの農芸品ガイ
ドブック Ｖｏｌ．１

しずおか地産地消推進協
議会／〔編〕

静岡
しずおか地産地消推進協
議会

2010.3 32p

S590/146/ 清水食紀行 旬の食紀行
静岡市清水区役所まちづ
くり振興課／編集

静岡
静岡市清水区役所まちづ
くり振興課

2010.3 57p

Ｓ５９０　食事．育児

Ｓ５８５　製紙工業

Ｓ５８６　繊維工業

Ｓ５８８　食品工業
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S590/151/
東海道新幹線車窓で楽しむローカルグ
ルメ事典

蓮実 香佑／著 東京 東京堂出版 2011.4 6,275p

S590/155/
魅力発見!!とうもんの恵み おいしい食は南
遠州にあり　人と自然が創る食文化 『食』編

とうもんの会／作成 掛川 静岡県中遠農林事務所 2011.2 1冊

S590/157/
かけがわおふくろの味 市制２５周年記
念

掛川市食生活改善推進
協議会／〔編〕

〔掛川〕
掛川市食生活改善推進
協議会

1979.1 84p

S590/158/ 遠州森町ふるさとの味
森町食生活改善推進協
議会／〔編〕

〔森町〕
森町食生活改善推進協
議会

1983.3 95p

S590/169/
中学生からにじますレシピ発信！！ 地食健身
食育推進事業（魚食教育）にじますレシピ集

富士宮市フードバレー推
進協議会事務局／〔編〕

富士宮
富士宮市フードバレー推
進協議会事務局

２０１１．３
はじめに

61p

- 55 -



請求記号 書　名 著者名 出版地 出版者 出版年 ページ

S600/63/
静岡県産業白書 静岡県産業の軌跡と
展望 2003

静岡経済研究所／〔編〕 静岡 静岡経済研究所 2003.1 223p

S600/139/ 静岡県わが郷土（さと）と自慢の逸品
静岡県商工労働部地域
産業課／編

静岡
静岡県商工労働部地域
産業課

1995.1 47p

S600/144/
志太の伝統産業  1  志太のふるさと文
庫  伝統工芸

藤枝
志太広域事務組合志太
ふるさと文庫出版委員会

1993 196p

S600/144/
志太の伝統産業  2  志太ふるさと文庫
伝統の技

藤枝
志太広域事務組合志太
ふるさと文庫出版委員会

1997.3 196p

S600/156/ しずおかけんの地場産業
静岡県産品愛用運動推
進協議会／編集

静岡
静岡県産品愛用運動推
進協議会

1996.1 46p

S600/158/ 静岡の森林と海洋
静岡県林業・水産部林
業・水産総務課／編集

静岡
静岡県林業・水産部林
業・水産総務課

1996.3 42p

S600/159/ 遠州の地場産業 活力ある郷土の姿
静岡県西部地域しんきん
経済研究所／編集

浜松
静岡県西部地域しんきん
経済研究所

2010.4 139p

S600/188/
静岡とっておき見聞録 発信！ふじのく
に特産品ガイド

静岡
静岡県産品愛用運動推
進協議会

1999.3 52p

S600/190/ このままでいいですか「食とみどり」
関東農政局静岡統計情
報事務所／〔編〕

〔静岡〕
関東農政局静岡統計情
報事務所

1999.3 44p

S600/194/ しずおか産業ガイドブック  平成１１年度 静岡県／企画 静岡
静岡県産品愛用運動推
進協議会

2000 29p

S600/195/
しずおか特産品解体新書 地場産品が
できるまで 第１巻・第２巻合併号

しずおか信用金庫業務部
／編集

静岡 しずおか信用金庫業務部 2006.8 55p

S600/195/
しずおか特産品解体新書　地場産品が
できるまで      合併号第９版

しずおか信用金庫業務サ
ポート部／編集

静岡
しずおか信用金庫業務サ
ポート部

2014.6 ５５ｐ

S600/200/
都道府県別２１世紀日本の産業  5
滋賀・三重・愛知・岐阜・静岡

目賀田　八郎／監修 東京 学研 2001.3 55p

S600/208/
静岡市の特産品 長い伝統と高度な技
術を未来に伝えよう

静岡市地域産業課／編
集

〔静岡〕 静岡市産業振興部 〔２００-〕 26p

S600/228/
やらまいか浜松もの語 浜松ブランド７５
のストーリー

浜松商工会議所浜松地域ブラ
ンド創出特別委員会／〔編〕

浜松 浜松商工会議所 2010.4 94p

S600/231/
図説しずおかの産業力・市場力 静岡県
の産業・市場規模

静岡経済研究所／〔編〕 静岡 静岡経済研究所 2006.6 155p

S600/245/ 静岡県農・林・水産地ガイド
関東農政局静岡統計情
報事務所／編集

静岡 静岡農林統計情報協会 2001.1 85p

S600/250/
富士宮特産品学習ノート 富士山の恵
みいっぱい

富士宮市フードバレー推
進協議会事務局／〔編〕

富士宮
富士宮市フードバレー推
進協議会

〔２００９〕 1冊

S600/255/
ものづくりはままつ魅力発見！ 浜松の
技、世界のＷＡＺＡ　５０＋１

「ものづくりはままつ魅力
発見！」編集部／編

浜松
浜松市商工部産業政策
課

2011.1 137p

S600/267/
静岡市自慢の逸品 しずおか葵プレミア
ム ２０１０年度

静岡市経済局商工部地
域産業課／〔編〕

静岡
静岡市経済局商工部地
域産業課

〔２０１０〕 14p

S600/267/ しずおか葵プレミアム
静岡市経済局商工部産
業振興課／[編]

静岡
静岡市経済局商工部産
業振興課

[201-] 14p

S600/274/ 地場産品のできるまで
静岡市商工部商工課／
〔ほか〕編集

静岡 静岡市商工部商工課 〔１９８-〕 １３ｐ

S605/27/ 静岡県の農林水産業  平成27年度
静岡県経済産業部管理
局政策監／制作

静岡
静岡県農業振興基金協
会

2015.12 1冊

S605/27/ 静岡県の農林水産業  平成28年度
静岡県経済産業部管理
局政策監／制作

静岡
静岡県農業振興基金協
会

2016.12 1冊

S605/27/ 静岡県の農林水産業  平成29年度
静岡県経済産業部管理
局政策監／制作

静岡
静岡県農業振興基金協
会

2017.12 1冊

S610/445/
食べ物と農業 考えよう！センタ親子の
食育レポート（プロローグ）

関東農政局静岡統計・情
報センター／編集

静岡
関東農政局静岡統計・情
報センター

2005.3 21p

S610/451/ 米・コメ・こめ 米に囲まれた暮らし
富士市立博物館／〔ほ
か〕編

〔出版地
不明〕

富士市立博物館 2006.6 8p

S611/274/ 米
静岡県農政部茶業農産
課／〔編〕

〔静岡〕
静岡県農政部茶業農産
課

１９９５．３
はじめに

19p

S611/303/
旬ゾーンしずおか 「静岡の美味しい旬
はいかが？」　進めよう！地産地消

静岡県農業水産部／
〔編〕

静岡 静岡県農業水産部 2003.1 47p

S611/369/ ふじのくに環境にやさしい農業者
静岡県経済産業部農業
局地域農業課／[編]

静岡
静岡県経済産業部農業
局地域農業課

2017.3は
じめに

64p

Ｓ６００　産業総記

Ｓ６０５　産業統計

Ｓ６１０　農業

Ｓ６１１　農業経済
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S612/27/ 江戸時代の農具 〔浜松〕 浜松市博物館 1982.7 ２０ｐ

S614/38/ 目でみる米づくり 農具の歴史
静岡市立登呂博物館／
〔編〕

静岡 静岡市立登呂博物館 1977 72p

S614/81/ 農機具の歴史と変遷 土屋　次義／編集
〔大仁
町〕

農機具資料館 2002.6 65p

S614/89/
小学校４年社会科用授業書「溜池・大
井川用水」

静岡県・小笠社会科サー
クル／〔編〕

掛川
静岡県・小笠社会科サー
クル

1981.1 85枚

S614/90/
水と人のくらし ため池・大井川用水 学
習編

静岡県小笠社会科研究
会／〔編〕

掛川
静岡県小笠社会科研究
会

1987.2 139枚

S614/90/
水と人のくらし ため池・大井川用水 研
究編

静岡県小笠社会科研究
会／〔編〕

掛川
静岡県小笠社会科研究
会

1987.2 285p

S614/95/ 静岡ため池マップ ふじのくに再発見
静岡県農業水産部農地
保全室／〔編〕

静岡
静岡県農業水産部農地
保全室

〔２００５〕 51p

S614/95/ ふじのくに静岡ため池マップ　Ｖｏｌ．２
静岡県交通基盤部農地
局農地保全課／〔編〕

静岡
静岡県交通基盤部農地
局農地保全課

２０１４．３
はじめに

４８ｐ

S614/102/
深良用水 勇気と英知によって築かれた
深良用水

深良地区郷土資料館／
〔編〕

〔裾野〕 深良地区郷土資料館 〔１９９１〕 1冊

S614/103/ 米づくりの今昔
静岡市立登呂博物館／
編集

静岡 静岡市立登呂博物館 2013.1 ２９ｐ

S614/108/ 深良用水
「深良用水」編集委員会
／編集

裾野 「深良用水」編集委員会 2015.4 25p

S617/31/ お茶のしずおか 知って得するお茶百科
静岡県茶業会議所／
〔編〕

〔静岡〕 静岡県茶業会議所 2003 14p

S617/31/
お茶のしずおか　知って得するお茶百
科

静岡県／編 〔静岡〕 静岡県 2012.3 １４ｐ

S617/38/ 静岡県茶業の現状　お茶白書
静岡県経済産業部農業
局お茶振興課／[編]

静岡
静岡県経済産業部農業
局お茶振興課

2016.3 136p

S617/38/ 静岡県茶業の現状　お茶白書
静岡県経済産業部農業
局お茶振興課

静岡
静岡県経済産業部農業
局お茶振興課

2017.3 147p

S617/38/ 静岡県茶業の現状　お茶白書
静岡県経済産業部農業
局お茶振興課／[編]

静岡
静岡県経済産業部農業
局お茶振興課

2018.3 83p

S617/103/ 静岡茶物語 シリーズ案内記
静清庵地域産業振興連
絡会／〔編〕

〔静岡〕
静清庵地域産業振興連
絡会

1990.3
30枚(ｹｰｽ

入り)

S617/106/
お茶料理アラカルト お茶料理・お茶ドリ
ンクのアイデアコンテスト入選作品特集

静岡県茶商工業協同組
合／〔編〕

静岡
静岡県茶商工業協同組
合

1991 48p

S617/133/ 茶のすべて 窪川　雄介／編著
〔菊川
町〕

窪川雄介 1997.4 525p

S617/148/
世界のお茶日本のお茶 お茶の郷総合
案内

金谷町
金谷町お茶の郷振興協
会

１９９９．１１
ごあいさつ

78p

S617/158/
新手揉製茶法解説 茶業ミニ事典   合
冊追補

静岡県茶手揉保存会／
〔編〕

静岡 静岡県茶手揉保存会 2001.3 267,12p

S617/164/
みんなで飲むおいしいお茶 しずおか発
なるほどお茶ＢＯＯＫ

小池　郁子／編集 東京 全教図 2002.9 14p

S617/171/
茶の品種 いま、注目の品種・オーソドッ
クスな品種

静岡県茶業会議所／
〔編〕

静岡 静岡県茶業会議所 2003.11 127p

S617/172/ お茶通ハンドブック 静岡県茶業会議所／編 〔静岡〕 〔静岡県茶業会議所〕 2003 1冊

S617/174/
緑茶博士の殺菌ぜみなーる 暮らしに活
かす“緑茶パワー”

世界緑茶協会事務局／
編集

静岡 世界緑茶協会事務局 2003.11 14p

S617/186/
小学校３・４年生社会科用授業書「台地
のお茶づくり」 付・手引き解説資料

静岡県小笠社会科サーク
ル／〔編〕

静岡 静岡県茶業会議所 1982.1 57枚

S617/208/
ぼくもわたしもお茶博士 お茶のなんで
も大百科

お茶の郷博物館／〔編〕 金谷町 お茶の郷博物館 〔２００-〕 1冊

S617/215/ 茶の絵本    つくってあそぼう 25 ますざわ　たけお／へん 東京 農山漁村文化協会 2007.3 36p

S617/251/
こどもお茶小事典  お茶の基本108と88
のＱ＆Ａ      第2版

静岡産業大学こどもお茶
小事典作成事業室／初
版制作

静岡
静岡県経済産業部農業
局お茶振興課

2018.3 183p

S617/257/
しずおか発！ワクワクお茶のたんけん
隊

静岡県茶業会議所／
〔編〕

静岡 静岡県茶業会議所 2010.11 14p

S617/267/ 農家になろう　 ７      チャとともに 農文協／編 東京 農山漁村文化協会 2015.1 ３６ｐ

Ｓ６１４　農業工学

Ｓ６１７　茶・製茶

Ｓ６１２　農業史．農業事情
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S620/150/
温室メロンなるほど講座 ふじっぴーといっしょに
おいしい静岡温室メロンを勉強しよう！

静岡県農業試験場／
〔編〕

静岡
静岡県農業水産部みか
ん園芸室

2005.3 20p

S620/154/
イチゴまるかじり講座 ふじっぴーといっしょ
においしい静岡イチゴを勉強しよう！

静岡県産業部農林業局
みかん園芸室／〔編〕

静岡
静岡県産業部農林業局
みかん園芸室

2009.11 19p

S625/93/ 静岡のみかん
関東農政局静岡統計・情
報センター／編集

静岡
静岡県農林統計情報協
会

2004.3 63p

S629/18/
日本の大自然 富士箱根伊豆国立公園
21

森田　敏隆／写真 東京 毎日新聞社 1995.1 94p

S629/42/ 静岡版芝生化への第一歩！
静岡県グリーンバンク／
〔編〕

静岡 静岡県グリーンバンク 2013.3 ３８ｐ

S640/79/
西富士開拓と酪農のうつりかわり 社会
科資料集

宮沢　悟／編
〔富士
宮〕

〔宮沢悟〕 1996.8 38p

S650/169/ 緑化木見本園の樹木
静岡県生活環境部自然
保護課／〔編〕

静岡
静岡県生活環境部自然
保護課

1983 125p

S650/171/ 新街の樹200選
静岡県造園緑化協会／
編集

静岡 静岡県造園緑化協会 2006.4 265p

S650/175/ 目で見る森林・林業・木材産業
静岡県林業・水産部／
〔編〕

静岡 静岡県林業・水産部 1993 19p

S650/203/ 静岡県の森林・林業
静岡県林業・水産部／
〔編〕

静岡 静岡県林業・水産部 1993 1枚

S650/220/ 潤いのある森林（もり）づくり
静岡県林業・水産部林政
課／編

静岡
静岡県林業・水産部林政
課

1995.3 18p

S650/221/ ようこそ森林へ 豊かな静岡県の森林
静岡県林業・水産部／
〔編〕

静岡 静岡県林業・水産部 1995 〔6〕p

S650/221/ ようこそ森林へ 豊かな静岡県の森林 静岡
静岡県林業・水産部林政
課

1997.3 １冊

S650/227/
静岡のわさび 平成１７年度を目標とし
た生産推進プラン

静岡県農政部みかん園
芸課／〔編〕

静岡
静岡県農政部みかん園
芸課

1996.1 52p

S650/228/ しずおか水を育む森５０選
静岡県林業・水産部森林
保全課／編集

静岡
静岡県林業・水産部森林
保全課

1997.3 147p

S650/240/
森づくりの人々 県民参加の森づくり事
例

静岡県林業・水産部森林
整備課／編集

〔静岡〕
静岡県・林業水産部森林
整備課

1998.3 29p

S650/241/
森のつくり方育て方 身近な森を元気に
しよう

静岡県林業・水産部森林
整備課／編集

〔静岡〕
静岡県・林業水産部森林
整備課

1998.3 40p

S650/248/
伊豆椎茸物語 清助どんこと日本椎茸
栽培発祥の地論争正史

和田　雄剛／著
〔修善寺
町〕

静岡県きのこ総合セン
ター振興協議会

2000.9 68p

S650/263/ 木材から再生紙まで展 第３３回企画展 島田市博物館／編集 島田 島田市博物館 2003.7 55p

S650/264/
天竜美林の教え 天竜流域で行う森林
を中心とした環境学習の手引き

静岡県中遠農林事務所森林
整備課／〔ほか〕作成

〔出版地
不明〕

静岡県中遠農林事務所
森林整備課

2004.3 115p

S650/266/
もっと来て、見て、知ってしずおかの森
林

静岡県環境森林部森林
計画室／〔編〕

静岡
静岡県環境森林部森林
計画室

2004.3 1枚

S650/306/
森林文化発信事業「空から見る伊豆の
森林」 感想文集 平成２３年度

伊豆市役所農林水産課
／〔編〕

〔伊豆〕 伊豆市役所農林水産課 2012.1 50p

S650/311/ 南アルプスのジャイアント・ツリー
静岡県交通基盤部森林
局森林計画課／〔編〕

〔静岡〕
静岡県交通基盤部森林
局森林計画課

〔２０‐‐〕 1枚

S650/317/ 静岡県鎮守の森ガイドブック 静岡県／製作編集 静岡
静岡県くらし・環境部環境
局環境ふれあい課

2014.1 ２２ｐ

S650/326/ 未来につなげよう「森の力」
静岡県経営管理部財務
局税務課／[編]

[静岡]
静岡県経営管理部財務
局税務課

[2016] 1枚

S650/339/ 富士宮市の保存樹・保存湧水池
富士宮市役所花と緑と水
の課／[編]

富士宮
富士宮市役所花と緑と水
の課

2016.3 33p

Ｓ６４０　畜産業

Ｓ６５０　林業

Ｓ６２０　園芸

Ｓ６２５　柑橘

Ｓ６２９　造園
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S660/19/ 水産の舞阪
舞阪町経済観光課／編
集

舞阪町 舞阪町 1997.3 37p

S660/194/ 桜えびと共に生きて 望月　みつえ／著 由比町 〔望月みつえ〕 1995.5 145p

S660/199/ 沼津の漁業 特別展
沼津市歴史民俗資料館
／〔編〕

沼津 沼津市歴史民俗資料館 1995 23p

S660/207/ さくらえび漁業百年史 大森 信／編著 静岡
静岡県桜えび漁業百周
年記念事業実行委員会

1995.12 305p

S660/212/
【浜名湖発】おさかな情報    静岡県水
産試験場浜名湖分場 Ｎｏ．２８７

静岡県水産試験場浜名
湖分場／〔編〕

〔舞阪
町〕

静岡県水産試験場浜名
湖分場

1998.1 45p

S660/213/
浜名湖うなぎ(アンギラジャポニカ)今昔
物語

相曽 保二／著 東京 日本図書刊行会 1998.3 138p

S660/222/ しずおかのすいさん
静岡県林業・水産部／編
集

静岡 静岡県林業・水産部 1995.3 1冊

S660/251/ 水産王国しずおか 静岡県旬の魚１４選
静岡県漁業協同組合連
合会／〔編〕

〔静岡〕
静岡県漁業協同組合連
合会

〔出版年
不明〕

30p

S660/260/ ＳＨＩＺＵＯＫＡおさかなふれあいマップ
静岡県農業水産部水産
振興室／〔編〕

静岡
静岡県農業水産部水産
振興室

2004.3 1枚

S660/265/ 静岡県の水産業
静岡県経済産業部水産
業局水産振興課／〔編〕

静岡
静岡県経済産業部水産
業局水産振興課

2014.3 １３ｐ

S660/265/ 静岡県の水産業
静岡県経済産業部水産
業局水産振興課／[編]

静岡
静岡県経済産業部水産
業局水産振興課

2016.3 13p

S660/265/ 静岡県の水産業
静岡県経済産業部水産
業局水産振興課／[編]

静岡
静岡県経済産業部水産
業局水産振興課

2018.3 10p

S680/33/ 東海道一里塚ウォーキングガイド 月刊日本橋／制作 東京 月刊日本橋 2003.11 126p

S681/104/
自転車セーフティー＆マナー 平成28年
度  中学生・高校生のための副読本

静岡県くらし交通安全課
／[編]

[静岡] 静岡県くらし交通安全課 [2016] 8p

S681/104/
自転車セーフティー＆マナー 平成29年
度  中学生・高校生のための副読本

静岡県くらし交通安全課
／[編]

[静岡] 静岡県くらし交通安全課 [2017] 8p

S681/104/
自転車セーフティー＆マナー 中学生・
高校生のための副読本

静岡県くらし交通安全課
／[編]

[静岡] 静岡県くらし交通安全課 [2018] 8p

S682/30/ 定本・静岡県の街道 静岡 郷土出版社 1990
374p(図

共)

S682/32/ むかしの旅・いまの旅 富士市立博物館／編 富士 富士市立博物館 1992 24p

S682/37/ 東海道宇津ノ谷峠 道に咲いた文化 静岡 東海道弥次喜多研究会 1993 191p

S682/38/ 東海道薩埵峠 東と西の出会う道 静岡
建設省静岡国道工事事
務所

1994 239p

S682/41/ 静岡県歴史の道東海道
静岡県教育委員会文化
課／編

静岡 静岡県教育委員会 1994.3 343,12p

S682/43/ 東海道小夜の中山 命を再生する峠
コクサイクリエイティブセン
ター／編

浜松 中部建設協会浜松支所 1995.3 203p

S682/44/ 東海道川を渡る道 渡河の歴史と文化
コクサイクリエイティブセン
ター／編

静岡 中部建設協会静岡支所 1995.3 207p

S682/46/ 姫街道 静岡県歴史の道
静岡県教育委員会文化
課／編集

静岡
静岡県教育委員会文化
課

1995.3 157,5p

S682/47/ 下田街道 静岡県歴史の道
静岡県教育委員会文化
課／編集

静岡
静岡県教育委員会文化
課

1995.9
139,5p 図

版6枚

S682/48/
東海道の名所と名物 第９回特別展　駿
州蒲原ー遠州掛川

藤枝市郷土博物館／編 藤枝 藤枝市郷土博物館 1995.1 47p

S682/53/ 秋葉街道    静岡県歴史の道
静岡県教育委員会文化
課／編集

静岡
静岡県教育委員会文化
課

1996.12
200p 図版

15枚

S682/61/
東海道五十三次宿場展  6    府中・丸
子・岡部・藤枝

豊橋市二川宿本陣資料
館／〔編〕

豊橋
豊橋市二川宿本陣資料
館

１９９８．２
まえがき

18p

S682/61/
東海道五十三次宿場展  8    見附・浜
松・舞阪・新居・白須賀

豊橋市二川宿本陣資料
館／〔編〕

豊橋
豊橋市二川宿本陣資料
館

２０００．２
まえがき

26p

S682/63/ 身延街道 静岡県歴史の道
静岡県教育委員会文化
課／編集

静岡
静岡県教育委員会文化
課

1998.3 75p

S682/69/ 「東海道と島田宿」展 第１９回企画展 島田市博物館／編集 島田 島田市博物館 1999.7 75p

Ｓ６６０　水産業

Ｓ６８０　交通

Ｓ６８１　交通対策

Ｓ６８２　交通史
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S683/4/ 田子の浦港港湾統計年報 平成27年
静岡県田子の浦港管理
事務所／編集

富士
静岡県田子の浦港管理
事務所

2016.3 82p

S683/4/ 田子の浦港港湾統計年報 平成28年
静岡県田子の浦港管理
事務所／編集

富士
静岡県田子の浦港管理
事務所

2017.3 81p

S683/4/ 田子の浦港港湾統計年報 平成29年
静岡県田子の浦港管理
事務所／編集

富士
静岡県田子の浦港管理
事務所

2018.3 81p

S683/14/ わたしたちの田子の浦港
静岡県田子の浦港管理
事務所／〔編〕

富士
静岡県田子の浦港管理
事務所

1979.7 1冊

S683/14/
わたしたちの田子の浦港 富士山にいち
ばん近い港

静岡県田子の浦港管理
事務所／編集

富士
静岡県田子の浦港管理
事務所

2013.11 ９ｐ

S683/23/
静岡県の港湾 ＰＯＲＴＳ　ＯＦ　ＳＨＩＺＵ
ＯＫＡ

静岡県土木部港湾総室
／〔編〕

静岡 静岡県土木部港湾総室 2005.2 34p

S683/23/ 静岡県の港湾
静岡県港湾局港湾企画
課／[編]

静岡
静岡県港湾局港湾企画
課

2014.12 38p

S683/72/ 港のこれ、なあに？
フェルケール博物館／
〔編〕

〔静岡〕 フェルケール博物館 〔２０１２〕 １３ｐ

S683/79/
浜名湖の道しるべ　浜名湖船舶案内標
識

アンビシャス　ジャパン／
制作

浜松 浜名湖総合環境財団 2017.1 54p

S686/6/
はしれ、じょうききかんしゃ 大井川鉄道
ものがたり   絵本ノンフィクション 18

望月　正子／著 東京 岩崎書店 1982 31p

S686/37/ 軽便鉄道
藤枝市郷土博物館／編
集

藤枝 藤枝市郷土博物館 2013.3 ６８ｐ

S686/48/ 飯田線ろまん100年史 1897-1997 飯田 新葉社 1997.11 188p

S686/50/ あかでんガイドブック
遠州鉄道株式会社／
〔編〕

浜松 遠州鉄道株式会社 [2012] ２２ｐ

S686/63/
のぼれのぼれアプト式きかんしゃ
ニュース絵本シリーズ 3

清水　達也／作 東京 国土社 1991.11 1冊

S686/65/ アイラブ岳鉄 鈴木　達也／著 〔富士〕 鈴木達也 2001.12 92p

S686/70/
きしゃにのっていってきます！ 大井川
鉄道の旅   のりものえほん

松本　典久／ぶん 東京 小峰書店 1991.7 1冊

S686/97/ 電車教室
遠州鉄道株式会社鉄道
部運輸課／〔編〕

浜松 遠州鉄道 [1982] 33p

S686/143/
東海道新幹線の車窓を100倍楽しむ地
図帳

新幹線の車窓研究会／
著

東京 マキノ出版 2018.7 51p

S687/33/ 発見富士山静岡空港　小学生版 静岡県／制作 〔静岡〕 静岡県 2014.3 ２２ｐ

S687/34/ 発見富士山静岡空港　中学生版 静岡県／制作 〔静岡〕 静岡県 2014.3 ２２ｐ

Ｓ６８３　海運

Ｓ６８６　鉄道

Ｓ６８７　航空
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S700/3/
ふじのくに芸術祭(静岡県芸術祭)美術部門優秀
作品集　第55回(2015)  美術展写真展書道展

静岡県／[ほか]編集 静岡 静岡県 2015.12 50p

S700/3/
ふじのくに芸術祭(静岡県芸術祭)美術部門優秀
作品集　第56回(2016)  美術展写真展書道展

静岡県／[ほか]編集 静岡 静岡県 2016.12 51p

S700/3/
ふじのくに芸術祭(静岡県芸術祭)美術部門優秀
作品集　第57回(2017)  美術展写真展書道展

静岡県／[ほか]編集 静岡 静岡県 2018.1 50p

S700/20/
市民芸術祭美術展作品集　 第36回
(2016)

富士宮市教育委員会教
育部文化課／編集

[富士
宮]

富士宮市教育委員会 2017.1 43p

S700/20/
市民芸術祭美術展作品集　 第37回
(2017)      市制施行75周年記念

富士宮市教育委員会教
育部文化課／編集

[富士
宮]

富士宮市教育委員会 2018.1 43p

S700/20/
市民芸術祭美術展作品集　 第38回
(2018)

富士宮市教育委員会教
育部文化課／編集

[富士
宮]

富士宮市教育委員会 2019.1 43p

S700/27/
企画展静岡県の名宝 静岡県博物館協
会20周年記念

静岡県博物館協会創立２０周年記
念展覧会図録編集委員会／編 静岡 静岡県立美術館 1989

185p(図
共)

S700/87/ 静岡県の美術風土記 金原　宏行／著 静岡 静岡県美術商組合 1995.9 226p

S700/148/ 東海美術館・博物館ベストガイド アミューズ／著 東京 メイツ出版 2004.9 144p

S700/194/
静岡県の美術 第24回国民文化祭・しず
おか2009を記念して 第２号

アフト企画／編集
富士川
町

アフト企画 2008.8 151p

S700/246-2/
熱海ゆかりの名宝 学校の先生と学芸
員がつくった展覧会 小・中学生用

MOA美術館／編集 熱海 ＭＯＡ美術館 2012.7 32p

S700/280/ こどもとたのしむ美術館
ベルナール・ビュフェ美術
館／企画・制作

[長泉
町]

ベルナール・ビュフェ美術
館

[2015] 14p

S700/280/ わたしのまちの美術館へ行ってみよう!
ベルナール・ビュフェ美術
館／企画・制作

[長泉
町]

ベルナール・ビュフェ美術
館

[2015] 14p

S700/280/ わたしのまちの美術館へ行ってみよう!
ベルナール・ビュフェ美術
館／企画・制作

[長泉
町]

ベルナール・ビュフェ美術
館

[2017] 18p

S700/280/ わたしのまちの美術館へ行ってみよう!
ベルナール・ビュフェ美術
館／企画・制作

[長泉
町]

ベルナール・ビュフェ美術
館

[2018] 14p

S700/299/
静岡市美術館ワークショップシリーズ記
録集

森谷　紗世／編集・執筆 静岡 静岡市美術館 2016.3 231p

S709/8/ 静岡県の文化財  総集編 静岡県教育委員会／編 静岡 静岡県教育委員会 1969
262p(全部

図版)

S709/9/
静岡県の重要遺跡 静岡県内重要遺跡詳
細分布調査報告書

静岡県教育委員会／編
集

〔静岡〕 静岡県教育委員会 1998.3
169p 図

版

S709/9/
静岡県の天然記念物（地質鉱物） 天然記
念物緊急調査（地質鉱物）報告書

静岡県教育委員会文化
課／編集

静岡
静岡県教育委員会文化
課

2004.9 366p

S709/9/
静岡県文化財調査報告書  第２集    静
岡県の古代文化

静岡県教育委員会／編 静岡 静岡県教育委員会 1964 124p

S709/9/
静岡県文化財調査報告書  第１２集
静岡県の民家

静岡県教育委員会／編 静岡 静岡県教育委員会 1973
46,59,10p

図22枚

S709/9/
静岡県文化財調査報告書  第１７集
静岡県民俗地図

静岡県教育委員会文化
課／編

静岡 静岡県教育委員会 1978.3 61枚

S709/9/
静岡県文化財調査報告書  第１９集
静岡県の近世社寺建築

静岡県教育委員会文化
課／編

静岡 静岡県教育委員会 1979.3 185p

S709/9/
静岡県文化財調査報告書  第２３集
静岡県の中世城館跡

静岡県教育委員会文化
課／編

静岡 静岡県教育委員会 1981.3 551,15p

S709/9/
静岡県文化財調査報告書  第３４集
静岡県の民謡

静岡県教育委員会文化
課／編

静岡 静岡県教育委員会 1986.3 323p

S709/9/
静岡県文化財調査報告書  第４１号
静岡県の諸職

静岡県教育委員会／編 静岡 静岡県教育委員会 1989.3 334p

S709/13-2/ 島田の文化財
島田市教育委員会社会
教育課／編集

島田 島田市教育委員会 1984.3 27p

S709/24/ 藤枝市の文化財   第２版
藤枝市市民文化部文化
財課／編集

藤枝 藤枝市教育委員会 2012.3 46p

S709/27/
文化財のしおり 御殿場の人物事典 第
３３集

御殿場市文化財審議会
／編集

御殿場 御殿場市教育委員会 2010.9 87p

S709/31/ 清水町史跡文化財をたずねて
清水町文化財専門委員
会／編

清水町 清水町教育委員会 1976 103p

S709/36-2/ 郷土の文化財   第２版
大井川町文化財保護審
議会／〔編〕

大井川
町

大井川町文化財保護審
議会

1978.11 76p

S709/37/ 三島の文化財   第４版
三島市教育委員会／編
集

三島 三島市教育委員会 1986.3 39p

S709/40/ 富士宮の文化財
富士宮市教育委員会／
編集

富士宮 富士宮市教育委員会 1991.2 61p

S709/41/ はまきた文化財ガイド
浜松市浜北区役所まちづ
くり推進課／編集

浜松
浜松市浜北区役所まちづ
くり推進課

2011.3 1枚

Ｓ７００　芸術．美術

Ｓ７０９　文化財
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S709/48-2/ 細江町の文化財
細江町文化財保護審議
会／〔編〕

細江町
細江町文化財保護審議
会

1983.3 49p

S709/51/
富士市の文化財 ＴＨＥ　ＣＵＬＴＵＲＡＬ
ＰＲＯＰＥＲＴＩＥＳ　ＯＦ　ＦＵＪＩ　ＣＩＴＹ

富士市教育委員会／編
集

富士 富士市教育委員会 2012.3 79p

S709/52/ 文化財シリーズ  Ｎｏ．１６    下田年表 下田 下田市教育委員会 1990 306p

S709/55-2/ 湖西の文化財
湖西市文化財保護審議
会／編

湖西 湖西市教育委員会 1976 22p

S709/56/
ふるさとのしおり 賀茂村有形民俗文化
財に関する資料

賀茂村教育委員会／
〔編〕

賀茂村 賀茂村教育委員会 1983 102p

S709/57-2/
小山町文化財のしおり  第１集-３集 改
訂版

小山町教育委員会／編 小山町 小山町教育委員会 1987 合本1冊

S709/57-2/ 小山町文化財のしおり  第４集-５集
小山町教育委員会／
〔編〕

小山町 小山町教育委員会 1987 合本1冊

S709/62/ 伊東の文化財   新版
伊東市教育委員会／
〔編〕

伊東 伊東市教育委員会 1994.3 65p

S709/63/ ふるさと川根  第３集
川根町文化財保護審議
会／〔編〕

川根町
川根町文化財保護審議
会

1983 20p

S709/65/ 静岡県の文化財  彫刻
静岡県教育委員会文化
課／編

静岡 静岡県教育委員会 1978.3 142p

S709/67/ 熱海の文化財 熱海市教育委員会／編 熱海 熱海市教育委員会 1978.3 96p

S709/68/ 文化財いずながおか   改訂・増補
伊豆長岡町文化財保護
審議会／編集

伊豆長
岡町

伊豆長岡町教育委員会 2000.3 38p

S709/70/
文化財のしおりシリーズ  第５集    あら
い文化財めぐり

文化財のしおり編集委員
会／編

新居町 新居町教育委員会 1983 64p

S709/73/ 長泉町指定文化財
長泉町教育委員会／
〔編〕

長泉町 長泉町教育委員会 1986 11p

S709/74/ 裾野の文化財  第３集 改訂版
裾野市教育委員会／編
集

裾野 裾野市教育委員会 2002.3 64p

S709/75/
袋井市の文化財    文化財シリーズ 第
２集

袋井市教育委員会／編
集

袋井 袋井市教育委員会 1974.3 12p

S709/76/
ふるさと発見  第７集    掛川の浮世絵
版画

掛川市教育委員会／編
集

掛川 掛川市教育委員会 1986.3 47p

S709/78/ 藤枝市文化財地図 藤枝市教育委員会／編 藤枝 藤枝市教育委員会 1980
1枚(たた
みもの)

S709/81/ 春野町の文化財
春野町文化財保護審議
会／編集

春野町 春野町教育委員会 1989.3 40p

S709/84/ 沼津の文化財
沼津市教育委員会社会
教育課／編

沼津 沼津市教育委員会 1982.3 88p

S709/86/ 三ケ日町の文化財 高橋　敏男／編集 三ケ日町 三ケ日町教育委員会 1981 14p

S709/86/ 三ケ日町の文化財  続
三ケ日町文化財保護審
議会／編

三ケ日町 三ケ日町教育委員会 1983
16p(おも

に図)

S709/89/ 清水の文化財
清水市教育委員会／
〔編〕

清水 清水市教育委員会 1994.2 77p

S709/93/ 静岡の美術と文化  第１冊 東京 学研 1985 312p

S709/93/ 静岡の美術と文化  第２冊 東京 学研 1985 60p

S709/94/ 岡部の文化財
岡部町文化財保護審議
会／編

岡部町 岡部町教育委員会 1992.3 21p

S709/96/ 静岡県ふるさとの文化財
静岡県教育委員会文化
課／編集

静岡 静岡県教育委員会 1985.3 171p

S709/97/ 芝川町の文化財 芝川町教育委員会／編 芝川町 芝川町教育委員会 1985 28p

S709/99/ 水窪の民俗芸能
水窪町教育委員会／
〔編〕

水窪町 水窪町教育委員会 1980 50p

S709/101/ 静岡県ふるさとの歴史と文化財
静岡県教育委員会文化
課／編

静岡 静岡県教育委員会 1986.3 187p

S709/102/ 静岡の文化財
静岡市教育委員会社会
教育課／編

静岡
静岡市教育委員会社会
教育課

1991 64p

S709/102/ 静岡市の文化財  天然記念物編 静岡市文化財課／編集 静岡 静岡市文化財課 2012.11 30p

S709/103/ 指定文化財のしおり
浜松市教育委員会／編
集

浜松 浜松市教育委員会 1992.3 40p

S709/106/ 竜洋町の文化財めぐり 竜洋町教育委員会／編 竜洋町 竜洋町教育委員会 1988 41p

S709/105/ 戸田の文化財   第３版
戸田村教育委員会／
〔編〕

戸田村 戸田村教育委員会 1993.6 24p

S709/104/ 東伊豆町の文化財
東伊豆町文化財保護審
議委員会／編

東伊豆
町

東伊豆町教育委員会 1984.3 55p
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S709/112/ 静岡県ふるさとの文化財をまもる
静岡県教育委員会文化
課／編

静岡
静岡県教育委員会文化
課

1989 180p

S709/113/ 南伊豆町の文化財めぐり
南伊豆町教育研究会社
会科研修部／編集

南伊豆
町

南伊豆町教育委員会 1989.4 70p

S709/119/ いわた文化財ガイド
磐田市教育委員会文化
財課／編集

磐田
磐田市教育委員会文化
財課

〔１９９-〕 100p

S709/121/ 森町の文化財 遠江森町の舞楽
静岡県森町教育委員会
／編

森町 静岡県森町教育委員会 1992 40p

S709/124/ 相良町内指定文化財解説
相良町文化財保護審議
会／編集

相良町 相良町教育委員会 1986.3 251p

S709/125/ 町の文化財
金谷町文化財保護審議
会／編集

金谷町 金谷町教育委員会 1994.4 61p

S709/130/
ふるさと静岡県文化財写真集  第１巻
建造物編

静岡県教育委員会文化
課／編

静岡 静岡県教育委員会 1991.3 118p

S709/130/
ふるさと静岡県文化財写真集  第２巻
名勝・史跡・天然記念物編

静岡県教育委員会文化
課／編

静岡
静岡県教育委員会文化
課

1992 222p

S709/130/
ふるさと静岡県文化財写真集  第３巻
彫刻・工芸品・歴史資料・考古資料編

静岡県教育委員会文化
課／編

静岡
静岡県教育委員会文化
課

1993.3 214p

S709/130/
ふるさと静岡県文化財写真集  第４巻
民俗文化財・無形文化財編

静岡県教育委員会文化
課／編

静岡
静岡県教育委員会文化
課

1994.3 110p

S709/130/
ふるさと静岡県文化財写真集  第５巻
絵画・書跡・典籍・古文書編

静岡県教育委員会文化
課／編集

静岡 静岡県教育委員会 1995.3 223p

S709/131/ 函南町の文化財
函南町教育委員会／編
集

函南町 函南町教育委員会 1991.3 51p

S709/132/ わがふるさと 東伊豆町  改訂版
東伊豆町教育委員会／
〔編〕

〔東伊豆
町〕

東伊豆町教育委員会 2000.3 57p

S709/135/ ふるさと静岡県文化財マップ   改訂版
静岡県教育委員会文化
課／編

静岡 静岡県文化財保存協会 1995 1枚

S709/148/ 小笠町の文化財
〔小笠
町〕

小笠町教育委員会 1992 82p

S709/154/
ふるさと文化財写真集  1    指定文化
財編

焼津市歴史民俗資料館
／編

焼津 焼津市教育委員会 1995.3 61p

S709/156/ 吉田町の文化財   増補改訂
吉田町文化財保護審議
会／編集

吉田町 吉田町教育委員会 2003.3 62p

S709/164/ 引佐町の文化財
引佐町教育委員会／編
集

引佐町 引佐町教育委員会 1997.3 40p

S709/168/
熱海再発見 ＭＯＡ美術館開館十五周
年・熱海市制施行六十周年記念特別展

ＭＯＡ美術館／編集 〔熱海〕 エムオーエー商事 1997.1 133p

S709/171/ 文化財ガイドブック  彫刻編
静岡県教育委員会文化
課／編集

静岡 静岡県教育委員会 1998.1 81p

S709/173/ 文化財ガイドブック  天然記念物編
静岡県文化財保存協会
／編集

静岡 静岡県教育委員会 1999.8 65p

S709/178/ 目で見る浜岡の文化財
浜岡町教育委員会社会
教育課／編集

浜岡町
浜岡町教育委員会社会
教育課

2000.3 82p

S709/180/ 文化財ガイドブック  建造物編
静岡県教育委員会文化
課／編集

静岡
静岡県教育委員会文化
課

2000.11 115p

S709/198/ 磐田の文化財
磐田市教育委員会文化
財課／編集

磐田 磐田市教育委員会 2009.3 113p

S709/203/ 大仁町の文化財
大仁町教育委員会／編
集

〔大仁
町〕

大仁町教育委員会 2002.3 49p

S709/206/ 三島の文化財ガイドマップ
三島市教育委員会／編
集

三島 三島市教育委員会 1998.9 1枚

S709/208/
掛川市の文化財 祖先から伝わる大切
なもの

掛川市教育委員会／編
集

〔掛川〕 掛川市教育委員会 2006.3 1枚

S709/222/ 西伊豆町の文化財
西伊豆町教育委員会／
編集

西伊豆
町

西伊豆町教育委員会 1986.3 8p

S709/231/ 西地区の文化財めぐり
裾野市文化財保護審議
委員会／編集

裾野 裾野市教育委員会 2005.3 50p

S709/232/ 静岡県の仏像めぐり ほとけ道里あるき 大塚　幹也／〔ほか〕著 静岡 静岡新聞社 2005.5 127p

S709/235/
細江町の文化財マップ  その１    気賀
地区

細江町教育委員会／
〔編〕

細江町 細江町教育委員会 〔１９９-〕 1枚

S709/236/ 文化財・史跡マップ
清水町教育委員会社会
教育課／〔編〕

清水町 静岡県清水町 〔２００-〕 地図1枚

S709/243/ 伊豆市の文化財
伊豆市文化財保護審議
会／編集

伊豆 伊豆市教育委員会 2006.4 144p

S709/246/
よみがえる！遠江国分寺 コンピュータ・
グラフィックスによる復元画像集

磐田市教育委員会文化
財課／編集

磐田
磐田市教育委員会文化
財課

2006.3 29p

S709/247/ 磐南の暮らしを支えた文化財 写真集 磐南文化協会／編集 磐田 磐田市教育委員会 2007.3 180p

S709/248/ 富岡地区の文化財めぐり
裾野市文化財保護審議
委員会／編集

裾野 裾野市教育委員会 2006.3 52p
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S709/249/ 須山地区の文化財めぐり
裾野市文化財保護審議
委員会／編集

裾野 裾野市教育委員会 2007.3 54p

S709/270/ 静岡県のすごい産業遺産  【１】
静岡県文化・観光部文化
政策課／〔編〕

静岡
静岡県文化・観光部文化
政策課

2011.7 41p

S709/270/ 静岡県のすごい産業遺産  【２】
静岡県文化・観光部文化
政策課／〔編〕

静岡
静岡県文化・観光部文化
政策課

2011.9 41p

S709/270/ 静岡県のすごい産業遺産  【３】
静岡県文化・観光部文化
政策課／〔編〕

静岡
静岡県文化・観光部文化
政策課

2011.12 41p

S709/273/
田中城跡歩きのススメ いま、藤枝のむ
かしを歩いてみよう

藤枝青年会議所／制作 藤枝 藤枝青年会議所 2011.7 13p

S709/286/ 牧之原市の文化財
牧之原市文化財保護審
議会／編集

牧之原 牧之原市教育委員会 2012.4 95p

S709/288/
新東名で行く！ふじのくに文化財探索
まっぷ

静岡県教育委員会文化
財保護課／〔編〕

静岡
静岡県教育委員会文化
財保護課

2012.3 21p

S709/290/
奥浜名湖文化財探訪    浜松市文化財
ブックレット 3

浜松市生活文化部生涯学習
課（文化財担当）／編集

浜松
浜松市生活文化部生涯
学習課（文化財担当）

2009.3 64p

S709/291/ 川根本町の文化財 川根本町教育委員会
〔川根本
町〕

川根本町教育委員会 2012.3 48p

S709/300/
御前崎市文化財講座企画展  第１弾
新野川流域の文化財

御前崎市教育委員会社
会教育課／編集

〔御前
崎〕

御前崎市教育委員会社
会教育課

〔２００５〕 17p

S709/300/
御前崎市文化財講座企画展  第２弾
朝比奈川流域と池新田の文化財

御前崎市教育委員会社
会教育課／編集

〔御前
崎〕

御前崎市教育委員会社
会教育課

〔２００６〕 19p

S709/300/
御前崎市文化財講座企画展  第３弾
筬川流域の文化財

御前崎市教育委員会社
会教育課／編集

〔御前
崎〕

御前崎市教育委員会社
会教育課

〔２００７〕 24p

S709/300/
御前崎市文化財講座企画展  第４弾    大
原川・中西川流域と御前崎の文化財

御前崎市教育委員会社
会教育課／編集

〔御前
崎〕

御前崎市教育委員会社
会教育課

〔２００８〕 27p

S709/301/ 長泉の出土品 文化財図録
長泉町教育委員会／編
集

長泉町 長泉町教育委員会 1992.3 38p

S709/304/ 新袋井の文化財 そこから見える未来
袋井市教育委員会／
〔編〕

〔袋井〕 袋井市教育委員会 〔２０１１〕 19p

S709.1/53/ 須山地区の文化財めぐり
裾野市文化財保護審議
委員会／編集

裾野 裾野市教育委員会 2014.3 ５４ｐ

S709.1/54/ 西地区の文化財めぐり
裾野市文化財保護審議
委員会／編集

裾野 裾野市教育委員会 2017.3 49p

S709.1/74/ 東地区の文化財めぐり
裾野市文化財保護審議
委員会／編集

裾野 裾野市教育委員会 2009.3 ４６ｐ

S709.1/75/ 深良地区の文化財めぐり
裾野市文化財保護審議
委員会／編集

裾野 裾野市教育委員会 2008.3 ５０ｐ

S709.1/75/ 深良地区の文化財めぐり
裾野市文化財保護審議
委員会／編集

裾野 裾野市教育委員会 2016.3 52p

S709.3/19/ 指定文化財のしおり
浜松市教育委員会／編
集

浜松 浜松市教育委員会 2004.3 42p

S709.3/21/ 浜松市文化財調査報告
浜松市市民部文化財課
／編集

[浜松] 浜松市教育委員会 2017.3 121p

S709.3/21/ 浜松市文化財調査報告 浜松市教育委員会／[編] [浜松] 浜松市教育委員会 2018.3 112p

S709.3/41/ 吉田町の文化財
吉田町文化財保護審議
会／編集

吉田町
吉田町教育委員会事務
局

2015.2 66p

S709.3/59/ 静岡県御前崎市文化財年報
静岡県御前崎市教育委
員会／編集

御前崎
静岡県御前崎市教育委
員会

2017.3 81p

S709.3/72/ 御前崎市の指定文化財 御前崎市教育委員会 御前崎 御前崎市教育委員会 2014.3 ８１ｐ

S709.3/75/ 天竜市文化財マップ
天竜市教育委員会社会
教育課／[編]

天竜
天竜市教育委員会社会
教育課

[2003] 1枚

S710/36/ ロダンは考える 静岡県立美術館／編著 静岡 静岡新聞社 2000.4 35p

Ｓ７１０　彫刻
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S720/334/ 描かれた東海道五十三次 静岡県立美術館／編集 静岡 静岡県立美術館 2001.1 119p

S720/340/ 静岡ゆかりの画家たち 静岡県立美術館／編集 静岡 静岡県立美術館 2002.2 99p

S720/385/ 東海道五十三次 保永堂版 歌川　広重／画 由比町 東海道広重美術館 2007.2 61p

S720/593/
静岡県書きぞめ展清水地区展成績　第
69回(2017年)

静岡県書道連盟清水支部清
水区書きぞめ振興会／[編]

静岡
静岡県書道連盟清水支部
清水区書きぞめ振興会

[2017] 46p

S720/593/
静岡県書きぞめ展清水地区展成績　第
70回(2018年)

静岡県書道連盟清水支部清
水区書きぞめ振興会／[編]

静岡
静岡県書道連盟清水支部
清水区書きぞめ振興会

[2018] 46p

S720/735/ 郷土の画人榑松玉峰展
袋井市教育委員会生涯
学習課文化財係／[編]

[袋井]
袋井市教育委員会生涯
学習課文化財係

2013.11 1枚

S720/813/ 南伊豆町の仏画・書画
上原美術館上原仏教美
術館／[編]

下田
上原美術館上原仏教美
術館

2017.3 144p

S750/22/ しずおかの郷土工芸品   改訂１３版
静岡県商工労働部地域
産業振興課／編集

静岡 静岡県 1993.12 35p

S750/33/ 静岡県の凧 研究と資料 市川　隆／〔ほか〕編 静岡 日本雪だるまの会 1986
79p 図

版

S750/35/ 職人列伝 静岡県の伝統工芸 望月　康／写真 静岡 望月康 1988
157p(おも

に図)

S750/70/ するが産業工芸史
するが産業工芸史編集委
員会／編著

静岡 静岡特産工業協会 1995.6 183p

S750/125/ 手づくり遠州見て歩記 静岡県地場産品 朝比奈　改三／編集 浜松 遠州パブリシティ 1987.8 222p

S750/253/
 芹澤銈介　静岡が生んだ“色ともようの
天才”、芹澤銈介。

静岡市立芹澤銈介美術
館／〔編〕

静岡
静岡市立芹澤銈介美術
館

〔２０１-〕 1冊

S760/16/
しずおかのわらべうた 子どものたのし
いあそびうた

枝村　三郎／著 〔静岡〕 静岡教育出版社 1979 260p

S760/22/
日本わらべ歌全集  11    静岡山梨の
わらべ歌

京都 柳原書店 1983.5 416p

S760/34/ 静岡県の民謡駿・遠・豆のさとうた 小塩　紘典／著 島田 小塩紘典 1984 231p

S760/38/ 静岡県こころのうた
静岡県教育委員会文化
課／編・著

静岡 静岡新聞社 1996.5 207p

S760/62/ 忘れられたさとうた 静岡県の民謡 小塩　紘典／〔著〕 島田 小塩紘典 2000.11 221p

S770/7-2/ 歌舞伎 美と伝統   出文ブックス 1 静岡県出版文化会／編 静岡 静岡県出版文化会 1991.1 112p

S770/42/
たんぽぽの花は野に山に 子どもにゆめをはこ
んだ「劇団たんぽぽ」と小百合葉子の40年

浜田 けい子／作 東京 くもん出版 1985.6 181p

S780/10/ 静岡県体育史 静岡県体育協会／〔編〕 静岡 静岡県体育協会 1963 542p

S780/36/
中体連年鑑　第64号(平成28年度)  挑
戦　友愛　自立

静岡県中学校体育連盟
／[編]

静岡 静岡県中学校体育連盟 2017.2 135p

S780/36/
中体連年鑑　第65号(平成29年度)  挑
戦　友愛　自立

静岡県中学校体育連盟
／[編]

静岡 静岡県中学校体育連盟 2018.2 136p

S780/36/
中体連年鑑　第66号(平成30年度)  挑
戦　友愛　自立

静岡県中学校体育連盟
／[編]

静岡 静岡県中学校体育連盟 2019.2 138p

S780/139/
静岡サッカー90年のあゆみ 夢があるか
ら一歩ずつ

静岡県サッカー協会／
〔編〕

〔静岡〕 静岡県サッカー協会 2009.12 135p

S780/146/ 静岡の百山   改訂３版 静岡百山研究会／編集 静岡 明文出版社 1993.11 348p

S780/185/ 静岡県体育・スポーツ史 写真集
静岡県体育写真集特別
委員会／編集

静岡 静岡県体育協会 1992 456p

S780/317/
最強への道程 ジュビロ磐田Ｊリーグ昇
格10周年記念誌 1994―2002

アンブリック／編集 磐田 ヤマハフットボールクラブ 2003.2 153p

S780/386/ サッカー静岡事始め    静新新書 1 静岡新聞社／編 静岡 静岡新聞社 2006.4 106p

S780/417/
静岡県の山   改訂版 新・分県登山ガイ
ド 21

加田　勝利／著 東京 山と渓谷社 2010.1 127p

S780/432/
Ｍｅｍｏｒｉｅｓ 全国少年少女草サッカー
大会２０周年記念誌

全国少年少女草サッカー
大会実行委員会／〔編〕

静岡
全国少年少女草サッカー
大会実行委員会

2006.12 111p

Ｓ７７０　演劇．映画

Ｓ７８０　体育．運動競技．登山

Ｓ７２０　絵画

Ｓ７５０　工芸美術

Ｓ７６０　音楽．舞踊
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S816/19/
静岡県小学生１００人の感動    出文Ｂ
ＯＯＫＳ　心の教育シリーズ 3

静岡県出版文化会／〔ほ
か〕編集

静岡 静岡教育出版社 2000.7 255p

S816/22/ 平和を考える小中学生作文集　第26集
沼津市財務部総務課／
[編]

沼津 沼津市財務部総務課 2015.2 66p

S816/22/ 平和を考える小中学生作文集　第28集
沼津市財務部総務課／
[編]

沼津 沼津市財務部総務課 2017.2 73p

S816/22/ 平和を考える小中学生作文集　第29集
沼津市財務部総務課／
[編]

沼津 沼津市財務部総務課 2018.2 75p

S816/23/
「小さな親切」作文コンクール入賞・入選
作品集

「小さな親切」運動静岡県
本部／[編]

静岡
「小さな親切」運動静岡県
本部

2016.3 74p

S816/23/
「小さな親切」作文コンクール入賞・入選
作品集

「小さな親切」運動静岡県
本部／[編]

静岡
「小さな親切」運動静岡県
本部

2017.3 70p

S816/23/
「小さな親切」運動静岡県本部主催「小さな
親切」作文コンクール入賞・入選作品集

「小さな親切」運動静岡県
本部／[編]

静岡
「小さな親切」運動静岡県
本部

2018.3 70p

S816/34/ 静岡県中学生１００人の感動
静岡県出版文化会／[ほ
か]編集

静岡 静岡教育出版社 2000.7 255p

S818/8A/ 静岡県方言辞典 附音韻法口語法 静岡県師範学校／共編 東京 国書刊行会 1975
270,132p

図

S818/13/ 駿河・岡部の方言と風物 佐藤　義人／著 東京 大学書林 1967 523p

S818/16/ 遠州方言集 小池　誠二／著 浜松 江西史話会 1968 334p

S818/33/ 図説静岡県方言辞典 静岡県方言研究会／編 静岡 吉見書店 1987.4 924p

S818/34/ 郷土方言訛言葉集  菊川編 鈴木　則夫／〔編〕
〔菊川
町〕

〔鈴木則夫〕 1986 77p

S818/36/
掛川地方の方言集 祝新幹線掛川駅開
業記念誌

構江老人会方言編集部
／編

〔掛川〕 構江老人会方言編集部 1988 47p

S818/38/ ほうげん絵本ずら 望月　福次／著 清水 川村オフセット印刷 1990 53枚

S818/38/
ほうげん絵本ずら おらんふるさとことば
2

望月　福次／著 静岡 中之文庫（発売） 1995.3 59p

S818/40/
静岡県方言風土記 主要語の語意・用
例・分布調査

富山　昭／編 静岡 富山昭 1989 106p

S818/41/ 私の焼津地方の言語集 石田　茂／編 焼津 石田茂 1996.9 163p

S818/43/ 本川根方言考   改訂版 井沢　隆俊／編
本川根
町

本川根町教育委員会 1992 78p

S818/44/ 東海の方言散策 山田 達也／[ほか]著 名古屋 中日新聞本社 1992.11 271,6p

S818/45/ 藤枝近辺の方言 杉山 重雄／編著 御殿場 杉山重雄
1992まえ

がき
139p

S818/47/ 北駿の方言 杉山　重雄／編著 御殿場 杉山重雄
１９９５ま

えがき
88p

S818/49/ 奥伊豆の言語手帳 佐藤　英明／著 下田 佐藤英明 1996.1 73p

S818/50/ ごしょうっけねえ 懐かしことば〈金谷編〉 鎌田　三郎／〔編〕
〔金谷
町〕

鎌田三郎 1997.2 29p

S818/51/ ふるさとの方言集 生き生き村塾／〔編〕
〔佐久間
町〕

生き生き村塾 1997.2 44p

S818/53/ 下流のことば 平山　喜代一／編集
〔南伊豆
町〕

南伊豆町教育委員会 1980.12 102p

S818/59/ 中川根の方言   改訂版
中川根町史研究会「中川根の
方言」編集委員会／〔編〕

川根本
町

中川根町史研究会「中川
根の方言」編集委員会

2006.1 64p

S818/61/ 傑作しぞーか弁 静岡新聞社／著 静岡 静岡新聞社 1999.9 119p

S818/62/ まっとしゃべらず 静岡弁実用例文集 佐藤　節郎／著 静岡 海馬出版 1999.8 207p

S818/69/ 豊田町の方言 豊田町郷土を研究する会 豊田町 豊田町郷土を研究する会 2002.4 53p

S818/71/
遠州大東弁  1    方言番付・おもしろ会
話集編

大東町方言研究会・おた
いらの会／編集

大東町
大東町方言研究会・おた
いらの会

2002.12 77p

S818/71/ 遠州大東弁  2    方言辞典編
大東町方言研究会・おた
いらの会／編集

大東町
大東町方言研究会・おた
いらの会

2002.12 90p

S818/71/ 遠州大東弁  2    方言辞典編（追補版）
大東町方言研究会・おた
いらの会／編集

掛川
大東町方言研究会・おた
いらの会

2005.9 8p

S818/71/ 遠州大東弁  3    むかし話方言会話編
大東町方言研究会・おた
いらの会／編集

大東町
大東町方言研究会・おた
いらの会

2005.11 92p

Ｓ８１６　作文集

Ｓ８１８　方言
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S818/73/
静岡県方言分布図 静岡県東海道四０
０年祭街道自慢お国ことば大会

アクトプラニング／編集 浜松
東海道（街道）自慢お国
ことば大会事務局

2001.2 1枚

S818/74/ 遺したい焼津の方言と浜言葉
焼津の浜言葉を遺す会／
[編]

[焼津] 焼津の浜言葉を遺す会 2015.8 180p

S818/80/
遠州大東浜のらっかい弁 方言番付  第
２版

大東町方言研究会／編
集

大東町 大東町方言研究会
１９９８．８-
１９９９．１１

11枚

S818/80/
遠州大東浜のらっかい弁 方言新番付
第２版

大東町方言研究会・おた
いらの会／編集

大東町
大東町方言研究会・おた
いらの会

２０００．３
-１１

10枚

S818/87/ ふるさとのことば「ゆい」方言辞典 望月　良英／編著 由比町 〔望月良英〕 2007.5 193p

S818/88/
遊ばまい静岡・浅羽の方言かるた 浅
羽っ子のつくったかるただに

袋井市立浅羽東小学校６
年生／製作

袋井 新袋井フォーラム 2006.12
98枚(箱

入)

S818/93/ しゃべるずら静岡弁 全国方言研究会／編集 名古屋 リベラル社 2009.8 159p
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S900/29/ フィールドワーク静岡の文学 静岡県出版文化会／編 静岡 静岡教育出版社 1976 553p

S900/55/ 静岡県の文学碑 岡田　英雄／著 静岡 静岡谷島屋 1985.1 313p

S900/87/ 清水の文学碑 佐野　敏郎／著 清水 佐野敏郎 1992 62p

S900/89/ 静岡県万葉歌碑を歩く 遠州国学セミナー／編 静岡 静岡新聞社 1993.1 143p

S900/98/ 静岡県と作家たち 近代の文学誌
静岡近代文学研究会／
編

静岡 静岡新聞社 1996.1 359p

S900/101/ 伊東の文学碑
伊東市立伊東図書館／
〔編〕

伊東 伊東市立伊東図書館 1996.3 107p

S900/127/
郷土の歌碑   増補改訂 郷土シリーズ
31

榛原町文化財保護審議
会／編集

榛原町 榛原町教育委員会 1991.6 63p

S900/143/
あたみを歩きませんか 熱海文学歴史
散歩

熱海県行政センター／
〔編〕

〔熱海〕 熱海県行政センター 2003.3 26p

S900/146/
井上靖『しろばんば』・『夏草冬濤』洪作
少年の歩いた道

井上靖文学散歩研究会
／編集

沼津 井上靖文学散歩研究会 2004.3 154p

S900/146/
洪作少年の歩いた道 井上靖『しろばん
ば』・『夏草冬濤』の舞台

井上靖文学散歩研究会
／編集

沼津 井上靖文学散歩研究会 2005.1 22p

S900/147/ 沼津文学ガイドブック
沼津市教育委員会文化
振興課／編集

〔沼津〕
第１回沼津文学祭開催実
行委員会

2003.11 1枚

S900/152/ 沼津文学紀行 鈴木　邦彦／著 〔沼津〕
沼津文学祭開催実行委
員会

2004.3 59p

S900/153/ 伊豆文化紀行 佐藤　三武朗／〔ほか〕著 伊豆 靫彦・沐芳会 2004.4 286p

S900/159/ 静岡文学散歩 和久田　雅之／著 静岡 羽衣出版 2004.8 225p

S900/218/
しずおか新聞感想文コンクール作品集
平成27年度

静岡新聞社読者プロモー
ション局／編集

静岡
静岡新聞社読者プロモー
ション局

[2015] 68p

S900/218/
しずおか新聞感想文コンクール作品集
平成28年度

静岡新聞社読者プロモー
ション局／編集

静岡
静岡新聞社読者プロモー
ション局

[2016] 68p

S900/218/
しずおか新聞感想文コンクール入賞作
品集　平成29年度

静岡新聞社読者プロモー
ション局／編集

静岡
静岡新聞社読者プロモー
ション局

[2017] 48p

S900/227/1 ありがとう　 vol.1
島田市教育委員会／編
集

島田 島田市教育委員会 2012.2 27p

S900/227/2 ありがとう　 vol.2
島田市教育委員会／編
集

島田 島田市教育委員会 2013.2 ２７ｐ

S900/227/3 ありがとう　 vol.3
島田市教育委員会／編
集

島田 島田市教育委員会 2014.2 ２９ｐ

S900/227/4 ありがとう　 vol.4
島田市教育委員会／編
集

島田 島田市教育委員会 2015.2 37p

S900/227/ ありがとう　 vol.5 島田市教育委員会／[編] [島田] 島田市教育委員会
2016.2

はじめに
38p

S900/227/
「誰かの役に立った活動体験記」「自分の生
き方が変わった体験記」　 平成28年度

[島田] 島田市教育委員会 [2017] 38p

S900/227/
「誰かの役に立った活動体験記」「自分の生
き方が変わった体験記」　 平成29年度

[島田] 島田市教育委員会 [2017] 36p

S910/15/ 遠江うためぐり    しずおか新書 4 山下　智之／著 飯田 新葉社 1997.9 199p

S910/19/ しずおか詩歌の風景 杉山　学／文 静岡 静岡新聞社 1999.3 127p

S911/364/
静岡県万葉ものがたり    しずおか新書
1

山下 智之／著 飯田 新葉社 1995.4 210p

S911/366/ 万葉の草・木・花    しずおか新書 2 鈴木 波男／著 飯田 新葉社 1995.6 149p

S911/447/
静岡県短歌大会入選作品集 一般の部
学生の部 第２６回

静岡県歌人協会／編集 岡部町 静岡県歌人協会 2006.11 46p

S911/447/
しずおか・短歌大会入選作品集 一般の
部学生の部 二〇〇七

静岡県歌人協会／編集 岡部町 静岡県歌人協会 2007.11 56p

S911/447/
静岡県短歌大会入選作品集 一般の部
学生の部 第２８回

静岡県歌人協会／編集 岡部町 静岡県歌人協会 2008.11 48p

S911/459/ 静岡県万葉の歌 高橋 清隆／著 静岡 静岡新聞社 1998.8 373p

S911/524/
万葉歌人が詠んだ静岡の歌 駿河の国（三十二
首）遠江の国（十四首）伊豆の国（二首）

〔静岡〕 〔静岡大学附属図書館〕 2002 1冊

S911/775/ 浜松市浜北万葉まつり記念短歌集
第二十三回浜松市浜北万葉
まつり実行委員会／編集

浜松
第二十三回浜松市浜北
万葉まつり実行委員会

2016.12 19p

Ｓ９００　文学総記

Ｓ９１１　和歌
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S913/285/ しずおか俳句歳時記 静岡 静岡新聞社 1996.2 460p

S913/483/
青少年俳句作品集 第50回口語俳句全
国大会青少年俳句作品募集・顕彰

実行委員会事務局／編
集

島田
第５０回口語俳句全国大
会実行委員会

2005.1 35p

S913/489/
静岡県青少年俳句大会作品集　第8回
（平成24年度）

青柳　八風／編集 静岡 静岡県俳句協会 2015.2 ２６ｐ

S913/489/
静岡県青少年俳句大会作品集　第9回
（平成25年度）

青柳　八風／編集 静岡 静岡県俳句協会 2016.2 24p

S913/489/
静岡県青少年俳句大会作品集　第10
回（平成26年度）

青柳　八風／編集 [静岡] 静岡県俳句協会 2017.1 27p

S913/504/
少年俳句作品集 天子の森俳句大会少
年俳句の部（第３回） 第７回

実行委員会／編集 富士
天子の森俳句大会実行
委員会

2006.11 24p

S913/566/ 続ひとつの碑から わが町・静岡
静岡市立児童会館／編
集

静岡 静岡市教育委員会 1986.6 42p

S913/566/ ひとつの碑から わが町・静岡 文学編
静岡市立児童会館／編
集

静岡 静岡市教育委員会 1987.11 30p

S913/758/ 「十湖賞」俳句大会入選句集 第9回 浜松
浜松市東区俳句の里づく
り事業実行委員会

2017.2 13p

S913/758/ 「十湖賞」俳句大会入選句集 第10回 浜松
浜松市東区俳句の里づく
り事業実行委員会

2018.2 13p

S913/824/ ほっと俳句大会作品集
「ほっと俳句大会」事務局
／編集

森町 「ほっと俳句大会」事務局 2017.2 22p

S915/153/ 日本の子どもの詩  22    静岡 日本作文の会／編 東京 岩崎書店 1983
1冊(ﾍﾟｰｼﾞ

付なし)

S915/264/ 年表・静岡県の詩の歴史・１４０年
静岡県詩史編纂委員会
／編

浜松 静岡県詩人会 1989.3 137p

S915/264/ 年表・静岡県の詩の歴史  2
静岡県詩史編纂委員会
／編集

焼津 静岡県詩人会 2001.1 58p

S915/772/ 浜松私の詩コンクール
浜松私の詩コンクール実
行委員会／編集

浜松
浜松私の詩コンクール実
行委員会

2017.3 26p

S936/ｲｽﾌ/ 「伊豆文学賞」優秀作品集
伊豆文学フェスティバル
実行委員会／編

静岡 羽衣出版 2017.3 241p

S938/3/ 静岡県歴史物語  1    シシヒコの冒険 静岡 静岡新聞社 1980.7 206p

S938/3/ 静岡県歴史物語  2    決戦！三方ケ原 静岡 静岡新聞社 1980 206p

S938/3/ 静岡県歴史物語  3    黒船がきた 静岡 静岡新聞社 1980 206p

S938/3/
静岡県歴史物語  4    広重,東海道を行
く

那須田 稔／著 静岡 静岡新聞社 1981.1 206p

S938/3/ 静岡県歴史物語  5    あやうし高天神 静岡 静岡新聞社 1981 207p

S938/12/
トンボの国をまもる 桶ケ谷沼の人びと
いきいき人間ノンフィクション 1

望月　正子／著 東京 小峰書店 1990 119p

S938/15/ 松太郎童話 府川　松太郎／著 清水 追分羊かん 1992 166p

S938/22/ 熊野御前 絵物語 那須田　稔／文 豊田町 豊田町 1994.7 1冊

S938/33/
村をうるおした命の水 箱根用水をつくっ
た人々の技術と熱意の記録

若山 三郎／作 東京 PHP研究所 1998.9 125p

S938/35/
アカウミガメのくる浜べ    ノンフィクショ
ン絵本 いのちのゆりかごシリーズ

佐藤 ヒロシ／作・絵 東京 佼成出版社 1998.7 31p

S938/38/
静岡の童話    愛蔵版県別ふるさと童
話館 22

日本児童文学者協会『県別ふ
るさと童話館』編集委員会／編

東京 リブリオ出版 1998.12 191p

S938/245/ 法多山縁起物語 那須田　稔／文 舞阪町 ひくまの出版 1988.1 1冊

S938/343/
蒲原の伝説じょうるりひめとよしつね 浄
瑠璃姫と義経

蒲原町母親クラブ／編集 蒲原町 蒲原町母親クラブ 2002.3 13p

S938/558/ 二宮金次郎の一生 童話 森　実与子／著 掛川 大日本報徳社 2007.7 62p

S938/809/ 第五福龍丸 森　哲郎／え・文 伊東 記録出版工房 1984.2 1冊

S938/894/
ディアナ号がやってきた！ 日本人とロ
シア人に生まれた心の絆

静岡県立吉原高等学校世界の子ど
もの心を繋ぐ物語を作る会／作絵 富士 富士市日ロ友好協会 2010.5 48p

Ｓ９３６　小説

Ｓ９１３　俳諧

Ｓ９１５　新詩

Ｓ９３８　童話

- 69 -



請求記号 書　名 著者名 出版地 出版者 出版年 ページ

S938/905/
駿河の国のダイダラボッチ 双方向でパ
パが子どもに語る伝説・民話

安 志亜里／再話 東京 一莖書房 2011.1 37p

S938/970/
パピプペ ポンポン プリプリボーン    浜
松市ごみ減量啓発絵本 1

まえだ　さきえ／ぶん 〔浜松〕
浜松市環境部資源廃棄
物政策課

〔２０１１〕 20p

S938/ｶﾐｼ/27かにぱんレンジャー 浅沼 とおる／作・絵 浜松 三立製菓 [2017] 12場面

S938/ｷﾎｳ/ 希望の森ものがたり
希望の森を育てる会／制
作

富士宮 きうちいんさつ 2015.11 1冊

S938/ｷﾎｳ/ きぼうのもり
希望の森を育てる会／制
作

富士宮 きうちいんさつ 2017.11 1冊

S938/ｻｻｴ/ ばらの祈り 飯塚 利弘／原作 函南町 手仕事かさや 2018.9 1冊

S938/ｻﾜﾕ/ おひざにだっこ 澤島 由基乃／文 [掛川]
[きほくえほんのもりコンテ
スト実行委員会]

2017.3 1冊

S938/ﾀﾀﾅ/ くのうざんものがたり たたら なおき／さく 静岡 駿府書房 2013.10 ３２ｐ

S938/ﾀﾀﾅ/ 海のむこうからのおくりもの たたら なおき／さく 静岡 駿府書房 2015.12 39p

S938/ﾃﾗﾊ/ 平和の白いはと 寺田 はたね／文 磐田 [寺田はたね] 2017.6 32p

S938/ﾊﾏﾏ/ おはようバスのおともだち あきやま あつこ／ぶん 浜松
浜松市健康福祉部福祉
総務課人権啓発センター

2016 24p

S938/ﾊﾏﾏ/ 一人ひとりが主人公！ あきやま あつこ／ぶん 浜松
浜松市健康福祉部福祉
総務課人権啓発センター

2017 24p

S938/ﾓﾝﾐ/
平和へのかけ橋　人形による日米の友
情交流　私を忘れないで下さい

門馬　道子／著 静岡
西奈図書館友の会「けや
き」

2016.4 1冊

S959/162/
千の波万の波 元第五福竜丸漁労長見
崎吉男のことば

見崎　吉男／著 静岡 新妻博子 2006.4 99p

Ｓ９５９　記録文学
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この資料は平成 25年７月に発行した『地域学習に役立つ図書リスト 改訂 3版  

（旧タイトル：子どもが使える郷土資料図書目録）』を全面改訂したものです。 
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