
書名 編者・出版社 出版年 請求記号

北海道大百科事典 上 あ～そ
北海道新聞社／編 北海道
新聞社

1981 R291.1 ﾎ

北海道大百科事典 下 た～わ
北海道新聞社／編 北海道
新聞社

1981 R921.1 ﾎ

青森県百科事典 東奥日報社 1981 R291.2 ｱ

岩手百科事典 新版
岩手放送岩手百科事典発
行本部／編 岩手放送

1988 R291.2 ｲ

宮城県百科事典
河北新報社／編 河北新報
社

1982 R291.2 ﾐ

秋田大百科事典
秋田魁新報社／編 秋田魁
新報社

1981 R291.2 ｱ

山形県大百科事典 新版
山形放送株式会社新版山
形県大百科事典発行本部事
務局／編 山形放送

1993 R291.2 ﾔ

福島大百科事典
福島民報社福島大百科事
典発行本部／編 福島民報
社

1980 R291.2 ﾌ

福島県民百科
福島民友新聞社福島県民
百科事業本部／編 福島民
友新聞社

1980 R291.2 ﾌ

※館外貸出はできません。館内でご覧ください。

（平成21年10月1日現在）



書名 編者・出版社 出版年 請求記号

茨城県大百科事典
茨城新聞社／編 茨城新聞
社

1981 R291.3 ｲ

栃木県大百科事典
栃木県大百科事典刊行会
／編 下野新聞社（発売）

1981 R291.3 ﾄ

群馬県百科事典 上毛新聞社 1979 R291.3 ｸﾞ

埼玉大百科事典 １ あ～か 埼玉新聞社 1981 R291.3 ｻ

埼玉大百科事典 ２ き～しゃこ 埼玉新聞社 1981 R291.3 ｻ

埼玉大百科事典 ３ しゃこ～とた 埼玉新聞社 1981 R291.3 ｻ

埼玉大百科事典 ４ とち～ま 埼玉新聞社 1981 R291.3 ｻ

埼玉大百科事典 ５ み～わ 埼玉新聞社 1981 R291.3 ｻ

江戸東京学事典
小木新造〔ほか〕／編 三省
堂

1987 R291.3 ｴ

千葉大百科事典
千葉日報社／編 千葉日報
社

1982 R291.3 ﾁ

神奈川県百科事典
神奈川県百科事典刊行会
／編 大和書房

1983 R291.3 ｶ

神奈川県百科事典 別巻 概説編・
資料篇・ 分野別索引

神奈川県百科事典刊行会
／編 大和書房

1983 R291.3 ｶ



書名 編者・出版社 出版年 請求記号

新潟県大百科事典 上
新潟日報事業社／編 新潟
日報事業社

1977 R291.4 ﾆ

新潟県大百科事典 下
新潟日報事業社／編 新潟
日報事業社

1977 R291.4 ﾆ

新潟県大百科事典 別巻
新潟日報事業社／編 新潟
日報事業社

1977 R291.4 ﾆ

新潟県県民百科事典
野島出版編集部／編 野島
出版

1977 R291.4 ﾆ

富山大百科事典 上 あ～そ
富山大百科事典編集事務
局／編 北日本新聞社

1994 R291.4 ﾄ

富山大百科事典 下 た～ん
富山大百科事典編集事務
局／編 北日本新聞社

1994 R291.4 ﾄ

石川県大百科事典
北国新聞社出版局／編 北
国新聞社

1993 R291.4 ｲ

書府太郎‐石川県大百科事典‐上巻
人物 歴史 文化財 宗教 民俗 生
活 医療 福祉

北国新聞社 2004 R291.4 ｲ

書府太郎‐石川県大百科事典‐下巻
政治・社会 経済・産業 教育・ス
ポーツ 文化 地理 自然

北国新聞社 2004 R291.4 ｲ

福井県大百科事典
福井新聞社百科事典刊行
委員会／編 福井新聞社

1991 R291.4 ﾌ

山梨百科事典 増補改訂版
山梨日日新聞社／編 山梨
日日新聞社

1989 R291.5 ﾔ

長野県百科事典
信濃毎日新聞社開発局出
版部／編 信濃毎日新聞社

1974 R291.5 ﾅ

長野県百科事典 補訂版
信濃毎日新聞社開発局出
版部／編 信濃毎日新聞社

1981 R291.5 ﾅ



書名 編者・出版社 出版年 請求記号

岐阜県百科事典 上巻 あ～し
岐阜県百科事典制作委員
会／著 岐阜日日新聞社

1968 R291.5 ｷﾞ

岐阜県百科事典 下巻 す～わ
岐阜県百科事典制作委員
会／著 岐阜日日新聞社

1968 R291.5 ｷﾞ

静岡大百科事典
静岡新聞社出版局／編 静
岡新聞社

1978 R291.5 ｼ

愛知百科事典
中日新聞社開発局／編 中
日新聞本社

1977 R291.5 ｱ

滋賀県百科事典
滋賀県百科事典刊行会／
編 大和書房

1984 R291.6 ｼ

京都大事典
佐和隆研〔ほか〕／編 淡交
社

1984 R291.6 ｷ

京都大事典 府域編 淡交社 1994 R291.6 ｷ

兵庫県大百科事典 上 あ～そ
神戸新聞出版センター／
編・制作 神戸新聞出版セン
ター

1983 R291.6 ﾋ

兵庫県大百科事典 下 た～わ
神戸新聞出版センター／
編・制作 神戸新聞出版セン
ター

1983 R291.6 ﾋ

※大阪府・奈良県・三重県･和歌山県の百科事典はありません。



書名 編者・出版社 出版年 請求記号

鳥取県大百科事典
新日本海新聞社鳥取県大
百科事典編集委員会／編
新日本海新聞社

1984 R291.7 ﾄ

島根県大百科事典 上巻 あ～そ
島根県大百科事典編集委
員会／企画・編 山陰中央新
報社

1982 R291.7 ｼ

島根県大百科事典 下巻 た～ん
島根県大百科事典編集委
員会／企画・編 山陰中央新
報社

1982 R291.7 ｼ

岡山県大百科事典 上 あ～そ

岡山県大百科事典編集委
員会／企画・編 山陽新聞社
出版局／企画・編 山陽新聞
社

1980 R291.7 ｵ

岡山県大百科事典 下 た～ん

岡山県大百科事典編集委
員会／企画・編 山陽新聞社
出版局／企画・編 山陽新聞
社

1980 R291.7 ｵ

広島県大百科事典 上巻 あ～せ
五十音順索引

中国新聞社／編 中国新聞
社

1982 R291.7 ﾋ

広島県大百科事典 下巻 そ～わ
郡市別索引

中国新聞社／編 中国新聞
社

1982 R291.7 ﾋ

山口県百科事典
山口県教育会／編 大和書
房

1982 R291.7 ﾔ

高知県百科事典 高知新聞社 1976 R291.8 ｺ

愛媛県百科大事典 上 あ～し
愛媛新聞社愛媛県百科大
事典編集委員室／編 愛媛
新聞社

1985 R291.8 ｴ

愛媛県百科大事典 下 す～わ
愛媛新聞社愛媛県百科大
事典編集委員室／編 愛媛
新聞社

1985 R291.8 ｴ

香川県大百科事典
四国新聞社出版委員会／
編 四国新聞社

1984 R291.8 ｶ

徳島県百科事典
徳島新聞社調査事業局／
編 徳島新聞社

1981 R291.8 ﾄ



書名 編者・出版社 出版年 請求記号

福岡県百科事典 上 あ～そ
西日本新聞社福岡県百科
事典刊行本部／編 西日本
新聞社

1983 R291.9 ﾌ

福岡県百科事典 下 た～わ
西日本新聞社福岡県百科
事典刊行本部／編 西日本
新聞社

1983 R291.9 ﾌ

佐賀県大百科事典
佐賀新聞社佐賀県大百科
事典編集委員会／編 佐賀
新聞社

1983 R291.9 ｻ

長崎県大百科事典
長崎新聞社／編 長崎県大
百科事典出版局／編 長崎
新聞社

1984 R291.9 ﾅ

熊本県大百科事典
熊本日日新聞社熊本県大
百科事典編集委員会／編
熊本日日新聞社

1982 R291.9 ｸ

大分百科事典
大分放送大分百科事典刊
行本部／編 大分放送

1980 R291.9 ｵ

宮崎県大百科事典
宮崎日日新聞社宮崎県大
百科事典刊行委員会／編
宮崎日日新聞社

1983 R291.9 ﾐ

鹿児島県大百科事典
南日本新聞社鹿児島県大
百科事典編纂室／編 南日
本新聞社

1981 R291.9 ｶ

沖縄大百科事典 上 ア～ク
沖縄大百科事典刊行事務
局／編 沖縄タイムス社

1983 R291.9 ｵ

沖縄大百科事典 中 ケ～ト
沖縄大百科事典刊行事務
局／編 沖縄タイムス社

1983 R291.9 ｵ

沖縄大百科事典 下 ナ～ン
沖縄大百科事典刊行事務
局／編 沖縄タイムス社

1983 R291.9 ｵ

沖縄大百科事典 別巻 総索引資
料

沖縄大百科事典刊行事務
局／編 沖縄タイムス社

1983 R291.9 ｵ


