
山口市立中央図書館所蔵　山口県内市町村史等一覧　（2018年8月現在）

■山口・防府地域

自治体・地域名 書名 出版年 編著者 出版者

山口市 山口市史 史料編 中世 2016 山口市 山口市

山口市史 史料編 現代 2015 山口市 山口市

山口市史 史料編 民俗・金石文 2015 山口市 山口市

山口市史 史料編 近世 2 2013 山口市 山口市

山口市史 史料編 近代 2012 山口市 山口市

山口市史 史料編 考古・古代 2012 山口市 山口市

山口市史 史料編 大内文化 2010 山口市 山口市

山口市史 史料編 近世 1 2008 山口市 山口市

（旧山口市） 山口市史 追補版 1997 山口市史編集委員会 山口市

山口市史 1982 山口市史編集委員会 山口市

山口市史 各説篇 1971 山口市史編纂委員会 山口市

山口市史 地区篇 1961 山口市史編纂委員会 山口市

山口市史 通史篇 1955 山口市史編纂委員会 山口市

昭和八年版　山口市史 1992 山口市史編纂調査会 マツノ書店

（仁保村） ふるさと仁保 2017 仁保自治会 仁保自治会

仁保の郷土史 1987 仁保の郷土史編纂委員会 仁保の郷土史刊行会

郷土史　仁保の今昔 1951 高木九一 村誌刊行会

（小鯖村） 小鯖のあゆみ 2015 「小鯖のあゆみ」編纂委員会 小鯖地域づくり協議会

小鯖村史 1967 坂倉道義 小鯖村史刊行会

小鯖村誌要 1917 小鯖村 小鯖村

（大内村） 大内村誌　復刻版 1988 河野通毅 マツノ書店

（宮野村） 宮野八百年史 1981 田村哲夫 宮野八百年史刊行会

（吉敷村） 吉敷村史 復刻版 1988 三坂圭治 マツノ書店

山口市吉敷地区誌 1961 高橋文雄 山口市吉敷公民館

（平川村） 増補　平川文化散歩 1990 石川卓美 山口市平川公民館

周防国平川村史 大山口市建設記念 1945 石川卓美 山口市役所平川出張所

（大歳村） 郷土大歳のあゆみ 2002 大歳地区史編纂委員会 大歳自治振興会

（陶村） 陶村史 1974 青木繁 陶村史編纂委員会

（鋳銭司村） 鋳銭司村勢年表 附 風土注進案 1957 内田伸 鋳銭司公民館

私たちの郷土鋳銭司村 1954 内田伸 鋳銭司公民館

（名田島村） 名田島村史 1979 能美宗一 マツノ書店

（秋穂二島村） 秋穂二島史 1969 吉松慶久 二島公民館

秋穂二島地区年表 1966 ― ―

秋穂二島地区郷土史　第1-67輯 1955-66 二島公民館 二島公民館

　　　　　　　　　　　　　　注）第61-63輯欠

（嘉川村） 郷土史 ふるさと嘉川 1994 嘉川郷土史編纂特別委員会 嘉川建設振興会

（佐山村） 山口市 佐山の歴史 1978 藤村忠明 ―

旧遠波村　遠波区史 1983 佐々木茂 ―



（小郡町） 閉町記念誌 ふるさとおごおり 写真で綴る小郡町の104年 2005 小郡町まちづくり推進課 小郡町役場

町制百周年記念写真集 ふるさと小郡の記憶 2001 小郡町史企画委員会 山口県小郡町

小郡町史 1979 小郡町史編集委員会 小郡町

小郡町史 増訂 1957 能美宗一 小郡町役場

小郡町史 1933 能美宗一 小郡町役場

（秋穂町） ふるさとの心を刻む 秋穂町65年の歩み 2005 秋穂町企画課 山口県秋穂町

秋穂町史 1982 秋穂町史編集委員会 秋穂町

（阿知須町） あじすの記憶 阿知須町制施行65周年記念誌 2005 阿知須町 山口県阿知須町

阿知須町史 1981 阿知須町史編さん委員会 阿知須町

阿知須町史 1976 藤村忠明 ―

（徳地町） 町制施行50年のあゆみ 2005 徳地町 徳地町

徳地町史 改訂版 2005 徳地町史編纂委員会 徳地町

徳地町史 1975 徳地町史編纂委員会 徳地町役場

（阿東町） 阿東町制施行五十年史 町誌改訂版 2005 阿東町制施行五十年史編集委員会 阿東町

阿東町誌 1970 波多放彩 阿東町役場

（篠生村） 篠生村誌 第１輯 1953 田中恒一 篠生村誌編纂委員会

（徳佐村） 徳佐村史（稿本） 序巻・1-11巻・別巻 1989 渡辺斧一 阿東文化協会郷土史研究会

自治体名 書名 出版年 編著者 出版者

防府市 防府市史 資料 2 考古資料・文化財編 2004 防府市史編纂委員会 防府市

防府市史 通史 1 原始・古代・中世 2004 防府市史編纂委員会 防府市

防府市史 別冊年表 2004 防府市史編纂委員会 防府市

防府市史 史料 1 古代編・中世編 2000 防府市史編纂委員会 防府市

防府市史 通史 2 近世 1999 防府市史編纂委員会 防府市

防府市史 通史 3 近代・現代 1998 防府市史編纂委員会 防府市

防府市史 史料 2 上 近世編 上 1996 防府市史編纂委員会 防府市

防府市史 史料 2 下 近世編 下 1996 防府市史編纂委員会 防府市

防府市史 資料 1 自然・民俗・地名 1994 防府市史編纂委員会 防府市

防府市史 史料 3 近代現代編 1992 防府市史編纂委員会 防府市

防府市史 下 1982 ― 防府市教育委員会

続防府市史 1981 ― 防府市教育委員会

防府市史 上 1980 ― 防府市教育委員会

（中関町） 郷土史ふるさと中関そして防府 2011 山田一男 中関の歴史を学ぶ会

（華城村） 華城村誌 1987 御薗生翁甫 華城農業協同組合

（右田村） 右田村史 1988 御薗生翁甫 マツノ書店



■萩地域

自治体名 書名 出版年 編著者 出版者

萩市 萩市史 年表 1989 萩市史編纂委員会 萩市

萩市史　２ 1989 萩市史編纂委員会 萩市

萩市史　３ 1987 萩市史編纂委員会 萩市

萩市史　１ 1983 萩市史編纂委員会 萩市

萩市誌 1959 萩市誌編纂委員会 萩市役所

（川上村） 川上村史 2000 川上村史編集委員会 川上村

川上村史 資料編 2000 川上村史編集委員会 川上村

（田万川町） 田万川町地域史 2005 田万川町教育委員会 田万川町

田万川町史 1999 田万川町史編さん委員会 田万川町

（むつみ村） むつみ村５０年のあゆみ　閉村記念 2005 むつみ村役場企画調整課 むつみ村役場企画調整課

むつみ村史 1985 むつみ村教育委員会 むつみ村

（須佐町） 須佐町誌 1993 須佐町誌編集委員会 須佐町

（旭村） 旭村史 1978 旭村役場 旭村

（福栄村） 続福江村史 2005 続福栄村史編纂委員会 福栄村

福栄村史 1966 波多放彩 福栄村史編集委員会

（佐々並村） 佐々並村史 1955 佐々並村史編纂委員会 佐々並村

阿武町 阿武町史 下 2000 阿武町史編さん委員会 阿武町

阿武町史 上 1996 阿武町史編さん委員会 阿武町

（阿武郡） 阿武郡志　復刻版 1986 阿武郡教育会 マツノ書店

■宇部・小野田地域

自治体名 書名 出版年 編著者 出版者

宇部市 宇部市史 通史篇 下 1993 宇部市史編集委員会 宇部市

宇部市史 通史篇 上 1992 宇部市史編集委員会 宇部市

宇部市史年表 1991 宇部市史編集委員会 宇部市

宇部市史 史料篇 下 1990 宇部市史編集委員会 宇部市

宇部市史 史料篇 上 1990 宇部市史編集委員会 宇部市

宇部市史 資料篇 1966 宇部市史編纂委員会 宇部市史編纂委員会

宇部市史 通史篇 1966 宇部市史編纂委員会 宇部市史編纂委員会

（楠町） 楠町の歴史 1980 原田卓雄 楠町役場

（小野村） 小野村六十五年史補完篇 1965 常田茂采 ―

小野村六十五年史 1962 小野村史編纂委員会 小野村史編纂委員会

山陽小野田市 小野田市史 通史 1990 小野田市史編集委員会 小野田市

小野田市史 史料 下 1988 小野田市史編集委員会 小野田市

小野田市史 民俗と文化財 1987 小野田市史編集委員会 小野田市

小野田市史 史料 上 1986 小野田市史編集委員会 小野田市

小野田市史年表 1980 小野田市史年表編集委員会 小野田市

小野田市史 補遺篇 1963 小野田市史編纂委員会 小野田市

小野田市史 1962 小野田市史編纂委員会 小野田市



小野田市史 資料篇 下 1958 小野田市史編纂委員会 小野田市

小野田市史 資料篇 上 1955 小野田市史編纂委員会 小野田市

（山陽町） 山陽町史 1984 山陽町史編集委員会 山陽町教育委員会

山陽町史年表 1967 山陽町史郷土史研究会 山陽町教育委員会

美祢市 美祢市史 1982 美祢市史編集委員会 美祢市

（美東町） 美東町史 通史編 2004 美東町史編さん委員会 美東町

美東町史 資料編 2004 美東町史編さん委員会 美東町

美東町史 1974 美東町教育委員会 美東町

（秋芳町） 秋芳町史 改訂版 2004 秋芳町史編集委員会 秋芳町

秋芳町史 改訂版 1991 秋芳町史編集委員会 秋芳町

（厚狭郡） 厚狭郡史　復刻版 1986 厚狭郡教育会 マツノ書店

■周南地域

自治体名 書名 出版年 編著者 出版者

周南市 徳山市史 下 1985 徳山市史編纂委員会 徳山市

徳山市史年表 1969 徳山市史編纂委員会 徳山市役所

徳山市史 上 1956 徳山市史編纂委員会 徳山市役所

（新南陽市） 新南陽市史 1985 新南陽市史編纂委員会 新南陽市

（南陽町） 南陽町誌 1964 南陽町史編纂委員会 南陽町

（熊毛町） 熊毛町史 1992 熊毛町史編纂委員会 熊毛町

（鹿野町） 鹿野町誌 増補改訂 1991 鹿野町誌編纂委員会 鹿野町

鹿野町誌 1970 鹿野町誌編纂委員会 鹿野町役場

下松市 下松市史 通史編 1989 下松市史編纂委員会 下松市

光市 光市現代20年史 1996 光市現代20年史編纂委員会 光市

光市史 1975 光市史編纂委員会 光市役所

（大和町） 大和町史 第2巻 （現代編） 2005 光市教育委員会 光市

大和町史 1983 大和町史編纂員会 大和町

（都濃郡） 都濃郡誌　復刻版 1973 都濃郡役所 マツノ書店

■岩国地域

自治体名 書名 出版年 編著者 出版者

岩国市 岩国市史 通史編 ２ 　近世 2014 岩国市史編さん委員会 岩国市

岩国市史 通史編 １ 　自然・原始・古代・中世 2009 岩国市史編さん委員会 岩国市

岩国市史 史料編 ３－２ 　近代・現代 2004 岩国市史編纂委員会 岩国市役所

岩国市史 史料編 ３－１ 　近代・現代 2004 岩国市史編纂委員会 岩国市役所

岩国市史 史料編 １ 　自然・原始・古代・中世 2002 岩国市史編纂委員会 岩国市役所

岩国市史 史料編 ２　 近世 2001 岩国市史編纂委員会 岩国市役所

岩国市史 上 1987 岩国市史編纂委員会 岩国市役所

岩国市史 下 1971 岩国市史編纂委員会 岩国市役所



（由宇町） 続由宇町史 1986 松岡利夫 由宇町史編纂委員会

由宇町史 1966 松岡利夫 由宇町史編纂委員会

（玖珂町） 玖珂町８０年のあゆみ 2006 玖珂町８０年のあゆみ作成委員会 玖珂町役場

玖珂町誌 1972 森本敏雄 玖珂町役場

（周東町） 周東町史 1979 周東町史編纂委員会 周東町役場

（美和町） 美和町史 1985 美和町 美和町

和木町 和木町史 2003 和木町史編纂委員会 和木町

増補改訂 和木町誌稿 1980 末岡美胤 和木町役場

■柳井地域

自治体名 書名 出版年 編著者 出版者

柳井市 柳井市史 総論編 1988 柳井市史編纂委員会 柳井市

柳井市史 通史編 1984 柳井市史編纂委員会 柳井市

柳井市史 各論篇 1964 柳井市史編纂委員会 柳井市

（大畠町） 大畠町史 1992 ― 大畠町

上関町 上関町史 1988 上関町史編纂委員会 上関町

田布施町 田布施町史 1990 ― 田布施町

平生町 平生町史 1978 後藤陽一 平生町役場

（大島町） 続周防大島町誌 2002 大島町役場 大島町役場

周防大島町誌　復刻版 1994 大島町役場 大島町役場

周防大島町誌 1959 大島町誌編纂委員会 大島町役場

（久賀町） 久賀町史　現代編 1982 久賀町誌編纂委員会 久賀町

（東和町） 東和町誌 1982 宮本常一・岡本定 東和町

（橘町） 橘町史 1983 橘町史編集委員会 橘町

■下関地域

自治体名 書名 出版年 編著者 出版者

下関市 下関市年表 2011 下関市市史編集委員会 下関市

下関市史 藩制 - 市制施行 2009 下関市市史編集委員会 下関市

下関市史 原始 - 中世 2008 下関市市史編修委員会 下関市

下関市史 原始 - 中世 2005 下関市市史編修委員会 下関市

下関市史 別巻 しものせきなつかしの写真集 1995 下関市市史編修委員会 下関市

下関市史　民俗編 1992 下関市市史編修委員会 下関市

下関市史 終戦 - 現在 1989 下関市市史編修委員会 下関市

下関市史 市制施行 - 終戦 1983 下関市市史編修委員会 下関市役所

下関市史 市制施行以後 1958 下関市市史編修委員会 下関市役所



（菊川町） 菊川町史  3 2005 菊川町教育委員会 菊川町

菊川町史  2 1985 菊川町教育委員会 菊川町

菊川町史 1970 菊川町教育委員会 菊川町教育委員会

（豊浦町） 豊浦町史 3 民俗編 1995 豊浦町史編纂委員会 豊浦町役場

豊浦町史 3 考古編 1992 豊浦町史編纂委員会 豊浦町

豊浦町史  2 1982 豊浦町史編纂委員会 豊浦町役場

豊浦町史 1979 豊浦町史編纂委員会 豊浦町役場

（豊北町） 豊北町史 2 1994 豊北町郷土文化研究会 豊北町郷土文化研究会

豊北町史 1972 豊北町史編纂委員会 豊北町史編纂委員会

（豊浦郡） 豊浦郡郷土誌 復刻版 1984 豊浦郡小学校長会 聚海書林

■長門地域

自治体名 書名 出版年 編著者 出版者

長門市 長門市史 歴史編 1981 長門市史編集委員会 長門市

長門市史 民俗編 1979 長門市史編集委員会 長門市

（日置町） 日置町史 町制施行27年の歩み 2005 ― 日置町

日置町史 1983 日置町史編纂委員会 日置町

（油谷町） 新油谷町史 2006 油谷町史編纂委員会 長門市

油谷町史 1990 油谷町史編纂委員会 油谷町

（大津郡） 大津郡志　復刻版 1986 萩原新生 マツノ書店


