
図書類価格表

書　　　　　名 発行年月日 価　　格

江戸崎町史編さん資料(１)中世資料編(１) 昭和５８年　３月３１日 頒布終了

江戸崎町史編さん資料(２)江戸崎の石仏・石塔(１) 昭和６２年　３月３１日 ２，０００円

江戸崎町史編さん資料(３)江戸崎城関係資料編 昭和６２年　３月３１日 頒布終了

江戸崎町史編さん資料(４)江戸崎の石仏・石塔(２) 昭和６３年　３月３１日 ２，０００円

江戸崎町史編さん資料(５)江戸崎の石仏・石塔(３) 平成　元年　３月３１日 ２，０００円

江戸崎町史編さん資料(６)近世史料編(１)不動院文書 平成　２年　３月３１日 ２，５００円

江戸崎町史（通史） 平成　５年　３月３１日 ３，５００円

江戸崎町資料調査報告１

明治４４年町村郷土誌～甦る８０余年前の村々～

江戸崎町　秋平遺跡・池平遺跡・中佐倉貝塚

ザ・インペリアル・ゴルフクラブ建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書

江戸崎町　姫宮古墳群１・２号墳　水神峰古墳 平成１２年１０月　３日 ５００円

江戸崎町　楯の台古墳群　第２・３次発掘調査報告書 平成１３年　３月３０日 ５００円

江戸崎町　山崎塚群（発掘調査報告書） 平成１６年１０月２８日 ５００円

江戸崎町町村合併５０周年記念誌 平成１７年　３月 ５００円

新利根村の文化財集 昭和４３年 頒布終了

新利根村史　一 昭和５６年１１月２３日 頒布終了

新利根村史　二 昭和５８年　３月２５日 ２，５００円

新利根村史　三 昭和５９年　３月２５日 ２，５００円

桜川村史考　第一号 昭和５４年　３月３０日 頒布終了

桜川村史考　第二号 昭和５５年　９月３０日 頒布終了

桜川村史考　第三号 昭和５７年　３月３０日 頒布終了

桜川村史考　第四号 昭和５８年　３月３０日 １，５００円

桜川村史考　第五号 昭和５９年　３月３０日 １，０００円

桜川村史考　第六号　桜川の民俗 昭和６１年　３月３０日 ２，０００円

桜川村史考　第七号 昭和６２年　８月３１日 １，５００円

桜川村史考　第八号 平成　元年　１月３１日 １，５００円

桜川村史考　第九号 平成　５年　３月３１日 １，５００円

桜川村史考　別冊　神宮寺城と十三塚 昭和５９年３月 １，０００円

桜川村の巨樹・名木 平成１６年８月 ２，０００円

平成　９年　３月３１日 １，０００円

平成１１年　７月２５日 ２，５００円



東台古墳（桜川村報告書） 平成　元年 頒布終了

東村史研究　創刊号 昭和６２年　３月３１日 １，０００円

東村史研究　第２号 昭和６２年１２月２０日 １，０００円

東村史研究　第３号 平成　元年　３月３１日 １，０００円

東村史研究　第４号 平成　３年　３月３０日 １，０００円

東村金石文集　南・東地区編 平成　元年　３月３１日 ２，５００円

東村金石文集　北・西地区編 平成　２年　３月３１日 頒布終了

東村古文書目録　第１集 平成　２年　３月３１日 ３，５００円

東村古文書目録　第２集 平成　３年　３月３０日 ５，０００円

東村古文書目録　第３集 平成　４年　３月３１日 ３，０００円

東村史　史料編　近世１ 平成　７年　３月３１日 ５，０００円

東町史　史料編　近世２ 平成１１年　９月３０日 ５，０００円

東町史　資料編　原始考古 平成１０年　３月３１日 ４，０００円

東町史　史料編　古代・中世 平成１０年　３月３１日 ４，０００円

東町史　史料編　近現代 平成１３年　３月３１日 ４，０００円

東町史　民俗編 平成　９年　３月３１日 ４，０００円

東町史　通史編 平成１５年　３月３１日 １０，０００円

東村文化財報告第１集　平台 昭和５７年　３月 １，５００円

立切遺跡（東村・桜川村発掘調査報告書） 昭和６３年１２月 ３，０００円

東村文化財調査報告書　阿波崎城跡・平台郭跡 平成　元年　３月３１日 頒布終了

東村　幸田遺跡・幸田台遺跡

ー東台団地造成に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書ー

東町立歴史民俗資料館文化財調査報告第１集

ー東大沼古墳群第７号墳発掘調査報告書ー

テレホンカード（稲妻雷五郎・資料館） 各７００円

稲妻雷五郎切手 １,２３０円

江戸崎の祭礼と伝承（ビデオ） 平成１７年　３月 頒布終了

江戸崎の祭礼と伝承（DVD） 平成１７年　３月 １,５００円

絵葉書　稲妻雷五郎（１１枚セット） 平成１８年　３月 ５００円

稲敷歴史かるた 平成２７年　３月 ５００円

一筆箋（青） 令和　４年　９月 １００円

一筆箋（ピンク） 令和　４年　９月 １００円

平成　７年　３月３１日 ５，０００円

平成１２年　３月３０日 頒布終了



図録　松本楓湖展 平成１０年　４月 ７００円

図録　朝日商豆展 平成１１年　４月 頒布終了

図録　木本大果展 平成１２年　５月 ７００円

図録　稲妻雷五郎　生誕２００年展 平成１４年１１月 １，０００円

図録　新収蔵資料展 平成１７年　７月 ２００円

図録　おすもうさんのお洒落展 平成１７年１１月 ２００円

図録　年賀切手と年賀状展 平成１８年１１月 ３００円

図録　孤忠の人　根本正展 平成１９年　３月 ７００円

図録　あんば大杉モノクロームの記憶展 平成１９年　７月 ４００円

図録　御仏のかたちⅡ　～桜川地区仏教遺宝展～ 平成１９年１０月 ３００円

図録　稲敷の奉納相撲 平成２０年１０月 ２００円

図録　写真で見る戦後干拓史 平成２１年　２月 頒布終了

図録　常州東条庄高田郷の刀鍛冶～岡澤九郎兵衛家一門とその系譜～ 平成２２年１１月　４日 ３００円

図録　水郷、描かれた稲敷の原風景 平成２４年　７月 ４００円

図録  新利根ノスタルジー松田朝旭　描き続ける日々 平成２５年　３月 ８００円

図録　古山浩一　万年筆画の世界　～稲敷市を描く～ 平成２５年　７月 ５００円

図録　御仏のかたちⅢ　～新利根地区仏教遺宝展～ 平成２５年１２月 ４００円

図録　相撲錦絵の世界 平成２６年　７月 １００円

図録　見て発見！古代の稲敷 平成２７年　８月 ３００円

図録　稲敷の景観　～変化する道・水辺・交通～ 平成２９年　１月 ３００円

図録　常陸国・下総国・稲敷の便り 平成３１年　２月 ５００円

図録　信太の浮島、モノクロームの記憶

～農民カメラマン　小貫庄太郎を中心に～

図録　特別展　稲敷魂!稲敷の文化財

中世文書の世界～懸命に守り候もの～

図録　特別展　常州江戸崎不動院　天海、ここに顕現す！ 令和　４年　２月 頒布終了

稲敷市埋蔵文化財調査報告書第１集　根崎遺跡発掘調査報告書 平成１８年　３月３１日 ５００円

稲敷市埋蔵文化財調査報告書第２集　下ノ内遺跡発掘調査報告書 平成１８年　３月３１日 頒布終了

稲敷市埋蔵文化財調査報告書第３集　青宿遺跡発掘調査報告書 平成２０年　３月３０日 ５００円

稲敷市埋蔵文化財調査報告書第４集　佐倉原古墳群 平成２０年　３月３０日 頒布終了

稲敷市埋蔵文化財調査報告書第５集　中城古墳群

ー携帯電話基地局建設に伴う埋蔵文化財調査報告書ー

令和　元年　８月 ７００円

令和　２年　２月　１日 １，５００円

平成２１年　３月１８日 ５００円



稲敷市埋蔵文化財調査報告書第６集　宮平遺跡

市崎神宮寺地区集落道路整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書

稲敷市埋蔵文化財調査報告書第７集　沼田貝塚発掘調査報告書 平成２２年　６月３０日 ５００円

稲敷市埋蔵文化財調査報告書第８集　沼田貝塚

ー市道(江)3544号線整備事業に伴う発掘調査報告書ー

稲敷市埋蔵文化財調査報告書第９集　北須賀遺跡　大夫屋敷遺跡

ー市道(江)3544号線整備事業に伴う発掘調査報告書ー

稲敷市埋蔵文化財調査報告書第１０集　湯崎遺跡

ー特別養護老人ホーム増床工事に伴う発掘調査報告書ー

稲敷市埋蔵文化財調査報告書第１１集　四箇古墳群

26市単　市道(桜)2-5号線整備事業地内四箇古墳群発掘調査報告書

稲敷市立歴史民俗資料館　館報第１号 平成１９年　３月３０日 ２００円

稲敷市立歴史民俗資料館　館報第２号 平成２０年　３月３１日 ２００円

稲敷市立歴史民俗資料館　館報第３号 平成２１年　３月３１日 ２００円

稲敷市立歴史民俗資料館　館報第４号 平成２２年　３月３１日 ２００円

稲敷市立歴史民俗資料館　館報第５号 平成２３年　３月３１日 ２００円

稲敷市立歴史民俗資料館　館報第６号 平成２４年　３月３１日 ２００円

稲敷市立歴史民俗資料館　館報第７号 平成２５年　３月３１日 ５００円

稲敷市立歴史民俗資料館　館報第８号 平成２６年　３月３１日 ５００円

稲敷市立歴史民俗資料館　館報第９号 平成２７年　３月３１日 ５００円

稲敷市立歴史民俗資料館　館報第１０号 平成２８年　３月３１日 ５００円

稲敷市立歴史民俗資料館　館報第１１号 平成２９年　３月３１日 ５００円

稲敷市立歴史民俗資料館　館報第１２号 平成３０年　３月３１日 ５００円

稲敷市立歴史民俗資料館　館報第１３号 平成３１年　３月３１日 ５００円

稲敷市立歴史民俗資料館　館報第１４号 令和　２年　３月３１日 ５００円

稲敷市立歴史民俗資料館　館報第１５号 令和　３年　３月３１日 ５００円

稲敷市立歴史民俗資料館　館報第１６号 令和　４年　３月３１日 ５００円

資料館調査報告第１集　稲敷の仏像・寺院調査報告①（桜川地区） 平成２１年　３月３１日 ２，０００円

資料館調査報告第２集　稲敷の仏像・寺院調査報告②（新利根地区） 平成２４年　３月３１日 ２，０００円

資料館調査報告第３集　稲敷に遺る道標 平成２９年１０月２５日 ５００円

稲敷ふるさと探訪 平成２８年　３月３１日 ５００円

資料館調査報告書第４集　稲敷市古文書目録 令和　３年　３月３１日 １，５００円

資料館調査報告書第５集　江戸崎家文書 令和　３年　３月３１日 １，０００円

平成２２年　３月２５日 ５００円

平成２５年　６月１４日 頒布終了

平成２７年　３月３０日 ５００円

平成２３年　３月３０日 ９，０００円

平成２４年　３月２１日 ３，７００円


