
　原始・古代・中世　　 　 通史編Ⅰ
　近　世　　　　　　　　　　 通史編Ⅱ
　近代 ・ 現代　　　　　　 通史編Ⅲ
　考古・古代・中世　　　　 資料編Ⅰ
　近 世 （藩と藩政・外） 資料編Ⅱ
　近 世 （村と町・外） 資料編Ⅲ
　近 代 （明治期） 資料編Ⅳ
　近 代（自由民権運動） 資料編Ⅴ
　近 代（大正・昭和前期） 資料編Ⅳ
　現 代 （戦後の昭和） 資料編Ⅶ
　自然編 ・旧町村誌編   各論編Ⅰ
　民　俗　　　　　　　　　　 各論編Ⅱ
　文　化　　　　　　　　　　 各論編Ⅲ
　図説 ・ 喜多方の歴史
　年表 ・ 索引

                         　　　  e-mail  bunka@city.kitakata.fukushima.jp

平成  7年　歴史編（近現代）

　 問合せ先  〒966-８６０１　喜多方市字御清水東７２４４-２

　　　　　　　　喜多方市教育委員会 文化課 文化振興班 ☎ 0241-24-5323

　自然編（Ⅲ巻とのセット）

【市内取扱書店】※順不同
0241-22-0362
0241-22-0858

完売しました

喜多方市史等販売のお知らせ

第Ⅲ巻 　民俗編 平成14年 ５，０００ 円第Ⅳ巻

第Ⅱ巻

巻 別 書　　　　　　名 　刊　行 価　格

５，０００ 円
第Ⅰ巻 　歴史編 昭和56年

資料10  寺社と信仰 平成 4年 ３，０００ 円

【会津高郷村史】

資料　８ 　近現代文書　Ⅱ（大正・昭和期） 平成  2年 ３，０００ 円
資料　９ 　飯豊山信仰 平成  2年 完売しました

資料　６ 　近世文書　Ⅳ 平成 元年 ３，０００ 円
資料　７ 　近現代文書　Ⅰ（明治期） 平成  3年 ３，０００ 円

資料　４ 　近世文書　Ⅱ 昭和63年 ３，０００ 円
資料　５ 　近世文書　Ⅲ 昭和63年 ３，０００ 円

資料　３ 　近世文書　Ⅰ 昭和63年 ３，０００ 円

資料　１ 　略年表 昭和58年 完売しました
資料　２ 　原始・古代・中世 平成  2年 ３，０００ 円

第３巻 　民俗編 昭和61年 完売しました

第１巻 　通史編Ⅰ（原始・古代・中世・近世） 平成 元年 ６，０００ 円
第２巻 　通史編Ⅱ（近代・現代） 平成  3年 ６，０００ 円

【山都町史】
巻 別 書　　　　　　名 　刊　行 価　格

第８巻 　自然編　（地質・気象・動植物） 平成23年3月 ５，０００ 円
第７巻 　民俗・文化編 （暮らし・交通・信仰ほか） 平成18年2月 完売しました
第６巻 　石造文化財編 （石造物・板碑ほか） 平成20年2月 ５，０００ 円
第５巻 　資料編Ⅲ　（近・現代） 平成21年2月 ５，０００ 円
第４巻 　資料編Ⅱ　（古代・中世・近世） 平成19年2月 完売しました
第３巻 　資料編Ⅰ　（考古） 平成22年2月 ５，０００ 円
第２巻 　通史編Ⅱ （近・現代） 平成２６年３月 ５，０００ 円

価　格
第１巻 　通史編Ⅰ （原始・古代・中世・近世） 平成２５年３月 ５，０００ 円
巻 別 書　　　　　　名 　刊　行

第３巻 　民俗編 昭和53年 2月 ３，０００ 円

【塩川町史】

第１巻 　歴史編　（原始・古代・中世・近世） 昭和57年 5月 ３，５００ 円
第２巻 　歴史編　（近代・現代） 昭和51年11月 ３，０００ 円

【熱塩加納村史】
巻 別 書　　　　　　名 　刊　行 価　格

別巻Ⅰ 平成１６年 ６，５００ 円
別巻Ⅱ 平成１６年 ３，５００ 円

第１０巻 平成１５年 ５，５００ 円
第９巻 平成１３年 ５，５００ 円
第８巻 平成　３年 ５，５００ 円
第７巻 平成１０年 ５，５００ 円

第６巻（下） 平成　５年 ５，５００ 円
第６巻（中） 平成　８年 ５，３００ 円

価　格

第５巻（上） 平成　５年 ５，１００ 円
第４巻 平成　７年 ６，０００ 円

第２巻 平成  9年

0241-22-0102

４，５００ 円

『 喜多方市史‣熱塩加納村史‣塩川町史‣山都町史‣会津高郷村史 』の お買い求めはお早めに！　

【喜多方市史】

第１巻 平成１１年 ５，５００ 円
巻 別 書　　　　　　名 　刊　行

第３巻 平成１４年 ５，５００ 円

第６巻（上） 平成１２年 ５，５００ 円
第５巻（下） 平成　６年 ５，５００ 円

【郵送での購入を希望される場合】
　市外等にお住まいの方で、郵送での購入を希望される場合は、ご注文時に送料実費分を合わせて
現金書留にて文化課まで送付ください。入金確認後、ゆうメールにて発送いたします。
※送料については、文化課までお問合せください。

㈲松本屋コープ東店
せのや書店

　㈲松本屋
　書店キング堂
　喜多方蔵の里 0241-22-6592

0241-25-7123


