
第1巻第1号（1956.11） ｐ1～ 斎藤優 「横山古墳群について」

ｐ2～ 久我元 「刊行のことば」

ｐ5～ 石井左近 「敦賀の歴史と鐘」

ｐ7～ 小林一男 「若狭新庄の若者組」

ｐ11～ 「郷土誌懇談会四年の歩み」

ｐ12～ 「郷土誌懇談会会則」

第2巻第1号（1957.1） ｐ1～ 佐久高士 「農村の戸口について」

ｐ5～ 杉本壽 「越前相木家のこと」

ｐ7～ 斎藤与次兵衛 「坂井郡の祭」

第2巻第2号（1957.3） ｐ13～ 斎藤槻堂 「江戸時代における借用証文書の二例について」

ｐ16～ 小林一男 「新庄の若者組(補記)」

ｐ17～ 苅田益二 「望楠軒額のこと」

ｐ19～ 土屋久雄 「金津町剱岳共有林について」

ｐ21～ 杉原丈夫 「＜新刊紹介＞『東郷村誌前編』」

ｐ19～ 野村英一 「＜新刊紹介＞『敦賀通史』」

ｐ19～ 藤本良致 「＜新刊紹介＞『東藤島村史』」

ｐ19～ 齋藤槻堂 「＜新刊紹介＞『岡本村史』」

ｐ19～ 谷口初意 「＜新刊紹介＞『岡田啓介』」

ｐ20～ 杉原丈夫 「郷土研究書目（一）」

第2巻第3号（1957.5） ｐ25～ 野村英一 「女等の地蔵考」

ｐ29～ 山口久三 「｢天保八丁酉仲夏写大飢饉諸色相場有増控｣に就て」

ｐ31～ 香室昭円 「郷土の植物自然についての新しい一つの研究法」

ｐ32～ 杉原丈夫 「忠直公資料」

ｐ33～ 久保日参 「木村塾歴代碑誌」

ｐ34～ 斎藤槻堂 「宮谷・上真柄の入会地について」

ｐ35～ 杉原丈夫 「郷土研究書目（二）」

第2巻第4号（1957.7） ｐ37～ 藤本良致 「魚の方言について」

ｐ41～ 斎藤秀助 「面谷銅山と尾崎喜八郎」

ｐ43～ 印牧邦雄 「道実島潟洲の帰属係争」

ｐ45～ 江上秀吉 「槙山の遺跡」

第2巻第5号（1957.9） ｐ49～ 杉原丈夫 「橘曙覧の伝記資料」

ｐ53～ 永江秀雄 「｢魚｣と｢舟揚場｣の方言」

ｐ54～ 清水くに 「吉田東篁先生墳墓発掘に関する記録」

ｐ55～ 山崎庵 「長谷川家小観」

ｐ58～ 桜井帯刀 「西国廿九番青葉山松尾寺のこと」

ｐ60～ 齋藤槻堂 「＜新刊紹介＞『加能郷土辞彙』」

ｐ60～ 谷口初意 「＜新刊紹介＞『熊谷三太郎』」

ｐ60～ 齋藤槻堂 「＜新刊紹介＞『我等の郷土と人物第三巻』」

第2巻第6号（1957.11） ｐ61～ 吉川文次 「｢地域｣への招待－大野盆地開拓地を巡検して－」

ｐ66～ 佐久高士 「大正昭和福井県史を読みて」

ｐ68～ 杉原丈夫 「郷土研究書目（三）」

『若越郷土研究』　索引



ｐ69～ 水野九右衛門 「広瀬・春日野古窯址について」

ｐ71～ 岩治勇一 「和久屋文庫蔵越前大野藩関係飜訳西洋書について」

ｐ74～ 角秀吉 「上一光民俗記」

第3巻第1号（1958.1） ｐ1～ 石畝弘之 「池田三社の旧記と神事」

ｐ6～ 斎藤槻堂 「若狭の両墓制について」

ｐ7～ 小林一男 「若狭三方郡における両墓制資料その他」

ｐ12～ 斎藤槻堂 「若越郷土語彙（一）」

ｐ21～ 谷口初意 「足羽山からまた石棺出土」

ｐ22～ 谷口初意 「若越の刀剣について」

ｐ23～ 佐々木敏 「文部省史料館蔵｢越前史料｣について」

第3巻第2号（1958.3） ｐ25～ 佐久高士 「天保の飢饉資料」

ｐ29～ 斎藤槻堂 「若越郷土語彙（二）」

ｐ32～ 吉田自然 「名越氏の末及櫻井家について」

ｐ34～ 「郷土誌関係雑誌論文目録」

第3巻第3号（1958.5） ｐ37～ 青木紀元 「宇波西私考」

ｐ41～ 吉川侠治 「福井県キリシタンの研究」

ｐ45～ 石川銀栄子 「玉江の橋」

第3巻第4号（1958.7） ｐ49～ 伊東尚一 「歌人坂野宗春」

ｐ53～ 岩治勇一 「土井文庫蔵越前大野藩洋学館の西洋書について」

ｐ54～ 桜井帯刀 「子生の由来記について」

ｐ56～ 斎藤槻堂 「若越郷土語彙（三）」

第3巻第5号（1958.9） ｐ61～ 川端太平 「東篁塾における橋本左内」

ｐ64～ 笠松一夫 「橘曙覧と堀名銀山」

ｐ67～ 桜井帯刀 「七年祭について」

ｐ70～ 黒田伝兵衛 「｢鳥羽野｣における忠直卿の墓と像」

ｐ72～ 岩治勇一 「土井文庫蔵越前大野藩洋学館の舶来医書補遺」

ｐ74～ 高村親 「左内先生の魂魄に忠僕幸吉氏が接したこと」

第3巻第6号（1958.11） ｐ77～ 石川銀栄子
「｢おくのほそ道｣原本伝来考－附・気比神宮芭蕉句碑の句
について－」

ｐ82～ 角秀吉 「美浜町丹生部落民俗記」

第4巻第1号（1959.1） ｐ1～ 山本孝衛 「本百姓についての一考察－織田荘の終末－」

ｐ19～ 山本計一 「『｢おくのほそ道｣原本伝来考』に関する質疑」

ｐ21～ 齋藤優 「考古学関係文献目録と消息」

ｐ21～ 齋藤槻堂 「福井県関係文献（民俗学）」

ｐ22～ 谷口初意
「郷土誌関係雑誌論文要目（考古学・史学・民俗学・美術
史）」

ｐ23～ 谷口初意 「郷土誌関係学会研究発表要目（史学）」

第4巻第2号（1959.3） ｐ25～ 刀禰勇太郎 「近世若越地方の〝油桐（ころび）〟の歴史」

ｐ34～ 芦原慧明 「丹生郡所在の石造古宝塔について」

ｐ36～ 平泉洸 「越前版の医書と一栢老人」

ｐ40～ 佐々木了 「越前における印刷文化古活字版（一）」

ｐ42～ 石川銀栄子 「山本氏の質疑に応う」



第4巻第3号（1959.5） ｐ45～ 吉田森
「三里浜砂丘に於ける集落構造の例－三国町米納津（１）
－」

ｐ53～ 小林一男 「若狭新庄の正月行事」

ｐ58～ 朝比奈威夫 「大野郡和泉村伊勢の民俗」

ｐ60～ 山口久三 「資料｢元禄十年津山城御受取顛末｣に就て」

ｐ63～ 桜井帯刀 「倉座能の先祖と青氏」

第4巻第4号（1959.7） ｐ65～ 苅田益二 「若狭の申楽能沿革史」

ｐ73～ 谷口初意 「橋本景岳肖像の版画について」

ｐ74～ 佐々木了 「越前における印刷文化（二）」

ｐ75～ 岩治勇一 「外科医としての橋本景岳先生」

第4巻第5号（1959.9） ｐ77～ 杉原丈夫 「忠直伝説考」

ｐ84～ 「近松門左衛門と片聾記」

ｐ83～ 佐々木了 「越前における印刷文化（三）」

ｐ85～ 久保日参 「進士文書と幸若音曲の発生」

ｐ87～ 久保日参 「中世庭園文化史を一読終りて」

第4巻第6号（1959.11） ｐ89～ 斎藤優 「大屋の宮座について」

ｐ94～ 「越前史料目録」

第5巻第1号（1960.1） ｐ1～ 小葉田淳 「安倍文書について」

ｐ5～ 斎藤槻堂 「今市村小前騒動文書」

ｐ9～ 斎藤槻堂 「若越郷土語彙（四）」

ｐ11～ 則武三雄 「｢郷土文学年表｣に就いて」

第5巻第2号（1960.3） ｐ13～ 斎藤与次兵衛 「豊原寺の史蹟について」

ｐ23～ 角秀吉 「大飯町川上区の宮当講」

第5巻第3号（1960.5） ｐ29～ 武藤正典 「二人大道の考察」

ｐ33～ 杉原丈夫 「＜新刊案内＞高橋利一稿・石川銀栄子校註『大和紀行』」

ｐ33～ 杉原丈夫 「＜新刊案内＞斎藤優『足羽山の古墳』」

ｐ34～ 才善邦芳 「一低湿地遺跡に関する諸問題」

ｐ37～ 渡辺 「若越民話小蛇山」

ｐ38～ 岩治勇一 「杉田成卿蘭書額」

ｐ38～ 桜井帯刀 「高浜町居屋敷御免許について」

第5巻第4号（1960.7） ｐ41～ 「伊木寿一先生の書翰」

ｐ42～ 高柳光寿 「芦田伊人さんのこと」

ｐ43～ 大久保道舟 「芦田先生と私」

ｐ44～ 豊島庸人 「伊人おぢさんのおもかげ」

ｐ46～ 菱川嘉平 「芦田さんの蔵書」

ｐ47～ 新盛陽 「亡父のこと」

ｐ49～ 佐久高士 「市町村誌編集について」

ｐ50～ 佐久高士 「一夜の面識」

ｐ51～ 佐久高士 「芦田伊人年譜」

第5巻第5号（1960.9） ｐ53～ 斎藤槻堂 「婚姻と誕生習俗－敦賀市浦底浦－」

ｐ56～ 斎藤槻堂 「若越民俗語彙－補遺と正誤－」

ｐ60～ 「酒井忠博氏寄託図書目録」

ｐ69～ 斎藤槻堂 「＜郷土研究関係書紹介＞望月信成著『美の観音』」



第5巻第6号（1960.11） ｐ71～ 岩井弘一
「山村農家と半都市問屋－越前五箇地方の土地移譲過程
－」

ｐ74～ 永江秀雄 「福井県の｢つらら｣方言」

ｐ76～ 小林一男 「若越民話ジエン坊の夜這い」

ｐ77～ 松原信之 「越前国大絵図と近世村落の石高村名変遷に就いて」

第6巻第1号（1961.1） ｐ1～ 石川銀栄子 「俳人紅楓は本多筑後か」

ｐ7～ 浅井善太郎 「東浦」

ｐ11～ 森川八郎 「大矢部落堂の講の由来」

第6巻第2号（1961.3） ｐ15～ 山本孝衛 「織田荘の分数名と散田」

ｐ25～ 才善邦芳 「鳴鹿山麓発見の尖頭形石器群について」

ｐ27～ 「郷土誌関係雑誌論文・研究会発表要目」

第6巻第3号（1961.5） ｐ31～ 小葉田淳 「面谷銅山」

ｐ41～ 小林一男 「神に代りて来る者－若狭地方の「狐狩り」考－」

ｐ50～ 岩治勇一 「大野藩蘭学者名簿・大野藩印刷文化史年表」

ｐ53～ 「郷土書目（一）」

第6巻第4号（1961.7） ｐ55～ 松原信之
「慶長年間(二代松平忠直初期)北庄城郭図及び町割図に
就いて」

ｐ59～ 三田村保正 「｢康継大鑑｣を読んで其のいろいろ」

ｐ63～ 吉田自然 「高浜の石造物について」

ｐ66～ 「郷土書目（二）」

第6巻第5号（1961.9） ｐ69～ 岩治勇一 「改正磁石霊震気療説について」

ｐ72～ 島田静雄 「福井県におけるアイヌ遺俗」

ｐ75～ 佐久高士 「福井県丹生郡誌を読む」

ｐ78～ 桜井帯刀 「立石遺跡とその周辺について」

第6巻第6号（1961.11） ｐ83～ 杉原丈夫 「特集・郷土研究入門講座総説」

ｐ85～ 吉川文次 「特集・郷土研究入門講座郷土地理」

ｐ87～ 斎藤優 「特集・郷土研究入門講座考古学」

ｐ89～ 佐久高士 「特集・郷土研究入門講座近世文書」

ｐ92～ 野村英一 「特集・郷土研究入門講座有形文化財」

ｐ95～ 斎藤槻堂 「特集・郷土研究入門講座年中行事」

ｐ97～ 「郷土書目（三）」

第7巻第1号（1962.1） ｐ1～ 佐久高士 「郷土史学界への貢献」

ｐ2～ 斎藤槻堂 「中谷先生と民俗学」

ｐ4～ 小辻千太郎 「中谷先生と本県教育界」

ｐ4～ 川端太平 「中谷先生の通俗講演」

ｐ5～ 村田ひな 「中谷先生と女子教育」

ｐ6～ 斎藤秀助 「若かりし頃の中谷先生」

ｐ7～ 野尻新太郎 「中谷先生と私」

ｐ10～ 斎藤与次兵衛 「中谷先生に受けし学恩」

ｐ11～ 小林健寿郎 「中谷先生から聞いた話」

ｐ12～ 渡辺美代子 「叔父中谷文作の思い出」

第7巻第2号（1962.3） ｐ15～ 永江秀雄 「｢遠敷｣の語源－遠敷「多」説について－」

ｐ18～ 岩治勇一 「朝廷貢士に推挙せられた伊藤慎蔵先生」



ｐ20～ 伊東尚一 「有馬誉純」

ｐ24～ 才善邦芳 「ある先住民族論説－島田氏への書信にかへて－」

ｐ26～ 木下甫 「八岐大蛇考」

第7巻第3号（1962.5） ｐ29～ 松原信之 「柴田勝家の北庄城とその城下町」

ｐ34～ 水島直文 「｢橘曙覧歌集｣の歌数調査」

ｐ40～ 「郷土書目（五）」

第7巻第4号（1962.9） ｐ43～ 白角堅次郎 「幕末村落の講」

ｐ48～ 錦耕三 「若狭の猿楽と舞々」

ｐ51～ 桜井帯刀 「高浜町在の古墳について」

ｐ55～ 石井左近 「＜新刊紹介＞萩原龍夫著『中世祭祀組織の研究』」

第7巻第5号（1962.10） ｐ57～ 白崎昭一郎 「継体天皇考」

第7巻第6号（1962.12） ｐ69～ 松原信之 「一乗引越し寺社－福井城下寺社資料－」

ｐ77～ 黒田伝兵衛 「山本庄とその信仰」

ｐ83～ 久保日参 「｢冬花｣を一読して」

第8巻第1号（1963.1） ｐ1～ 河原哲郎 「温見に於ける九人衆と将門祭」

ｐ7～ 杉原丈夫 「西谷村聞書」

ｐ14～ 佐久高士 「泰澄和尚伝説考」

ｐ15～ 杉原丈夫 「新刊紹介」

第8巻第2号（1963.3） ｐ17～ 白角堅次郎 「鳴鹿堰堤宝暦訴訟の経過とその意義」

ｐ22～ 赤見貞 「雲浜八景の話」

ｐ26～ 松平永芳 「橋本左内先生未公開日記類の疑問について」

ｐ29～ 渡辺孝芸 「旧竹田村の文化財について」

ｐ33～ 岩治勇一 「大野藩洋学館の沿革」

第8巻第3号（1963.7） ｐ47～ 斎藤嘉造 「越前府中に於ける打刃物株仲間の成立について」

ｐ50～ 岩治勇一 「大野藩における洋学教育について」

ｐ53～ 岩治勇一 「本木正栄訳諳厄利亜興学について」

ｐ56～ 斎藤槻堂 「斎神社の綱打神事－遠敷郡上中町有田－」

第8巻第4号（1963.8） ｐ59～ 竹内真一 「福井藩種痘の伝来及び普及」

ｐ66～ 白角堅次郎 「跡式相続」

ｐ70～ 武藤正典 「本光坊良顕血染の聖教の疑惑」

ｐ73～ 杉原丈夫 「新刊紹介」

第8巻第5号（1963.11） ｐ75～ 杉原丈夫
「道守荘遺跡のうち総合グラウンド予定地の発掘調査の概
要」

ｐ81～ 竹内真一 「犯法分屍塚に就て」

ｐ83～ 久保日参 「「蓮香歌集」抄－特に若越に関聯－」

ｐ87～ 佐久高士 「＜新刊紹介＞福井県文化協議会編『福井県文化史』」

第8巻第6号（1964.1） ｐ91～ 坂井誠一 「越前絹屋の越中城端移住」

ｐ95～ 斎藤嘉造 「近世の府中商人浅井権兵衛家について」

ｐ99～ 斎藤槻堂 「河原神社の酉の日神事－遠敷郡上中町上野木－」

第9巻第1号（1964.3） ｐ1～ 錦耕三
「矢代の手杵祭（遺稿）－福井県遠敷郡内外海村矢代の春
の神事－」

ｐ11～ 小林一男 「手杵祭私註」



ｐ12～ 杉原丈夫 「＜新刊紹介＞刀禰勇太郎著『漆かきさん－その実態－』」

ｐ13～ 永江秀雄 「続郷土研究入門講座第１講方言」

ｐ15～ 杉原丈夫 「グリフィスの遺稿」

第9巻第2号（1964.4） ｐ17～ 竹内真一 「福井藩解剖記録」

ｐ26～ 三田村保正 「続郷土研究入門講座第２講刀剣」

ｐ28～ 木ノ下木雞 「石仏の嘆き」

ｐ29～ 小林一男 「ジョサコの村」

ｐ30～ 佐久高士 「＜書評＞坂本豊著『細呂木村誌』」

第9巻第3号（1964.5） ｐ33～ 岩治勇一 「大野盆地の地蔵尊に観られる庶民信仰医学について」

ｐ37～ 松原信之 「福井城下戸口の概要とその一考察」

ｐ45～ 刀禰勇太郎 「「糠浦」異聞」

ｐ46～ 小林健寿郎 「福井市山奥町の堂ノ講」

ｐ47～ 佐久高士 「＜書評＞川端太平著『川西町史』」

第9巻第4号（1964.8） ｐ49～ 青山作太郎 「中世に於ける城郭の構成と一乗谷城」

ｐ58～ 刀禰勇太郎 産業－郷土の産業を調べた経験から－」

ｐ61～ 笠松一夫 「渡船場周辺」

ｐ62～ 高橋伝左ヱ門 「棗村のこと」

ｐ63～ 杉原丈夫
「＜新刊紹介＞福応会編『福井師範学校史－福井県教育
史－』」

第9巻第5号（1964.10） ｐ65～ 中空清三郎 「安島方言（一）」

ｐ76～ 岩治勇一 「大野洋学館の学級について」

ｐ79～ 印牧邦雄 「続郷土研究入門講座第４講町村史の編纂（一）」

ｐ82～ 印牧邦雄 「続郷土研究入門講座第５講町村史の編纂（二）」

ｐ85～ 坂本豊 「細呂木川」

ｐ87～ 斎藤与次兵衛 「坂井町の最近の出土品」

第9巻第6号（1964.11） ｐ89～ 坪谷元三郎 「酉日記について」

ｐ92～ 中空清三郎 「安島方言（二）」

ｐ100～ 藤本良致 「続郷土研究入門講座第６講民俗学」

ｐ102～ 猿橋英太郎 「大飯町岡田」

ｐ103～ 浅井善太郎 「こしき谷」

ｐ105～ 武田久二 「若狭の道」

ｐ106～ 杉原丈夫 「＜新刊紹介＞石川銀栄子編『越前俳諧提要』」

第10巻第1号（1965.1） ｐ1～ 杉本壽 「若越の轆轤師制度」

ｐ10～ 武藤正典 「秘められた秀康の弟」

ｐ13～ 松原信之 「続郷土研究入門講座第７講古図について」

ｐ15～ 芦原慧明 「大矢の「堂の講」のこと」

第10巻第2号（1965.3） ｐ17～ 影山剛 「道守庄遺跡第二次予備調査の概要」

ｐ23～ 斎藤嘉造 「武生市の仏教寺院（主として創立年代と宗派について）」

ｐ28～ 坂本政親 「続郷土研究入門講座第８講郷土作家の伝記研究」

ｐ30～ 三谷銀次 「佐分利回顧」

ｐ31～ 伊藤祐親 「瀬戸部落」



ｐ32～ 斎藤槻堂
「＜新刊紹介＞助田静光著『句集虫塚』・宇野みどり著『句
集炉』」

ｐ33～ 斎藤槻堂
「＜新刊紹介＞牧野隆信著『加賀市文化財紀要－北前船
－第三輯』」

ｐ33～ 斎藤槻堂 「＜新刊紹介＞重松明久著『覚如（人物叢書）』」

ｐ33～ 斎藤槻堂 「＜新刊紹介＞米沢英雄著『現代に忘れられたもの』」

第10巻第3号（1965.5） ｐ35～ 朝比奈威夫 「若狭地方のまつあげと六斎念仏考」

ｐ41～ 永江秀雄 「上根来の伝説と堂本の民俗など－民俗調査報告拾遺－」

ｐ45～ 岩治勇一 「長岡宗宅の墓と遺墨」

ｐ47～ 土屋久雄 「謡曲「熊坂」と「仏ノ原」」

ｐ48～ 水島基 「織田左義長まつり」

ｐ49～ 杉原丈夫 「続郷土研究入門講座第９講民俗芸能」

第10巻第4号（1965.7） ｐ51～ 木下昭三 「福井県の和紙業（一）」

ｐ56～ 白崎昭一郎 「福井県に関する文献（一）」

ｐ60～ 石井左近 「続郷土研究入門講座第10講郷土資料の収集」

ｐ62～ 島田静雄 「巳年の民俗」

ｐ64～ 安本吉次郎 「小浜市手杵祭見学記」

ｐ65～ 杉原丈夫 「＜新刊紹介＞『文化財調査報告第十五集』」

ｐ65～ 杉原丈夫 「＜新刊紹介＞友永冨著「農事試験場懐古」」

ｐ65～ 杉原丈夫
「＜新刊紹介＞友永冨著「本邦最古と思われるイネノクロカ
メムシノ文献」」

ｐ65～ 杉原丈夫 「＜新刊紹介＞竹本嘉二著『その四十六年』」

ｐ65～ 杉原丈夫 「＜新刊紹介＞朝日蔵松『豊島町雑記第一集』」

ｐ65～ 佐久高士 「＜書評＞福井県厚生部世話課編『福井県英勲録』」

第10巻第5号（1965.9） ｐ67～ 久我元 「十巻号をむかえて」

ｐ68～ 佐久高士 「地方史の八号線」

ｐ70～ 伊東尚一 「郷土研究の苦衷」

ｐ72～ 刀禰勇太郎 「郷土研究の問題点」

ｐ74～ 藤本良致 「民俗調査の問題点」

ｐ76～ 石井左近 「郷土研究に二つの悩み」

ｐ78～ 川端太平
「郷土の人物の認識とその歴史的把握－松平春岳と橋本
左内の場合－」

ｐ81～ 石畝弘之 「文化財の保護というけれど」

第10巻第6号（1965.9） ｐ83～ 斎藤嘉造 「後に続くもの」

ｐ84～ 印牧邦雄 「地域史について」

ｐ86～ 佐藤茂 「若越方言研究の問題点」

ｐ88～ 吉川文次 「地理学の立場から」

ｐ90～ 杉原丈夫 「町村誌の在り方」

ｐ92～ 永江秀雄 「｢お水取り｣の起源」

ｐ94～ 小林一男 「若狭三方郡の年中行事とその背景（一）」

ｐ97～ 杉原丈夫 「創刊前後」

第11巻第1号（1966.1） ｐ1～ 三上一夫 「橋本左内の洋学観」

ｐ5～ 永江秀雄 「文明五年版の三帖和讃」

ｐ7～ 伊東尚一 「地蔵信仰」



ｐ10～ 小林一男 「若狭三方郡の年中行事とその背景（二）」

ｐ14～ 吉田自然 「高浜町立石の古代住居跡について」

第11巻第2号（1966.3） ｐ17～ 刀禰勇太郎 「北国船－北前船以前－」

ｐ25～ 石川銀栄子 「芭蕉と坦庵」

ｐ30～ 佐久高士 「＜書評＞杉原丈夫著『越前の民話』」

ｐ31～ 斎藤槻堂 「＜新刊紹介＞中道太左衛門著『泉村民話集・妙春夜話』」

第11巻第3号（1966.7） ｐ33～ 斎藤槻堂 「青山祭－足羽郡美山町河内－」

ｐ35～ 松原信之 「福井城下寺社資料」

ｐ47～ 桜井帯刀 「廃村の村「上津、大田和」について」

ｐ51～ 佐久高士 「＜書評＞棗村誌編集委員会編『棗村誌前後編』」

第11巻第4号（1966.8） ｐ53～ 杉本壽 「若狭高浜の年中行事」

ｐ59～ 白角堅次郎 「飢饉の村落史料」

ｐ64～ 武藤正典 「法雲寺蔵「尊号真像銘文」について」

ｐ67～ 杉原丈夫 「橘曙覧の伝記資料（二）」

ｐ69～ 佐久高士 「＜書評＞福井県教育委員会編『穴馬の民俗』」

第11巻第5号（1966.9） ｐ71～ 刀禰勇太郎 「浮囲と澗役」

ｐ78～ 三上一夫
「橋本左内の外交観についての一考察－農民層分解の視
角より－」

ｐ83～ 杉原丈夫 「忠直キリシタン説批判」

ｐ86～ 斎藤槻堂 「山本正伯家旧蔵福井県医学関係資料について」

第11巻第6号（1966.11） ｐ89～ グリフィス、杉原丈「大名政府」

ｐ97～ 小林一男 「若狭新庄の手毬唄」

ｐ100～ 斎藤槻堂 「太田新保の七夕行事－武生市太田新保町－」

第12巻第1号（1967.1） ｐ1～ 三上一夫
「明治の越前大一揆について－反封建斗争の解明を中心
に－」

ｐ15～ 錦耕三 「沖の石（遺稿）」

第12巻第2号（1967.3） ｐ19～ 三上一夫
「由利公正の富国策について－藩政改革の財政面を中心
に－」

ｐ31～ 斎藤槻堂 「蘭医藤野昇八郎とその一族」

ｐ32～ 岩治勇一 「大野地方の疱瘡「湯かけ」の遺風について」

ｐ35～ 岩治勇一 「｢国事叢記｣中に観られる和蘭甲比丹献上物考」

ｐ38～ 中道太左衛門 「今はなくなった正月行事のあれこれ」

第12巻第3号（1967.6） ｐ41～ 三上一夫
「越前藩の強兵策について－海防対策と洋式兵器工業を
中心に－」

ｐ54～ 斎藤與次兵衞 「快傑新左ヱ門顕彰伝」

ｐ59～ 佐久高士 「＜書評＞川端太平『松平春嶽』を読んで」

第12巻第4号（1967.9） ｐ61～ 三上一夫
「横井小楠の富国策について－藩政改革の路線設定への
一展望－」

ｐ71～ 佐久高士 「再び天保飢饉と餓死者数について」

第12巻第5号（1967.11） ｐ87～ 竹内真一 「福井藩解剖記録補遺」

ｐ93～ 桜井帯刀 「高浜町在の民家について」

ｐ98～ 安藤武彦 「斎藤徳元の略伝及び資料」

ｐ100～ 杉本壽
「東廻・西廻海運関係地巡行回想記－「日本海海運史の研
究」の紹介を兼ねて－」



ｐ104～ 渡辺慶一
「鵬翼搏てども師は永劫に帰らず－古田良一先生を追憶し
て－」

第12巻第6号（1967.12） ｐ107～ 三上一夫 「藩政動揺期の諸問題－越前藩の財政難を中心に－」

ｐ127～ 佐久高士 「＜書評＞伊東尚一編『丸岡町史』」

第13巻第1号（1968.3） ｐ1～ 松原信之 「越前東御坊と百ヵ寺騒動」

ｐ18～ 岩治勇一
「大野高等学校保管の「ドーフ・ハルマ」の蘭文跋文につい
て」

第13巻第2号（1968.3） ｐ23～ 三上一夫 「橋本左内の農民観について－農民層分解の視角より－」

ｐ36～ 岩井弘一
「東京大学史料編纂所架蔵「福井県史料蒐集目録」の紹
介」

第13巻第3号（1968.7） ｐ41～ 安藤武彦 「斎藤徳元年譜考－若狭居住期を中心に－」

ｐ60～ 刀禰勇太郎
「漆掻き出稼ぎの人数について－史料の中の数字は信用
できないものか－」

ｐ66～
「＜書評＞刀禰勇太郎著『わが郷土河野村－だれでもでき
る郷土調査の一例－』」

ｐ66～ 松平永芳 「東篁先生御墓所改葬におもう」

第13巻第4号（1968.9） ｐ69～ 岩井弘一
「東京大学史料編纂所架蔵「福井県史料蒐集目録」の紹介
（承前）」

ｐ84～ 杉本伊佐美 「再び漆かき出稼人の人数について」

ｐ86～ 永江秀雄 「武田元明の最後について〔お尋ね〕」

ｐ88～ 佐久高士 「＜書評＞青園謙三郎著『よみもの福井史』」

第13巻第5号（1968.11） ｐ89～ 三上一夫
「幕末における重商主義的論策について－福井藩を中心
に－」

ｐ105～ 岩治勇一 「増補海上砲術全書・増補海軍砲術全書について」

第13巻第6号（1969.1） ｐ109～ 岩井弘一
「東京大学史料編纂所架蔵「福井県史料蒐集目録」の紹介
（承前、最終）」

ｐ116～ 松原信之 「一向一揆史料断簡文書の発見について」

ｐ120～ 松平永芳 「立碑所感」

ｐ123～ 今井長太郎 「三方寺について」

ｐ124～ 刀禰勇太郎
「郷土史の研究さかえ社会科の研究衰える－ある社会科研
究会を傍聴して－」

第14巻第1号（1969.2） ｐ1～ 藤本良致 「福井県の気象方言（一）」

ｐ8～ 舟沢茂樹 「一農民の記録よりみたる明治初年の改革とその村の状況」

第14巻第2号（1969.3） ｐ23～ 竹内真一 「南蛮外科栗崎家系譜と越前栗崎家について」

ｐ40～ 桜井帯刀 「京都と高浜について」

第14巻第3号（1969.7） ｐ45～ 石川銀栄子 「日能一座の百韻－平野末吉道節興行－」

ｐ50～ 藤本良致 「福井県の気象方言（二）」

ｐ54～ 吉川侠治 「キリシタン研究の検討」

ｐ60～ 沼弘 「地域開発と遺跡の保護」

第14巻第4号（1969.9） ｐ63～ 三上一夫
「明治初年越前大一揆について（上）－その経過と特質の
解明を中心に－」

ｐ85～ 松原信之 「京都今小路常楽寺と越前との関係について」

第14巻第5号（1969.11） ｐ93～ 刀禰勇太郎 「西街道における塩荷の宿盗について」

ｐ104～ 斎藤槻堂 「若越における人身御供考」

ｐ111～ 藤本良致 「カタツムリの方言」



第14巻第6号（1970.2） ｐ113～ 天野俊也 「伊藤慎蔵と大野藩」

ｐ132～ 杉原丈夫 「福井藩初期の知行高」

第15巻第1号（1970.3） ｐ1～ 野村英一 「篠尾の心礎」

ｐ7～ 三上一夫
「明治初年越前大一揆について（下）－その経過と特質の
解明を中心に－」

ｐ19～ 久我元 「離任随感」

ｐ21～ 佐々木敏 「会発足当初のころ」

ｐ22～ 杉原丈夫 「訂正」

第15巻第2号（1970.3） ｐ23～ 石畝弘之 「和泉・西谷民俗拾遺」

ｐ38～ 赤見貞 「木崎家の考察」

ｐ43～ 桜井帯刀 「黒船来航と若狭湾の防備について」

第15巻第3号（1970.6） ｐ47～ 山口久三 「野尻銅山と地方産業（大飯町誌の一コマ）」

ｐ62～ 岩治勇一 「中井積善の印章考」

第15巻第4号（1970.8） ｐ65～ 斎藤嘉造 「府中鍛冶株仲間の統制・融和機能」

ｐ77～ 坪内晋
「海辺の修験者〝祝部〟について－三方郡美浜町宇波西
神社を中心とする神事と民習－」

第15巻第5号（1970.11） ｐ89～ 杉本壽 「若越の轆轤師」

ｐ93～ 藤本良致 「福井県の気象方言（三）」

ｐ103～ 岩治勇一 「「荒島山旧宮縁記」について」

ｐ104～ 佐久高士 「三度福井県史を読む」

第15巻第6号（1971.1） ｐ107～ 三上一夫
「第二次征長に対する越前藩の動向について－春嶽の論
策を中心に－」

ｐ116～ 武藤正典 「若狭の真宗」

第16巻第1号（1971.2） ｐ1～ 杉本壽 「山見法」

ｐ4～ 藤本良致 「河野村甲楽城の山アテ」

ｐ6～ 水島基 「織田地方方言集」

第16巻第2号（1971.3） ｐ19～ 久保雅人 「益峰之譜」

ｐ34～ 佐々木敏 「笠松一夫氏の想い出」

ｐ37～ 水島基 「織田地方の言葉に出る副詞形容詞」

第16巻第3号（1971.5） ｐ39～ 早津良規 「古越前製鉄窯の研究」

ｐ47～ 岩治勇一 「「福井県福井医学校規則」について」

ｐ53～ 早津良規 「光明寺村白山神社の由来記」

第16巻第4号（1971.7） ｐ59～ 杉本壽 「若狭名田荘久多川流域の村落生活（一）」

ｐ72～ 大鹿久義 「若狭の神社文書目録」

ｐ78～ 三上一夫 「＜書評＞『福井県地域史研究（二号）』」

第16巻第5号（1971.9） ｐ81～ 笠松重雄 「松平文庫越前国絵図（慶長絵図と仮称す）の研究（一）」

ｐ105～ 斎藤嘉造 「河野浦は国府浦」

ｐ107～ 佐久高士 「＜書評＞野村英一著『西藤島村史』」

ｐ108～ 佐久高士 「＜書評＞水島基著『織田町史』」

第16巻第6号（1971.11） ｐ109～ 早津良規 「波多野家の先祖」

ｐ116～ 笠松重雄 「松平文庫越前国絵図（慶長絵図と仮称す）の研究（二）」

ｐ128～ 山田誠一 「高野真斎と真斎遺稿」



第17巻第1号（1972.1） ｐ1～ 三上一夫
「越前藩の挙藩上洛計画について－横井小楠の論策を中
心に－」

ｐ12～ 刀禰勇太郎 「節分－その起源と変遷－」

ｐ26～ 佐久高士
「＜書評＞杉原丈夫松原信之共編『越前若狭地誌叢書上
巻』」

第17巻第2号（1972.3） ｐ27～ 笠松重雄 「松平文庫越前国絵図（慶長絵図と仮称す）の研究（三）」

ｐ39～ 竹内真一
「若越に於ける室町時代の医師及び金創外科について
（一）」

ｐ45～ 杉本壽 「＜新刊紹介＞『福井県議会史』第一巻の刊行」

第17巻第3号（1972.5） ｐ47～ 早津良規 「古代製鉄窯の技術的研究」

ｐ57～ 笠松重雄 「松平文庫越前国絵図（慶長絵図と仮称す）の研究（四）」

第17巻第4号（1972.7） ｐ65～ 竹内真一
「若越に於ける室町時代の医師及び金創外科について
（二）」

ｐ75～ 杉本壽 「虫鹿野ノ内、永谷集落－経済構造の分析－」

ｐ85～ 小葉田淳
「＜推せんのことば＞『日本海海運史の研究』の復刊に寄
せて」

ｐ85～ 豊田武 「＜推せんのことば＞水運史研究の最高水準を示す書」

ｐ85～ 石井謙治
「＜推せんのことば＞日本海海運史研究の座右の書とし
て」

第17巻第5号（1972.10） ｐ87～ 杉本壽 「若狭名田荘久多川流域の村落生活（三）」

ｐ98～ 白崎昭一郎 「福井県に関する文献（二）」

ｐ101～ 武藤正典 「吉崎御坊跡（史跡指定調書）」

第17巻第6号（1972.12） ｐ105～ 面野藤志 「水主雇入れと給銀その他」

ｐ109～ 松原信之 「慶長越前国絵図について－笠松氏に対する反論－」

ｐ115～ 盆出藝 「（武生市白山地区中心とする）やまがれごとば集（一）」

ｐ123～ 三上一夫 「＜書評＞白崎昭一郎著『継体天皇の研究』」

第18巻第1号（1973.1） ｐ1～ 三上一夫
「越前藩における統一国家論の展開－左内・小楠の論策を
中心に－」

ｐ14～ 杉本壽 「若狭名田荘久多川流域の村落生活（四）」

ｐ22～ 杉原丈夫 「＜書評＞坂本政親編『山川登美子全集』」

第18巻第2号（1973.3） ｐ23～ 辻森秀英 「越前若狭近世歌壇史資料（上）」

ｐ31～ 高道正信 「西林坊智照とはいかなる人物であったのか」

ｐ36～ 久保日参 「天頼軒節也について」

ｐ38～ 武藤正典 「吉崎御坊跡（史跡指定調書）掲載文出処について」

第18巻第3号（1973.6） ｐ39～ 重松明久 「朝倉孝景と越前守護職」

ｐ47～ 岩治勇一 「谷野一栢をめぐる朝倉の医学考」

ｐ57～ 宮沢岩雄 「朝倉と大野」

ｐ63～ 水藤眞 「「朝倉英林壁書」について」

ｐ67～ 河原純之 「一乗谷朝倉氏遺跡の保存と展望」

ｐ72～ 重松明久
「＜書評＞杉原丈夫松原信之共編『越前若狭地誌叢書下
巻』」

第18巻第4号（1973.8） ｐ73～ 安藤武彦 「徳元自筆本『塵塚誹諧集』書誌稿」

ｐ77～ 岩治勇一 「ラテン語・オランダ語医学小辞典(写本）」



ｐ81～ 盆出藝 「やまがれことば集（二）」

第18巻第5号（1973.9） ｐ95～ 小林一男 「若狭新庄の葬送習俗」

ｐ102～ 辻森秀英 「越前若狭近世歌壇史資料（下）」

ｐ108～ 盆出藝 「やまがれごとば集（三）」

ｐ115～ 三上一夫 「＜書評＞『徳光用水』」

第18巻第6号（1974.1） ｐ117～ 山口久三
「自明治中期至大正初期浦谷勗氏の若狭に於ける文化的
な動き」

ｐ124～ 水藤眞 「敦賀朝倉景豊の乱と教景（宗滴）について」

ｐ129～ 坪内晋 「敦賀市気比神宮〝お砂持ち〟の神事について」

ｐ133～ 盆出藝 「やまがれことば（四）」

ｐ136～ 米原正義 「＜書評＞松原信之著『越前朝倉氏と心月寺』」

第19巻第1号（1974.2） ｐ1～ 中道太左衛門 「延宝の敦賀町酒作り桶寸法改帳について」

ｐ11～ 櫻井帯刀 「佐伎治神社について」

ｐ14～ 久保日参 「上戸成道寺の創立年代」

ｐ16～ 盆出藝 「やまがれことば集（五）」

第19巻第2号（1974.3） ｐ1～ 坂田玉子 「旧大野藩領大久保村を訪ねて」

ｐ6～ 山本昭治 「手繰城山古墳について」

ｐ9～ 水藤眞 「盛舜上人の墓」

ｐ12～ 盆出藝 「やまがれことば集（六）」

第19巻第3号（1974.7） ｐ37～ 斎藤嘉造 「越前国分尼寺の位置について」

ｐ40～ 笹木一治
「吉宗は越前国に来たのではないか－一寺社古文書より
－」

ｐ43～ 盆出藝 「やまがれことば集（七）」

ｐ51～ 佐久高士
「＜書評＞『わかさ名田庄村誌』『神明郷土誌』『織田町史』
『西藤島村史』

ｐ54～ 三上一夫 「＜書評＞『芦原町史』」

第19巻第4号（1974.7） ｐ57～ 三上一夫
「越前藩と勝海舟－緊迫した内外情勢への対決をめぐって
－」

ｐ69～ 久保日参 「朝倉義景第二夫人近衛氏に就て」

ｐ71～ 盆出藝 「やまがれことば集（八）」

第19巻第5号（1974.10） ｐ77～ 伊藤正斌 「片聾記の著者伊藤作右エ門について」

ｐ81～ 岩治勇一
「越前朝倉版「俗解八十一難経」の版木（各版木の記載事
項について）」

ｐ85～ 千々和実
「史料ならびに悲劇的史伝評価の永遠性－「新田氏根本史
料」復刊によせて－」

ｐ87～ 三田村保正 「郷土刀工名鑑」

ｐ94～ 盆出藝 「やまがれことば集（八）」

第19巻第6号（1974.11） ｐ97～ 黒崎征佑
「明治期福井県製糸業小史－豪農商層による創始につい
て－」

ｐ106～ 高道正信
「親鸞の三男、益方入道が鯖江の誠照寺の開祖になった
か」

ｐ110～ 三上一夫 「＜書評＞『越前藩幕末維新公用日記』」

第20巻第1号（1975.2） ｐ1～ 三上一夫
「文久三年の張紙等にみる尊攘派の動向－『文久三亥雑
記』（松平文庫）より－」

ｐ12～ 河村昭一 「朝倉氏の敦賀郡支配について」

第20巻第2号（1975.3） ｐ29～ 坂田玉子
「幕末・明治初期の「振舞献立・料理覚」にて庶民の生活を
考える」



ｐ40～ 三田村琢美 「下新庄医王山薬師堂と仏たちの縁起」

第20巻第3号（1975.6） ｐ43～ 小泉義博 「浅羽本『日下部系図』の朝倉孝景の事蹟について」

ｐ51～ 小林一男 「嫁出せ酒出せ－若狭新庄の唱え言－」

ｐ57～ 高道正信 「善鸞の「護符の名號」について」

第20巻第4号（1975.7） ｐ61～ 森田藤則 「越前府中の彫刻師について」

ｐ71～ 刀禰勇太郎 「蓬来祀について」

第20巻第5号（1975.9） ｐ79～ 三上一夫
「幕末の越前藩における藩政改革の民富論的視点につい
て」

ｐ90～ 杉本伊佐美 「間部家の二人物」

ｐ93～ 笹木一治 「続吉宗公越前国に来たのではないか」

ｐ95～ 三上一夫 「＜書評＞『福井県地域史研究第五号』」

ｐ97～ 三上一夫 「＜書評＞重松明久著『蓮如と越前一向一揆』」

第20巻第6号（1975.9） ｐ99～ 中司照世 「六呂瀬山古墳とその陪塚」

ｐ105～ 土屋久雄 「奥田家切支丹の事」

ｐ113～ 竹内真一
「京都牛痘伝苗の日時及び同痘苗の由来について－笠原
文書を中心にして－」

ｐ118～ 三上一夫 「『えちぜん・わかさ』創刊号－「福井民俗の会」新発足－」

第21巻第1号（1976.1） ｐ1～ 山本孝衛 「越州丹生北郡下川原検地帳について」

ｐ9～ 坪内晋 「越前における真宗の発展と真宗三門徒派について」

ｐ14～ 杉本伊佐美 「織田軍の一侵攻路について」

ｐ16～ 三上一夫 「＜書評＞佐久高士著『近世農村の数的研究』」

第21巻第2号（1976.3） ｐ17～ 坂田玉子 「「大野屋」の経営法解明と良休の手腕について（一）」

ｐ27～ 竹内信夫 「鯖江藩家臣団関係史料目録並びに解説」

ｐ32～ 中道太左衛門 「柿谷半月とその狂歌について」

第21巻第3号（1976.6） ｐ35～ 中司照世
「大野盆地の古墳時代（前篇）－北陸における地域研究一
－」

ｐ47～ 久保日参 「妙雲院日承聖人（一六一四～一六八一）」

ｐ49～ 三上一夫
「＜書評＞竹内信夫編『政午紀行』鯖江藩政史研究開会
刊」

第21巻第4号（1976.7） ｐ51～ 辻森秀英 「明治、大正県歌壇の苦悶－雑誌「光」の発刊－」

ｐ59～ 坂田玉子 「「大野屋」の経営法解明と良休の手腕について（二）」

第21巻第5号（1976.9） ｐ71～ 三上一夫
「幕末の大野・越前両藩の蝦夷地観－関連的把握を中心
に－」

ｐ84～ 久保日参 「日真聖人と若越」

ｐ94～ 三上一夫 「＜書評＞舟沢茂樹著『福井城下ものがたり』」

ｐ94～ 三上一夫 「＜書評＞舟沢茂樹著『松ケ鼻用水沿革史』」

第21巻第6号（1976.12） ｐ95～ 松原信之
「朝倉貞景と斯波義寛との越前国宗主権をめぐる抗争につ
いて」

ｐ107～ 天野俊也 「大野藩の蝦夷地開拓の概要（一）」

第22巻第1号（1977.1） ｐ1～ 白崎昭一郎 「勃興期朝倉氏に関する二・三の問題点」

ｐ17～ 三上一夫 「＜書評＞杉原丈夫著『若越民話の世界』」

ｐ18～ 三上一夫
「＜新刊紹介＞『福井県下高等学校図書館郷土資料総合
目録』」



第22巻第2号（1977.3） ｐ19～ 中道太左衛門 「鵜殿辻子戸籍帳と狐ケ辻子戸籍帳について」

ｐ25～ 石畝弘之 「池田紀行」

ｐ35～ 松原信之 「＜書評＞米原正義著『戦国武士と文芸の研究』」

第22巻第3号（1977.5） ｐ37～ 黒崎征佑
「明治期福井県製糸業史（続）－その「職工事情」をめぐっ
て－」

ｐ46～ 杉本壽 「山村の社会構造（一）」

第22巻第4号（1977.8） ｐ57～ 杉本壽 「山村の社会構造（二）」

ｐ67～ 武藤正典 「中世の遺跡経塚」

ｐ71～ 杉本伊佐美 「「カンコ踊り」について」

第22巻第5号（1977.10） ｐ75～ 舟沢茂樹 「御泉水邸「養浩館」の沿革について」

ｐ81～ 面野藤志 「明治の川舟について」

ｐ85～ 杉本壽 「山村の社会構造（三）」

ｐ90～ 舟沢茂樹
「＜書評＞『鯖江市史第五巻藩政史料編2鯖江藩御家人帳
（上）』」

第22巻第6号（1977.11） ｐ91～ 中司照世
「鯖江市立待古墳群について－北陸における地域研究二
－」

ｐ97～ 杉本壽 「山村の社会構造（四）」

ｐ108～ 舟沢茂樹 「＜書評＞『日本の船江馬－北前船－』」

第23巻第1号（1978.1） ｐ1～ 森田藤則 「五分市鋳物師考（一）」

ｐ9～ 坂田玉子 「石丸八郎を追う（越前大野一揆続稿）」

第23巻第2号（1978.3） ｐ19～ 河村昭一
「南北朝期における守護権力構造（一）－斯波氏の被官構
成－」

ｐ29～ 白崎昭一郎 「朝倉氏補考」

ｐ38～ 笹尾哲雄 「永建寺の無学和尚」

第23巻第3号（1978.6） ｐ41～ 伊藤正斌 「福井藩の馬術の系譜と伊藤家」

ｐ52～ 河村昭一
「南北朝期における守護権力構造（二）－斯波氏の被官構
成－」

第23巻第4号（1978.7） ｐ63～ 河村昭一
「南北朝期における守護権力構造（三）－斯波氏の被官構
成－」

ｐ77～ 竹内真一 「戊辰越後戦争と福井藩医」

第23巻第5号（1978.10） ｐ81～ 松岡利郎 「福井城本丸御殿について（一）」

ｐ94～ 嶋田静 「福井藩札銀考（一）」

ｐ99～ 三上一夫 「＜書評＞松原信之著『朝倉氏と戦国村一乗谷』」

第23巻第6号（1978.11） ｐ101～ 松岡利郎 「福井城本丸御殿について（二）」

ｐ116～ 松原信之 「＜書評＞福井県郷土史教育研究会編『ぼくらの福井県』」

ｐ118～ 三上一夫
「＜書評＞白崎昭一郎著『郷土史夜話－えちぜん・わかさ
－』」

第24巻第1号（1979.1） ｐ1～ 桜井帯刀 「高浜町在の古社について」

ｐ7～ 嶋田静 「福井藩札銀考（二）」

ｐ14～ 笹尾哲雄 「永建寺の雪鳳和尚」

ｐ16～ 白崎昭一郎 「＜書評＞『福井県地域史研究第八号』」

ｐ17～ 三上一夫
「＜書評＞田中光子著『ふくい女性史－近代福井の光と陰
に生きる－』」

第24巻第2号（1979.3） ｐ19～ 杉本壽 「十返舎一九『湯尾峠孫嫡子』と為永春水の出自」

ｐ26～ 嶋田静 「福井藩札銀考（三）」



ｐ33～ 杉本伊佐美 「「宮川」「池田」両家について」

ｐ35～ 三上一夫
「＜書評＞田中光子著『ふくい女性史－近代福井の光と陰
に生きる－』」

第24巻第3号（1979.6） ｐ37～ 坂田玉子 「藩店「大野屋」研究の新史料について」

ｐ46～ 嶋田静 「福井藩札銀考（四）」

ｐ53～ 三上一夫 「＜新刊紹介＞杉本伊佐美著『回想・河和田の里』」

ｐ54～ 三上一夫
「＜新刊紹介＞今庄町誌編さん委員会編『福井県今庄町
誌』」

第24巻第4号（1979.7） ｐ55～ 三上一夫 「明治六年越前大一揆の護法的側面について」

ｐ70～ 才善邦芳 「福井市北堀貝塚出土の磨製石斧」

ｐ72～ 杉本伊佐美 「「福井県新聞史」の刊行に寄せて」

ｐ74～ 三上一夫
「＜新刊紹介＞三上一夫著『公武合体論の研究－越前藩
幕末維新史分析－』」

ｐ74～ 三上一夫 「＜新刊紹介＞坂井景南著『英傑加藤寛治』」

第24巻第5号（1979.9） ｐ75～ 黒崎征佑 「木津新兵衛の思想－戦時下真宗倫理の特徴－」

ｐ86～ 森田藤則 「浄盛寺梵鐘についての一考察」

ｐ91～ 舟沢茂樹
「＜書評＞三上一夫著『公武合体論の研究－越前藩幕末
維新史分析－』」

ｐ92～ 三上一夫 「＜新刊紹介＞杉本伊佐美著『福井県の新聞史』」

ｐ92～ 三上一夫
「＜書評＞岸俊男・斎藤優・平井健一著『越前の古代荘園
－糞置庄遺跡の危機－』」

ｐ93～ 三上一夫
「＜書評＞山下英一著『グリフィスと福井（福井県郷土新書
5）』」

第24巻第6号（1979.12） ｐ95～ 水島直文 「橘曙覧翁短歌拾遺の控」

ｐ101～ 桜井帯刀 「高浜町の太刀振について」

ｐ105～ 高氏多美 「「福井県教育百年史」の完結について」

ｐ108～ 吉川文次 「＜書評＞秋田慶行著『三好得恵と自発教育』」

ｐ110～ 松原信之
「＜書評＞土屋久雄編『旧金津城主溝家－落城とその後
－』」

第25巻第1号（1980.1） ｐ1～ 辻森秀英 「近世歌壇と曙覧の国学」

ｐ11～ 古川登 「遠敷郡上中町大鳥羽城山古墳について」

ｐ15～ 久保日参 「小浜本境寺蔵史料記録一覧」

第25巻第2号（1980.3） ｐ19～ 舟沢茂樹
「郷土史研究十年の軌跡－昭和四五年（一九七〇）～五四
年（一九七九）－」

ｐ27～ 梅田秀彦 「美山の中世と義経」

ｐ34～ 笠島清治 「佐久高士先生のご逝去を悼む」

ｐ36～ 三上一夫 「＜書評＞小林巌著『評論・福井の文化』」

第25巻第3号（1980.6） ｐ37～ 三上一夫
「明治初年敦賀県今立郡下の護法大一揆解体過程の一考
察」

ｐ52～ 黒崎征佑 「越前大一揆覚書－坂田玉子氏の諸論著によせて－」

ｐ55～ 伴五十嗣郎 「竹内真一先生の御逝去を悼む」

ｐ57～ 三上一夫
「＜書評＞敦賀市史編さん委員会編『敦賀市史研究一
号』」

ｐ57～ 三上一夫
「＜書評＞藤本良致・小林一男著『生きている民俗探訪福
井』」

ｐ58～ 三上一夫 「＜書評＞青園謙三郎著『天龍寺と芭蕉』」

ｐ58～ 三上一夫 「＜書評＞杉本壽著『日本の陶磁（１０）越前』」



第25巻第4号（1980.9） ｐ59～ 小泉義博 「稲吉保（一）」

ｐ69～ 坂田玉子 「越前大一揆覚書にこたえる」

第25巻第5号（1980.10） ｐ79～ 小谷正典 「越前国における地西国（一）」

ｐ84～ 小泉義博 「稲吉保（二）」

ｐ91～ 杉本伊佐美 「一代の傑僧・朝倉暁瑞師」

ｐ92～ 杉本伊佐美 「一代の名木挽－沢田久吉－」

第25巻第6号（1981.1） ｐ95～ 小谷正典 「越前国における地西国（二）」

ｐ109～ 笠島清治 「＜書評＞白崎昭一郎著『越前若狭の古代史』」

ｐ110～ 三上一夫 「＜書評＞『南越第五〇号』」

第26巻第1号（1981.1） ｐ1～ 小泉義博 「脇本庄」

ｐ11～ 杉本伊佐美 「松平春獄についての謎（付・関屋敏子について）」

ｐ13～ 杉原丈夫 「敦賀県における旧藩蔵書(一)」

第26巻第2号（1981.3） ｐ15～ 金田久璋
「周縁における同族神の祭祀形態－「同族神の試論的考
察」資料補遺－」

ｐ28～ 杉原丈夫 「敦賀県における旧藩蔵書(二)」

第26巻第3号（1981.6） ｐ31～ 松村忠紀 「福井の絵画史原初絵画及び大和絵前史」

ｐ34～ 三上一夫 「＜書評＞青山晴男著『若越をひらいた人たち』」

ｐ35～ 刀禰勇太郎 「遭難船と髷の奉納」

ｐ40～ 舟沢茂樹 「福井県郷土研究の動向－昭和五五年－」

ｐ42～ 杉本壽 「向山の正月御神事（一）」

ｐ45～ 杉原丈夫 「敦賀県における旧藩蔵書(三)」

ｐ46～ 杉原丈夫 「＜新刊紹介＞野村英一編『円山東村史歴史編』」

ｐ46～ 杉原丈夫 「＜新刊紹介＞上島日珠著・久保日参増補『小栗栖檀林』」

第26巻第4号（1981.8） ｐ47～ 小泉義博 「越前保と杉崎三ケ村(一)」

ｐ55～ 杉原丈夫 「小資料」

ｐ56～ 桜井帯刀 「山伏と定宿」

ｐ58～ 杉原丈夫 「＜書評＞斎藤槻堂著『越前若狭の民俗事典』」

ｐ59～ 杉本壽 「向山の正月御神事（二）－年番神主の決定－」

ｐ60～ 辻森秀英 「橘曙覧歌集脱落一首その他」

ｐ61～ 三上一夫 「＜新刊紹介＞池内啓著『福井置県その前後』」

ｐ61～ 杉原丈夫 「＜新刊紹介＞橋川禿染・文『和紙染草木譜』」

ｐ62～ 杉原丈夫
「＜新刊紹介＞斎藤與次兵衛著『豊原寺（演仙寺・本専寺・
興宗寺・坪川家）史』」

ｐ62～ 杉原丈夫 「＜新刊紹介＞伊東尚一著『蓑笠庵梨一』」

ｐ62～ 杉原丈夫 「＜新刊紹介＞山下久男編『石倉五洲詩稿』」

第26巻第5号（1981.11） ｐ63～ 伴五十嗣郎 「中根雪江名号考－「ユキエ」か「セッコウ」か－」

ｐ67～ 杉原丈夫 「小資料」

ｐ68～ 小泉義博 「越前保と杉崎三ケ村(二)」

ｐ78～ 三上一夫 「＜新刊紹介＞印牧邦雄著『わが町の歴史・福井』」

第26巻第6号（1981.11） ｐ79～ 原健男 「葛原の御名代説の究明とその周辺」

ｐ81～ 原健男 「小資料」

ｐ82～
「若越郷土研究総索引（二）自五六号（第一一巻一号）至一
四五号（第二五巻六号）」



第27巻第1号（1982.1） ｐ1～ 白崎昭一郎 「河口・坪江庄の地名」

ｐ11～ 上杉喜寿 「北陸道について」

ｐ15～ 山本昭治 「新光寺出土の石冠」

ｐ16～ 三上一夫 「＜新刊紹介＞坪田忠兵衛著『郷土の藤野厳九郎先生』」

ｐ16～ 三上一夫 「＜新刊紹介＞山下末吉著『天高く』」

第27巻第2号（1982.3） ｐ17～ 高岡喜代子 「聞き書き抄」

ｐ22～ 杉原丈夫 「獅子渡り－福井市本堂町－」

ｐ26～ 辻森秀英 「伴信友とその和歌」

ｐ29～ 杉本伊佐美 「実明院功存について」

第27巻第3号（1982.5） ｐ33～ 坂田玉子 「天明三年の出来事－大野盆地内－」

ｐ42～ 面野藤志 「哥川の新資料」

ｐ45～ 竹内伍兵衛 「家久村新旧字名対照表」

ｐ47～ 杉原丈夫 「＜新刊紹介＞富山県郷土史会編『朝倉家録』」

ｐ48～ 舟沢茂樹 「＜新刊紹介＞三上一夫著『福井藩の歴史』」

ｐ48～ 三上一夫 「＜新刊紹介＞杉本壽著『農地解放の研究』」

第27巻第4号（1982.7） ｐ49～ 水島直文 「橘曙覧翁短歌拾遺雑録」

ｐ57～ 笈田清士 「福井史話」

ｐ62～ 高岡喜代子 「聞き書き抄（二）」

ｐ63～ 杉原丈夫 「＜論文紹介＞宿南保著「越前朝倉氏と但馬」」

ｐ64～ 杉原丈夫 「＜論文紹介＞柴田知明著「越前三国の地名」」

ｐ64～ 舟沢茂樹
「＜論文紹介＞三上一夫著「福井藩の統一国家論生成・展
開過程の一考察」」

ｐ64～ 杉原丈夫
「＜新刊紹介＞柴田與次兵衛著『継体天皇ご発祥に関す
る研究』」

第27巻第5号（1982.9） ｐ65～ 小泉義博 「九里半街道と大杉・保坂関（上）」

ｐ76～ 高岡喜代子 「聞き書き抄（三）」

ｐ78～ 坂野作三郎 「坂野二蔵のこと」

ｐ79～ 杉本伊佐美 「雨乞い民俗」

ｐ80～ 舟沢茂樹
「＜論文紹介＞三上一夫著「大野・福井両藩の蝦夷地対策
の一考察」」

ｐ80～ 杉原丈夫 「＜論文紹介＞河原哲郎著「山村の女」」

ｐ80～ 杉原丈夫 「＜新刊紹介＞坂井農業改良普及所編『ふるさと兵庫』」

第27巻第6号（1982.12） ｐ81～ 大原陵路 「織田信長の第一次越前支配(一)」

ｐ88～ 山本昭治 「『福井県の経塚』追録」

ｐ93～ 久保日参 「『幸若舞曲研究』紹介とともに」

ｐ95～ 三田村保正 「多田善四郎について」

ｐ96～ 三上一夫
「＜新刊紹介＞間部家文書刊行会編『間部家文書第二
巻』」

第28巻第1号（1983.1） ｐ1～ 面野藤志 「三国に残る御城米廻船難破の記録（一）」

ｐ8～ 小泉義博 「九里半街道と大杉・保坂関（中）」

ｐ13～ 笈田清士 「三秀園・物産館の思い出（福井史話(二)）」

ｐ15～ 杉原丈夫 「多田善四郎のこと」

ｐ16～ 某氏 「＜小資料＞押谷の貸膳」



第28巻第2号（1983.3） ｐ17～ 小泉義博 「九里半街道と大杉・保坂関（下）」

ｐ23～ 大原陵路 「織田信長の第二次越前支配(二）」

ｐ30～ 高岡喜代子 「聞き書抄（四）」

第28巻第3号（1983.7） ｐ33～ 刀禰勇太郎 「敦賀の釘鍛冶」

ｐ40～ 面野藤志 「三国に残る御城米廻船難破の記録（二）」

ｐ47～ 岩治勇一
「曲直瀬道三の「茶の湯起請文」について－一渓道三の医
人としての茶道精神－」

第28巻第4号（1983.7） ｐ49～ 三上一夫 「「昭和恐慌」下の福井県の農民層分解について」

ｐ58～ 久保日参 「朝日観音堂の梵鐘銘に就いて」

ｐ62～ 岩治勇一 「Doeff-Halma(大高)の蘭文跋文の再考」

第28巻第5号（1983.9） ｐ65～ 櫻井帯刀 「中世初期の高浜町」

ｐ71～ 久保日参 「「朝倉叢書」と「朝倉家録」」

ｐ74～ 三上一夫 「若越諸藩の藩校教育の特質」

ｐ77～ 杉本伊佐美 「獅子と虎の話」

ｐ78～ 三上一夫
「＜新刊紹介＞『春嶽公記念文庫名品図録』－先例のない
圧巻－」

ｐ79～ 三上一夫
「＜新刊紹介＞『福井県窯業誌』－二〇年に及ぶ一大労作
－」

ｐ80～ 三上一夫 「＜新刊紹介＞河原哲郎著『勝山の散歩道』」

ｐ80～ 三上一夫 「＜新刊紹介＞三田村保正著『福井風物明治・大正』」

第28巻第6号（1983.12） ｐ81～ 小泉義博 「塩津街道と荒地中山関」

ｐ89～ 山下英一 「グリフィスの化学実験室の写真について」

ｐ93～ 久保日参 「朝日村志の復刻について」

ｐ95～ 杉本伊佐美 「杉本五助について」

第29巻第1号（1984.2） ｐ1～ 辻森秀英 「足代弘訓と東条義門」

ｐ7～ 石崎直義 「源義経の北国落と越中伝説」

ｐ13～ 杉本伊佐美 「出稼ぎ、行商の実態について」

ｐ15～ 杉原丈夫 「足羽という地名」

ｐ16～ 三上一夫 「＜新刊紹介＞河原哲郎著『城下町大野を歩く』」

第29巻第2号（1984.3） ｐ17～ 坪内晋 「白山山麓地帯の真宗発展と道場の研究（一）」

ｐ23～ 白崎昭一郎 「道守・糞置両庄条里の一元的把握」

ｐ28～ 坂本豊 「金津町南疋田村落誌（一）」

ｐ31～ 三上一夫
「＜新刊紹介＞武生市古文書を読む会編『武生古文書覚
第二集』」

第29巻第3号（1984.6） ｐ33～ 久保日参 「朝日町原始遺跡及び其の遺物の一斑に関して」

ｐ44～ 坂本豊 「金津町南疋田村落誌（二）」

第29巻第4号（1984.9） ｐ49～ 坪内晋 「白山山麓地帯の真宗発展と道場の研究（二）」

ｐ56～ 光山香至 「宮内省御用写真師丸木利陽」

ｐ60～ 坂本豊 「金津町南疋田村落誌（三）」

ｐ63～ 杉本伊佐美 「物価の変動」

第29巻第5号（1984.9） ｐ65～ 刀禰勇太郎 「鯖江藩における他国稼の取締りについて」

ｐ76～ 坂本豊 「金津町南疋田村落誌（四）」

第29巻第6号（1984.11） ｐ81～ 齋藤與次兵衞 「継体天皇ご発祥に関する研究（一）」

ｐ86～ 小林一男 「トイレ雑考－若狭の農山村を中心にして－」



ｐ94～ 杉本伊佐美 「我家にある古書類」

第30巻第1号（1985.2） ｐ1～ 三上一夫
「福井県下の地主制展開過程の一考察－明治・大正期を
中心に－」

ｐ14～ 杉本壽 「若狭青葉周辺山麓の木地部落」

ｐ18～ 三上一夫
「＜新刊紹介＞大野・勝山地区広域行政事務組合編『図録
奥越の文化財』」

第30巻第2号（1985.3） ｐ19～ 土屋久雄 「瀧谷寺文書について」

ｐ28～ 齋藤與次兵衛 「継体天皇ご発祥に関する研究（二）」

第30巻第3号（1985.6） ｐ35～ 小谷正典 「福井県下の「町村是」設定と現存状況」

ｐ48～ 杉本伊佐美 「河和田町の今昔」

ｐ50～ 三上一夫
「＜新刊紹介＞『福井県歯科医師会史』－二年がかりの労
作－」

第30巻第4号（1985.8） ｐ51～ 杉本壽 「今南東郡・六新田木地村落の構造（一）」

ｐ57～ 齋藤與次兵衛 「継体天皇ご発祥に関する研究（三）」

ｐ65～ 舟沢茂樹 「＜書評＞三上一夫著『福井県の教育史』」

第30巻第5号（1985.9） ｐ67～ 三上一夫
「北陸広域自由民権の史的性格－北陸近代化路線の一断
面－」

ｐ75～ 永江秀雄 「椰子の実とワタカ－鳥浜貝塚傍観記－」

第30巻第6号（1985.11） ｐ81～ 面野藤志 「三国俳壇資料」

ｐ85～ 杉本壽 「今南東郡・六新田木地村落の構造（二）」

ｐ93～ 春松進一 「町村誌の誤記対策とニュー・メディアによる史料の再利用」

ｐ97～ 三上一夫 「＜新刊紹介＞岩崎達雄著『福井県名教師列伝』」

ｐ98～ 杉本伊佐美
「＜新刊紹介＞南越文化財研究協議会編『南越復刻版第
一・二集』」

第31巻第1号（1986.1） ｐ1～ 櫻井帶刀 「中世後半の高浜について」

ｐ13～ 久保日參 「鯖江市平等会寺蔵史料一覧」

第31巻第2号（1986.3） ｐ17～ 土屋久雄 「溝江文書と関ヶ原の役（一）」

ｐ22～ 杉本壽 「今南東郡・六新田木地村落の構造（三）」

第31巻第3号（1986.6） ｐ33～ 河村昭一 「足羽御厨（足羽庄）の伝領について（上）」

ｐ42～ 土屋久雄 「溝江文書と関ヶ原の役（二）」

ｐ49～ 久保日參 「児童・幼児の遊戯唄－大正初期－」

第31巻第4号（1986.8） ｐ51～ 谷口初意
「『越前国名蹟考』の著者井上翼章について－その史学と
伝統－」

ｐ57～ 河村昭一 「足羽御厨（足羽庄）の伝領について（中）」

ｐ60～ 春松進一 「壬申戸籍と守札（氏子札）（一）」

ｐ65～ 杉本伊佐美 「明治末期の今立郡」

第31巻第5号（1986.9） ｐ67～ 河村昭一 「足羽御厨（足羽庄）の伝領について（下）」

ｐ77～ 春松進一 「壬申戸籍と守札（氏子札）（二）」

第31巻第6号（1986.11） ｐ83～ 三上一夫
「戦時下農村構造の再編について－「中間型」福井県の動
向を中心に－」

ｐ95～ 杉本壽 「今南東郡・六新田木地村落の構造（四）」

第32巻第1号（1987.1） ｐ1～ 小林一男 「入会林野管見－入合農民の中にある意識－」

ｐ12～ 春松進一 「越前を通過した巡見使の姓名と回数」

ｐ14～ 山本昭治 「春江町井向白山神社の板碑」



第32巻第2号（1987.3） ｐ17～ 坂田玉子
「内山隆佐日記（一）－安政三年の北海道道南地方探検調
査－」

ｐ29～ 福井県立図書館 「郷土史研究の動向－昭和六十一年－」

第32巻第3号（1987.5） ｐ33～ 山下英一 「グリフィスと白山－日本は海のスイス－」

ｐ43～ 龍渓信行 「グリフィスによる白山の高度測定について」

ｐ45～ 真柄甚松 「岸俊男先生のご逝去を悼む」

ｐ47～
「若越郷土研究総索引（三）自一四六号（第二六巻一号）至
一八一号（第三一巻六号）」

第32巻第4号（1987.7） ｐ53～ 小畑昭八郎 「酒井家文庫目録編集あれこれ（第一回）」

ｐ60～ 黒崎征佑
「越前大一揆覚書（二）－三上一夫氏の諸論著によせて
－」

ｐ62～ 橋川禿 「探訪＝旧足羽郡酒生村篠尾の今昔」

ｐ64～ 久保日參 「池田儀助翁の家系略傳」

第32巻第5号（1987.9） ｐ69～ 小畑昭八郎 「酒井家文庫目録編集あれこれ（第二回）」

ｐ75～ 山本昭治 「麻生津付近の石造遺物」

ｐ79～ 齋藤與次兵衛 「田島村の歩み（一）」

第32巻第6号（1987.11） ｐ87～ 斎藤耕子 「奉納俳句額と石碑にのこっている鯖江市俳諧史」

ｐ98～ 齋藤與次兵衛 「田島村の歩み（二）」

第33巻第1号（1988.1） ｐ1～ 白崎昭一郎 「橋本左内覚え書」

ｐ11～ 杉本伊佐美 「昔の庄屋・戸長について」

ｐ12～ 春松進一
「元禄十四年の巡見使名の確定と､享保二年三月国事叢記
の記述への疑問」

ｐ16～ 三上一夫 「＜新刊紹介＞永平寺町編『永平寺町史－史料編－』」

第33巻第2号（1988.3） ｐ17～ 松原信之 「貞享二年頃の｢福井城下町組・町名・寺名帳｣」

ｐ24～ 久保日參 「水海の田楽能舞を見て」

ｐ28～ 福井県立図書館 「郷土研究の動向－昭和六十二年－」

ｐ32～ 三上一夫 「＜新刊紹介＞杉原丈夫著『ふくいの祭り』」

第33巻第3号（1988.5） ｐ33～ 小泉義博 「帰山と呼坂について」

ｐ38～ 足立尚計 「馬來田家公文職系図記(上)」

ｐ47～ 杉本伊佐美 「神社（信仰・神事）」

第33巻第4号（1988.8） ｐ49～ 山下英一 「人間雨森信成（一）」

ｐ56～ 足立尚計 「馬來田家公文職系図記(下)」

ｐ63～ 杉本伊佐美 「神社（信仰・神事）（続）」

ｐ66～ 三上一夫 「＜新刊紹介＞杉本伊佐美著『今昔・福井政界夜話』」

ｐ66～ 三上一夫 「＜新刊紹介＞久保日參著『祖師傳研究』」

第33巻第5号（1988.9） ｐ67～ 斎藤耕子 「県内の芭蕉碑とその地の俳諧史（一）」

ｐ76～ 山下英一 「人間雨森信成（二）」

ｐ83～ 杉本伊佐美 「河和田町の式内・敷山神社(上)」

第33巻第6号（1988.11） ｐ85～ 小泉義博 「西街道の変遷と蕪木浦」

ｐ90～ 斎藤耕子 「県内の芭蕉碑とその地の俳諧史（二）」

ｐ99～ 杉本伊佐美 「河和田町の式内・敷山神社(下)」

第34巻第1号（1989.1） ｐ1～ 河村昭一 「将軍近習小笠原蔵人と若狭守護代小笠原長房」

ｐ13～ 斎藤耕子 「県内の芭蕉碑とその地の俳諧史（三）」



第34巻第2号（1989.3） ｐ19～ 山下英一 「今立吐酔とグリフィス」

ｐ34～ 斎藤耕子 「県内の芭蕉碑とその地の俳諧史（四）」

ｐ39～ 三上一夫 「＜新刊紹介＞『武生市医師会一〇〇年史』」

第34巻第3号（1989.5） ｐ41～ 三上一夫
「日本近代の「信教自由」の歴史的性格－越前真宗地帯の
事例から－」

ｐ52～ 福井県立図書館 「福井県における郷土史研究の動向－昭和六十三年－」

ｐ55～ 三上一夫
「＜新刊紹介＞巨田元尚著『まろやかな心－青少年育成五
十年－』」

ｐ55～ 三上一夫
「＜新刊紹介＞小浜市教育委員会編『酒井家編年史料綜
覧』」

ｐ56～ 三上一夫
「＜新刊紹介＞福井県立図書館編『松平文庫福井藩史料
目録』」

第34巻第4号（1989.7） ｐ57～ 阿部法夫 「蓮如信仰の一考察（一）」

ｐ70～ 杉本伊佐美 「鯖江市河和田地区の四季行事」

第34巻第5号（1989.10） ｐ73～ 小泉義博 「戦国期若狭の延公事法」

ｐ79～ 阿部法夫 「蓮如信仰の一考察（二）」

ｐ91～ 三上一夫
「＜新刊紹介＞福井県地域史研究会編『福井県地域史研
究第一〇号』」

第34巻第6号（1989.11） ｐ93～ 河村昭一 「南北朝期の若狭国人三方氏について」

ｐ102～ 斎藤耕子 「県内芭蕉碑とその地の俳諧史（五）」

第35巻第1号（1990.1） ｐ1～ 杉原丈夫 「二人の留学生とグリフィス（一）」

ｐ9～ 斎藤耕子 「県内芭蕉碑とその地の俳諧史（六）」

第35巻第2号（1990.3） ｐ17～ 河村昭一 「室町期の若狭守護代三方氏の政治的地位」

ｐ27～ 斎藤耕子 「県内芭蕉碑とその地の俳諧史（七）」

第35巻第3号（1990.5） ｐ35～ 得能弘一 「楠木正成と湊川の合戦」

ｐ43～ 久保日參 「武生市本承寺蔵史料一覧」

ｐ48～ 斎藤耕子 「県内芭蕉碑とその地の俳諧史（八）」

第35巻第4号（1990.7） ｐ53～ 辻森秀英 「東称名寺創建と琵琶湖阿曽津伝説の謎」

ｐ57～ 杉原丈夫 「二人の留学生とグリフィス（二）」

ｐ64～ 杉本伊佐美 「仏教王国「越前若狭」」

第35巻第5号（1990.9） ｐ69～ 小泉義博 「近世若狭の無尽経営」

ｐ79～ 山本昭治 「春江町の板碑群」

ｐ81～ 福井県立図書館 「郷土史研究の動向－平成元年－」

第35巻第6号（1990.12） ｐ85～ 山下英一 「グリフィスと越前紙漉村」

ｐ97～ 増田市三 「岡田家と南海寺の仏像について」

ｐ102～ 杉本壽 「頭巾山権現を以て式内大飯郡許波伎神社になすべきや」

第36巻第1号（1991.1） ｐ1～ 杉原丈夫 「越前地誌補考」

ｐ7～ 松野高士 「国人領主福原氏の存在形態」

ｐ17～ 杉本壽 「式内許波伎神社をめぐる若丹山岳王国の構成」

ｐ20～ 杉本伊佐美 「福井県の古い婚礼風習」

第36巻第2号（1991.3） ｐ23～ 坂田玉子 「ふるさと歴史漫筆（その一）」

ｐ33～ 杉本壽 「山岳民族宝尾桜井家の系譜」

第36巻第3号（1991.5） ｐ43～ 吉井功兒 「建武政権期若狭国の国司と守護（上）」

ｐ49～ 杉本壽 「山頂集落宝尾の廃絶」



ｐ51～ 杉本壽 「大飯郡旧佐分利村宝尾・大田和・上津廃村」

ｐ53～ 杉本伊佐美 「厳しかった昔の掟（特に河和田地区について）」

第36巻第4号（1991.7） ｐ59～ 辻森秀英 「福井県立鯖江高等学校図書館蔵東溟歌集」

ｐ63～ 吉井功兒 「建武政権期若狭国の国司と守護（下）」

ｐ70～ 杉本壽 「宝尾村落の生存構造」

第36巻第5号（1991.9） ｐ75～ 小泉義博 「近世敦賀の百五拾人講経営」

ｐ82～ 斎藤耕子 「美濃派道統の句碑とその地の俳諧史」

ｐ86～ 杉本伊佐美 「福井県内の昔の生活」

第36巻第6号（1991.11） ｐ91～ 河村昭一
「南北朝期の若狭守護領－鎌倉末期得宗領からの継承を
めぐって－」

ｐ101～ 足立尚計 「足羽敬明名号考」

ｐ105～ 斎藤耕子 「美濃派道統の句碑とその地の俳諧史（二）」

第37巻第1号（1992.1） ｐ1～ 山下英一 「福井藩お雇い教師ルセー」

ｐ12～ 斎藤耕子 「美濃派道統の句碑とその地の俳諧史（三）」

ｐ14～ 三田村琢美 「色丹島雑記」

第37巻第2号（1992.3） ｐ19～ 海道静香
「｢越前国之図｣(貞享二年)と｢元禄郷帳｣･｢天保郷帳｣の村
名･村高について（一）」

ｐ29～ 斎藤耕子 「美濃派道統の句碑とその地の俳諧史（四）」

ｐ32～ 山本昭治 「石造美術にみる越前式月輪について」

第37巻第3号（1992.5） ｐ35～ 小泉義博 「戦国期の北庄橋」

ｐ42～ 海道静香
「｢越前国之図｣(貞享二年)と｢元禄郷帳｣･｢天保郷帳｣の村
名･村高について（二）」

ｐ48～ 斎藤耕子 「美濃派道統の句碑とその地の俳諧史（五）」

第37巻第4号（1992.7） ｐ51～ 中島嘉文 「福井県の成立と「嶺北」「嶺南」地方の形成」

ｐ60～ 斎藤耕子 「美濃派道統の句碑とその地の俳諧史（六）」

ｐ64～ 杉本伊佐美 「街道・昔の旅」

第37巻第5号（1992.9） ｐ67～ 辻森秀英 「五幡坂とたこの呼坂」

ｐ70～ 海道静香
「｢越前国之図｣(貞享二年)と｢元禄郷帳｣･｢天保郷帳｣の村
名･村高について（三）」

ｐ79～ 池田正男 「中世禅宗寺院越前善応寺について（一）」

第37巻第6号（1992.11） ｐ83～ 小泉義博 「御所侍名田・新御所侍職田地」

ｐ90～ 海道静香
「｢越前国之図｣(貞享二年)と｢元禄郷帳｣･｢天保郷帳｣の村
名･村高について（四）」

第38巻第1号（1993.1） ｐ1～ 山下英一 「沼津兵学校の福井藩員外生」

ｐ14～ 池田正男 「中世禅宗寺院越前善応寺について（二）」

ｐ19～ 杉本伊佐美 「越前漆器の蒔絵と沈金について」

第38巻第2号（1993.3） ｐ21～ 小泉義博 「越前朝倉氏と加賀一向一揆（一）」

ｐ28～ 池田正男 「中世禅宗寺院越前善応寺について（三）」

第38巻第3号（1993.5） ｐ37～ 小泉義博 「越前朝倉氏と加賀一向一揆（二）」

ｐ47～ 海道静香
「｢越前国之図｣(貞享二年)と｢元禄郷帳｣･｢天保郷帳｣の村
名･村高について（五）」

第38巻第4号（1993.7） ｐ53～ 小泉義博 「越前朝倉氏と加賀一向一揆（三）」

ｐ59～ 畑中省吾 「江戸時代の一農村の苦悩」

第38巻第5号（1993.9） ｐ71～ 辻森秀英 「万葉集「五幡坂」について」

ｐ74～ 海道静香
「｢越前国之図｣(貞享二年)と｢元禄郷帳｣･｢天保郷帳｣の村
名･村高について（六）」



第38巻第6号（1993.11） ｐ87～ 斎藤耕子 「天明時代の俳諧撰集『千鳥塚』について」

ｐ90～ 池田正男 「中世禅宗寺院越前善応寺について（四）」

ｐ98～ 山本昭治 「鯖江市和田町の二石塔」

第39巻第1号（1994.1） ｐ1～ 山下英一 「瓜生寅の英学」

ｐ16～ 山本晴幸 「近世敦賀の昆布細工考」

ｐ21～ 杉本伊佐美 「火葬場について」

第39巻第2号（1994..3） ｐ23～ 亀井清
「幕末から明治後期熊川葛の商いについて－平尾家文書
による－」

ｐ32～ 柳沢芙美子
「福井県における比較試験の実態とその役割－近代学校
の成立過程と地域社会－」

第39巻第3号（1994.5） ｐ43～ 小泉義博 「鎌倉期以前の北陸道と水津」

ｐ48～ 海道静香
「｢越前国之図｣(貞享二年)と｢元禄郷帳｣･｢天保郷帳｣の村
名･村高について（七）」

第39巻第4号（1994.7） ｐ63～ 竹内信夫 「鯖江藩江戸藩邸「御用部屋旧記」・「小堀記」について」

ｐ75～
「若越郷土研究総索引（四）自一八二（三二巻一号）至二二
三号（三八巻六号）」

第39巻第5号（1994.9） ｐ81～ 小泉義博 「古代越前の駅馬・伝馬について」

ｐ89～ 畑中省吾 「江戸時代における新田開発の事例」

第39巻第6号（1994.11） ｐ99～ 足立尚計 「園韓神祭の成立」

ｐ105～ 池田正男 「中世禅宗寺院越前善応寺について（追補）」

ｐ112～ 小林敏 「敦賀の墓碑（一）」

ｐ115～ 松平永芳 「機を得、人を得たる修史の事業」

第40巻第1号（1995.1） ｐ1～ 山下英一 「春嶽の英語稽古」

ｐ13～ 阿部法夫 「蓮如信仰の一考察（三）」

第40巻第2号（1995.3） ｐ21～ 小泉義博 「文字瓦と石山合戦」

ｐ25～ 柴田源三郎 「稲荷神社の初午祭」

ｐ30～ 池田正男 「中世禅宗寺院越前善応寺について（追補その２）」

第40巻第3号（1995.5） ｐ39～ 佐藤圭 「信長時代の徳山氏と越前」

ｐ50～ 畑中省吾 「黒津川の水爭」

ｐ58～ 足立尚計 「＜史料紹介＞越前松平家伝来の二つの徳川吉宗遺品」

第40巻第4号（1995.7） ｐ61～ 小泉義博 「越前の真宗寺院と親鸞止宿伝説」

ｐ69～ 阿部法夫 「蓮如信仰の一考察（四）」

第40巻第5号（1995.9） ｐ77～ 山本昭治 「若越の庚申信仰と石塔」

ｐ88～ 佐藤圭 「『織田信長家臣人名辞典』の若越人名について」

ｐ92～ 杉本伊佐美 「街道・昔の旅」

第40巻第6号（1995.11） ｐ95～ 山本昭治 「泰澄母の墓所の石塔」

ｐ98～ 杉本伊佐美 「今は消えた漆掻き」

ｐ102～ 竹間芳明 「一揆文字瓦の年代比定」

第41巻第1号（1996.1） ｐ1～ 小泉義博 「教如の諸国秘回と「大坂拘様」御書」

ｐ9～ 阿部法夫 「蓮如信仰の一考察（五）」

ｐ17～ 山本昭治 「春江町本堂の石造物」

第41巻第2号（1996.3） ｐ19～ 山下英一 「肥後からの福井藩留学」



ｐ32～ 畑中省吾 「文室川および鞍谷川水系の水争（一）」

第41巻第3号（1996.5） ｐ37～ 佐藤圭 「中世若越の茶園と茶」

ｐ42～ 畑中省吾 「文室川および鞍谷川水系の水争（二）」

ｐ54～ 三上一夫 「＜新刊紹介＞山下英一著『グリフィスと日本』」

第41巻第4号（1996.7） ｐ55～ 小泉義博 「鯖屋誠照寺・中野専照寺の成立（上）」

ｐ62～ 山本昭治 「福井・鯖江神明社の石燈籠」

ｐ64～ 畑中省吾 「文室川および鞍谷川水系の水争（三）」

ｐ66～ 杉本伊佐美 「想起される昔の生活」

ｐ71～ 芝田寿朗 「＜新刊紹介＞大森宏著『戦国の若狭－人と城－』」

第41巻第5号（1996.9） ｐ73～ 小泉義博 「鯖屋誠照寺・中野専照寺の成立（下）」

ｐ79～ 松浦章 「越前宝力丸の上海・川沙漂着について」

ｐ84～ 杉本伊佐美 「鯖江市河和田地区の餅撒き行事」

第41巻第6号（1996.11） ｐ89～ 海道静香 「越前国の村高と所領の変遷（一）」

ｐ97～ 畑中省吾 「穴田川水系の水争（一）」

第42巻第1号（1997.1） ｐ1～ 辻森秀英 「蓮如の和歌集（一）」

ｐ3～ 竹間芳明 「戦国期越前の村落構造」

ｐ14～ 杉本伊佐美 「河和田村の鯖江市編入騒動」

ｐ17～
「若越郷土研究四一巻(一九九七年)索引（二三六号～二
四一号）」

第42巻第2号（1997.3） ｐ19～ 内海宏隆 「裏方のひと－北野博美伝－（１）」

ｐ24～ 畑中省吾 「穴田川水系の水争（二）」

第42巻第3号（1997.5） ｐ35～ 寺下一義
「是時名と散田（一）－「西福寺文書」年未詳二月二八日付
是時名・久延名作職重書をめぐって－」

ｐ43～ 内海宏隆 「裏方のひと－北野博美伝－（２）」

ｐ48～ 杉本伊佐美 「福井県の昔の交通機関について」

第42巻第4号（1997.7） ｐ51～ 寺下一義
「是時名と散田（二）－「西福寺文書」年未詳二月二八日付
是時名・久延名作職重書をめぐって－」

ｐ59～ 内海宏隆 「裏方のひと－北野博美伝－（３）」

ｐ63～ 畑中省吾 「穴田川水系の水争（三）」

第42巻第5号（1997.9） ｐ67～ 寺下一義
「是時名と散田（三）－「西福寺文書」年未詳二月二八日付
是時名・久延名作職重書をめぐって－」

ｐ74～ 畑中省吾 「穴田川水系の水争（四）」

ｐ78～ 辻森秀英 「蓮如和歌集（二）」

第42巻第6号（1997.11） ｐ83～ 坂田玉子 「題目塔と名号塔考（一）」

ｐ95～ 畑中省吾 「穴田川水系の水争（五）」

ｐ97～ 寺下一義
「是時名と散田（四）－「西福寺文書」年未詳二月二八日付
是時名・久延名作職重書をめぐって－」

第43巻第1号（1998.1） ｐ1～ 山下英一 「グリフィスと静岡のクラーク」

ｐ14～ 寺下一義
「是時名と散田（五）－「西福寺文書」年未詳二月二八日付
是時名・久延名作職重書をめぐって－」

第43巻第2号（1998.3） ｐ17～ 坂田玉子 「題目塔と名号塔考（二）」

ｐ24～ 畑中省吾 「穴田川水系の水争（六）」

ｐ30～ 寺下一義
「是時名と散田（六）－「西福寺文書」年未詳二月二八日付
是時名・久延名作職重書をめぐって－」



第43巻第3号（1998.5） ｐ33～ 河村昭一
「南北朝・室町期越前守護沿革・支配機構に関する諸問題
（一）」

ｐ42～ 寺下一義
「是時名と散田（七）－「西福寺文書」年未詳二月二八日付
是時名・久延名作職重書をめぐって－」

第43巻第4号（1998.7） ｐ49～ 内海宏隆 「北野博美の大正時代－折口信夫への遥けき道程－（１）」

ｐ58～ 黒崎征佑 「二つの企業内宗教（中心社と一灯園）教育について」

ｐ60～ 寺下一義
「是時名と散田（八）－「西福寺文書」年未詳二月二八日付
是時名・久延名作職重書をめぐって－」

第43巻第5号（1998.9） ｐ65～ 塩谷菊美 「真宗寺院における「名乗り」と変身(一)」

ｐ74～ 寺下一義
「是時名と散田（九）－「西福寺文書」年未詳二月二八日付
是時名・久延名作職重書をめぐって－」

第43巻第6号（1998.11） ｐ81～ 河村昭一
「南北朝・室町期越前守護沿革・支配機構に関する諸問題
（二）」

ｐ86～ 内海宏隆 「北野博美の大正時代－折口信夫への遥けき道程－（２）」

ｐ99～ 杉本伊佐美 「越前・若狭の街道」

第44巻第1号（1999.1） ｐ1～ 山下英一
「グリフィスとその時代－一九一〇～二〇年代の日本と米国
－」

ｐ13～ 黒崎征佑 「なぜ工場説教の記述はないのだろうか」

ｐ15～ 杉本伊佐美 「通信事業の歩みについて」

第44巻第2号（1999.3） ｐ17～ 河村昭一
「南北朝・室町期越前守護沿革・支配機構に関する諸問題
（三）」

ｐ24～ 内海宏隆 「北野博美の大正時代－折口信夫への遥けき道程－（３）」

第44巻第3号（1999.5） ｐ33～ 河村昭一
「南北朝・室町期越前守護沿革・支配機構に関する諸問題
（四）」

ｐ41～ 塩谷菊美 「真宗寺院における「名乗り」と変身(二)」

第44巻第4号（1999.7） ｐ49～ 松原信之 「国の特別史跡一乗谷出現の秘話」

ｐ51～ 春松進一 「糠浦（河野村）には、「キリシタン」はいなかった」

ｐ53～ 内海宏隆 「北野博美の大正時代－折口信夫への遥けき道程－（４）」

第44巻第5号（1999.9） ｐ65～ 足立尚計 「越前国府比定地「武生」という佳字について」

ｐ72～ 塩谷菊美 「真宗寺院における「名乗り」と変身(三)」

ｐ78～ 黒崎征佑 「学校がめざす人間像と真宗のそれ」

第44巻第6号（1999.11） ｐ81～ 佐藤圭 「諏訪の立石の刻字について」

ｐ84～ 内海宏隆 「北野博美の大正時代－折口信夫への遥けき道程－（５）」

第45巻第1号（2000.1） ｐ1～ 山下英一
「グリフィスとその時代－一八九〇～一九〇〇年代の日本
－」

ｐ13～ 吉川侠治 「永見民部（一）」

第45巻第2号（2000.3） ｐ17～ 清水惠枝 「北陸街道金津宿の形態と機能」

ｐ20～ 塩谷菊美 「真宗寺院における「名乗り」と変身(四)」

ｐ27～ 小林敏 「敦賀の墓碑（二）」

ｐ30～ 杉本伊佐美 「悲風嘯々一乗谷」

第45巻第3号（2000.5） ｐ33～ 佐々木英治
「大谷寺「蓮糸曼陀羅の図」（泰澄大師本尊感得の図）につ
いての研究」

ｐ36～ 海道静香 「越前国の村高と所領の変遷（二)」



第45巻第4号（2000.7） ｐ49～ 佐藤圭 「戦国期の越前斯波氏について（上）」

ｐ55～ 海道静香 「越前国の村高と所領の変遷（三)」

第45巻第5号（2000.9） ｐ65～ 三上一夫 「大義を世界に－横井小楠の維新変革論－」

ｐ68～ 佐藤圭 「戦国期の越前斯波氏について（下）」

ｐ76～ 海道静香 「越前国の村高と所領の変遷（四)」

第45巻第6号（2000.11） ｐ81～ 海道静香 「越前国の村高と所領の変遷（五)」

第46巻第1号（2001.1） ｐ1～ 山下英一
「グリフィスとその時代－一八七〇～八〇年代の明治日本
－」

ｐ13～ 海道静香 「越前国の村高と所領の変遷（六)」

第46巻第2号（2001.3） ｐ17～ 増田哲郎 「宝暦六年『本保騒動』」

ｐ26～ 海道静香 「越前国の村高と所領の変遷（七)」

第46巻第3号（2001.5） ｐ37～ 足立尚計 「林多輔家の家譜について－解説と翻刻－」

ｐ43～ 増田市三 「明治維新の槌音」

ｐ48～ 黒崎征佑 「丸山真男にみる真宗論」

ｐ49～ 海道静香 「越前国の村高と所領の変遷（八)」

第46巻第4号（2001.7） ｐ53～ 松原信之 「吉江藩領の確定について」

ｐ56～ 畑中省吾 「鳥羽江川の水争」

第46巻第5号（2001.9） ｐ69～ 小谷正典
「越前・美濃間の鉄道敷設運動－“第四次鉄道ブーム”期
を中心に－」

ｐ77～ 吉川侠治 「永見民部（二）」

ｐ81～ 黒崎征佑 「なぜ工場説教の記述はないのだろうか（続）」

第46巻第6号（2001.11） ｐ85～ 坂田玉子 「修験道研究（その一）持宝院＝こんぴらさん」

ｐ97～ 清水惠枝 「公文書館とは何か」

第47巻第1号（2002.1） ｐ1～ 山下英一 「グリフィスとその時代－明治維新と日本の近代化－」

ｐ13～ 竹内信夫 「鯖江藩の江戸屋敷について（一）」

第47巻第2号（2002.3） ｐ21～ 松原信之 「朝倉氏菩提寺心月寺文書伝来の軌跡について」

ｐ24～ 阿部法夫 「『蓮如上人いろは歌』五種」

第47巻第3号（2002.5） ｐ37～ 竹内信夫 「鯖江藩の江戸屋敷について（二）」

ｐ46～ 黒崎征佑 「金属の回収」

ｐ47～ 黒崎征佑 「再越前大一揆覚書」

ｐ49～ 黒崎征佑 「日曜学校」

第47巻第4・5号（2002.7） ｐ53～ 池田正男 「越前芦屋釜についての調査研究」

ｐ78～ 野尻泰弘 「鯖江藩大庄屋の職掌について」

第巻第号（2003.3） ｐ～
「若越郷土研究総索引－第１巻第１号～第４７巻第４・５合
併号（通巻第１号～第２７５号）

第48巻第1号（2003.7） ｐ1～ 松原信之
「越前国国人衆の堀江氏から朝倉氏国衆へ－堀江氏の系
譜を中心に－」

ｐ15～ 三上一夫
「幕末福井・柳川両藩の殖産興業の類似性－横井小楠との
かかわりを中心に

ｐ21～ 白崎昭一郎 「詩人としての橋本左内」

ｐ30～ 山下英一 「グリフィスの福井からの手紙」

第48巻第2号（2004.1） ｐ1～ 三井紀生
「越前笏谷石の石造物に見る荘厳形式とその変遷につい
て」

ｐ21～ 松原信之 「朝倉氏による敦賀郡支配の変遷（上）」



ｐ36～ 野尻泰弘
「＜史料紹介＞鯖江藩の借財に関する一史料－鯖江藩大
庄屋千秋覚兵衛家文書「永代記録」から－」

第49巻第1号（2004.7） ｐ1～ 松原信之 「朝倉氏による敦賀郡支配の変遷（下）」

ｐ17～ 山下英一 「TheMikado'sEmpire出版の反響」

ｐ28～ 竹間芳明 「戦場と戦場の住民－加越国境地帯の検討－」

第49巻第2号（2005.1） ｐ1～ 長野栄俊 「予言獣アマビコ考－「海彦」をてがかりに－」

ｐ31～ 池田正男 「室町期越前の五山派寺院について」

第50巻第1号（2005.7） ｐ1～ 松原信之 「戦国家訓「朝倉宗滴話記」の成立と分類解説」

ｐ28～ 野尻泰弘
「近世、若狭国・越前国敦賀郡における徳政担保文言の基
礎的考察」

第50巻第2号（2006.2） ｐ1～ 宮永一美 「朝倉氏と『君台観左右帳記』の伝授」

ｐ8～ 古谷尚子
「『官許独学階梯』と「足羽県活版局」－明治初期における
教育と活版－」

ｐ18～ 長野栄俊
「福井県における宗教関係公文書の史料学的考察（その
一）神社明細帳」

第51巻第1号（2006.8） ｐ1～ 三上一夫
「「五ヶ条の御誓文」の歴史的性格－「画餅の弊」からの脱
却難－」

ｐ6～ 山下英一 「グリフィスの福井民話」

ｐ18～ 松原信之 「朝倉氏戦国大名化の過程における「鞍谷殿」成立の意義」

ｐ25～ 長野栄俊
「福井県における宗教関係公文書の史料学的考察（その
二）境外遥拝所明細帳、官祭

招魂社・官修墳墓明細帳、護国神社明細帳、境外祖霊社
明細帳、官国幣社明細帳」

第51巻第2号（2007.2） ｐ1～ 中島辰男 「酒井忠勝私論」

ｐ11～ 池田正男 「三里山を取りまく泰澄開創社寺について（上）」

第52巻第1号（2007.10） ｐ1～ 金田久璋 火進上と印地打ちの民俗

ｐ8～ 市川裕士 若狭本郷氏の動向と室町幕府・守護

ｐ20～ 小林敏 敦賀の墓碑

第52巻第2号（2008.3） ｐ1～ 平野俊幸 松平文庫「九頭竜川河口絵図」について

ｐ11～ 古川登 越前坂井市の石造多層塔

ｐ30～ 長野栄俊 佐々木権六(長淳）号に関する履歴・伝記史料の紹介

第53巻第1号（2008.8） ｐ1～ 池田正男 越前の禅宗草創期について

ｐ37～ 山田昌雄 白井光太郎と福井県出身の植物病理学者達、その時代

第53巻第2号（2009.3） ｐ1～ 山下栄一 グリフィスの日本昔話

ｐ13～ 松原信之
超勝寺・本覚寺の両寺末寺帳から見た越前諸寺院の近世
における動向について-附 寺号改号について-

ｐ26～ 長野栄俊
貞享期における越前松平家の家史編纂-「家譜」「世譜」編
纂前史-

第54巻第1号（2009.9） ｐ1～ 大野康弘 粟屋越中守勝久と国吉籠城戦

ｐ8～ 竹間芳明 越前一揆の構造

ｐ21～ 池田正男 越前の禅宗草創期について(追補)

第54巻第2号（2010.3） ｐ1～ 岡田健彦
近世越前における越前岬以北のしいら漬漁場争いについ
て

ｐ15～ 山下英一 'The Recent Revolutions in Japan'再考(前編)

ｐ27～ 金田久璋 若狭内外海半島の巫女祭文資料

ｐ36～ 永江秀雄 大野晋先生追慕-あつい学恩を感謝して-



ｐ39～ 高木不二
書評 山下英一著『グリフィス福井書簡-Griffis' Fukui
Letters』-

第55巻第1号（2010.8） ｐ1～ 古川登 福井市水切二号墳奥壁阿弥陀如来立像の調査

ｐ15～ 三上一夫 「五ヶ条の御誓文」の特質-ゆがめられた近代化の軌跡-

ｐ24～ 三井紀生 笏谷石製唐破風屋根付墓標の屋根の形式について

ｐ32～ 山下英一 'The Recent Revolutions in Japan'再考(後編)

ｐ1～ 松原信之 東御坊（本瑞寺）の成立と城下の東派寺院

ｐ10～ 国京克巳
福井城本丸指図の年代について　―文政から嘉永期まで
―

ｐ27～ 三上一夫 幕末の対馬の危機的情勢　―日本海保全との関連―

ｐ39～ 小林敏 明治・大正・昭和　敦賀浄曲界

ｐ1～ 古川登 福井県大飯郡おおい町岡田西安寺石造五重塔実測調査

ｐ9～ 三上一夫 『陣中日誌』の特異な歴史的性格

ｐ15～ 竹間芳明
白山杣取権の一考察 －天文相論時の織田信秀の関与に
ついて-

ｐ29～ 池田正男 越前府中龍門寺の草創について

ｐ1～ 国京克巳
新出の文政十三年「福井城御図」と「福井城図」(文政二年
写)について

ｐ12～ 佐藤圭 一乗谷と氷室に関する戦国時代の文献

ｐ26～ 山下英一 グリフィス福井日記・書簡に見る廃藩について

ｐ36～ 長野栄俊
松旭斎天一の生家、福井藩陪臣牧野家―再読『松旭斎天
一の生涯』

ｐ58 岩井孝樹 書評 　印牧邦雄著『穴馬村小史』『和泉の自然と歴史』

ｐ1～ 三井紀生 中、近世における越前狛犬の特徴と地方進出について

ｐ26～ 三上一夫 橋本左内の先見性について

ｐ29～ 池田正男 越前府中龍門寺再考

ｐ41～ 小不動和明 定府家臣百四十年目の鯖江引越

ｐ1～ 佐藤圭 『お湯殿の上の日記』に見る若狭武田氏の進上

ｐ16～ 国京克巳 福井市指定文化財　毛利家長屋門について

ｐ33～ 南川傳憲
越前大野藩関係者の箱根戦争戦没者の墓碑を訪ねて
（一）

ｐ39～ 真野幹也 『古記大全』朝倉義景感状についての一考察

ｐ51～ 長野栄俊 松旭斎天一の新出写真資料について
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