
タ　イ　ト　ル 著　者 出　版　者 出版年 請求記号

新編　伊那史料叢書　第４巻 伊那史料刊行会／編 歴史図書社 1975年 N 243 ｲ

新編　伊那史料叢書　第２巻 伊那史料刊行会／編 歴史図書社 1975年 N 243 ｲ

下伊那史　第５巻 下伊那郡教育会／編 下伊那誌編纂会 1967年 ﾏﾂ 243 ｼﾓ N

下伊那史　第６巻 下伊那教育会 下伊那誌編纂会 1970年 N 243 ｼﾓ

下伊那史　第７巻 下伊那教育会 下伊那誌編纂会 1980年 N 243 ｼ

下伊那史　第８巻 下伊那教育会／編 下伊那誌編纂会 2006年 N 243 ｼﾓ

下伊那郡誌資料　復刻版　上巻 下伊那郡役所／編 歴史図書社 1977年 N 243 ｼ

神之峯床山城城主知久氏の興亡 長谷部　平吉 N 243 ﾊｾ

知久氏と泉龍院 代田　健（豊丘） 飯田共同印刷 1988年 N 184 ｼ

喬木村誌　上巻 喬木村誌編纂委員会／編 喬木村役場 1979年 N 243 ﾀ

上久堅村誌 上久堅村誌編纂委員会／編 上久堅村誌刊行委員会 1992年 N 243 ｶﾐ

下久堅村誌 下久堅村誌編纂委員会／編 下久堅村誌刊行会 1973年 N 243 ｼ

長野県史　近世史料編　第４巻　２ 長野県／編集 長野県史刊行会 1982年 N 209 ﾅｶ

伊那史概要 市村　咸人／著 山村書院 1935年 N 240 ｲ

熊谷家伝記　第３冊 市村　咸人／校訂 国書刊行会 1974年 N 288 ｸﾏ

上伊那郡史 唐澤貞治郎／編 上伊那郡教育会 1921年 N 242 ｶ

南信州の山城 飯田市上郷考古博物館 飯田市上郷考古博物館 2009年 N 243 ｲｲ

知久平城跡 池田　喜一 飯田市立中央図書館 2015年 N 243 ｲﾅ ﾁﾒｲ

知久氏・菅沼氏の知久平城址 知久平城址保存会 知久平城址保存会 2010年 N 243.4 ﾁｸ

史談会叢書（複写版）　５ 下久堅史談会／編 下久堅史談会 1955年 N 243 ｼﾀ

知久氏を偲ぶ会 村沢　武夫／収集 ﾑﾗ 243 N

戦国知久氏の興亡 知久　豊 随想舎 2012年 N 930 ﾁｸ

信濃から 知久　信芳／著者 知久　信芳 2007年 N 288 ﾁｸ

下久堅　知久氏
知久氏に関連する資料です。お探しの時は、お気軽に職員へおたずねください。
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南信濃の杜 知久　信芳／著 知久　信芳 2010年 N 243 ﾁｸ

悠久の時の流れ　２ 知久　洋右／編 編者 2000年 N 288 ﾁｸ

知久氏だより　№１～№３５ 知久氏研究会 1982年 ﾋｶﾞｼｶﾍﾞ

知久氏だより　№５４～№７３ 知久氏研究会 2004年 ﾋｶﾞｼｶﾍﾞ

知久氏だより　№７４～８８（最終号） 知久氏研究会 2008年

ひさかた昭和史五十年の歩み
下久堅公民館
広報委員会／編

下久堅公民館 1982年 N 379 ｼﾓ

知久氏 飯田市立図書館 FN 288

神の峰 飯田市立図書館 FN

旧飯田藩士柳田家日記「心覚」 飯田市美術博物館／編者 飯田市美術博物館 2004年 N 243 ｲｲ

日本主義　２０１０年　秋　№１１ 山岸　修／編 白陽社 2010年 N 243 ﾆﾎ

神之峰はるか 小沢さとし／著 郷土出版社 1996年 N 930 ｵｻ

神の峯落城秘話　（コピー製本版） 竹村　浪の人／著 おさひめ書房 1960年 N 937 ﾀｹ

伊那谷にこんなことが　改訂版 久保田　安正／著 南信州新聞社出版局 2014年 N 243 ｸﾎ

知久氏歴史の散歩道 喬木村歴史民俗資料館 N 243.4 ﾁｸ

伊那　１９４３年０９月号 伊那史学会 1943年

伊那　１９４３年０４月号 伊那史学会 1943年

伊那　１９５４年１１月号 伊那史学会 1954年

伊那　１９６１年０６月号 伊那史学会 1961年

伊那　１９６１年０９月号 伊那史学会 1961年

伊那　１９６２年０２月号 伊那史学会 1962年

伊那　１９６２年０３月号 伊那史学会 1962年

伊那　１９６２年０６月号 伊那史学会 1962年

伊那　１９６２年０７月号 伊那史学会 1962年

伊那　１９６４年０７月号 伊那史学会 1964年

伊那　１９６４年０８月号 伊那史学会 1964年

伊那　１９６５年１２月号 伊那史学会 1965年

伊那　１９６９年１２月号 伊那史学会 1969年
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伊那　１９７０年１１月号 伊那史学会 1970年

伊那　１９７１年０５月号 伊那史学会 1971年

伊那　１９７４年０２月号 伊那史学会 1974年

伊那　１９７７年１０月号 伊那史学会 1977年

伊那　１９７８年０８月号 伊那史学会 1978年

大日本國帝王始並知久代々記録（複写版） 村沢　武夫／収集 N 288 ﾑﾗ

伊那　１９７７年１２月号 伊那史学会 1977年

伊那　１９７８年０９月号 伊那史学会 1978年

伊那　１９８０年０７月号 伊那史学会 1980年

伊那　１９８０年０８月号 伊那史学会 1980年

伊那　１９８０年０９月号 伊那史学会 1980年

伊那　１９８５年０４月号 伊那史学会 1985年

伊那　１９８６年０９月号 伊那史学会 1986年

伊那　１９９１年１１月号 伊那史学会 1991年

伊那　１９９２年０８月号 伊那史学会 1992年

伊那　１９９３年０５月号 伊那史学会 1993年

伊那　１９９３年０８月号 伊那史学会 1993年

伊那　１９９３年１０月号 伊那史学会 1993年

伊那　１９９３年１２月号 伊那史学会 1993年

伊那　２００５年０７月号 伊那史学会 2005年

伊那　２００３年１２月号 伊那史学会 2003年

伊那　２００６年０７月号 伊那史学会 2006年

伊那　２００７年１０月号 伊那史学会 2007年

伊那　２０１８年０２月号 伊那史学会 2018年

建武中興を中心としたる
信濃勤王史攷　復刊版　上巻

信濃教育会／編 信濃史学会 1977年 N 209 ｼ

建武中興を中心としたる
信濃勤王史攷　復刊版　下巻

信濃教育会／編 信濃史学会 1978年 N 209 ｼ

信濃中世武家伝 田中　豊茂／著 信濃毎日新聞社 2016年 N 209.4 ﾀﾅ
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天文二年厳助信州下向記 村沢　武夫／収集 ﾑﾗ 289

新編　信濃史料叢書　第１０巻 信濃史料刊行会／編 信濃史料刊行会 1974年 N 208 ｼ

伊那　１９７３年０７月号 伊那史学会 1973年

親と子の下伊那史 下伊那教育会／編 下伊那教育会 1985年 N 243 ｼﾓ

史蹟名勝天然紀念物調査報告
復刻版　第１巻

長野県 長野県文化財保護協会 1974年 N 292 ﾅ

諏訪史　第２巻前編 宮地　直一／著 信濃教育会諏訪部会 1931年 N 241 ﾐ

諏訪史　第二巻　後編 宮地　直一／著 信濃教育会諏訪部会 1924年 N 241

諏訪史　第三巻 渡邊　世祐／著 信濃教育会諏訪部会 1954年 N 241 ｽﾜ

図解　山城探訪　第７集 宮坂　武男／著 長野日報社 1999年 N 240 ﾐﾔ

縄張図・断面図・鳥瞰図で見る
信濃の山城と館　第６巻

宮坂　武男／著 戎光祥出版 2013年 N 243 ﾐﾔ 6

定本・伊那谷の城 赤羽　篤／監修 郷土出版社 1996年 N 240 ｱ
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