
 

 

 

 
紙書籍が手元になくても調べものができるデジタル資料があることをご存じですか？ 

今回は、石川県に関するデジタル資料が閲覧できるサイトをご紹介します。 

 
 

国立国会図書館デジタルコレクション（https://dl.ndl.go.jp/） 

 

国立国会図書館デジタルコレクションとは、国立国会図書館で収集・保存しているデジタル資料を検索・閲覧できる 

サービスです。 

収録資料は 3つの公開範囲で提供しています。 

①インターネット公開・・・著作権など権利状況に問題がないことが確認できた資料です。インターネットが 

できる環境であれば、図書館へ来館せずに閲覧ができます。 

②図書館送信資料・・・絶版などの理由で入手が困難な資料で、図書館送信参加館で閲覧ができます。 

③国立国会図書館内限定・・・上記①②に当てはまらない資料で、国立国会図書館内で閲覧ができます。 

下記の検索画面でタイトル等を入力し「インターネット公開」にチェックを入れて検索し、ヒットするデジタル資料は、 

ご自宅から閲覧できます  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  
 

「図書館送信資料」       の表示があるものは、目次を見ることができます。必要な部分がありましたら、国立国

会図書館へ、個人で複写の申込みができます。詳しくは国立国会図書館オンラインヘルプ画面の 6A. 申込方法（個人）

の 6A-4 遠隔複写をご確認ください。 

https://ndlonline.ndl.go.jp/static/ja/help-6a/index.html?lang=ja#menu6a-5 
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また、「図書館送信資料」にチェックを入れ

て検索し、ヒットする電子資料は、図書館

向けデジタル化資料送信サービス参加館

で閲覧が可能です。利用しようとする図書

館の登録利用者であることなど閲覧に際

しては利用条件がありますので、詳しくは

来館予定の図書館へ利用方法などの確

認をお願いします。

https://dl.ndl.go.jp/ja/soshin_libra

rylist.html 

 

画像：国立国会図書館デジタルコレクションより（令和 3年 2月 19日確認） 

https://dl.ndl.go.jp/
https://ndlonline.ndl.go.jp/static/ja/help-6a/index.html?lang=ja#menu6a-5
https://dl.ndl.go.jp/ja/soshin_librarylist.html
https://dl.ndl.go.jp/ja/soshin_librarylist.html


 

Ｑ. 邑知潟について書かれたデジタル資料がみたい。 
 

A.『山水小記』田山花袋 著 (富田文陽堂, 1917) 

 『羽咋郡案内』上多津太郎 編 (上多津太郎, 1916)  『羽咋郡誌』(石川県羽咋郡, 1909)、『石川県羽咋郡誌』 

 石川県羽咋郡 編 (羽咋郡, 1917) 

上記資料に邑知潟について記述があります。調べ方は下記の通りです。 

①全文検索とインターネット公開をチェックし、検索する。 

②検索結果より、     のアイコンをクリックすると、左側に目次の一覧が表示されます。 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

③目次の該当部分をクリックすると、ページの画像が閲覧できます。 

また、『羽咋郡案内』がヒットしたことから、『羽咋郡誌』のデジタル資料を閲覧したところ、「邑知潟」についての記述があ

りました。 

こちらの目次を

選ぶと該当ペ

ージの画像が

閲覧できます 

 

タイトルをクリック 

すると図書の画像が

閲覧できます。 

画像：国立国会図書館デジタルコレクションより、（令和 3年 2月 19日確認） 

https://dl.ndl.go.jp/search/searchResult?searchWordFulltext=%E9%82%91%E7%9F%A5%E6%BD%9F&featureCode=all&viewRestrictedList=0&tocItemId=info%3Andljp%2Fpid%2F948408&fulltext=1&searchWord=%E9%82%91%E7%9F%A5%E6%BD%9F&facetOpenedNodeIds=4%3A11&filters=4%3A11


 

金沢市立図書館 調査相談郷土資料のページ（https://www.lib.kanazawa.ishikawa.jp/?page_id=288） 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

金沢文化協会が翻刻頒布した郷土史研究の 

基本的な史料のデジタル資料が閲覧できます。

き 

全文閲覧以外に墓地名・住所・番地・人名・編頁

が一覧表になっており、閲覧したい編頁をクリッ

クすると該当ページの画像が閲覧できます。 

画像：金沢市立図書館郷土資料のページより（令和 3年 2月 19日確認） 

https://www.lib.kanazawa.ishikawa.jp/?page_id=288


レファレンスでよく使用する石川県に関するデジタル資料 
 
基本的に国立国会図書館のデジタル資料ですが、★は、金沢市立図書館の郷土資料のサイトから閲覧できる資料です。 

今回、紹介する以外にも国立国会図書館デジタルコレクションに、デジタル資料がありますので、ぜひ利用してみてください。 

■辞典■ 

『加能郷土辞彙』 日置謙 編  金沢文化協会, 1942 (目次・巻号） 

郷土の地名・人名・寺社・事件等の約 1万八千五百項目を五十音に配列した郷土の総合辞典です。 

語彙の配列は発音によるが、字訓は、正確に歴史的国字使用法を採用しており、前田は「マエダ」でなく「マヘダ」となるなど、 

利用には注意が必要です。★金沢市立図書館ＨＰでも閲覧できます。 

■加賀能登郷土図書叢刊■ 

『一向一揆と富樫氏 』 日置 謙/校訂 石川県図書館協会 1934.10(目次・巻号） 

『御夜話集』 上編・下編  日置謙/校訂 石川県図書館協会 1933.9～1934.2(目次・巻号） 

『加賀藩初期の侍帳』 太田 敬太郎/校訂 石川県図書館協会 1942.12(目次・巻号） 

『改作所旧記』 上編・中編・下編 高沢 忠順/著 太田 敬太郎/校訂 石川県図書館協会 1939.5～1939.12(目次・巻号） 

『加能越金砂子』 日置 謙/校訂 石川県図書館協会 1931 

『加能越氏族伝』 森田 柿園/著 日置 謙/校訂 石川県図書館協会 1936.2(目次・巻号） 

『加能漂流譚』 中田 邦造/編 石川県図書館協会 1938.3 (目次・巻号） 

『亀の尾の記』 柴野 美啓/著 日置 謙/校訂 石川県図書館協会 1932.2 

『旧条記』  日置 謙/校訂 石川県図書館協会 1933.12 (目次・巻号） 

『気多神社文献集』  太田 敬太郎/校訂 石川県図書館協会 1940.10(目次・巻号） 

『国事雑抄』 上編・中編・下編 森田 柿園/著 日置 謙/校訂 石川県図書館協会 1932～1933(目次・巻号） 

『国事昌披問答』  丹羽 四郎左衛門/著 日置 謙/校訂 石川県図書館協会 1931 

『三州奇談』 堀 麦水/著 日置 健/校訂 石川県図書館協会 1933(目次・巻号） 

『銭屋事件詮議留』 日置 謙/校訂 石川県図書館協会 1932 

『能登名跡志』 太田 道兼/著 日置 謙/校訂 石川県図書館協会 1931 

『稗史集』 上編・下編 日置 謙/校訂 石川県図書館協会 1935.8～1935.12(目次・巻号） 

『藩国官職通考』 湯浅 祇庸/著 石川県図書館協会 1932(目次・巻号） 

『三壺聞書』 山田 四郎右衛門/著 日置 謙/校訂 石川県図書館協会 1931(目次・巻号） 

■加越能叢書■ 

★『老の路種』 上田 耕/著 日置 謙/校訂 金沢文化協会 1935.8 

★『加賀藩御定書』 前編・後編 日置 謙/校訂 金沢文化協会 1936 

★『可観小説』 前編・後編 青地 礼幹/著 日置/謙/校訂 金沢文化協会 1936 

★『浚新秘策』  青地 礼幹/著 日置/謙/校訂 金沢文化協会 1936.3 

■史話■ 

★『加能外史 楽晩荘隨筆』 日置 謙/著 金沢文化協会 1946.12 

『郷史談叢拾遺 第 1』 和田 文次郎/著 和田勝一 1929(目次・巻号） 

■史料■ 

★『加能古文書』 日置 謙/編 金沢文化協会 1944  

『三州史料』 第 3冊・4冊 加能越書籍一覧 巻一 地志類(上)（下）加越能史談会/編集 森田平次/著加越能史談会 1918 

『三州史料』 第５冊・６冊 加能越書籍一覧 巻二 社記類(上)（中）加越能史談会/編 森田平次/著 加越能史談会 1919 

『加賀藩史料 』第 1編～第 15編 前田家編輯部/編  石黒文吉  1942   

『加賀藩史料』 編外 侯爵前田家編輯部/編 前田家編輯部 1933 (目次・巻号） 

天文７年から弘化４年までの加賀藩とその領内に関する様々な事象を原典から引用し編年体で記した資料。 

 



 

◎『加賀藩史料』は東京大学史料編纂所データベースで検索や閲覧ができます。 

https://wwwap.hi.u-tokyo.ac.jp/ships/ 

 ①近世編年データベースを選択し、項目検索を選ぶ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②史料区分を加賀藩史料とし、キーワード等で検索する。 

 

 

また、史料区分のみを選んで検索した場合は、「全綱文」の一覧が表示されるので、閲覧したい部分の画像を選ぶと、内容を

見ることができます。 

■通史■ 

『石川県史』 第 1編～第５編 石川県 1927～1933(目次・巻号） 

『加賀藩勤王始末』 野口之布/編 石川県立図書館 1928 

『加越能維新勤王史略』 中田敬義/ 編 加越能維新勤王家表彰会 1930(目次・巻号） 

『能登珠洲志』 和田尚軒/著 北陸出版協会 1910 (目次・巻号） 

『鳳至誌』 和田文次郎/編 北陸出版協会 1911(目次・巻号） 

『鹿嶋志』 和田文次郎/著 北陸出版協会 1909(目次・巻号） 

画像：東京大学資料編纂所データベース（令和 3年 2月 19日確認） 

https://wwwap.hi.u-tokyo.ac.jp/ships/


『石川県羽咋郡誌』 石川県羽咋郡 編 羽咋郡 1917(目次・巻号） 

『羽咋郡誌』石川県羽咋郡 1909(目次・巻号） 

『稿本金沢市史』 市街編第 1 金沢市/編 金沢市 1916※1(目次・巻号） 

『稿本金沢市史』 市街編第 2 金沢市/編 金沢市 1917※1 

『稿本金沢市史』 市街編第 3 金沢市/編 金沢市 1917※1 

『稿本金沢市史』 市街編第 4 金沢市/編 金沢市 1920※1 

『稿本金沢市史』 学事編第 1 金沢市/編 金沢市 1918※1 

『稿本金沢市史』 学事編第 2 金沢市/編 金沢市 1919※1 

『稿本金沢市史』 学事編第 3 金沢市/編 金沢市 1921※1 

『稿本金沢市史』 学事編第 4 金沢市/編 金沢市 1922※1 

『稿本金沢市史』 社寺編    金沢市/編 金沢市 1923※1 

『稿本金沢市史』 工芸編第 1 金沢市/編 金沢市 1925※1 

『稿本金沢市史』 風俗編第 1 金沢市/編 金沢市 1927※1 

『稿本金沢市史』 風俗編第 2 金沢市/編 金沢市 1929※1 

『稿本金沢市史』 政治編第 1 金沢市/編 金沢市 1933※1 

『稿本金沢市史』 政治編第 2 金沢市/編 金沢市 1937※1 

※1『稿本金沢市史』は、すべて(目次・巻号）あり。 

★『金沢古蹟志』第 1編～第 12編  森田 平次/著 日置 謙/校 金沢文化協会 巻タイトルは以下の通り。 

第 1編 目次 総論 城郭概説  1934.7 

第 2編 城郭諸曲輪 西綯羃疾 1933.12 

第 3編  城外堂形辺 城外大手辺 城外新堂形 1933.8 

第 4編  城東小立野台 西綯羃疾  1933.9 

第 5編  城南本多町笠舞筋 城南柿木畠百姓町筋 城南竪町筋 1934.2 

第 6編  城南河原町犀川々上筋 城南片町伝馬町筋   1934.6 

第 7編  城南石坂台 城南野町筋 城南泉寺町筋 城南野田寺町筋  1933.10 

第 8編 城西法船寺町筋 城西長町筋  1933.11 

第 9編  城西堤町筋 城西宗叔町筋 1934.1 

第 11編 城北堀川口 城北浅野川口 城北田町筋 1934.4 

第 12編 城北浅野川筋並大衆免 城北卯辰台上下 城北大樋口  1934.5 

『金沢叢語』 和田文次郎/著 加越能史談会 1925 

★『金沢の百年』 明治編 市史年表 金沢市史編さん室/編 金沢市 

★『金沢の百年」 大正・昭和編 市史年表 金沢市史編さん室/編 金沢市 

★『金沢の百年』 昭和続編 市史年表 金沢市史編さん委員会/編 金沢市 

『加賀河北志』和田文次郎/著 北陸出版協会 1909(目次・巻号） 

『石川県河北郡誌』石川県河北郡/ 編 石川県河北郡 1920(目次・巻号） 

『石川県河北郡花園村誌』石川県河北郡花園村 1925(目次・巻号） 

『石川郡誌』石川教育協会 1911(目次・巻号） 

『石川郡誌』和田文次郎 (尚軒)/編 修盛館 1902 （加賀誌 ; 第 3編）(目次・巻号） 

『石川県石川郡誌』石川県石川郡自治協会 1927(目次・巻号） 

『石川県能美郡誌』石川県能美郡/編 石川県能美郡 1923(目次・巻号） 

『能美誌』和田文次郎/編 宇都宮書店 1900（加賀誌 ; 第 2編）(目次・巻号） 

『安宅誌』安宅関址保存会/編 安宅関址保存会 1933(目次・巻号） 

『江沼誌』 和田文次郎/編 松山書舗 1899（加賀誌 ; 第 1編）(目次・巻号） 

『石川県江沼郡誌』石川県江沼郡/編 江沼郡 1925(目次・巻号） 



『聖城怪談録』 上 宮本謙吾/著 碧水閣文庫 1929 （江沼史料 ; 第 4-5輯）(目次・巻号） 

『聖城怪談録』 下 宮本謙吾/著 碧水閣文庫 1929（江沼史料 ; 第 4-5輯）(目次・巻号） 

■伝記■ 

『加賀藩史稿』 第１巻 世相 第２巻 公族列伝  永山近彰 著[他] (尊経閣, 1899)※2 (目次・巻号） 

『加賀藩史稿』第３巻 列伝１ 第４巻 列伝２ 永山近彰 著[他] (尊経閣, 1899) ※2 

『加賀藩史稿』 第５巻 列伝３ 第６巻 列伝４ 永山近彰 著[他] (尊経閣, 1899) ※2 

『加賀藩史稿』 第７巻 列伝５ 第８巻 列伝６ 永山近彰 著[他] (尊経閣, 1899) ※2 

『加賀藩史稿』 第９巻 列伝７ 第１０巻 列伝８ 永山近彰 著[他] (尊経閣, 1899) ※2 

『加賀藩史稿』 第１１巻 列伝９ 第１２巻 列伝１０ 永山近彰 著[他] (尊経閣, 1899) ※2 

『加賀藩史稿』第１３巻 列伝１１ 第１４巻 列伝１２ 永山近彰 著[他] (尊経閣, 1899) ※2 

『加賀藩史稿』 第１５巻 列伝１３ 第１６巻 列伝１４  永山近彰 著[他] (尊経閣, 1899) ※2 

※2『加賀藩史稿』は、すべて(目次・巻号）有 

『三州遺事』 黒本植/著 石川県立図書館 1931 (目次・巻号） 

★『金沢墓誌』 和田文次郎/著 加越能史談会 大正 8 

★『加賀藩組分侍帳』 金沢文化協会/編 金沢文化協会 1937 

『加賀藩勤王紀事』陸義猶/編 [出版者不明 ]1911 

『銭屋五兵衛真伝』 松風嘉定/著  藤岡幸二  1930(目次・巻号） 

『加賀藩勤王殉難士伝』 八田健一/著 加越能維新勤王記念標保存会 1939(目次・巻号） 

『北国人物志』 初編   北光社 1903 (目次・巻号）  

『北国人物志』 3編  北光社 1903 (目次・巻号） 

『石川郡人名録』 和田文次郎/ 編  北陸出版協会 1908 （北国人物誌 ; 第 1輯）(目次・巻号） 

『明治天皇北陸巡幸誌』 加越能史談会/[編] 加越能史談会 1927.9 

『明治行幸史料』 日置謙/校 金沢文化協会 1932 

『前田利家公』 和田文次郎/著 宇都宮書店 1899(目次・巻号） 

『前田利家公伝』 大坪武門/著 勢多章康 1921(目次・巻号） 

『芳春夫人小伝』近藤磐雄/著 高木亥三郎 1917(目次・巻号） 

『加賀松雲公』 上巻・中巻・下巻 近藤磐雄/著  羽野知顕  1909(目次・巻号） 

『松雲公小伝』 藤岡作太郎/著 高木亥三郎 1909(目次・巻号） 

『銭屋五兵衛』  碧瑠璃園 著 (霞亭会, 1915) 

『銭屋五兵衛』  (偉人史叢 ; 第 14巻) / 国府犀東/著 (裳華書房, 1897)(目次・巻号） 

『銭屋五兵衛真伝』松風嘉定/著 藤岡幸二 1930) (目次・巻号） 

『小野君慈善録』  和田文次郎/編  共潤会  1890 

■地誌■ 

『石川県史蹟名勝調査報告』 第 1輯 (加賀・能登ノ古代遺跡)  石川県/編  石川県 1923 (目次・巻号） 

『石川県史蹟名勝調査報告』 第 2輯 (加賀能登社寺旧跡、古城址、殖産遺跡)  石川県/編  石川県 1924 (目次・巻号） 

『北陸鉄道七尾鉄道中越鉄道案内記』  和田文次郎/編  北陸鉄道案内記発行所 1899 

『石川県案内記』 木村文太郎/編 (石川県出品協会, 1909) (目次・巻号） 

■地方誌■ 

『能登誌』初編  和田文次郎/編 和田文次郎 1896 (目次・巻号） 

『能登地誌略』  三宅少太郎/編[他]  益智館  1882 

『能登地誌略字引』  三宅少太郎/編  益智館, 1882 

『和倉温泉考』  三野昌平/著 三野昌平 1886 

『鹿島郡案内』  石川県鹿島郡/編 石川県鹿島郡, 1918 

『羽咋郡案内』 上多津太郎/編  上多津太郎 1916(目次・巻号） 



『加賀地誌略』  三宅少太郎/編[他]  益智館 1881 

『金沢故蹟誌』  加越能史談会/編  加越能史談会 1923 (目次・巻号） 

『金城勝覧図誌』巻之上・巻之下  平岩晋 著[他]  林有声館 1908 (目次・巻号） 

『金沢誌』  和田文次郎/編  和田文次郎 1898 

『金沢案内』 北村永太郎/編  北村書店, 1913(目次・巻号） 

『金沢案内』 大西友一/編 近田書店, 1911 (目次・巻号） 

『金沢案内記』 小谷書店/著 小谷書店 1921(目次・巻号） 

『金沢市案内記』  和田文次郎/著 北陸出版協会 1911(目次・巻号） 

『兼六公園誌』 巻之 1 ・巻之 2、附録 小川穟/輯[他]  近田太三郎  1894 

『鶴来谷遊記 : 附・鶴来遺文抄』  鶴来保勝会 1936 

『白山案内』  林藤弥三郎/編  宇都宮書店, 1913 (目次・巻号）  

『能美郡地誌』 福畠栄太郎/著 宇都宮書房 1889 

『江沼志纂』 梶井浩/著  梶井浩 1889  (目次・巻号） 

『加賀山代温泉誌』  和田文次郎/編 竹田純平 1905 

■その他■ 

★『昔の金沢』 氏家栄太郎/著  金沢市文化協会 1932 

★『金沢商工人名録』（昭和３年） ▲戦前の金沢市内における商工業者、株式会社等のリスト 

★『加能画人集成』 玉井敬泉/編 1935 金沢市文化協会 

『石川県下商工便覧』 川崎源太郎/著  竜泉堂, 1888  

『石川県方言彙集』  石川県教育会/編  石川県教育会, 1931 (目次・巻号） 

『石川県統計書』 

明治 13年～大正 7年、昭和 6年第 1編、昭和 13年第 5編、昭和 14年 第 5編、昭和 23年（欠号あり） 

◎最近の統計書は「いしかわ統計指標ランド」（ http://toukei.pref.ishikawa.jp/ ）で閲覧できます。 

「いしかわ統計指標ランド」では、『石川県統計書』以外にも石川県の各種統計類の閲覧ができます。 

『石川県史料（石川県誌稿）』 

「府県史料」として国立公文書館内閣文庫に収蔵されている史料です。 

◎国立公文書館デジタルアーカイブ（https://www.digital.archives.go.jp/）でキーワード「石川県史料」を検索 

すると原本の画像を見ることができます。 

国立公文書館デジタルアーカイブについては同 HPのご利用案内をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
（参考文献） 
『郷土の書物』川良雄/編 石川県図書館協会 1964.6刊  
『『加能郷土辞彙』 日置謙/編 金沢文化協会  1942刊 

調べものは調査相談カウンターまで 

電話：076-223-9575 ＦＡＸ：076-222-2531 メール: ref@library.pref.ishikawa.lg.jp 

画像：国立公文書館デジ

タルアーカイブ検索画面

より（令和 3 年 3 月 24

日確認） 

http://toukei.pref.ishikawa.jp/

