＜地 域 研 究 い た み リ ス ト＞
書

名

発行年 価 格

内

容

概

略

地域研究いたみ創刊号

1974

品切

森本百丸の研究、伊丹市の修史事業と文化遺産の保存、明治前期における伊丹の肥料
社会、市史編纂完結後の雑感、摂津いな野と播磨いなみ野 ほか

地域研究いたみ２号

1974

品切

明治中期川辺郡における階級選挙制の展開、伊丹市政の今昔を語る、明治13年南野
村・村中永々約定証 ほか

地域研究いたみ３号

1975

品切

大塩の乱と材郷町伊丹、盤珪禅師と最禅寺、都市開発と文化遺産の保存、新城屋新田
をめぐる伊丹周辺の人びと、南伊豆随想 ほか

地域研究いたみ４号

1975

品切

伊丹の文芸を語る、和算と伊丹、加茂井用水をめぐる伊丹等五町村対小戸等、三村の水
利訴訟判決 ほか

地域研究いたみ５号

1976

¥160

「藤原宗邇伝」小考、伊丹の中世石造美術、伊丹の芝居小屋「七福座」、伊丹市大鹿妙宣
寺所蔵本尊経論画等調査概報 ほか

地域研究いたみ６号

1976

¥160 【柿衞文庫特集号】鑽仰柿衞先生、柿衞文庫のこと、陽明文庫の由来 ほか

地域研究いたみ７号

1977

¥160

戦国期の近衛家領、伊丹荒村寺の応安七年宝篋印塔基礎と伊丹城跡発見文安五年一
石五輪塔基礎、北村の葡萄苗木栽培 ほか

地域研究いたみ８号

1978

品切

故伏見正慶市長をしのぶ、大鹿妙宣寺覚書、摂州伊丹酒樽銘鑑、幕末の伊丹郷町、村
重と鬼貫、伊丹と住友 ほか

地域研究いたみ９号

1978

¥260

【鬼貫追悼特集号】上嶋鬼貫年譜考、近世伊丹の町政組織、伊丹氏の初見史料のこと
ほか

地域研究いたみ１０号

1980

¥260

【近現代特集号】大正期の地方行政と郡公報、大正期の地方行政を語る（座談会）、鬼貫
賛春卜画「四季草木画巻」 ほか

地域研究いたみ１１号

1981

¥260

【市制40周年特集号】地籍図と地域研究、古地図の話（講演）、法眼春卜障壁画、市制実
施当時の新聞記事 ほか

地域研究いたみ１２号

1982

¥260

明治十年代の小学校、郷学明倫堂教頭橋本香坡と伊丹、麻田藩領川辺郡村々の諸史
料、鳥でみる伊丹の自然環境度 ほか

地域研究いたみ１３号

1983

¥260 学制・教育令期の小学校、地図つくり50年（講演） ほか

地域研究いたみ１４号

1984

¥200

摂津伊丹廃寺跡その後の調査、新田中野村の享保十五年水論関係史料、池田家文庫
「花熊之城図」考 ほか

地域研究いたみ１５号

1985

¥200

伊丹廃寺跡の調査（講演）、慶応二年武庫川筋洪水関係史料、御願塚の地名、上嶋鬼貫
研究文献目録稿

地域研究いたみ１６号

1986

¥230

美術友禅工組合の構造、猪名川筋における土地所有権の成立、明治前期の小学校と試
験、有岡城跡主郭出土の炭化米 ほか

地域研究いたみ１７号

1988

¥260

近世伊丹郷町の建築環境、伊丹の都市景観雑感、考古学から見た伊丹の町（講演）、猪
名野神社の石燈籠 ほか

地域研究いたみ１８号

1989

¥260

近世伊丹酒造業の展開と小西家、市指定文化財紹介（寛文九年在銘北伊丹道標・「近衛
家会所」所用の屋瓦・文化五年銘唐箕）、御願塚古墳最近の調査 ほか

地域研究いたみ１９号

1990

¥260 行基の活動・行基と東大寺大仏の建立（講演）、神津製作所学徒動員の記録 ほか

地域研究いたみ２０号

1991

¥260

伊丹・尼崎の寺院と民衆の動向（１）、伊丹の中世石造美術、大村氏と伊丹氏、神津製作
所学徒動員の記録 ほか

地域研究いたみ２１号

1992

¥260

伊丹市の神社と文化財、湊町天王講永代帳１、伊丹廃寺に使用された相輪等の銅合金
の特徴 ほか

地域研究いたみ２２号

1993

¥260

近世伊丹における興行と町政の成熟、伊丹市域の行者講、三重県名賀郡青山町と伊丹
市堀抜帽子製作所社長堀抜義太郎 ほか

地域研究いたみ２３号

1994

¥330

近世伊丹における相撲興行と民衆、学徒動員の思い出、伊丹市域の柳谷講、鴻池稲荷
祠碑 ほか

地域研究いたみ２４号

1995

¥330

戦後における伊丹市の行政と歴史の特徴、佐渡法然寺の伊丹康勝石造五輪塔、古文書
からみた旧岡田家住宅 ほか

地域研究いたみ２５号

1996

¥330

旧森田司郎家住宅の建築構成と特色、戦時中の伊丹国民学校児童の作品、旧長尾村
にあった陸軍施設 ほか

地域研究いたみ２６号

1997

¥400

発掘からみた伊丹郷町、ワシントンの桜、震災記録：震災時の調査と収集、阪神・淡路大
震災時の阪急伊丹駅 ほか

地域研究いたみ２７号

1998

¥500

武蔵国忍藩の飛地領陣屋、聞き取りでさぐる伊丹のくらし、江戸時代の在村医、震災記
録：仮設住宅でのボランティア活動 ほか

地域研究いたみ２８号

1999

¥300

太田北山教育史料、昆陽・新田中野地区史料調査報告、震災記録：避難所になった市立
稲野小学校の状況、幕末維新期の武庫川洪水にみる村と領主 ほか

地域研究いたみ２９号

2000

¥400

17・18世紀交代期における伊丹の酒１、池尻・西桑津地区史料調査報告、震災記録：伊
丹市災害対策本部の活動１、行基と昆陽寺の信仰 ほか

地域研究いたみ３0号

2001

¥1,200

豊臣時代の中村井をめぐる水論の史料、伊丹の中世石造美術、西桑津村の歴史書、震
災記録：震災時の市立伊丹病院 ほか

地域研究いたみ３１号

2002

¥1,200

幕末維新期西摂の農業経営、会計基立金と小西新右衛門、東野地区史料調査報告、
「猪名野神社神幸絵巻」をめぐって、震災記録：伊丹市災害対策本部の活動２ ほか

地域研究いたみ３２号

2003

¥1,200

明治初年における金融市場、北村地区史料調査報告、震災記録：伊丹市交通局の活動
ほか

地域研究いたみ３３号

2004

¥1,000

臂岡天満宮境内所在の礎石（伝伊丹廃寺跡出土）、伊丹の寺子屋・私塾と臂岡天満宮、
北村・鋳物師地区の染色業、鋳物師地区史料調査報告、震災記録：伊丹市水道局 ほか

地域研究いたみ３４号

2005

¥1,000

伊丹における諸芸の展開、野間地区史料調査報告、幕末の野間村に生きる、有岡城大
溝筋堀跡と地割、地図学者森謹斎幸安と伊丹、震災記録：大震災時の松谷化学 ほか

地域研究いたみ３５号

2006

¥800

往還筋における病人への対応、森本地区史料調査報告、ミノルタと伊丹、水琴窟考 ほ
か

地域研究いたみ３６号

2007

¥900

中世後期摂津における細川氏の権力構造、南野地区史料調査報告、震災記録：震災時
の東リ株式会社 ほか

地域研究いたみ３７号

2008

¥800

岩屋遺跡における新視点－弥生人と川とのかかわり－、口酒井地区史料調査の概要、
震災記録：震災時の関西スーパーマーケット ほか

地域研究いたみ３８号

2009

¥700

考古学からみた猪名川東岸地域における開発の諸段階、小阪田地区史料調査の概要、
震災記録：震災時の伊丹産業株式会社 ほか

地域研究いたみ３９号

2010

¥800

寺本地区史料調査の概要、伊丹飛行場の成立の背景と戦時期の軍用飛行場の実態、
震災記録：震災時の小西酒造株式会社 ほか

地域研究いたみ４０号

2011

¥900

伊丹市付近における更新世末期以降の地形環境、下河原地区史料調査の概要、震災
記録：震災時の陸上自衛隊 ほか

地域研究いたみ４１号

2012

¥900

西摂の中世都市ー中世後期を中心として、荒牧地区資料調査の概要、猪名川通船の積
み荷、『大阪朝日新聞』における濃尾地震報道 他

地域研究いたみ４２号

2013

¥800

西野地区史料調査の概要、小西新右衛門家の近代-新出史料を用いて、素描・伊丹の地域
史研究-小林杖吉による私立伊丹図書館の開設を起点に、大鹿村の高札 ほか

地域研究いたみ４３号

2014

¥800

東桑津地区史料調査の概要、伊丹市立博物館所蔵の唐箕について、明治期における苗
木業の展開と園芸農家久保武兵衛 ほか

地域研究いたみ４４号

2015

¥800

瓦からみた西摂の古代寺院、千僧地区史料調査の概要、有岡城跡・伊丹郷町遺跡の庭
園遺構について、畿内相給村落における土地取引慣行の特質 ほか

地域研究いたみ４５号

2016

¥800

「私立」伊丹小学校の創立と「公立」への転換、御願塚地区史料調査の概要、戦国野間
氏の興亡、橋本香坡筆「荒木摂州伝」、小西新右衛門宛武術家書簡について ほか

地域研究いたみ４６号

2017

¥700

大鹿村の耕地開発と年貢、伊丹城（有岡城）跡主郭部調査の再検討、近世における千僧
村・安楽院の復興と村 ほか

地域研究いたみ４７号

2018

¥550

「崐陽寺鐘銘」の基礎的検討、街道絵図「行程記」の作成年代再考、石橋茂兵衛家の商
家経営、若山牧水と桐田蕗村、そして伊丹 ほか

地域研究いたみ４８号

2019

¥650

八幡宮旅所の十一面観音立像・地蔵菩薩半跏像、岩屋地区史料調査の概要、近世岩屋
村の水利慣行と争論、大正・昭和期 神津村の神社 ほか

地域研究いたみ４９号

2020

¥600 原村と天津村、山田地区・「白井孝雄氏文書」及び民俗資料について ほか

地域研究いたみ５０号

2020

¥710 河原村－大庄屋による「物成引請体制」－、伊丹城（有岡城）跡主郭部出土瓦についての一考察

地域研究いたみ５１号

2021

¥710 博物館移転特集号

「摂津国租帳」にみえる河辺郡の四天王寺寺田、北河原地区資料調査の概要、近世後期の北河
伊丹市の祭り・行事－「兵庫県の祭り・行事調査」をふまえて－、旗本安部氏領の飛び地支配と北

