福島県立図書館 本の森への道しるべ

地域 22 出版文化賞
作成日：2009.7.31（改訂版）

地域の出版文化を支える

福島民報出版文化賞
福島民報出版文化賞は県内の優れた出版物をたたえ出版文化の向上を図る目的で、
昭和５３年に福島民報社が福島県と福島県教育委員会の後援を受けて創設した賞です。
平成２１年７月現在、正賞、奨励賞、特別賞などあわせて１５２タイトルの受賞作が
あります。
Rがついている本は、館内でご利用いただく本です。

第１回（昭和５３年度）
R

R
R

R

R

【ふるさといわき写真集 １０冊】
写真で綴るいわきのくらし
写真で綴るいわきの伝統
写真で綴るいわきの文化財
写真で綴るいわきの炭鉱 常磐炭田とその変貌の記録
写真で綴るいわきのズリ山
写真で綴るいわきの講と野仏
写真で綴るいわきの風土と文学
写真で綴るいわきの藁の民俗
写真で綴るいわきの伝説
写真で綴るいわきの古代・謎の解明
萬葉植物随想

廣八日記 幕末の曲芸団海外巡業記録
特別賞
ふくしま文庫（全５０冊）
（R）

草野日出雄／著

はましん企画

草野日出雄／著

はましん企画

草野日出雄／著

はましん企画

草野日出雄／著

はましん企画

草野日出雄／編著

はましん企画

草野日出雄／著

はましん企画

草野日出雄／編著

はましん企画

草野日出雄／著

はましん企画

草野日出雄／編著

はましん企画

草野日出雄／著

はましん企画

1974 L382/K4/2
1974 L382/K4/1
1974 L709/K4/1
1975 L567.1/K1/1
1976 L567.1/K1/2
1976 L382/K4/4
1976 L910.2/K1/1
1976 L382/K4/3
1977 L388/K10/1
1977 L218/K6/1

竹中里子／著

雄鶏社

1977 L911.1/T21/1

高野広八／著
飯野町史談会／編

飯野町史談会

1977 L779.5/I1/1

福島中央テレビ

福島中央テレビ FCT
サービス出版部

1974-78

L081.6/F3

第２回（昭和５４年度）
会津の堰

会津史学会／編 歴史春秋社 1978 L517.7/A1/1

久留米開墾百年史 久留米開墾百年の歩み

久留米開墾百年史編集委
員会／編

久留米開墾百周年記念
事業実行委員会

1978 L611.2/K14/1

この胸に光は消えず

大石邦子／著

講談社

1978 L916/O3/1

歌集 峡影

大原良夫／著

新星書房 1978 L911.1/O10/2

鍬と農鍛冶

佐藤次郎／著

産業技術センター

1979 LA614.8/S1/1

月明 一条和一歌集

一条和一／著

文洋社

1979 L911.1/I2/5

第３回（昭和５５年度）
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磐梯山南郷の民俗

橋本武／著

猪苗代湖南民俗
研究所

1979 L382/H3/3

ふるさとの鳥をたずねる

福島県野鳥の会／著 福島県野鳥の会

1979 L488/F1/2

猪苗代湖南民俗研究所／編

第４回（昭和５６年度）
明治の士族

高橋哲夫／著

歴史春秋社 1980 L210.6/T6/1

青女一人 詩集

斎藤庸一／著

昭森社

亜欧堂田善の研究

磯崎康彦／著

雄松堂書店 1980 L735/A1/2

会津歳時記

会津歳時記編纂委員会／編

角川書店 1980 L911.3/A12/1

ふねひきのざっと昔

船引町教育委員会／編

船引町教育委員会

1980 L388/F3/1

写真集 飯豊連峰 山と花

小荒井実／写真・文 誠文堂新光社

1981 L748/K2/1

村の野仏たち

佐藤俊一／著

北国詩の会 1981 L385.1/S1/1

いわきの寺

いわきの寺刊行会／編

いわきの寺刊行会

福島の理科ものがたり

福島県小学校理科教育研
究会／編著

日本標準 1981 L402.1/F1/1

福島県の蝶

角田伊一／著

歴史春秋社 1982 L486.8/T1/1

新・福島の和算

福島県和算研究保存会／ 福島県和算研究
編
保存会

詩集・いま私の岸辺を

藤原菜穂子／著 地球社

坂下門外の変 閣老安藤対馬守信正の記録

斎藤伊知郎／著 纂修堂出版 1982 L210.6/S16/1

福島県における士族の動向

1980 L911.5/S3/9

第５回（昭和５７年度）

1981 L185/I3/1

第６回（昭和５８年度）

1982 L419.1/F1/6
所蔵なし

第７回（昭和５９年度）
R

福良窯

会津方言辞典
特別賞
R 川上平太郎遺歌集 （群山叢書）
奨励賞
R 根に魅せられて

上野寿郎／著

歴史春秋社 1983 L751.3/U1/1

龍川清，佐藤忠彦／共著

国書刊行会 1983 L818/R1/1

川上平太郎／著 川上敏子 1983 L911.1/K53/1

佐藤トミ／著

佐藤三男 1983 L289/S68/1

鈴木正治／著

卯辰山文庫 1984 LA911.3/S9/1

第８回（昭和６０年度）
R

土橋の匂ひ 鈴木正治句集
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会津のキリシタン 家臣団の伝道 雪原の殉教
奨励賞
密伝ラマ占星要門
奨励賞
小関庄太郎写真集 光跡６０年

R

山内強／著

山内強

1984 L198.2/Y3/1

ダルマ・シ−ラ／著
立花秀孝／訳

日貿出版社 1984 148.8/S

小関庄太郎

小関庄太郎 1984 L748/K3/1

第９回（昭和６１年度）
疫病と狐憑き 近世庶民の医療事情

昼田源四郎／〔著〕 みすず書房 1985 L490.2/H1/1

金沢羽山篭り 重要無形民俗文化財

後藤輝夫／著

キング印刷出版
事業部

1985 L709/G4/1

句集 黄沙

安達真弓／著

浜通り俳句会

1985 LA911.3/A3/1

第１０回（昭和６２年度）
猪狩満直全集

猪狩満直／著，猪狩満直 猪狩満直全集刊
全集刊行委員会／編
行委員会

1986 L911.5/I4/3

郡山の筆跡 第１巻〜第６巻

小原覚右衛門／編著 歴史春秋社

1982-86 L728.1/O1/1-1〜6

現代川柳のサムシング

今野空白／著

近代文芸社 1986 LA911.4/K2/1

常磐地方の鉄道 民営鉄道の盛衰をたどって

小宅幸一／著

小宅幸一 1987 L686.1/O1/1

渡辺良雄作品集

渡辺良雄／著

渡辺良雄 1987 LA723.1/W1/1

鷲山義雄／著

鷲山義雄 1987 L614.8/W1/2

第１１回（昭和６３年度）

去りゆく農具 改訂版
奨励賞
天城南海子の歌

天城南海子／著 短歌公論社 1987 LA911.1/Y11/1

第１２回（平成元年度）
特別大賞
会津藩家世実紀 第１巻〜第１５巻

家世実紀刊本編纂委員会
／編

（R）

いわき地域学会 夏井地区総合調査報告
夢二と福島

吉川弘文館

1975-89 Ｌ216/K11/1〜15

いわき地域学会

1988 L291.8/I10/2

玄葉与光／編著 玄葉与光 1988 L726.5/T1/2

飯塚栖圃画集
奨励賞
子供の深い目 「青い窓」から見た子供たち
お父さんはとうめい人間 お父さんこっちむいて
ママ、もっと笑って

飯塚栖圃／著

飯塚栖圃展実行
委員会

1988 L721.9/I1/10

佐藤浩／著

歴史春秋出版

1988 LA911.5/S13/1
1986 LA911.5/A3/1
1987 LA911.5/A3/2

青い窓の会／〔編〕 光雲社
青い窓の会／〔編〕 光雲社

第１３回（平成２年度）
福島県和算研究
保存会

福島の算額
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1989 L419.1/F1/7

福島県会津高等学校古文 福島県立会津高等
学校古文書研究会
書研究会／編

会津嶺吹雪 自由民権運動家吉田光一の手記
われの足おと 〔正〕・続 佐久間悠歌集
奨励賞
R 愛と栄光のハ−モニ−
奨励賞
歌集 雪塵抄 （運河叢書）
R

1989 L312/A1/1

佐久間悠／著

伊麻書房 1989 L911.1/S55/1〜1-2

渡部康夫／著

講談社

若狭マサ／著

短歌新聞社 1989 LA911.1/W1/1

小林澪子／著

河出書房新社

1989 L767.4/W1/1

第１４回（平成３年度）
私の文学発見
腹ぺこ 戦時疎開実態調査報告書
奨励賞
天翔けた１９妻の田舎もん
奨励賞
野岩・会津鉄道建設運動史 その百年の歴史を辿る
奨励賞
私の教え子たち 山口忠重写真集

R

1990 LA910.2/K2/1

喜多方市中央公民館老人大学 喜多方市中央公
疎開調査誌編集委員会／編 民館

1990 L369.3/K8/1

いいたてＷＩＮＧ１９／編

いいたてＷＩＮＧ１９

1990 LA293/I1/1

田島町史編纂室／編

田島町

1990 L686.2/T1/2

山口忠重／著

山口忠重 1990 L748/Y1/1

第１５回（平成４年度）
R

移山子 句集
福島の歴史地理研究

馬場移山子／著 峠俳句会 1991 L911.3/B2/2

鈴木貞夫／著

いわき地域学会

神田賢一／著

神田賢一 1991 L657.7/K1/1

高田光子／著

高田光子 1991 LA334.4/T1/1

塩谷七重郎／著

歴史春秋出版

山菜・きのこ・木の実 フィ−ルド日記

水野仲彦／著

山と渓谷社 1992

寺社組織の統制と展開

藤田定興／著

名著出版 1992 L160.2/F1/1

いわき史料集成 第１冊〜第５冊

いわき史料集成刊行会／編

いわき史料集成
1987-92 L218/I13/1〜5
刊行会

条里・城館・炭砿・農業

木地師三代
奨励賞
R 遠き旅路の声 カナダ日系移民苦闘
奨励賞
錦絵でみる西南戦争 西南戦争と福島県人

1992 L291/S5/1

1991 L210.6/S15/2

第１６回（平成５年度）

歌集 葉ざくら （中央線叢書）
特別賞
奥州路 諸星和夫写真集

L657.8/M2/1

小林千恵子／著 崙書房出版 1992 L911.1/K56/1

R

諸星和夫／〔撮影〕 諸星写真館 1992 L748/M3/1

第１７回（平成６年度）
福島県農業教育史考 農業学校＝農業高等学校の教育

鈴木健三郎／著 鈴木健三郎 1993 L610.7/S1/2

句集 水引草

栃窪浩／著
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望洋書屋 1993 L911.3/T32/1

会津の史的な風景
特別賞
会津 あつしおかのうの四季写真集
奨励賞
R 歴史に埋もれる 屋根葺き職人の出稼ぎ

宮崎十三八／著

歴史春秋出版

1993 L216/M4/2

熱塩加納村／編 熱塩加納村 1993 L748/A6/1

菅野康二／著

菅野康二 1992 L521.6/S2/1

五十嵐勇作／〔ほか〕編

会津史学会 1994 L216/A37/1

菊地啓二／著

花神社

1994 L911.5/K43/1

安藤紫香／著

歴史春秋出版

1994 L382/A6/2

第１８回（平成７年度）
会津歴史年表
消人栓 詩集
奨励賞
奥会津の民俗
奨励賞
米子の土を食べる もっとゆたかに米料理

境野米子／絵と文 七つ森書館 1995 LA596/S2/3

第１９回（平成８年度）
R

崖樹 歌集

白木英尾／著

角川書店 1995 LA911.1/S1/2

図説 城と石垣の歴史

鈴木啓／著

纂修堂

水野仙子 理智の母親なる私の心

武田房子／著

ドメス出版 1995 L910.2/M2/10

奥羽越列藩同盟 東日本政府樹立の夢

星亮一／著

中央公論社 1995 L210.6/H7/10

藍のいのち
特別賞
ふるさと小史あがと

1995 L526.2/S3/1

高橋八重子／著 高橋八重子 1995 LA577.6/T1/1
ふるさと小史・あがと編集委
伊達町上ヶ戸町内会
員会／編

1995 L212/D5/1

第２０回（平成９年度）
包むこころ 風呂敷

三瓶清子，三瓶葉子／著

清翠会

1996 LA383/S2/1

南洋学院 戦時下ベトナムに作られた外地校

亀山哲三／著

芙蓉書房出版

1996 LA377.3/K1/1

獅子に魅せられて 民俗探訪

鹿野正男／編

鹿野正男 1996 L385.7/K4/1-1

大塚實／著

大塚實

熱塩加納村文化財保護審
議会／編

岩尾行政区 1995 L216/A38/1

ふくしまの磨崖仏

小林源重／著

小林源重 1997 L186.8/K7/1

水影についての覚書 詩集

太田隆夫／著

太田隆夫 1997 L911.5/O8/3

会津さおわえなはんしょ 阿賀川沿い方言風土記

根本一／著

民報印刷 1997 L818/N7/1

私の会津史 １，２
奨励賞
岩尾集落の歩み

1995 L216/O5/1-1〜1-2

第２１回（平成１０年度）
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音楽の城
奨励賞
R 鉱山の男たち 上・下
奨励賞
小島の歴史と文化財

河野保雄／著

音楽之友社 1997 LA913.8/K2/3

鷲山義雄／著

鷲山義雄

小島地区文化財調査委員 小島地区文化財
会／［編］
調査委員会

1996-97 L569.2/W1/7-1〜2

1997 L212/O7/1

第２２回（平成１１年度）

R

こおりやま逢瀬ふるさと町史

逢瀬町史談会／編 逢瀬町史談会 1998 L213/O1/2

いわき地方史論考

菅原文也／著

山紫水明 会津の四季 五十嵐健一写真集

五十嵐健一／著 出版芸術社 1998 L748/I4/1

月夜のアトリエ 詩集
奨励賞
嫁ぐ娘に会津の郷土食 伝えたいおふくろの味
特別賞
若き心 １，２ 福商百年の歩み
特別賞
R イラスト相高１００年

［菅原文也］ 1998 L218/S9/1

槇さわ子／著

土曜美術社出版
販売

1998 LA911.5/T5/4

星孝光／著

星孝光

1998 L596.1/H1/2

福島商業高等学校創立百周年 福島県立福島商
記念事業実行委員会／編
業高等学校

1998 L376.4/F7/6-1〜2

松岡重信，朝倉悠三，佐
久間善彦／著

福島県立相馬高等学校創立１
００周年記念事業実行委員会
編纂部

1998 L376.4/M5/1

太田祥／著

太田 緑子 1999

第２３回（平成１２年度）
R

しのぶ草

筏とさながし 伊南川 只見川 ただみ川の歴史博物館記念誌 安藤紫香／著
会津・雪ものがたり 画文集
奨励賞
R 保原町二井田史 改訂版
奨励賞
R かのこ
特別賞
福高百年史 １９９８年

只見町

L289/O50/1

1999 L657.1/A1/1

小堀貞／画・文 奥会津書房 1999 L721.9/K2/1
原義男／編

保原教育相談研
究所

1999 L212/H5/2

からはしかのこ／著 唐橋信江 1999 L404.9/K1/1
福島県立福島高等学校創立百周年記念事業実 福島県立福島高等学校創立
行委員会出版委員会／編
百周年記念事業実行委員会

1999 L376.4/F15/7-1

いくつもの川があって 詩集

若松丈太郎／著 花神社

2000 L911.5/W10/2

茅葺きの文化と伝統 歴史に埋もれる茅葺き屋根の記録

菅野康二／著

歴史春秋出版

2000 L383.9/S1/1

平出美穂子／著

歴史春秋出版

2000 L385.8/H2/2

関本庄一郎／著

フラワータスク
フォース

2000 L186.8/S7/1

安竜昌弘／著

天平の会 2000 L911.5/K11/3

大信村教育委員会生涯学習課
大信村史編さん係／編

大信村

第２４回（平成１３年度）

中通りの年中行事と食べ物
奨励賞
くわんのん道
奨励賞
天平 ある詩人の生涯
奨励賞
ふるさとの記憶 大信村史民俗編資料集 写真集
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2000 L748/T8/1

第２５回（平成１４年度）
要略 会津藩諸士系譜 上巻，下巻

芳賀幸雄／編著

歴史春秋出版

1997-2001

志士 苅宿仲衛の生涯

松本美笙／著

阿武隈史談会

2001 L289/K33/2

自由民権家の軌跡

L288.2/H1/1-1〜2

福島県特殊教育史
福島県養護教育振興会／編
2001 L378/U1/1-2
福島県特殊教育史 第２巻
出版実行委員会
奨励賞
相馬地方調理師会／編 相馬地方調理師会 2001 L596.1/S4/1
おいしく！ イキイキ！ 相馬の料理
奨励賞
会津坂下町立片門小学
2001 L291.6/A35/1
高寺の誇り百選 うつくしまふるさと 福島県地域づくりサポート事業 会津坂下町立片門小学校
校父母と教師の会
父母と教師の会／編
奨励賞
西屋敷集落史編集委員会 福島県河沼郡河
2001 L217/N5/1
西屋敷のあゆみ 開村四〇〇年・再興二三〇年
／編
東町西屋敷区
奨励賞
原釜・尾浜・松川郷土史研
1999- L388/H15/1
松川郷土史研究会
ふるさとのあゆみ 浜のくらし，漁業編
究会／編
2001 L660.2/H1/1
奨励賞
佐藤稟一／著 智書房
2001 LA767.8/S3/1
演歌の達人 高音の哀しみ

第２６回（平成１５年度）
木村昌平の磐梯山噴火見聞略史
あいづ 祭り歳時記 信仰の里に住む人々の祈りと喜び
奨励賞
R 草の名余聞
奨励賞
邯鄲の夢 囲碁に関るくさぐさのうた 柴田武詩集
奨励賞
R 内村鑑三先生と原瀬半次郎

遠藤仁／著

自然堂

2002 L453.8/E1/1

高橋貞夫／著

歴史春秋出版

2002 L385.2/T2/1

八巻敏男／著

八巻敏男 2002 L470.4/Y1/1

柴田武／著

詩画工房 2002 L911.5/S23/6

山口哲典／編著 山口哲典 2002 L281.2/Y1/1

第２７回（平成１６年度）
新編会津風土記 全５巻
奨励賞
会津藩農民の数学
奨励賞
吾妻山回想譜 先人に捧ぐる鎮魂歌
奨励賞
野生のきのこ １７年間の山歩きで探し当てたきのこの生息地と写真撮影の記録
奨励賞
こおりやま 藝のみち 妓のこころ

歴史春秋出版

1999L291.6/S16/1〜5
2003

歌川初之輔／編著 歴史春秋出版 2003 L419.1/U3/1
二階堂匡一朗／編著 二階堂匡一朗

小川勇勝／著

2003 L915.6/N1/2

小川勇勝 2002 L657.8/O2/1

郡山芸妓組合／編 郡山芸妓組合 2003 L384.9/K1/1

第２８回（平成１７年度）
菅野与／著
奥州二本松藩年表
特別賞
高原浅市／著
地底の夜明け 常磐炭田鉱夫組合血戦実録
日々の新聞社／編
奨励賞
史料で見る 女たちの近世 南奥二本松領・守山領を中心に 草野喜久／著
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歴史春秋出版

2004 L212/S14/1

「常磐炭田鉱夫組合血
戦実録」刊行会，他

2004 L366.6/T4/1

歴史春秋出版

2004 L212/K19/1

奨励賞
七重春秋

三瓶美矢子／著

［三瓶美矢子］

2004 LA913.6/S22/1

ふくしまの遺跡編集委員会／編 福島県考古学会

2005 L210.02/F13/4

第２９回（平成１８年度）
ふくしまの遺跡
高校演劇 石原哲也脚本集
特別賞
縞帳を尋ねて 郷土の織りの伝承
特別賞
会津藩幕末・維新史料集 会津北書
奨励賞
ふくしまのわらべうた CD付

石原哲也／著

晩成書房 2005 LA912.6/I1/1

高橋 キヨ子／著
佐藤 和子／［著］

佐藤和子 2005 L753.3/T1/1

川口芳昭／編

おもはん社 2005

児童図書館研究会福島支 児童図書館研究
部／編
会福島支部

L210.6/K15/1

2005 L388.9/J1/2

第３０回（平成１９年度）
楢葉町教育委員会／［編］ 楢葉町教育委員会 2006 L382/N9/1
楢葉町の民俗 暮らしの足あと
奨励賞
渡邉勝美 2006 L818/W1/1-1〜2
船引南部方言記録ノート 総説篇・語彙篇Ⅰ，語彙篇Ⅱ 三輪晴実／記録
渡邉勝美／記録・編集
奨励賞
池田義弘／著 文學の森 2006 LA911.3/I3/2
白鳥 句集
奨励賞
2006-05 L289/A39/1
安西正／著
安西正
米寿の綴方 ［上巻］，下巻

第３１回（平成２０年度）
『男女同権論』の男 深間内基と自由民権の時代

鈴木しづ子／著

安積艮斎門人帳
奨励賞
県南陸上競技協会六十年史
奨励賞
徳一とその周辺 上巻，下巻 改訂増補
奨励賞
凡夫凡婦のための生死観入門 善く生き善く死ぬために

日本経済評論社

2007 L289/F10/1

安積艮斎顕彰会／［編］ 安積艮斎顕彰会

2007 L289/A3/1〜2

県南陸上競技協会六十年 福島県南陸上競
史編集委員会／編
技協会

2007 L782/F1/2

生江芳徳／著

［生江芳徳］ 2007

太田保世／著

ごま書房

L188.2/T1/11-1〜2

2007 LA114/O1/1

第３２回（平成２１年度）
冨田国衛／著 おもはん社
戸ノ口原の戦い 会津戊辰戦争，日向内記と白虎隊の真相
奨励賞
幻冬舎ルネッサンス
物江章／著
悠久の稜線 飯豊連峰写真集
奨励賞
近代開拓村と神社 旧会津藩士及び屯田兵の帰属意識の変遷 遠藤由紀子／著 御茶の水書房
特別賞
南相馬市教育委員会原町地区
原町市史 第１１巻 特別編４ 旧町村史
地域生涯学習課市史編さん係／編 南相馬市
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2008 L210.6/T12/1
2008 L748/M12/1
2008 L175/E1/1
2008 L219/H1/2-11

