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責任表示
タイトル
1 暁烏敏賞入選論文 第32回 白山ふるさと 白山市∥編集
文学賞

出版者
白山市

2 医王の教育 平成27年度

石川県立医王特 2016
別支援学校
石川県議会事務 2016.9
局

3 石川県議会定例会会議録 平成28年9月第

3回
4 石川県職員募集 2016 誇りと幸せを実感

石川県人事委員 [2016]
会事務局

できるふるさとを
5 石川県立翠星高等学校創立140周年記念

誌

翠星高等学校創 石川県立翠星高 2016.9
立140周年記念誌 等学校
編集委員会∥編

6 石川県立歴史博物館 いしかわ赤レンガ

石川県立歴史博 [2015]
物館

ミュージアム
7 石川地区中学高校生徒化学研究発表会要

日本化学会近畿 [2015]
支部

旨集 第30回
8 いしかわの区画整理 2015
9 石川の畜産要覧 平成28年4月
10 石川のみちづくり指針 石川のかがやく

未来を支えるみちづくり

石川県土木部都 2015.10
市計画課
石川県農林水産 2016.4
部生産流通課
石川県土木部道 石川県
2015.3
路建設課‖[編]

11 一般国道304号 金沢市清水谷町～東原町

石川県土木部道 2015.10
路建設課
石川県土木部道 2015.7
路建設課

12 一般国道249号輪島バイパス 輪島市杉平

町～宅田町間開通
13 歌と出逢いに恵まれて 歌手・作曲家乙

乙田/修三‖著

田修三のあゆみ

北國新聞社(制
作)

14 内灘町総合計画 第5次 ひと・まち・海

内灘町都市整備 内灘町
が輝き笑顔あふれる都市(まち)うちなだ 部企画課∥編集

15 回想の八田與一 家族やゆかりの人の証

言でつづる

出版年
2016.11

北國新聞社出版 北國新聞社
局‖編

2016.12

2016.3

2016.12

16 加賀温泉郷じゃらん 加賀温泉郷物語

[加賀市観光情報 [2015]
センター KAGA
旅・まちネット]

17 加賀温泉郷旅まっぷ [2015]

加賀市観光交流 2015.3
機構
加賀カニごはん [2015]
推進協議会

18 加賀カニごはん 加賀市の新・

OMOTENASHIご当地グルメ
19 加賀・能登の民話 第2集

清酒/時男‖編
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出版者
出版年
[北/春千代∥監 石川県立工業高 2015.3
修] [梅田/和秀 等学校
∥編集] [鶴野/
俊哉∥編集]
21 加賀藩農民鉄砲隊門前銃卒の話
大倉/克男∥著 大倉克男
2016.11
22 学校法人日本航空学園日本航空高等学校
日本航空学園
[2016]

タイトル
20 加賀藩御用絵師梅田家絵画資料 2

2016 School Guide Book 2016
23 学校法人日本航空学園日本航空大学校

日本航空大学校 [2016]

学生募集要項 平成29年度(2017) 日本航
空大学校
24 金沢こころの電話 2015年度 40年目のあ 金沢こころの電 金沢こころの電 2016.7
話‖編集
話
ゆみ
25 金沢市議会6月定例月議会会議録 平成28

金沢市議会

2016

年度
26 金沢大学がん進展制御研究所概要 2016
27 金沢大学がん進展制御研究所年報 2015

年

金沢大学がん進
展制御研究所∥
編集
金沢大学がん進
展制御研究所∥
編集

金沢大学がん進 [2016]
展制御研究所
金沢大学がん進 [2016]
展制御研究所

28 [金沢大学人間社会研究域附属国際文化

金沢大学人間社 [2015]
会研究域附属国
際文化資源学研
究センター
29 かなざわ・まち博認定スポットガイド
かなざわ・まち 2016.7
博2016開催委員
2016
会
30 加能作次郎文学顕彰作文コンクール優秀 志賀町立富来小 志賀町教育委員 2016.12
学校‖編集
会
作品集 第60回

資源学研究センター]要覧 2015

31 加能作次郎文学賞表彰式 第32回

加能作次郎文学 2016.11
賞の会
32 企業に活かせ女性力 平成26年度 キャリ いしかわ女性基 いしかわ女性基 2015.3
金
金
アデザイン研修・講演会・受講生発表

会・交流会
33 県央の農林業 [平成28年度]

石川県県央農林 [2016]
総合事務所
北陸先端科学技 [2016]
術大学院大学

34 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大

学概要 2016
35 小松基地周辺の騒音対策 平成28年10月

石川県環境部環 石川県環境部
2016.10
境政策課‖[編]
36 坂網猟に係る民俗文化基礎調査報告書
加賀市片野鴨池 加賀市片野鴨池 2016.3
加賀市片野鴨池に於ける鴨投げ網猟及び 坂網猟保存会∥ 坂網猟保存会
編集
関係習俗の概観
37 参勤

上田/秀人‖[著] 講談社
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38 COC Reports Kanazawa University 2015
金沢大学COC事業 地域の感性を備えた人
材を育て社会を繋ぐ「地(知)」の拠点
39 JAIST 2016-2017 Japan Advanced
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出版者
出版年
金沢大学セン
2015.4
ター・オブ・コ
ミュニティ本部
Japan Advanced [2016]
Institute of
Science and
Technology
日本航空大学校 [2016]

Institute of Science and Technology
40 JAPAN AVIATION COLLEGE 2017 日本航空

大学校
41 松柏会 創立40周年記念誌

石川県高等学校 松柏会事務局
2016.7
退職校長会∥
[編]
42 真宗大谷派金沢教区教学研究室創立25周 阿満/利麿∥講述 真宗大谷派金沢 2016.6
年記念公開講演会 現代に生きる私たち 延塚/知道∥講述 教区教学研究室
運営委員会
へ-親鸞からの呼びかけ!!
43 中谷治宇二郎の「独創者の喜び」と『片 神田/健三∥編集 中谷宇吉郎雪の 2016.7
科学館友の会
山津温泉』 朗読用テキスト
44 日本航空大学校航空ビジネス科 JAA
45 日本のエネルギー事情 あるべきエネル

日本航空大学校 [2016]
北陸原子力懇談 2015.12
会

ギーミックスについて
46 白山市・川北町住宅明細図地籍版 平成

刊広社

2016.11

白山市

2016.11

29年版 改訂27版 メーサイズ
47 白山市ジュニア文芸賞受賞作品集 第5回 白山市∥編集

白山ふるさと文学賞
48 二ツ寺橋 一般県道寺中西金沢線
49 北陸朝市紀行
50 輪島の「今」を創る

石川県土木部道 2015.11
路建設課
池田/進一‖著 こぶし書房
2016.11
「和の漆」編集 日本漆工協会
2015.5
局∥編

★ 石川県に関する資料を集めています。図書や小冊子を作成されたらご一報ください。 ★
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