資料編１（考古・古代・中世）
◎考古編
第１章 吉田町周辺の地形と遺跡
第１節 地形と遺跡の概観
第２節 氷期と旧石器時代
第３節 海進・海退と縄文時代
第４節 平野への進出と西川水系の変遷

第４章 吉田町周辺の遺跡
第１節 時代概観
第２節 旧石器時代～古墳時代遺跡各説
第３節 中世城館跡
第５章 まとめ

第２章 吉田町の考古学研究のあゆみ
第３章 吉田町の遺跡
第１節 吉田町の遺跡概観
第２節 遺物の名称および記述方法
第３節 遺跡各説

◎古代・中世編
第１章 古代資料
第２章 中世資料
資料編２（近世Ⅰ）

第１章 領主の支配
第１節 牧野氏以前の支配
第２節 牧野氏長岡藩の支配
第３節 三根山知行所
第２章 村の成立と自治
第１節 村の成立
第２節 割元制度
第３節 村役人と自治
第３章 検地・年貢・諸負担
第１節 検地と高反別帳
第２節 年貢・諸負担

第４章 新田開発・治水と用排水の整備
第１節 新田開発
第２節 治水と用排水の整備
第５章 農業生産と村社会
第１節 農業と村社会の変化
第２節 割地慣行
第６章 災害と他所稼ぎ
第１節 頻発する災害と対応
第２節 他所稼ぎの盛況

資料編３（近世Ⅱ）
第１章 町場の変遷と商工業
第１節 町場の拡大と商業活動
第２節 手工業と有力者の台頭
第２章 交通
第１節 新潟・蒲原往来
第２節 北国街道の宿場
第３節 北国街道の助郷
第４節 弥彦・燕往来
第５節 西川の河川交通
第６節 庶民の旅
第３章 生活・風俗
第１節 村の治安・風俗の取締り
第２節 異変・風聞・事件
第３節 若者対策
第４節 娯楽
第５節 家
第６節 さまざまな賞罰
第７節 不穏・村方騒動

第４章 宗教
第１節 寺請制度
第２節 神社寺院由緒・明細
第３節 寺院出入
第４節 信仰
第５章 教育・文化
第１節 学芸の普及
第２節 長善館の学術
第６章 藩体制の崩壊と新時代への胎動
第１節 今井家地主経営の発展
第２節 藩財政の窮乏と領民
第３節 三方領地替・新潟上知と領民
第４節 激動する幕末社会
第５節 動乱の中の民衆

資料編４（近代Ⅰ）
第１編 近代社会の成立と吉田町
第１章 明治の新政と吉田町
第１節 戊辰戦争と民衆の対応
第２節 村と庄屋・小前百姓
第３節 吉田近在の動向
第４節 地租改正と割地制度
第５節 村会議員・県会議員選挙と戸長役場
第６節 自由民権運動と明訓学校
第２章 帝国憲法体制下の吉田町
第１節 町村制の実施と吉田町
第２節 選挙と村民
第３節 多様化する行政
第３章 産業の近代化
第１節 農業近代化への模索
第２節 産業近代化への歩み
第３節 日清・日露戦争期の産業と交通
第４章 近代教育の創始と文明開化
第１節 学校教育の創始
第２節 長善館の教育
第３節 徴兵制と日清戦争
第４節 地域社会の新しい動向

第２編 近代社会の発展と吉田町
第１章 町村合併と村勢の進展
第１節 明治三十四年の町村合併
第２節 村勢の発展
第２章 農業の発達と地主制の進展
第１節 明治後期の農業
第２節 大正期の農業
第３節 地主制の進展と小作人
第３章 越後線の開通と商工業
第１節 越後鉄道の開業
第２節 吉田木綿と産業振興
第３節 今井家の産業経営
第４章 教育の発展と社会の変化
第１節 教育体制の充実
第２節 日露戦争・米騒動・関東大震災の波紋
第３節 皇室尊崇体制の強化
第４節 社会の変化とその対応策

資料編５（近代Ⅱ・現代）
◎近代Ⅱ
第３編 昭和恐慌・太平洋戦争と吉田町
第１章 昭和恐慌と吉田町
第１節 吉田町の誕生と行政の進展
第２節 昭和恐慌と経済更生計画

◎現代
第１編 平和の到来と吉田町
第１章 吉田町の戦後改革
第１節 終戦と吉田町
第２節 新自治体の発足
第３節 町村合併と基盤整備

第２章 不況下の産業と社会生活
第１節 大河津分水路の完成と農事改良
第２節 水利の確執と上郷水害予防組合
第３節 戦時下の農事
第４節 金融・商工業と交通
第５節 皇室諸行事の町村への影響
第６節 不況下の生活と満州事変前後の世情
第７節 町村民生活の改善と変化

第２章 農地改革と経済の復興
第１節 農地改革
第２節 食糧危機と食糧増産
第３節 土地改良と農業振興
第４節 露天市場と商工会の活動
第５節 交通・通信の整備

第３章 教育と文化活動
第１節 学校教育
第２節 粟生津村立図書館

第３章 教育改革と戦後社会
第１節 教育制度の変革
第２節 社会教育の拡充
第３節 戦後の混迷と新しい動き
第４節 吉田病院設置の町議会審議

第４章 戦時体制下の吉田町
第１節 戦時行政の推進
第２節 太平洋戦争と吉田町
第３節 日中戦争の社会生活への影響
第４節 太平洋戦争下の生活

第２編 高度経済成長と町勢の発展
第１章 積極町政の推進
第１節 新町建設計画と町政の展開
第２節 工業立町と積極町政
第２章 産業構造の変化と経済の発展
第１節 農業の変化
第２節 商工業の発展と企業の進出
第３節 交通・通信の充実
第３章 教育の充実と生活の多様化
第１節 教育の充実
第２節 町民生活の向上と発展
第３節 新潟県四市町村競輪事務組合と吉田町
第４章 豊かな生活を目指して

資料編６（民俗）
序章 吉田町はこんな町です
第１節 吉田町はこんな町
第２節 民俗としての特色
第１章 交通・交易
第１節 交通
第２節 交易
第２章 生産
第１節 生産生業の風土
第２節 稲作の一年
第３節 稲作技術の変遷と農具
第４節 畑作
第５節 諸職と仕事
第３章 ムラと家
第１節 ムラの構成と機能
第２節 ムラの組織と運営
第３節 家・家族・親類
第４節 親族集団
第５節 アタリトナリ
第４章 人の一生
第１節 祝言
第２節 産育
第３節 厄年と年祝い
第４節 子どもの遊び
第５節 葬送

第５章 住・食・衣
第１節 家並み
第２節 住居
第３節 食べ物
第４節 普段着とイイ着物
第６章 祈り
第１節 寺と行事
第２節 神社と祭り
第３節 組と家の信仰
第４節 個人と信仰
第７章 年中行事
第１節 新しい年を迎える
第２節 躍動の季節
第３節 祖霊を迎える
第４節 収穫の季節
第５節 籠りの季節
第８章 神楽・民謡・伝説
第１節 神楽
第２節 芸能と娯楽
第３節 伝説

資料編７（自然）
第１章 吉田町の気候
第１節 気候の特徴
第２節 四季の特徴
第３節 気象災害
第２章 吉田町の地形
第１節 吉田町の位置と新潟平野
第２節 吉田町周辺の地形
第３節 吉田町周辺の河川
第４節 西蒲原地区の治水
コラム 宇宙からの来客 米納津隕石
第３章 吉田町の地質
第１節 新しい時代の地層と生活基盤
第２節 古い時代の地層
第３節 越後平野の生い立ち
第４章 大地のめぐみと地盤災害
第１節 石油・天然ガス
第２節 吉田町の地下水
第３節 地盤災害
第４節 地震災害

第５章 吉田町の植物
第１節 植物とのふれあい
第２節 種子植物
第３節 シダ植物
第４節 分布上から特色のある植物
第５節 吉田町の植物目録
第６章 吉田町の動物
第１節 哺乳類
第２節 鳥類
第３節 両生類・爬虫類
第４節 魚類
第５節 水生動物
第６節 陸産・淡水産貝類
第７節 甲虫類のなかま
第８節 ガのなかま
第９節 蝶とトンボ
第１０節 セミのなかま
第１１節 バッタ類とそのなかま
第１２節 クモ類

通史編（上巻）
◎原始・古代・中世
第１章 原始の時代
第１節 旧石器時代
第２節 縄文時代
第３節 農耕社会の形成
第２章 古代
第１節 古代の越後と吉田
第２節 古代人の暮らし
第３章 中世
第１節 中世の越後と吉田
第２節 出土遺物からみた人々の暮らし
第３節 中世の城と館

◎近世
第１章 幕藩社会の大名支配
第１節 近世社会の幕開け
第２節 長岡藩の支配のもとで
第２章 近世の吉田の村々
第１節 村の成立と自治
第２節 検地と年貢・諸負担
第３節 新田開発・治水と用排水の整備
第４節 農業生産と村社会
第５節 村の生活と風俗
第６節 災害と他所稼ぎ
第３章 産業と交通の発達
第１節 町場の変遷
第２節 商工業の発達
第３節 今井家の地主経営の発展
第４節 北国街道横道の宿駅
第５節 新潟・蒲原往来
第６節 西川の水運
第４章 宗教と教育・文化
第１節 近世の寺院
第２節 近世の神社
第３節 庶民文化の興隆
第４節 吉田の教育と長善館
第５章 新しい時代への胎動
第１節 天保飢饉と社会の動向
第２節 幕末の藩政と民衆
第３節 戊辰戦争と領民

通史編（下巻）
◎近代・現代
第１章 近代社会の成立と吉田町
第１節 明治維新期の吉田地方
第２節 立憲体制の成立と村の自治
第３節 近代教育の創始と長善館
第２章 近代社会の進展と吉田町
第１節 町村合併と明治後期の村政
第２節 明治期の農業と商工業
第３節 教育の普及と生活の変化
第３章 二つの大戦と吉田町
第１節 行政の整備と村勢の進展
第２節 昭和恐慌と吉田町
第３節 農業の進展と水利
第４節 越後鉄道の開通と産業の進展
第５節 教育の充実と生活・文化
第６節 戦時下の吉田町

第４章 現代の吉田町
第１節 戦後改革と復興
第２節 高度経済成長と吉田町
第３節 商工業の発展と農業の変化
第４節 教育改革と新しい生活・文化
終章 豊かな生活をめざして

