ビギナーのための

地域行政資料入門

２０１８．３

千葉県立中央図書館
千葉県資料室

『ビギナーのための地域行政資料入門』
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i

凡

例

このリストには、千葉県立中央図書館千葉県資料室で普段レファレンスを受けたときに
よく利用する資料を集めました。千葉県に関する事項を調査する場合に、どんな資料を使
ったらいいか分からないときに御利用ください。
構成は、１ 目録・書誌 ２ 主題別資料紹介となっています。
２の主題別資料紹介の項目の中は、千葉県立図書館千葉県関係資料分類表の分類順
です。
書誌事項について
・『
』は千葉県資料室で図書扱いの資料、「
です。

」は逐次刊行物扱いの資料

・著者が出版者と同一の場合には、著者を省略しています。
・出版地が千葉市の場合には省略しています。
・［Ｃ○○○－○○○－○○］は千葉県資料室の請求記号です。
・本文中の「千葉県デジタルアーカイブ」は千葉県立図書館 HP「菜の花ライブラリー」＞
「千葉県デジタルアーカイブ」のことです。
・インターネットの最終アクセス：２０１８年３月６日
今後も改訂を予定しています。皆様の忌憚のない御意見、御感想をお待ちしています。

２０１８年 ３月

千葉県立中央図書館
千葉県資料室

ii

１

目録・書誌

千葉県の文献を探す基本的な二次文献、書誌である。市町村の図書館等で刊行して
いる新聞記事索引は省略した。

『千葉県郷土資料総合目録

[第１集]』

千葉県公共図書館協会編 千葉県立中央図書館 1973 830p 26cm
県内公共図書館２４館が所蔵する、昭和４５（１９７０）年３月３１日までに刊行された郷土
資料の目録。成田山仏教図書館も参加している。歴史史料、古文書、和装本、絵図も含
まれている。『房総叢書』、『千葉県史料』等の叢書や雑誌の内容も採録されていて便利で
ある。巻末に千葉県市町村変遷一覧表、書名索引がある。
［C025-C42-1-1]

『千葉県郷土資料総合目録

索引編』

千葉県公共図書館協会編 千葉県立中央図書館 1978 306p 26cm
著者索引、人名索引（被伝者名索引）、地域索引に分かれている。叢書や雑誌記事等
の内容からもひけ、地域索引は市町村ごとに旧町村名、社寺名、史跡名、人物名の順に
なっている。
［C025-C42-1-2]

『千葉県郷土資料総合目録

第２集』

千葉県公共図書館協会編 千葉県立中央図書館 1984 xxi，960p 26cm
県内公共図書館２８館が昭和５５（１９８０）年３月３１日現在で所蔵する、第１集を除いた
郷土資料を収録。第２集には、請求記号が記載されている。巻末に書名索引、地域索引、
地域相関索引がある。
[C025-C42-1-2]

『船橋市西図書館所蔵資料資料解説

地図編』

船橋市西図書館 2015 505ｐ 30ｃｍ
『船橋市西図書館所蔵資料目録 [第１集]， 第２集』掲載の地図資料 277 点の解説書。
巻末に五十音順索引と主題別索引がある。
[C025-6]

『船橋市西図書館所蔵資料目録 改訂版』
船橋市西図書館 2015 505p 26cm
房総関係を中心とした古文書、古地図、浮世絵等の郷土資料、及び和書、医学書、書
誌学資料等を収録。第 1 集（1985）、第 2 集（1988）、追録 1（2009）をまとめる。 [C025-7]

『房総研究文献総覧

千葉県関係論文目録

新訂』

新羅愛子編 千秋社 多田屋（発売） 1976 ｘｉｉｉ,285p 27cm
明治１４（１８８１）～昭和５０（１９７５）年までに刊行された逐次刊行物の中から房総研究
に関する文献が収録されている。一部に二次文献を援用したものがある。五十音索引、五
十音順件名一覧、主題別件名一覧、著者名索引がついている。
[C027-Sh69-1]

「千葉県関係新聞記事索引
千葉県立中央図書館

昭和３６年～４８年」

1965～1975

１３冊
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26ｃｍ

「千葉日報」と「朝日新聞」「毎日新聞」「読売新聞」「産経新聞」の千葉版から記事を採
録（「産経新聞」は昭和４４年以降）。五十音順の件名により配列されている。付録に連載
記事一覧、訃報記事一覧がついている年がある。
[C027-C42T-7]

「千葉市行政資料目録」

年刊

千葉市中央図書館 30cm
千葉市立中央図書館が所蔵している千葉市が発行した各種行政資料（統計書、報告
書、行政計画、例規集、広報紙など）です。冊子体の所蔵は平成１８年度まで。タイトル
「千葉市刊行物目録」。千葉市図書館のＨＰで公開。(平成２２年版～)

[C027-C42-1]

http://www.library.city.chiba.jp/catalog/

『千葉県市町村史料保存活動ハンドブック その１， その２』
千葉県史料保存活用連絡協議会 1998～1999 ２冊 30cm
その１には、市町村で所蔵している主要な古文書の一覧表、市町村史、市町村史研究
一覧が収録されている。その２には、当該自治体以外で所蔵している文書一覧、中世関
係、近世関係、近現代関係、千葉県史料（中世篇 縣外文書）関係文書所蔵機関一覧
が収録されている。
[C20-10]

『収蔵文書目録』
千葉県文書館 1988～2017 30 冊 26cm
整理された家文書の目録。第 1 集「東金市台方前嶋家文書目録 1」（千葉県総
務部文書課 1988）[C2008/B89/1]から３０集「諸家文書目録 10」（2017）まで
刊行されている。収蔵古文書については、千葉県文書館ＨＰを参照。
http://www.pref.chiba.lg.jp/bunshokan/contents/shuuzoushiryou/komonjo-2.html

[C2008-1-]
『千葉県埋蔵文化財分布地図

１～４

改訂版』

千葉県文化財センタ－編 千葉県教育委員会 1997～2000 ４冊 42cm
（1）東葛飾・印旛地区
（2）香取・海上・匝瑳・山武地区
（3）千葉市・市原市・長生地区 （4）君津・夷隅・安房地区
１/25,000 の地図に埋蔵文化財包蔵地の所在地を記入した分布地図と所在地名一覧表
とからなる。遺跡名には読みが付してあり、各巻末に文献の一覧がある。

[C202-21-1～4]
「東葛流山研究

第１９号

東葛文献百科事典」

流山市立博物館友の会事務局 2000 252p 24cm
東葛地方に関係する文献を地域別に読みやすい解説付きで紹介している。市史の目
次、市史研究の総目次もついている。
[C232Na-N19-10]

『千葉県民俗関係文献目録

第１集， 第２集』

千葉県史料研究財団編 千葉県 1992～1993 ２冊 26cm
第１集は文献目録。第２集は千葉県民俗関係文献解題、千葉県関係紀行文・旅行記・
地誌類総覧、千葉県内市町村史刊行状況一覧。
[C38-C42-3]
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『千葉県自然誌関係文献目録

地学編』

千葉県自然誌資料調査委員会 1985 56p 26cm
昭和５２（１９７７）年から昭和５８（１９８３）年までに発行された地学関係の文献を採録し
たもの。項目別に著者名のＡＢＣ順に配列されている。共著者も索引されている。

[C45-C42-2]
『千葉県地学関係文献目録』
房総半島地形研究会 1979 126p 21cm
明治以降昭和５１（１９７６）年までの千葉県の地形・地質・古生物に関する単行本、雑誌
論文等を採録。項目別に著者名のＡＢＣ順に配列されている。
[C4503-B66-1]

『千葉県自然誌関係文献目録

植物編』

千葉県自然誌資料調査会編 千葉県教育委員会 1986 61p 26cm
昭和５９（１９８４）年度までの植物の分類・分布・生態・古生物、環境に関する文献を収
録。著者名索引、植物名索引がついている。
［C47-C42-1]

『千葉県自然誌関係文献目録

動物編』

千葉県自然誌資料調査会編 千葉県教育委員会 1986 65p 26cm
採録誌２８誌は創刊号から昭和６０（１９８５）年までに発行されたものから、１１誌につい
てはその一部から採録している。項目別に、著者名の五十音順に配列されている。著者
名索引がついている。
［C48-C42-1]

『千葉県自然誌関係文献目録

動物編補遺』

千葉県自然誌資料調査会編 千葉県教育委員会 1988 29p 26cm
県立中央図書館千葉県資料室所蔵資料、千葉県林業試験場の資料から採録。項目
別に著者名の五十音順に配列されている。
［C48-C42-1-2]

『船橋市自然誌関係文献目録』
三沢博志編 船橋 船橋自然誌文献調査会 2001 126p 30cm
船橋の自然環境の過去と現在を知る文献を集めた目録。テーマ別の項目に三番瀬が
ある。巻末に執筆者名索引がある。
[C462-22]

『千葉県の動物・植物の本 総目録』
三沢博志編 自然誌文献調査会 2012 220p 30cm
千葉県内の動物・植物を主題にした図書・報告書など 934 タイトル（1089 冊）を分野別
に収録。巻末に書名･編著者名・地域名のアルファベット順索引、県内の動植物に関する
逐次刊行物一覧、所蔵機関一覧がある。
［C462-64]

（参考）
「資料の広場

１～２７ 」

千葉県立中央図書館 1971～1997
「資料の広場」は、所蔵する資料の紹介と利用普及のため、1 号ごとにテーマを設定し
て作成した千葉県関係の書誌・索引である。
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No.１４「中央図書館の郷土資料ービギナーのための文献解題ー」（１９８２年発行）は本
リストの元になったもので、一冊ごとの解題だけではなく各分野の調べ方のコツも記されて
いる。また No.２１「千葉県関係地図資料」は一般図、主題図、地形図に分けて年代順の
一覧表があり、巻末に地名索引がある。
[C025-C42T-3]

「資料の広場」一覧

号

タイトル

発行
1 千葉県の開発
昭和 46． 3
2 伝記
昭和 46． 3
3 郷土雑誌
昭和 46．10
4 三里塚
昭和 47． 3
5 千葉県の地方史誌
昭和 47．11
6 千葉県の公害
昭和 49． 3
7 千葉県の方言
昭和 50． 3
8 千葉県の人 １医学
昭和 52． 3
9 千葉県の人 ２安房
昭和 53． 3
10 特集利根川
昭和 53． 3
11 房総の短歌・歌人
昭和 55． 3
12 新東京国際空港関係文献集
昭和 56． 3
13 北総の人と著作
昭和 57． 3
14 中央図書館の郷土資料
昭和 58． 3
15 千葉県小学校変遷一覧（稿）
昭和 59． 3
16 千葉県十二郡誌人名索引 Ⅰ（稿）
昭和 60． 3
17 千葉県十二郡誌人名索引 Ⅱ（稿）
昭和 61． 3
18 千葉県十二郡誌人名索引 Ⅲ（稿）
昭和 62． 3
19 千葉県の河川
昭和 63． 3
20 千葉県内の類縁機関案内
平成 2． 3
21 千葉県関係地図資料
平成 3． 3
22 千葉県関係年表・年譜書誌
平成 4． 3
23 東京湾―書誌・解題―
平成 5． 3
24 千葉県の社会福祉
平成 6． 3
25 図書館資料に見る千葉県の歩みー明治から平成までー 平成 7． 3
26 千葉県の類縁機関案内ー1996 年版ー
平成 8． 3
27 長生郡市町村史人名索引（近現代編）
平成 9． 3
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頁数
38
26
38
38
42
94
42
71
55
51
82
98
119
120
126
130
138
117
94
49
77
81
152
75
127
115
96

２

主題別資料紹介

千葉県について調べものをするときに役立つ資料を、テ－マ別に事典などの参考図書
を中心に紹介した。

２－１

百科事典・年鑑

『千葉大百科事典』
千葉日報社 1982 1070p 31cm
千葉県のあらゆる分野の情報を網羅的に集めている。本文は約５，５００項目あり、項目
によっては参考文献や参照がついている。巻末には約１６，０００項目の索引がある。別冊
には、千葉県考古学年表、千葉県歴史年表、房総文化史年表、千葉の文化財、千葉県
河川年表がついている。
[C03-C42-1]

２－２

宗教

『千葉県宗教法人名簿

平成 18 年 1 月 5 日』

千葉県総務部学事課 2006 267p 30cm
市区町村ごとに神道系・仏教系・キリスト教系・諸派に大別し、さらに包括団体別に区分
して、宗派別に法人名、事務所所在地、電話番号、代表役員名、認証年月日、認証番号
などが記載されている。千葉県のＨＰで公開（最新版）。（電話番号は非掲載）
http://www.pref.chiba.lg.jp/gakuji/shuukyou/houjin/houjinmeibo.html

[C16-1]

『千葉県神社名鑑』
千葉県神社庁 1987 882p 27cm
支部別、市、郡・町村に分け、各神社ごとに「鎮座地・交通・祭神・例祭日・主要建物・
境内神社・境内坪数・由緒沿革・神事と芸能」の項目のもとに記載されている。神社名に
はすべて読みが振ってある。 千葉県神社庁のホームページからも検索できる。

[C175-C42-1]

http://chiba.jinjacho.or.jp/jinja.html

２－３

歴史
［通

史］

『千葉県史料』

千葉県 32 冊 1954～1991 22cm
『千葉県史』（明治編、大正昭和編）とともに、県史編纂事業の一環として、県内の古文
書類を収録。各巻の目次情報が目録データに収録されているため、県立図書館 HＰの資
料検索画面では目次の言葉から検索が可能。
原始古代編（安房国）、（上総国）
中世篇（香取文書）、（諸家文書）、（諸家文書補遺）、（県外文書）、（本土寺過去帳）
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近世篇（安房国 上・下）、（上総国 上・下）、（下総国 上・下）、（文化史料１）
（堀田正睦外交文書）、（佐倉藩年寄部屋日記１）、（佐倉藩紀氏雑録）
（佐倉藩紀氏雑録続集）、（伊能忠敬測量日記１）、（久留里藩制一班）
近代篇（明治初期１～７、郡制 上下）
金石文篇（１～３）
[C08-C42]

『千葉県の歴史

全３９巻』

千葉県史料研究財団編 1996～2009
通史編の各巻末には事項索引がある。各巻の目次情報が目録データに収録されてい
るため、県立図書館 HＰの資料検索画面では目次の言葉から検索が可能。刊行内容は
文書館 HP でも公開。
http://www.pref.chiba.lg.jp/bunshokan/contents/chibakenshi/index.html

通史編
資料編

別編

[C20-1]

１ 原始・古代 1
２ 古代２
３ 中世
４ 近世１
５ 近世２
６ 近現代１
７ 近現代２
８ 近現代３
９ 考古 1（旧石器・縄文）
10 考古 2（弥生・古墳）
11 考古 3（奈良・平安）
12 考古 4（遺跡・遺構・遺物）
13 古代（文献・出土文字）
14 中世 1（考古資料）
15 中世 2（県内文書 1）
16 中世 3（県内文書 2）
17 中世 4（県外文書 1）
18 中世 5（県外文書 2・記録典籍）
19 近世 1（房総全域）
20 近世 2（安房）
21 近世 3（上総 1）
22 近世 4（上総 2）
23 近世 5（下総 1）
24 近世 6（下総 2）
25 近現代 1（政治・行政 1）
26 近現代 2（政治・行政 2）
27 近現代 3（政治・行政 3）
28 近現代 4（産業・経済 1）
29 近現代 5（産業・経済 2）
30 近現代 6（産業・経済 3）
31 近現代 7（社会・教育・文化 1）
32 近現代 8（社会・教育・文化 2）
33 近現代 9（社会・教育・文化 3）
34 民俗 1（総論）
35 民俗 2（各論）
36 地誌 1（総論）
37 地誌 2（地域誌）
38 地誌 3（地図集）
39 年表

『千葉県のあゆみ』
千葉県企画部広報県民課編 1983 369p 22cm
原始・古代から現代まで、中学生にも理解できる千葉県の歴史として、平易にまとめら
れた通史。
［C20-C42-3]

『千葉県の歴史

県史シリ－ズ１２』

小笠原長和、川村優著 山川出版社 1971 332,78p 19cm
戦前戦後の地方史研究の成果をふまえ、まとめられた通史。付録に索引、年中行事、方
言、民謡、特産物、参考文献などの一覧がある。
[C201-O22-1]

『千葉県の歴史

新版 県史１２』

石井進、宇野俊一編 山川出版社 2012 328,54p 20cm
上記の『千葉県の歴史』以後の新しい史実や知見を追加。『千葉県の百年』（山川出版
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社 1990） [C20-C42-4]との併読を前提としている。付録に索引、年表、沿革表、祭礼・
行事、参考文献がある。
[C20-11]

『史跡と人物でつづる千葉県の歴史

改訂新版』

千葉県教育研究会社会科教育部会編著 光文書院 1986 231p 22cm
小中学校の先生が写真や図を使い、小学生にもわかりやすく書かれた本。巻末に索引
がある。
[C201-C42-2]

『千葉の歴史ものがたり』
「千葉の歴史ものがたり」編集委員会編 日本標準 1981 222p 21cm
千葉県の歴史を読みやすい物語として書いた本。巻末に簡単な人名事典がある。

[C201-C42-3]
『史料が語る千葉の歴史６０話』
千葉県高等学校教育研究会歴史部会編著 三省堂 1985 278p 21cm
原始・古代から近・現代までの歴史上の６０の事件・テ－マを取り上げ、史料を使って歴
史を読み解いている。
[C201-C42-5]

『千葉県の民衆の歴史５０話』
千葉県歴史教育者協議会編 桐書房 1992 342p 21cm
身近かな地域の歴史を民衆の立場から考えようと書かれた本。テ－マは原始時代から
東京ディズニ－ランド、三番瀬と幅広く、それぞれの項目に参考文献がある。

[C201-C42-7]
『郷土千葉の歴史』
川名登編

ぎょうせい

1984

386p

20cm

先土器時代から現代の成田空港の問題まで、通史というスタイルではなく、歴史の転換
点となった重要な事件や事項を取り上げ、一つ一つの物語として書かれている。

[C201-Ky2-3]
『郷土の歴史

千葉県

原始から 21 世紀へ』

「郷土の歴史千葉県」編集委員会編 第一法規出版 1990 214p 26cm
中学生を対象に、千葉県の歴史と文化を学ぶ資料として、中学校の先生が中心となっ
て執筆している。巻末に房総と日本のあゆみ、郷土の偉人・先駆者、千葉県下の文化財
がついている。
[C201-Ky2-4]

『図説千葉県の歴史

図説日本の歴史１３』

三浦茂一編 河出書房新社 1989 276p 27cm
写真や図表を多く用いて、時代をおって各テ－マごとに読みやすく書かれている。巻末
に索引、年表、博物館・図書館一覧、国県指定文化財一覧、年中行事一覧、参考文献が
ある。
[C201-Z8-1]
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『千葉県の歴史一○○話』
川名登編著 国書刊行会 2006 326p 21cm
古代から成田空港開港まで、それぞれの分野の研究者が研究成果を取り入れて分かり
やすく１話を３ページほどにまとめてある。関連する市町村名は平成 17 年現在のもの。

[C201-16]

［中

世］

『中世房総史年表 出典明記』
千野原靖方編 岩田書院 2017 267p 22cm
安房・上総・下総三国における中世の重大な歴史的事件や抗争、社会的な事象、歴史
的人物に関する事績、地域の政治・経済・宗教・文化等の歴史過程を年代順に網羅した
年表。
[C204-57]

［江戸時代］
『人づくり風土記

全国の伝承・江戸時代

ふるさとの人と知恵 １２ 千葉

農山漁村文化協会 1990 396p 27cm
江戸時代の房総の歴史が産業の繁栄、地域おこし、人物を中心に書かれている。イラ
ストやイメ－ジ図が当時の様子を彷彿とさせる。丁寧な注が各項目についていて、巻末に
は「江戸時代千葉の主な文献資料」がある。
[C205-H77-1]

『房総諸藩録』
須田茂著 崙書房 1985.3 258p 20cm
天正 18 年徳川家康の関東入部以降、明治４年廃藩置県に至る間に存在した房総三
国（安房、上総、下総）のすべての藩を網羅し、藩の所在地、幕政や藩政での動き、歴代
藩主等について記載されている。
[C205-SU13-1]

［明治以降］
『千葉県史

明治編』

千葉県 1962 890p 22cm
明治編となっているが、房総の古代・中世・近世の概要があり、通史としても読むことが
できる。明治の部分は、政治、経済、社会、産業、教育、文化をわかりやすく、豊富な図表、
統計、写真を用いて書かれている。初刷りの部数が少なく復刊の要望が多かったので、
昭和４５（１９７０）年と平成元（１９８９）年に２回再版されている。
[C08-C42-2-1]

『千葉県史

大正昭和編』

千葉県 1971 822p 22cm
上記資料の続編。大正初期から太平洋戦争終末まで。
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[C08-C42-2-2]

『千葉県の百年

県民 100 年史１２』

三浦茂一［ほか］著 山川出版社 1990 334p 20cm
幕末・維新期から現代までを、地域社会史の視点からとらえて書かれている。ひとつひ
とつの歴史的状況が正確に記され、豊富な写真が参考になる。巻末には用語索引、年表、
参考文献がある。
[C20-C42-4]

『千葉百年』
毎日新聞社 1968 315p 22cm
明治元（１８６８）年から昭和４３（１９６８）年までの千葉県の歴史を読み物風にまとめてい
る。「毎日新聞 千葉版」に連載されたもの。
［C206-Ma31-1]

『学校が兵舎になったとき

千葉からみた戦争１９３１～４５』

千葉県歴史教育者協議会編 青木書店 1996 222p 21cm
高校の先生が中心になって、千葉から見た十五年戦争を、戦争の具体的な姿、当時の
人々の生き方、考え方を視点に書かれている。各項目に参考文献が、巻末に略年表があ
る。平成１６（２００４）年に新装版が発行されている。
[C207-2]

『千葉県の戦争遺跡をあるく』
千葉県歴史教育者協議会編 国書刊行会 2004 278p 21cm
高校の先生が中心になって編集。県内に残る大きな戦跡を空襲の様子も交えながら紹
介するマップ付きガイドブックとなっている。地域ごとにまとめられており、写真も豊富。

[C207-13]
(参考)
『國史大辞典 １５巻上， 中， 下』 東京 吉川弘文館 1996～1997
１５巻 上：索引 史料・地名 中：索引 人名 下：索引 事項

３冊 27cm
[21003-4-15]

『三百藩家臣人名事典 ３ 茨城県２．千葉県．埼玉県．神奈川県．富山県．石川県 ．
福井県．長野県．山梨県．岐阜県』 東京 新人物往来社 1988 472,8p 22cm
[215-Sa57-3]
『三百藩藩主人名事典 ２ 関東地方２．東海地方．甲信越地方（１）』
東京 新人物往来社 1986 523,8p 22cm
『藩史大事典

２

『日本城郭大系

関東編』
６

『旧高旧領取調帳
20cm
『村明細帳の研究』

東京

雄山閣

千葉・神奈川』

関東編』

東京

木村礎校訂

野村兼太郎編著

1989

706p

27cm

新人物往来社

東京

東京
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有斐閣

1949

[215-H29-2]

1980

近藤出版社

［215-Sa57-2］

511p 27cm
[C201-N71-1-6]

196913,564,2p
[C6112-Ky8-1]

1122,136p 22cm
[C6112-N95-1]

（復刻版）
『改訂房総叢書

１～６』

改訂房総叢書刊行会 1959 ６冊 22cm
房総関係の地誌・軍記・古文書をはじめとする基本史料を集大成したもの。初版は大正
元（１９１２）年で２冊本、昭和１５（１９４０）～昭和１９（１９４４）年には紀元二千六百年記念
事業として索引を含め１１冊で刊行された。改訂版は、「紀元二千六百年記念房総叢書」
を第１～５輯に収め、第６輯に房総通史を加えて出版された。
「千葉県デジタルアーカイブ」で公開。
http://www.library.pref.chiba.lg.jp/nanohana/index.html

[C08-Ka21-1]
(各郡誌の復刻版)
郡制は明治 23 年 5 月制定、大正 10 年 4 月廃止の地方自治制度で、千葉県では明
治 30 年 4 月 1 日に施行された。「千葉県十二郡誌」は県内 12 郡で大正～昭和初期に
かけて編纂・刊行された郡誌である。ほぼ同時期、全国各地で郡誌の編纂事業が活発に
行われた。構成は一様ではなく、『千葉県東葛飾郡誌』のように大部なものもある。
『千葉県安房郡誌』
本：1926 年刊）

千葉県安房郡教育会

『千葉県君津郡誌 上巻・下巻』
（原本：1927 年刊）

東京

名著出版

千葉県君津郡教育会

東京

『千葉県市原郡誌 総説篇 町村誌篇』 市原郡教育会
1972 ２冊 22cm
（原本：1916 年刊）
『千葉県夷隅郡誌』 千葉県夷隅郡役所
（原本：1923 年刊）

京都

『長生郡郷土誌』 長生郡教育会
（原本：1913 年刊）

崙書房

流山

『千葉県千葉郡誌』 千葉県千葉郡教育会
（原本：1926 年刊）

流山

名著出版

東京

1972 ２冊 22cm
[C211-Ki33-1]

名著出版
[C222-I13-1]

臨川書店

1976

1986

536p

印旛郡

『千葉県香取郡誌』 千葉県香取郡役所
（原本：1921 年刊）

崙書房

東京

千葉県東葛飾郡教育会

『千葉県印旛郡誌 前篇・後篇』
（原本：1913 年刊）

1104,104p 22cm （原
[C211-A97-1]

918p

22cm
[C223-I85-1]

22cm
[C224-C54-1]

『山武郡郷土誌』 千葉県山武郡教育会
（原本：1916 年刊）

『千葉県東葛飾郡誌』
（原本：1923 年刊）

1972

1976

千秋社

流山

流山

1989

崙書房

崙書房

1971

568p

22ｃｍ
[C225-Sa61-1]

1077p

1970

２冊

22cm
[C231-C42a-1]

2436ｐ 22ｃｍ
[C232-H55-1A]
22cm
[C233-I54-1]

流山

崙書房
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1972

897p

23cm
[C234-Ka86-1]

『千葉県海上郡誌』
（原本：1917 年刊）

千葉県海上郡教育会

『匝瑳郡誌』 千葉県匝瑳郡教育会
（原本：1916 年刊）

東京

流山

名著出版

崙書房

1976

1972

1458,49,36p 22cm
[C235-Ka21-1]

338p 22cm
[C236-So61-1]

以上の１２郡誌は「千葉県デジタルアーカイブ」で公開。

http://www.library.pref.chiba.lg.jp/nanohana/index.html

２－４

千葉県の人

『史跡と人物でつづる千葉県の歴史

改訂新版』

前出

主な人物
ち

ばつ ね た ね

にちれん

千葉 常胤

日蓮

さ と み し

いのうただたか

お お は らゆ う が く

つ だ う め こ

す ず きか ん た ろ う

伊能忠敬

あ

佐倉 宗吾

ほったまさよし

大原 幽学

津田梅子

さ く らそ う ご

里見氏

堀田正睦

わさ ん ぎ み ん

あ お きこ ん よ う

安房 三義民

や す いり み ん

安井 理民

青木 昆陽

い と うさ

ち

お

菱川師宣

浅井忠

だ

ど つぽ

国木田独歩

[C201-C42-2]

鈴木 貫太郎

『人づくり風土記

染谷源右衛門

く にき

あ さ い ちゅう

伊藤 左千夫

そ め や げ ん え も ん

ひしかわもろのぶ

全国の伝承・江戸時代

１２

千葉県』

前出

主な人物
つじうちぎょうぶざえもん

辻内刑部左衛門
さ と う しゅんかい

近江屋甚平衛

白井 鳥 酔
おおはらゆうがく

稲葉黙斎

堀田正睦

楫取魚彦

おりもとかきょう

伊能忠敬

鈴木 雅之

あ ら いぶ ん ざ ん

東 条 一堂

平山 仁兵衛

いのうただたか

す ず きま さ ゆ き

とうじよう い ち ど う

ひ ら や まじ ん べ え

大高善兵衛

いなばもくさい

ほったまさよし

大原幽学

か と り な ひ こ

お お た か ぜ ん べ い

宮負定雄

し ら い ちょうすい

佐倉 惣五郎

お う み や じ ん べ え

みやおいさだお

伊能 穎則

さ く らそ う ご ろ う

田丸健良

鉄 牛 和尚

い の うひ で の り

佐藤 舜 海

たまるけんりょう

てつぎゅうおしょう

織本花嬌

さ と うた い ぜ ん

新井 文山

だ い ご し ん べ え

醍醐新兵衛
さ い と うそ の じ ょ

佐藤 泰然

ひしかわもろのぶ

菱川師宣

た け だせ き お う

斉藤 園女

武田 石翁

あかまつそうたん

赤松宗旦

[C201-H77-1]
『千葉県を築いた人びと』
千葉県教育研究会社会科教育部会編著 東京 旺文社 1985 243p
千葉県の発展につくした人物の中から５０人を小中学校の先生が執筆。
たいらのまさかど

平 将 門
あおきこんよう

青木昆陽

ち

にちれん

日蓮

い の うた だ た か

伊能 忠敬

うえくさへいざえもん

植草兵左衛門
ムルデル

ばつ ね た ね

千葉 常胤

せきかんさい

関寛斎

だ い ご し ん べ え

醍醐新兵衛

さとみよしざね

里見義実

お お は ら ゆ うが く

大原 幽学
しばはらやわら

柴原和
つぼいげんどう

坪井玄道

さ く ら そ う ご ろ う

佐倉惣五郎

せいみやひでかた

清宮秀堅

ほったまさよし

堀田正睦

ひ ら のぶ じ ろ う

平野 武治郎
あ さ い ちゅう

浅井忠

てつぎゆう

鉄牛

佐藤 泰然

茂木亀雄

板倉中
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菱川師宣

さ と う た いぜ ん

も ぎ か め お

いたくらなかば

ひしかわもろのぶ

市川団 十 郎

西村 茂樹

金谷総蔵

本多 貞次郎

い ち か わ だんじゅうろう

に し む らし げ き

かなやそうぞう

ほ ん だて い じ ろ う

22cm

む ら お か りょうすけ

村岡 良 弼
い し か わく ら じ

石川 倉次

や す い り み ん

安井理民
す ず き か ん た ろ う

鈴木貫太郎
お か だた け ま つ

おおたかたまじろう

大高玉治郎
は ま ぐ ちき ち べ え

浜口 吉兵衛
ま つ どか く の す け

岡田 武松 松戸 覚之助
み や ざ き きよし き
く
じ
宮崎 淏 ・規矩治

『郷土歴史人物事典

ち

ばや

じ

ま

千葉 弥次馬

い

せ き ね き ん じ ろ う

関根金次郎
も りの ぶ て る

森矗昶

と

う

さ

ち

お

つ だ う め こ

伊藤左千夫

津田梅子

ち わ き も り の す け

血脇守之助

よしうえしょうりょう

吉植庄亮

しらとりくらきち

白鳥庫吉

く に き だど っ ぽ

国木田 独歩

せ お て い し ん

瀬尾貞信

おおもりきんごろう

大森金五郎

あ きも と さ ん ざえ もん

秋元三左衛門

い と う お と じ ろ う

伊藤音次郎

まみやしちろうべえ

間宮七郎平

[C281-C42-4]
千葉』

高橋在久編著 東京 第一法規出版 1980 218p 19cm
古代・中世から現代まで千葉県にゆかりの深い人物約３５０人を紹介。巻末に人名索引
がある。
[C281-Ta33-1]

『千葉県の先覚

［正]， [補］』

千葉県企画部県民課 1973～1983 ２冊 19cm
千葉県誕生満百年を記念して選ばれた千葉県の先覚１００人の生涯と業績をそれぞれ
見開き２ぺ－ジに紹介。
[C28-C42-11]

『房総人名辞書』
千葉毎日新聞社編 東京 国書刊行会 1987 802,28,73p 23cm
明治４２（１９０９）年発行の復刻版。明治４１（１９０８）年７月現在千葉県に活躍した人を
標準とし、約８，５００名を収録。
[C281-C42-6]

『房総町村と人物』
千葉町(千葉県) 多田屋書店 1918 1298p 23cm
大正 7 年当時房総には 72 の町と 256 の村があった。房総の統計資料、各町村につい
ては総説･沿革･区画・役場・学校・各種団体・産業･交通・神社･仏閣・名所旧跡の 11 項
目に分け、その変遷、活動、風土等について記されている。町村の興隆、自治体開発に
尽くした 7 千人の功績等の叙述もある。人名索引あり。「千葉県デジタルアーカイブ」で公
開。http://e-library.gprime.jp/lib_pref_chiba/da/detail?tilcod=0000000014-CHB600258

[C28-Z4]
『房総紳士録』

明治 4１年

明治４5 年

『房総紳士録』

昭和２４年

２７年

大正４年

大正 11 年
千葉町（千葉県） 多田屋書店 1908～1922 ４冊 22ｃｍ ［C28-B66-1～3、5］
２９年

３１年

３６年

房総興信所

『千葉県紳士名鑑』
五十嵐重郎編

明治３５年

[C281-C42]

多田屋書店

『千葉県紳士名鑑』

３９年 ４２年
[C28-ZB-1～7]

第１版（1975 年）

第２版（1979 年）

千葉日報社 26cm
千葉県下の官公署、団体等の役職者、公職を持つなど各階層の人士を対象。

[C28-C42-14]
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『千葉県人物・人材情報リスト

２０１７ 第 1～２巻』

日外アソシエ－ツ 2017 ２冊 31cm
「データベース WHO」より、現在活躍中の人物を中心に、物故者および在日外国人も
含めた千葉県関係の知名人 5,069 人を収録。関連文献、活動分野別索引あり。１９９４年
に刊行して以来、現在は 2 年毎に刊行。
[C281-8]

『千葉県女性人名辞典』
新羅愛子著 青史社 1984 253p 22cm
古代から現代までの房総の女性を対象とし、千葉県出身者、在住者、在職者及び関係
者を収録。各個人に参考文献がついている。
[C281-Sh69-1]

『戦国房総人名辞典』
千野原靖方著 崙書房 2009 481p 22cm
安房・上総・下総の三国における戦国時代の人名辞典で、1700 項目を収載。巻末附
録の有力諸氏の系図がよい。
[C281-27]

２－５

地理

ここでは千葉県全体について書かれている本を紹介します。市町村別の資料としては、
社会科の副読本として書かれている『わたしたちの○○市』なども利用できます。「市勢要
覧」「町勢要覧」もよくまとまっていて分かりやすい資料です。

『千葉の地理ものがたり』
千葉の地理ものがたり刊行委員会編 日本標準 1982 207p 21cm
小学校中学年を対象に、地域別に各地域のあらまし、特徴が書かれている。巻末に県
内市町村の説明がついている。
[C29-C42-7]

『すすむ千葉県

新訂１７版』

千葉県教育研究会社会科教育部会編 千葉県教育会館文化事業部 2008 119p
26cm
小学校中学年を対象に千葉の自然、人々の暮らし、産業、開発について書かれている。

[C29-27-08]
『千葉県の歴史散歩』
千葉県高等学校教育研究会歴史部会編 山川出版社 2006 349p 19cm
史跡めぐりのガイドブックとして、歴史を知る入門書として書かれている。詳細な索引が
ついている。平成元（１９８９）年刊行の改訂版。
[C2902-C42kk-1-2]

『郷土資料事典

ふるさとの文化遺産

１２

千葉県』

ゼンリン 1997 259p 29cm
市町村を知るガイド、史跡の由来を知る資料、また、観光ガイドとしても便利な一冊。

[C29-17]
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『千葉県

県別ガイド１２

第２版』

ゼンリン 2000 192p 22cm
市町村別に見どころ、伝説、歴史、市町村のすがたがコンパクトに記述されている。

[C2909-50-00]
『房総の地域ウォッチング

おもしろ半島千葉県の地理散歩』

千葉地理学会編 大明堂 2000 114p 26cm
千葉県内の５０地域を選定し、地理的におもしろい散歩コ－スとして設定。内容は総合
学習にも役立つように考慮され、各コ－スとも見開き２ペ－ジに、地図、散歩コ－ス、地域
の概要、コ－ス案内で構成されている。
[C2909-62]

『ふさの国の小さな旅

ちば遺産１００選

ちば文化的景観ガイドブック』

千葉県教育委員会編 2009 175p 21cm
千葉県民の誇りとし、またそれを継承していくべき伝統とその文化、文化遺産、自然遺
産として 2008 年 11 月に３分野から選ばれた百選。
[C2909-166]

『角川日本地名大事典

１２

千葉県』

角川書店 1984 1558p 23cm
古代より時代に沿って現代に至る地名とその文献が詳細に記述されている。また、本編
の前に地名の漢字一字目の画数で読みを調べられる「難読地名索引」、巻末には「小字
一覧」がある。地名について調べる場合には、必須の事典。
[C2903-Ka14-1]

『千葉県の地名

日本歴史地名大系１２』

東京 平凡社 1996 1345p 27cm
大小の地名を項目として取上げ、その地を舞台として展開された歴史・文化・生活を克
明に記すことを目指した歴史地名事典。項目は、行政地名、人文地名、自然地名、考古
遺跡、神社・寺院なども歴史地名に準じて扱われており、土地を舞台とした歴史を総合的
に明らかにしている。
[C2903-1]

『千葉県地名由来事典』
小林茂多 1999.5 186p 19cm
県内に語り伝えられている地名の由来を五十音別に列記

[C2903-4]

『千葉県全域<航空写真と位置図>』
千葉日報社 1989 48×60cm
垂直写真に、道路・鉄道などが書かれた位置図を重ね合わせられるようになっています。

２－６

政治

『議会のはなし

平成９年版』

千葉県議会 1997 64p 26cm
社会科の副読本として、議会制度の歴史、県議会の使命、議員の任務などが書かれて
いる。
[C314-1-97]
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『千葉県議会史

第１巻～第１０巻』

千葉県議会 1965～2015 10 冊 27cm
議会史としてだけではなく、政治情勢、経済情勢や社会情勢を知ることができ、千葉県
通史としても利用できる。別巻の議員名鑑は平成１１（１９９９）年に第２版が刊行された。
第１巻 幕末～明治２２年
第２巻 明治２３年～明治末
第３巻 大正元年～大正末
第４巻 昭和元年～２２年
第５巻 昭和２２年～３０年
第６巻 昭和３０年４月～３８年４月
第７巻 昭和３８年４月～４６年４月
第８巻 昭和４６年４月～５４年４月
第９巻 昭和５４年４月～６２年４月 第 10 巻 昭和６２年４月～平成 7 年３月

[C3142-C42-2]
『千葉県議会史

別巻

議員名鑑

初版， 第２版』

千葉県議会 1985～1990 ２冊 27cm
上記『千葉議会史』の別巻として発行された議員名鑑。初版には、明治１２年３月第１回
県会議員選挙から昭和５８年４月選挙までに当選した県議会議員８８２名、第２版には地
方自治法が施行された昭和２２年４月から平成１０年４月補欠選挙までに当選した県議会
議員３９２名について、主な経歴や業績などを収録している。
[C3142-C42-2]

『千葉県警察史

第１巻～第６巻

別冊付録』

千葉県警察本部 1981～2002 ７冊 22cm
警察の歴史とともに、社会の裏面史を知る資料として利用できる。
第１巻 明治・大正編
第２巻 昭和前編
第３巻 昭和３０～６３年
第４巻～第６巻 史料編１～３ 別冊付録 歴代幹部名簿 統計 [C3177-Ke27-4]

『千葉県消防百年史』
千葉県消防百年史編さん委員会 1999 1057p 22cm
「自治体消防篇」は消防制度、組織についての記録であり、消防団についても触れられ
ている。「災害篇」では台風、地震、火災の大きなものを江戸期以前から、年代別に取り上
げ、古いものについては解説の出典がある。
[C3778-2]

「市町村資料集」

年刊

千葉県総務部市町村課 30cm
県内市町村の行政、財政についての基礎的事項が集録されている、レファレンスには
欠かせない資料である。昭和４３（１９６８）から所蔵。千葉県のＨＰで公開（最新版）。
http://www.pref.chiba.lg.jp/shichou/shiryou.htm

[C318-C42-6]

『千葉県町村合併史 上巻， 下巻』
千葉県地方課編著 大和学芸図書 1979 ２冊 22cm
昭和３２（１９５７）年発行の復刻版。上巻は明治初期から昭和２５（１９５０）年頃までの町
村合併について、下巻は昭和２８（１９５３）年の町村合併促進法前後の合併状況について
書かれている。
[C318-C42-6]

- 15 -

『千葉県市町村合併史 続編』
千葉県地方課編 千葉県市町村合併史刊行会 1980 156ｐ 22ｃｍ
前 掲 『千 葉 県 町 村 合 併 史 上 巻 ・下 巻 』の続 編 。昭 和 ３２（１９５７）年 以 降 昭 和 ４ ７
（１９７２）年までの市町村の合併状況が書かれている。巻末には、市町村の合併改称編入
の図表 と旧 市町 村名 からひける五 十音 索 引がある。
[C318-C42-6-2]

『千葉県市町村合併史 平成の市町村合併（旧合併特例法下）の記録』
千葉県総務部市町村課 2009 258p 30cm
「平成の大合併」において 80 市町村が 56 市町村に再編された概要を掲載。最終的に
は合併に至らなかった地域の経過なども知ることができる。
[C318-53]

２－７

経済

『エラベル 関東版 東京商工リサーチの優良企業情報誌』 年刊
東京商工リサーチ東京支社
※1995～2011 年までは逐次刊行物［C335/To46］

『東商信用録 千葉県版』

[C335-4]

年刊

東京商工リサ－チ千葉支店 31cm
株式市場に上場している企業と年間売上高２億円以上の非上場企業を収録。平成 18
年版までは巻末に高額所得法人企業一覧がついていた。「東商信用録 関東版」の千葉
県部分と同内容。
[C335-22]

『千葉の中堅１２０社』
東京

日本経済新聞社

2000

276p

20cm

株式市場に上場・店頭登録した企業を除き、中堅企業、ベンチャ－企業を厳選して掲
載している。業種別に五十音順に配列されている。巻末に索引がある。

[C335-21]

『ちば優良企業ガイドブック 東京商工リサーチが厳選した』 年２回刊
東京商工リサーチ東京支社 30cm
夏号に千葉県経常利益ランキング・千葉県資本比率ランキング、冬号に千葉県業種別
売上高ランキング・千葉県市・区・郡別売上高ランキングが掲載されている。

[C335-83]
『千葉県企業庁事業の軌跡 本編･別編』
千葉県企業庁編 千葉県企業土地管理局 2017 2 冊 31cm
2016 年 3 月に企業庁事業が終了したことに伴い、企業庁の足跡を辿る。別編は資料編と
図版編。
[C335-94]
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２－８

統計・社会

「千葉県勢要覧」

年刊

千葉県総合企画部統計課 21ｃｍ
千葉県を理解するために必要な基本的な統計をまとめたもの。歴代知事の一覧あり。
千葉県のＨＰで公開（昭和 28 年版～）。
http://www.pref.chiba.lg.jp/toukei/toukeidata/youran/index.html

「指標で知る千葉県－千葉県統計指標」

[C317-C42-12]

年刊

千葉県総合企画部統計課 21cm
自然環境、人口などの一般的データの他、経済、教育、医療など様々な分野の統計を
まとめたもの。千葉県のＨＰで公開（平成元年～）。
http://www.pref.chiba.lg.jp/toukei/toukeidata/shihyou/shihyou2015/index.html

[C35-Ki21-2-10]
「グラフで見るわたしたちの千葉県」

年刊

千葉県総合企画部統計課 １枚（折りたたみ 18×26cm）
グラフ化された統計と全国と比較した順位、県内市町村の現況一覧が掲載されている。
千葉県の概要を一覧できる資料。千葉県のＨＰで公開。（平成 13 年～）
https://www.pref.chiba.lg.jp/toukei/toukeidata/graph/

「千葉県統計年鑑」

[C35-Ｋｉ21-3]

年刊

千葉県総合企画部統計課 30ｃｍ
千葉県における人口、産業、経済、社会、文化、自然等各分野の観察事項を総合的に
記録、編集したもの。掲載資料の出所が統計表の下段欄外に記してある。巻末に事項索
引がついている。千葉県のＨＰで公開。（昭和 31 年～）
[C35-C42-10]
http://www.pref.chiba.lg.jp/toukei/toukeidata/nenkan/index.html

「千葉県実勢地価図」

年刊

国際地学協会 30ｃｍ
国際地学協会の実勢地価、地価公示価格、基準地標準価格の３種類の地価デ－タを
１図に集約したもの。市街化区域と市街課調整区域を色分けしてある。巻末に地価一覧、
3 ヵ年の地価動向の表示がある。
[C365-2]

『東日本大震災の記録』
千葉県防災危機管理部 千葉 2013 378p 30cm
東北地方太平洋沖地震の概要や被害の状況、千葉県の応急・復旧対応から復興に向
けた取り組みまでを記録。千葉県のＨＰで公開。
http://www.pref.chiba.lg.jp/bousaik/jishin/kirokusi/kirokusi.html

[C3693-146]
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２－９

教育

「学校基本調査結果報告書」

年刊

千葉県総合企画部統計課 30ｃｍ
小・中・高等学校、特別支援学校、専修学校、各種学校についての基本的事項の調査
報告である。千葉県のＨＰで公開。（平成 13 年～）
http://www.pref.chiba.lg.jp/toukei/toukeidata/gakkou-kihon/index.html

「千葉県教育便覧」

[C3705-C42-1]

年刊

千葉県教育庁企画管理部教育政策課編 千葉県教育委員会 17ｃｍ
学校教育と社会教育の統計と教育関係機関、施設の一覧等を収録したもの。千葉県
HP で公開。（平成 19 年～）
[C3705-C42Ki-3]
https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/seisaku/kouhou/kyouikubinran/

『千葉県教育史

第１巻～第５巻』

千葉県教育会編 青史社 1971（復刻） ５冊 22cm
原本は千葉県教育会創立 50 周年記念事業として 1936～1941 に刊行。千葉県教育
のについて全般的に記述している。藩校の記述では現在の千葉県域外の旧下総地域に
関する記述も収録。復刻に際し、５巻巻末に人名索引、塾名・校名索引を付している。
第１巻 第一編（徳川中世期～学制頒布）
第２巻 第二篇～第三篇（明治５年～明治１９年）
第３巻 第四篇～第五篇（明治１９年～明治３８年）
第４巻 第六篇～第七篇（明治３９年～大正８年）
第５巻 第八編～第九編（大正 9 年～昭和 8 年）
[C372-C42-6A]

『千葉県教育百年史

第１巻～第５巻』

千葉県教育委員会 1971～1975 ５冊 21cm
通史では、時代背景や教育の特色について概観し、教育の各領域について詳述して
いる。史料編は、教育制度、施策の実態、教育実践の状況を明らかにする方向で史料の
選択がされている。
第１巻 通史編 近世から明治末年
第２巻 通史編 大正から昭和２０年まで
第３巻 史料編 明治５年から末年
第４巻 史料編 大正から昭和２０年まで
第５巻 史料編 昭和２０年８月から昭和３０年まで
[C372-Ky4-1]

「千葉県の専門学校公式ガイドブック」

年刊

千葉県専修学校各種学校協会専門学校部会 30ｃｍ
専門学校を選ぶためにつくられた資料で、巻頭に所在地図や分野別の学校一覧があり、
各学校の概要は４ペ－ジにまとめられている。2012 年度までの誌名は『ちば県内の専門
学校概要』
[C3767-Se73-1]
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『千葉県高校受験案内』

年刊

声の教育社 26ｃｍ
千葉県内の全私立・公立高校のほか、東京都・近県の国立・私立の受験案内。公立高
校は、普通科から専門学科まで網羅している。付録として「首都圏私立学校所在地早分
かりマップ（１枚）」がついている。
[C3768-9]

２－１０

民俗学

『図説ちば民俗誌

２

ときめく人びと

祈りと暮らしの日々』

平野馨編著 崙書房出版 1997 146p 19cm
千葉県の民俗とそれに重点を置いた単行本で、近代以降 1993 年前半までのものが、
総論、社会、経済、儀礼、信仰、芸能、言語の伝承別に掲載されている。「千葉県民俗関
係図書目録」:p111～140
[C382-8-2]

『日本の民俗

１２

千葉』

高橋在久、平野馨著 第一法規出版 1974 273p 19cm
千葉の民俗を、衣食住、生産、交通・運輸・通信、交易、社会生活、信仰、民俗知識、
民俗芸能・娯楽・遊戯、人の一生、年中行事、口頭伝承に分けて記述している。巻末に参
考文献、国・県指定の民俗関係の文化財一覧がついている。
[C382-Ta33-2]

『日本の食生活全集

１２

聞き書千葉の食事』

農山漁村文化協会 1989 357,9p 22cm
九十九里海岸、房州海岸、東京湾口、東京湾奥、南総丘陵、北総台地、利根川流域
を、四季の食生活、基本食の加工と料理、季節素材の加工と料理、伝承される味覚にわ
けて記述している。写真が豊富に使われている。巻末索引がある。「ちばのふるさと料理」
千葉県 HP→くらし・福祉・健康→くらし→食生活→レシピ
http://www.pref.chiba.lg.jp/ninaite/recipe/furusato/index.html
[C383-N71-2]

『千葉県の諸職 千葉県諸職関係民俗文化財調査報告書』
千葉県教育委員会編 千葉県文化財保護協会 1986 401p
177 の伝統技能を対象に、昭和 59、60 の２ｶ年にわたり調査した結果を収録。

[C384-C42-1]
『祭礼行事・千葉県』
高橋秀雄、渡辺良正編 おうふう 1992 149p 27cm
千葉県内の祭礼と民俗信仰行事、神楽などを多くの写真とともに紹介している。

[C386-1]
『千葉県祭り・行事調査報告書』
千葉県立大利根博物館編 千葉県教育委員会 2000 294ｐ 30ｃｍ
前半は千葉県内の主な祭り４２件を、由来・実施内容等写真や図を用いて詳細に記載
してある。後半は基礎調査の一覧で、県内各地の祭礼行事 608 件の簡単な情報一覧が
ある。巻末に「祭り行事関係指定文化財一覧」、「祭り・行事関係文献目録」。

[C386-28]
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『千葉のむかし話

[正]， 続』

千葉県文学教育の会編著 日本標準 1973～1974 2 冊 21cm
目次の次ページに「房総のことば案内」として方言に触れたコラムがある。土地の語り口
を生かして書かれている。
[C388-C42-1～2]

『千葉の伝説』
千葉県文学教育の会編著

日本標準

1977

255p

21cm

[C388-C42-5]

『千葉県の民話』
日本児童文学者協会編

偕成社

1980

224p

22cm

[C388-C42-4]

※上記３タイトルとも児童のために編集された昔話集。それぞれ類話別に編集されている。
また、採話地が地図や文中に明記されている。

『房総の民話 <新版>日本の民話 26』
高橋在久編 未來社 2015 250p 19cm
房総に古くから伝わる民話を、安房地方、上総地方、下総地方の 3 つの地域に分けて
収録する。わらべうたも掲載。
［C388-85］

『千葉県民謡緊急調査報告書』
千葉県民謡緊急調査委員会編 千葉県教育委員会 1981 206p 26cm
国庫補助事業として実施した調査をまとめたもの。各市町村別に代表的な民謡を列記
している。第４章は、千葉県民謡緊急調査全収録民謡一覧となっている。

[C388-Mi47-2]

２－１１ 自然
『千葉県の自然誌

全１２巻』

千葉県史料研究財団編 １２冊 31cm
千葉県の動物・植物・地学分野を最近の調査結果や研究成果を取り入れて、ていねい
に解説している。特に本編４～７巻の動物・植物の巻は、カラー写真や模式図が多く使わ
れ詳細に書かれている。各論部分は図鑑としての体裁を整えていて、巻末には和名索引、
用語解説が付いている。刊行内容は文書館 HP でも公開。
http://www.pref.chiba.lg.jp/bunshokan/contents/chibakenshi/index.html

本編

別編
４

１ 千葉県の自然
２ 千葉県の大地
３ 千葉県の気候・気象
４ 千葉県の植物 1
５ 千葉県の植物 2
６ 千葉県の動物 1
７ 千葉県の動物 2
８ 変わりゆく千葉県の自然
１ 千葉県地学写真集
２ 千葉県植物写真集 ３ 千葉県動物写真集
千葉県植物誌
[C402-4-1-1～2-4]

「千葉県気象月報」

月刊

銚子地方気象台 30cm
県内観測地点の観測結果をまとめたもので、平成１２（２０００）年３月で刊行停止。年刊
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の「千葉県気象年報」も平成１１（１９９９）年版で終刊。気象庁ＨＰで過去の気象データを
見ることができる （ http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php） 。「千葉県気象月報」
は、刊行停止以後「千葉県の気象・地震概況」として過去１２か月分を HP で公開していた
が、平成 29 年 3 月分より廃止になり、現在は「千葉県の気象概況」と「千葉県の地震概
況」を翌月の官執日 5 日を目処に発表している。
http://www.jma-net.go.jp/choshi/gaikyo/
[C451-C55-19]

『千葉県気象災害史

[第１集]， 増訂版』

銚子 銚子地方気象台 1969 206ｐ 26ｃｍ
昭和３１（１９５６）年発行の『千葉県気象災害史』を増補改訂したもの。１９００（明治３３）
年以前の災害を第１部に、それ以降の災害を第２部に、第３部に千葉県の気候、気象災
害、気候表を収録している。
［C451-C55-3-1]

『千葉県気象災害史

第２集』

銚子地方気象台編 日本気象協会 1987 420ｐ 26ｃｍ
昭和４４（１９６９）年から昭和６０（１９８５）年までの気象災害を収録。 ［C451-C55-3-2]

『検証・房総の地震

首都機能を守るために』

千葉日報社 1997 207p 21cm
第１部では房総の地震と題し、活断層と地震、地震被害について、第２部は「阪神・淡
路大震災に学ぶ」と題したシンポジウムの記録が収められている。
［C453-4］

『千葉の自然をたずねて

日曜の地学１９』

千葉県自然史編集委員会事務局編 築地書店 1992 284p 19cm
地形や地質などを歩いて自然から学ぶ観察のためのガイドブック。千葉県の特徴が理
解しやすいように「縄文の海、万葉の入江-市川・浦安」など１１のテ－マに分けられ、その
モデル・コ－スが紹介されていて、地点への案内図がある。
[C455-20]

『千葉県自然観察ガイド

９７コ－ス＋９トピックス』

千葉県生物学会編著 流山 たけしま出版 1998 234p 19cm
千葉県内の自然観察のためのガイドブック。県内のほとんどの市町村が網羅されている。

[C462-9]
『千葉県の保護上重要な野生生物

千葉県レッドデータブック』

千葉県環境部自然保護課 30cm
千葉県の環境の変化等により生存の危ぶまれている植物を写真、生存地域地図ととも
に記録している。索引あり。植物編（１９９９ 435p）のほか、動物編（2011 538p）、植物・菌
類編（2009 487p）、植物・動物編を一本にまとめた普及版(2001 142p 21cm)もある。このほ
か、「千葉県レッドリスト」（植物編 2004 年改訂版、植物・菌類編 2017 改訂版、動物編
2006 年改訂版）、追録も発行されている。千葉県のＨＰで公開。
http://www.bdcchiba.jp/endangered/endang_index.html#rdb
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[C462-13]

『千葉県植物誌 新版』
千葉県生物学会編 井上書店 1975 567p 27cm
千葉県の自然環境、千葉県の植生と生態、千葉県の植物の分類と分布、千葉県植物
雑記、千葉県植物目録の 5 部構成。
[C4705/C42/4]

『千葉県動物誌』
千葉県生物学会編 文一総合出版 1999 1247p 27cm
各分類群毎に生態、動物目録、採集地、参考文献が列挙されている。

[C482-2]

『千葉県産動物総目録 千葉県の自然誌資料』
千葉県史料研究財団編 千葉県 2003 11,378p 30cm
『千葉県の自然誌 本編６』（2002 年）と『千葉県の自然誌 本編７』（2000 年）所収の記
録種を対象とするが、収録漏れや新たに千葉県から記載・報告された種についても可能
な限り収録している。
[C48-7]

２－１２

医療

「千葉県衛生統計年報」 年刊
千葉県健康福祉部 30cm
人口動態統計（出生、死亡、婚姻など）と衛生行政に関する統計や事業実績を収録し
たもの。平成１３（２００１）年で刊行停止。千葉県のＨＰで公開（平成 12 年～）。
http://www.pref.chiba.lg.jp/kenshidou/toukeidata/kakushukousei/index.html

「千葉県の健康福祉行政」[C4981-ﾁﾁ]も合わせて利用すると便利。

「千葉県病院名簿」

[C49-C42-1]

年刊

千葉県健康福祉部医療整備課 30cm
県内で開設している病院の名簿。開設者、名称、住所、診療科目、入院定員、管理者、
開設年月日が記載されている。
[C4981-E39－14]

「千葉県診療所名簿

一般診療所」

隔年刊

千葉県健康福祉部医療整備課 30cm
「千葉県病院名簿」に掲載されない小規模の医療機関が、県内各保健所の管理してい
る区域ごとに掲載されている。「千葉県診療所名簿 歯科診療所」もあり。
※病院名簿、診療所名簿については、医療機関・薬局検索システム「ちば医療なび」からも
閲覧できる。 http://www.iryo.pref.chiba.lg.jp/
[C4981-7]

２－１３

工学
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「工業統計調査結果報告書」

年刊

千葉県企画部統計課 30cm
製造業に属する事業所を対象として、製造業の生産活動の実態を明らかにするために、
従業者数、製造品出荷額などを調査したもの。千葉県の HＰで公開（平成 11 年～）。
http://www.pref.chiba.lg.jp/toukei/toukeidata/kougyou/index.html

[C505-C42-1]
『千葉県工場名鑑

平成１5 年度版』

千葉県商工労働部産業振興課編 千葉県産業振興センタ－（発売） 2003 395p
30cm
平成１４（２００２）年６月１日現在の千葉県に立地する工場の概要を紹介。また、各工業
団地内の地図も所収。
[C503-1]

『工場ガイド

千葉・茨城

第３版』

名古屋 データフォーラム 2007 403ｐ 30ｃｍ
製造業関連のあらゆる業種について収録。社名・住所・代表者・電話番号・営業品目・
従業員数・資本規模などの項目からなる。
［C503-3]

『千葉県立地工場状況調査 １～２』
[千葉県商工労働部産業振興課編] 千葉県商工労働部産業振興課産業企画室 2011
31cm 2 冊
［C503-4]

『千葉県土木史』
千葉県県土整備部県土整備政策課 2007 １冊 30ｃｍ
明治から現在までの間、県内の社会資本整備がどのように行われてきたかが、記述され
ている。内容は、全体のあゆみ、道路、河川・海岸・砂防、港湾、まちづくり、上水道、土地
造成、工業用水、積算基準からなる。全体のあゆみの項には、48 ページにわたる、鎌倉
時代から現在までの土木年表がある。
[C5109-5]

「千葉県の県土整備」

年刊

千葉県県土整備部 30cm
道路、河川、海岸、砂防、港湾、都市計画、下水道、災害復旧など１７項目に土木行政
の事業実績をまとめたもの。巻末に主要施策や予算の概要、出先機関の所在地一覧など
がある。別に各出先機関ごとに事業概要が刊行されている。千葉県の HＰで公開（2009
年～）。 http://www.pref.chiba.lg.jp/kendosei/kendo/seibi.html
[C5109-ｹ]

『水のはなし』

年刊

千葉県総合企画部水政課 30cm
水と人間の関わりや千葉県の水資源、利根川の歴史、印旛沼の開発や水質保全につ
いて、写真やグラフを用いて書かれている。小学校で中学年の児童に配付されている。
千葉県の HＰで公開（最新版）。
http://www.pref.chiba.lg.jp/suisei/kids/mizu.html
[C517-6-07]
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『利根川百年史

治水と利水』

利根川百年史編集委員会編 建設省関東地方建設局 1987 2304p 27cm
明治以降の治水と利水の歴史を中心に、明治前期までの河川事業、河川総合計画、
砂防事業、河川管理が記述されている。巻末に年表文献目録などの参考資料がある。

[C517-To63-8]
『ラ－バン千葉２１

千葉ニュ－タウン２５周年記念誌』

千葉ニュ－タウン２５周年記念事業実行委員会 1995 193p 30cm
千葉ニュ－タウンの歴史と今を多くの写真を見ながら振り返る。資料編には、マスタ－プ
ランや開発に伴う事業の概要がまとめられている。
[C5188-1]

『千葉ニュータウン事業記録 late stage 1995-2015』
千葉県企業庁 2016 247p 30cm
『ラ－バン千葉２１ 千葉ニュ－タウン２５周年記念誌』の続編。後期（平成 17 年～27
年）の事業記録。
[C5188-239]

「環境白書」

年刊

千葉県環境生活部 30cm
環境問題の現状と対策を、地球温暖化、自然環境、資源循環、生活環境に分けて記
述し、協働の推進、基盤施策で具体的な取り組みが示されている。資料編には法令等体
系図、環境行政年表（県・国）、自動車排出ガス規制強化の推移、など様々な環境の基準、
統計等が収録されている。千葉県のＨＰで公開。（平成１２年版～）
http://www.pref.chiba.lg.jp/cate/km/kankyou/seisaku/kankyouhakusho/index.html

[C519-Ka56-3]

２－１４

産業

『千葉県の開発』
千葉県開発庁管理部職員課 1973 348p 21cm
まず、開発の歴史を戦前、昭和２０年代、３０年代、４０年代以降に分けて記述し、土地
造成事業、工業用水道事業、北総開発事業、新都市開発事業について詳述されている。

[C601-C42-4]
『千葉ふるさとの物産

地場産業とその周辺』

千葉県高等学校教育研究会商業部会編 実教出版 1984 序 279p 19ｃｍ
千葉県の特産品、工芸品７０種を選び、地域別に編集したもの。写真も豊富に使い、沿
革や課題、展望など共通の項目と独自の項目で解説もわかりやすく書かれている。

[C602-Ko94-1]
「千葉農林水産統計年報（総合編）」

年刊

関東農政局千葉農政事務所統計部
30cm
概況、農業、林業、水産業の４部門で構成され、それぞれの統計と解説で構成されてい
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る。関東農政局の HＰで公開。
http://www.maff.go.jp/kanto/to_jyo/2017data/chiba_h27-28.html

[C605-N96T-1]

『房総農業史』
千葉県農地制度史刊行会編著 青史社 合同出版（発売） 1980 593,248p
22ｃｍ
『千葉県農地制度史 上巻・下巻』の改題復刻版。原 本は上巻：昭和２４（１９４９）年
１０月、下巻：昭和２５（１９５０）年６月発行。農地制度のことのみならず、有史以来の房総
二千年の歴史が取り上げられている。
［C6112-B66-1]

『戦後農業農政史年表』
千葉県農林部編 1982 200ｐ 27cm
1945 年から 1980 年の全国の農業･農政、千葉県の農業･:農政、社会情勢を表した年
表。後半は統計資料になっている。
［C612-N96-3]

『千葉県農林業五十年の歩み』
千葉県農林部編 1996 192ｐ 31ｃｍ
1945 年から 1995 年を見開き１年で写真と年表（農林業･農政と社会情勢） を用いて表
したビジュアルな資料。
［C612-11]

『印旛沼開発史

第１部～第３部』

印旛開発史刊行会 1972～1980 ４冊 22cm
第１部は印旛沼開発事業の展開（上・下）、第２部は印旛沼水系誌・その自然と歴史。
第３部の内容は印旛沼とその周辺地域の治水、水害、水利史から伝説・伝承・地誌にまで
および、百科事典的性格を持つ。
[C614-Ku61-1]

『千葉県稲作誌』
千葉県農林水産部農産課 1986 296,103ｐ 27ｃｍ
品種や施肥、農業機械、災害、土地改良など多岐にわたる内容の資料。

[C616-C42-7]
『千葉のやさい

農林統計組織創設 50 周年記念誌』

関東農政局千葉統計情報事務所 1997 216p 30ｃｍ
青果物生産出荷統計調査、青果物卸売市場調査、農（林）業センサス、農業粗生産額
の統計を昭和４６（１９７１）年から平成７（１９９５）年までを市町村別にまとめたもの。品目ご
との作付面積、収穫量、粗生産額が一覧できる。
[C62-10]

『千葉県の日本なし』
関東農政局千葉統計情報事務所 1989 70p 27cm
なしの栽培の起源、生産と流通、栽培農家に関するデータ等、県内各地のなしの主要
産地の紹介など。
［C625-KA59-2-89］
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『千葉県野菜園芸発達史』
「千葉県野菜園芸発達史」編さん会 1985 27cm 1,118p 千葉県野菜園芸の発達過
程を史実に基づいて記載するとともに、千葉県農業発展の過程で果たした役割と今後の
展望等について体系的に記述。明治以前から昭和戦後時代を対象としている。

[C626-C42-3]
『千葉県果樹のあゆみ』
千葉県果樹園芸組合連合会 1979 362p 27cm
果樹の栽培、出荷･販売、生産組織や品種、産地の歴史が記述されている。年表は昭
和 54 年まで。
[C626-K23-1]

『千葉県らっかせい百年誌』
千葉県農林部農産課 1976 142p 26cm
落花生栽培の沿革、落花生導入・発達の経緯、品種・栽培技術の変遷、流通組織の発
展、落花生の現状、今後の対策が書かれている。巻末に参考資料として、収穫高統計表、
県落花生年表がある。
[C626-R12-1]

『千葉県畜産発達史』
千葉県畜産発達史編さん会 1989 1063p 27cm
千葉県における畜産の歴史を概観し、戦後の乳牛、肉用牛、豚、鶏、馬、緬山羊、蜜蜂
の変遷が記述されている。流通、飼料、畜産衛生、畜産技術の変遷、畜産関係機関、畜
産関係団体の歩みにも多くのスペ－スをさいている。資料も畜産発達史、統計、参考文献、
畜産関係職員名簿等充実している。
[C64-C42-4]

「千葉県水産ハンドブック」

年刊

千葉県農林水産部水産局 21cm
千葉県の水産業を統計や資料によりコンパクトにまとめたもの。千葉県のＨＰで公開
（「数字でみるちばの水産」平成 25 年～）。
http://www.pref.chiba.lg.jp/suisan/toukeidata/koyou/suisan/index.html

[C6603-Su51-1]
「千葉県の商工業」

年刊

千葉県商工労働部 30cm
第１部で千葉県経済の動向を概観。第２部では千葉県の商業、サ－ビス業、コンベンシ
ョン、工業、地場産業、貿易、観光等を統計資料により解説。資料編は事業実績と統計で
構成されている。千葉県の HP で公開（「データで見る千葉県の商工業」平成 13 年～）。
http://www.pref.chiba.lg.jp/keisei/shoukougyou/data.html

「千葉県の鉄道・バス」

[C67-Sh96-1]

年刊

千葉県企画部交通計画課 30cm
県内の鉄道・バス輸送の現状、整備状況、計画をまとめたもの。資料編には関連法、答
申等がのっている。千葉県の HＰで公開（「千葉県の鉄道とバス（鉄道編）」平成 13 年～）。
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http://www.pref.chiba.lg.jp/koukei/tetsudou/index.html

『千葉県歴史の道調査報告書

［C681-Ki21-4］

１～１８』

千葉県教育委員会 1987～1991 １８冊 30cm
国庫補助を得て、五ヶ年計画で実施された、千葉県内の古街道の調査報告書。
１ 多古街道
２ 成田街道
３ 銚子街道
４ 水戸街道
５ 日光東往還
６ 木下街道・なま街道
７ 江戸川・利根川水運
８ 江戸川・利根川水運２
９ 御成街道
10 多古銚子道
11 伊南房州通往還
12 伊南房州通往還２
13 大多喜街道
14 房総往還１
15 久留里道
16 房総往還２
17 佐倉道
18 海上・河川交通
『歴史の道調査報告書集成 17～19 関東地方の歴史の道 7～9』（海路書院 2007）に
所収［C682/38/1-3］
［C682-C42-5]

「千葉県港湾統計年報」

年刊

千葉県土木部 30cm
県内の港の入港船舶、海上出入貨物の数量、施設利用状況をまとめたもの。千葉県の
HP で公開。（平成１３年～）
http://www.pref.chiba.lg.jp/kouwan/toukeidata/nenpou/index.html

[C683-D81-8]

「一般交通量調査基本集計表」
千葉県県土整備部
21×30cm
高速道路、国道、県道、地方道の順に、道路状況及び交通量を記載したもの。３～５年
に１回刊の予定。

［C685-D81］
『千葉鉄道管理局史』
千葉鉄道管理局 1963 593ｐ 26ｃｍ
千葉鉄道管理局の歴史が、総務、経理、営業、運転、施設、災害・事故、国鉄自動車、
私鉄道等の分野別に詳述されている。巻末に鉄道年表がある。

［C686-C42TK-2]
『千葉県の鉄道史』
千葉県企画部交通計画課 1980 81p
時代を追って書かれた鉄道の歴史。

26cm

［C686-Ki21-5］

『千葉の鉄道一世紀』
白土貞夫著 流山 崙書房出版 1996 330ｐ 22ｃｍ
千葉県内の鉄道ごとにまとめられた歴史。著者所蔵の絵葉書や写真が多く用いられ、
楽しく鉄道の歴史を学べる。
［C686-1]

「観光入込調査概要」

年刊

千葉県商工労働部観光課

30cm
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千葉県を訪れた観光客を各市町村が推計し、県で集計したもの。地域別観光客入込
状況、客種別入込状況、観光施設等観光客入込状況 海水浴客入込状況、来訪外客数
にわかれている。千葉県の HP で公開。（平成１２年～）
http://www.pref.chiba.lg.jp/kankou/toukeidata/kankoukyaku/h27.html

[C688-C42-2]

２－１５ 芸術
『房総美術の往還

近代日本美術の黎明を追って』

中地昭男著 求龍堂 1991 334p 21cm
房総を舞台に活躍した美術作家、およそ７０人の作家論が書かれている。

［C702-N31-1]
「房総の美術史

１～１１４号」

月刊

千葉県立美術館 26ｃｍ
房総と関わりのあった１０１名の作家が紹介されている。平成５（１９９３）年３月第１１４号
をもって終刊。
［C702-B66-1]

『千葉県美術家名鑑』
千葉日報社 2005 365,47,6p 27cm
千葉県内美術界の現役で活躍を続ける作家の代表作、最新作をはじめ、将来を期待さ
れる若手の作品や活動、経歴等を紹介。
［C703-2]

『千葉県の文化財』
千葉県教育委員会 1990 585,36p 22cm
有形文化財、無形文化財、民俗文化財、史跡、名勝、天然記念物に大きく分け、それ
ぞれ国指定、県指定に分けて配列されている。資料に国・県指定別件数一覧、国・県指
定文化財市町村別目録、指定解除文化財一覧がある。平成２年度から平成 22 年度まで
は冊子体で刊行されていたが、現在は、千葉県教育委員会のＨＰで「千葉県指定文化財
の状況」として公開。
http://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/bunkazai/ken/index.html

『ふさの国の文化財総覧

［C709/KY4/5］

第１巻～第３巻』

千葉県教育庁教育振興部文化財課 2004 ３冊 30cm
千葉県内に所在する国・県指定の文化財を平成１６（２００４）年３月３１日現在で集録。
千葉県内をエリアに分け、第１巻 安房・夷隅・長生、第２巻 海匝・香取・印旛、第３巻
東葛・京葉・君津・山武の３分冊となっている。前掲の『千葉県の文化財』との相違点は写
真がカラーになったことと、直接その場を訪れることができるよう交通案内が各々に付され
た点である。
[C709-44]

『千葉県の伝統的工芸品

千葉県の伝統的工芸品の実態調査報告書』

千葉県工業試験場生活工芸課 1990 230p 30cm
県内の伝統工芸品の沿革、原材料、製造工程などの技術的な調査をまとめたもの。工
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芸品を作る技術・技法を知るには最適な資料である。

『千葉県指定伝統的工芸品一覧』

[C75-Ko26-1]

年刊

千葉県商工労働部観光課 11ｐ 30cm
工 芸 品 別 に 、 作 者 とそ の 作 品 を 写 真 と 文 で 紹 介 し て い る 。千 葉 県 の Ｈ Ｐ で公 開 。
http://www.pref.chiba.lg.jp/kankou/dentou/kougeihin/index.html

[C75-1]

『房総のうた』
朝日新聞千葉支局著 東京 未来社 1983 203p 20cm
千葉県が舞台になっている歌の周辺を取材し、昭和５７（１９８２）年９月から朝日新聞千
葉県版に連載されたものをまとめたもの。歌詞や楽譜は掲載していない。

[C767-A82-1]
『千葉県下の各高等学校校歌集

補訂版』

奥村正子、田村洋子、飯田洋編集
奥村正子 2000 1 冊 21×30cm
千葉県の公立高校 146 校、私立高校 49 校の校歌の歌詞と楽譜を編集。 [C767-9]

２－１６ 体育・スポーツ
『千葉県スポーツ史』
千葉県スポーツ史編集委員会、千葉県教育庁保健体育課編 千葉県体育協会 1962
348p 22cm
戦前、戦後の体育・スポーツ史。体育行政、種目別競技連盟（協会）、郡市別体育協会、
学校体育連盟の４章で構成されている。
［C7802/C42/1］

『千葉県スポーツ史 2』
千葉県体育協会 1978 819p 22cm
千葉県スポーツ史の続編。戦後の体育・スポーツ史。千葉県体育協会、体育行政、加
盟団体、その他の関係団体、若潮国体（第２８回国民体育大会、体育施設の概況、受賞
に輝く人々の各章で構成されている。
［C7802/C42/2］

『第２８回国民体育大会報告書』
第２８回国民体育大会千葉県実行委員会 1974 824p 26cm
別名「若潮国体」と名付けられた、夏季大会（昭和４８年９月９～１２日）、秋季大会（昭和
４８年１０月１４～１９日）の報告書。

［C7806/KO48/52］

２－１７

文学

『ふさの国文学めぐり』
千葉県高等学校教育研究会国語部会編 富士出版印刷 2010 227p 21cm
千葉県の高校の先生が総力を挙げて創った千葉県文学巡りの本。左千夫、芥川、太
宰、漱石など文人ゆかりの地を訪ねる。文学マップ、観光マップ、文学めぐりモデルコース
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[C902-24]

付。

『房総文学散歩 上巻， 中巻， 下巻』
鳥海宗一郎著 千秋社 多田屋（発売） 1973 ３冊 19cm
昭和４７（１９７２）年千葉ＦＭロ－カル番組で著者が放送した「文学散歩」の原稿をもとに、
房総ゆかりの作家の作品を読み解きながら、舞台になった土地や文学碑を紹介している。
上巻：市川市周辺、船橋市周辺、千葉市周辺、市原市周辺、木更津市周辺、保田周
辺、館山周辺
中巻：白浜町周辺、鴨川市周辺、勝浦市・御宿町周辺、大原町周辺、一宮町・茂原市
周辺、九十九里周辺、東金市・成東町周辺
下巻：銚子市周辺、水郷周辺、成田市周辺、印旛沼周辺、手賀沼周辺、柏市・松戸市
周辺
[C9026-To68-1-1～3]

『房総を描いた作家たち

〔正〕～５』

中谷順子著 暁印書館 1989～2014 19cm
房総を舞台に著名な作家が描いた小説、エッセイなどを紹介。写真も豊富に盛り込まれ
ており、作品論、作家論として読むことができる。房総を訪れた作家たちのリラックスした普
段の顔を垣間見ることができる。
[C9026-4]

『房総文学事典』
荒川法勝編 東京学芸館 1983 253p 22cm
奈良時代から現代までの千葉県に関する文学事典。文学者のみではなく、文芸評論家、
結社名、雑誌名なども項目として取り上げられている。五十音順。巻末に年表（詩・俳句・
短歌・創作）、文学碑、県内同人誌の一覧がある。
[C903-B66-1]

『房総句集』
安藤白羊（政治）編 長生郡 鶴聲會 1910 250p 15cm
俳句にはかかわりの深かった房総らしく、蕪村、一茶、子規など著名な作家の句も入っ
ている。地域別に編集した「房総名所句集」と、季語の順に編集した「房総俳家句集」とに
分かれている。
[C91-A47-1]

『房総歌人伝

作品と系譜』

田邉弥太郎著 東京 単独舎 1989 1204,36p 21cm
月刊雑誌「房総展望」に発表された「房総歌人伝」を土台とし、完成に至った本書は、
一章の万葉の防人の歌、二章の古代－中世から九章の昭和までの歌人、合わせて 182
人を取り上げた、その評伝と作品の研究書である。
[C911-Ta83-1]

『ふるさと文学館 第 13 巻 千葉』
ぎょうせい 1994.11 655p 22cm
千葉県が舞台となった作品を地域別（下総への道、北総の沼、南総安房へ、外房潮騒
のうた、黒潮の轟き犬吠埼）に収録。
[C986-F94-1]
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