
期間　：　平成２７年５月１６日～平成２７年８月１４日
場所　：　千葉県立中央図書館　１階展示ホール　２階受付前棚および中央カウンター横書架

１．食べる

番号 書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 所蔵館

1 カステラ文化誌全書 粟津 則雄／ほか著 平凡社 1995.11 3838/KA79/ 中央

2 チョコレートの文化誌 八杉 佳穂／著 世界思想社 2004.2 6173/1/ 中央

3 チョコレートの世界史 武田 尚子／著 中央公論新社 2010.12 58834/2/ 中央

4 ヌードルの文化史 クリストフ・ナイハード／著 柏書房 2011.7 3838/57/ 中央

5 バナナの世界史 ダン・コッペル／著 太田出版 2012.1 62581/4/ 中央

6 マグロの文化誌 田辺 悟／著 慶友社 2010.10 66463/11/ 中央

7 鯨料理の文化史 高正 晴子／著 エンタイトル出版 2013.5 38381/79/ 中央

8 うにの文化誌 藤野 幸平／著 赤間関書房 1996 4849/1/ 中央

9 紅茶の文化史 春山 行夫／著 平凡社 1991.1 3838/H34/ 中央

10 ワインの文化史 ジャン=フランソワ・ゴーティエ／著 白水社 1998.4 38388/3/ 中央

11 酒の文化誌 吉沢 淑／著 丸善 1991.7 3838/Y94/ 中央

12 ビールの文化史　1 春山 行夫／著 平凡社 1990.6 5885/H34/1 中央

13 ビールの文化史　2 春山 行夫／著 平凡社 1990.7 5885/H34/2 中央

14 ミルクの文化誌 足立 達／著 東北大学出版会 1998.6 6481/7/ 中央

15 中国茶の文化史 布目 潮渢／著 研文出版 2001.6 38388/10/ 中央

16 中華料理の文化史 張 競／著 筑摩書房 1997.9 38382/2/ 中央

17 「塩」の世界史 マーク・カーランスキー／著 扶桑社 2005.12 66902/2/ 中央

18 日本食肉文化史 伊藤記念財団 1991 3838/13/ 中央

19 木の実の文化誌 松山 利夫／編 朝日新聞社 1992.9 625/KI45/ 中央

20 コムギ粉の食文化史 岡田 哲／著 朝倉書店 1993.4 3838/O38/ 中央

資料展示 「モノの文化史 ～その発祥から伝播、受容まで～」



21 野菜は世界の文化遺産 久保 功／著 淡交社 1996.12 626/3/ 中央

２．装う

22 女性の服飾文化史 日置 久子／著 西村書店 2006.9 38315/6/ 中央

23 コルセットの文化史 古賀 令子／著 青弓社 2004.5 38315/3/ 中央

24 学校制服の文化史 難波 知子／著 創元社 2012.2 38315/8/ 中央

25 指輪の文化史 浜本 隆志／著 白水社 2004.4 3833/3/ 中央

26 真珠の世界史 山田 篤美／著 中央公論新社 2013.8 6688/3/ 中央

27 真珠の文化史 杉山 二郎／[ほか]著 学生社 1990.3 755/SH63/ 中央

28 宝飾の文化史 海野 弘／著 筑摩書房 1993.10 755/U76/ 中央

29 粧いの文化史 ポーラ文化研究所／企画・編集 ポーラ文化研究所 1991.11 383/Y94/ 中央

30 帽子の文化史 出石 尚三／著 ジョルダン 2011.9 3832/1/ 中央

31 和鏡の文化史 青木 豊／著 刀水書房 1992.7 756/A53/ 中央

３．暮らす

32 陶磁器の文化史 国立歴史民俗博物館／編集 歴史民俗博物館振興会 1998.3 7511/32/ 中央

33 日用品の文化誌 柏木 博／著 岩波書店 1999.6 3615/56/ 中央

34 入れ歯の文化史 笠原 浩／著 文芸春秋 2000.8 49756/1/ 中央

35 薬の文化誌 松井 寿一／著 丸善 1991.5 499/MA77/ 中央

36 紙の文化誌 小宮 英俊／著 丸善 1992.7 585/KO65/ 中央

37 和紙文化誌 久米 康生／著 毎日コミュニケーションズ 1990.10 585/KU37/ 中央

38 鍵の文化誌 浜本 隆志／[著] 関西大学経済・政治研究所 1995 3839/11/ 中央

39 箸の文化史 一色 八郎／著 御茶の水書房 1990.12 3838/I85/ 中央

40 果樹園芸の世界史 小林 章／著 養賢堂 1996.7 62502/1/ 中央

41 工具・器具と暮らしの文化史 遠藤 元男／著 つくばね舎 1997.9 38393/5/ 中央

42 にっぽん台所文化史　増補 小菅 桂子／著 雄山閣出版 1998.4 3839/16/ 中央



４．動く

43 自動車の世界史 エリック・エッカーマン／著 グランプリ出版 1996.11 53702/3/ 中央

44 鉄道の世界史 小池 滋／編 悠書館 2010.5 6862/5/ 中央

45 馬車の文化史 本城 靖久／著 講談社 1993.3 685/H85/ 中央

46 豪華客船の文化史 野間 恒／著 NTT出版 1993.4 556/N94/ 中央

47 地図の文化史 海野 一隆／著 八坂書房 1996.2 29038/1/ 中央

５．遊ぶ

48 盤上遊戯の世界史 増川 宏一／著 平凡社 2010.10 3848/6/ 中央

49 <めんこ>の文化史 加藤 理／著 久山社 1996.10 3845/3/ 中央

50 競走馬の文化史 青木 玲／著 筑摩書房 1995.12 6452/1/ 中央

51 宝くじの文化史 ゲイリー・ヒックス／著 原書房 2011.11 6768/3/ 中央

52 カジノの文化誌 大川 潤／著 中央公論新社 2011.11 67394/9/ 中央

６．その他

53 自動販売機の文化史 鷲巣 力／著 集英社 2003.3 5824/3/ 中央

54 水道の思想 鯖田 豊之／著 中央公論社 1996.4 5181/3/ 中央

55 橋の文化誌 三浦 基弘／著 雄山閣出版 1998.6 51502/2/ 中央

56 金の文化誌 荒木 信義／著 丸善 1994.6 3373/A64/ 中央

57 銅の文化史 藤野 明／著 新潮社 1991.5 204/F64/ 中央

58 金属の文化史 黒岩 俊郎／編 アグネ 1991.6 5609/KI48/ 中央

59 「木」の文化誌 藤田 彰典／著 清文社 1993.3 6502/F67/ 中央

60 森の文化史 只木 良也／[著] 講談社 2004.6 650/4/ 中央

61 柳の文化誌 柳下 貞一／著 淡交社 1995.8 479/Y53/ 中央

62 漆の文化史 四柳 嘉章／著 岩波書店 2009.12 7522/3/ 中央



63 真綿の文化誌 嶋崎 昭典／著 サイエンスハウス 1992.6 586/SH45/ 中央

64 庭園の世界史 ジャック・ブノア=メシャン／[著] 講談社 1998.5 6292/2/ 中央

65 珊瑚の文化誌 岩崎 望／編著 東海大学出版会 2008.12 6688/1/ 中央

66 ミツバチの文化史 渡辺 孝／著 筑摩書房 1994.5 647/W46/ 中央

67 牛の文化史 フロリアン・ヴェルナー／著 東洋書林 2011.8 6453/8/ 中央

68 毒の文化史 杉山 二郎／著 学生社 1990.3 204/SU49/ 中央

69 日本レコード文化史 倉田 喜弘／著 東京書籍 1992.6 7609/KU56/ 中央

７．落花生の歴史（１階展示ホール）

落1 大和本草 16巻首1巻附録2巻　4 貝原 篤信／編録 小野〔善助〕 1709 W5-1-4/55/ 中央

落2 大和本草　第1冊 [貝原 益軒／著] 有明書房 1983 4999/KA21/1 中央

落3 牧野万右衛門　県下に落花生栽培を普及 成東町／編集 成東町 2003.3 C289/ﾏﾏ 1/ 中央

８．サツマイモの歴史（１階展示ホール）

芋1 農業全書 10巻附録1巻　5　山野菜之類 宮崎 安貞／編録 小川多左衞門 1787 W5-2-1/60/ 中央

芋2 日本農書全集　第12巻　農業全書 農山漁村文化協会 1982 6108/N71/12 中央

芋3 三十輻　第4巻 蜀山人／編 大東出版社 1939.5 081/O81/4 中央

芋4 昆陽先生甘藷の由来 渋谷 周蔵／著 埼玉甘藷商同業組合事務所 1926 C616/SH23/1 中央

芋5 千葉県甘しょ発展誌 千葉県 1968.10 C616/C42/4 中央

芋6 翻刻 江戸時代料理本集成　第5巻 吉井 始子／編 臨川書店 1980.1 59611/E24/5 中央

芋7 甘藷百珍 珍古樓主人／輯 1789序 C596/I48/ 中央

９．醤油の歴史（受付前棚）

油1 醤油沿革史 金 兆子／著 田中直太郎 1909.7 C5802/TA84/1 中央

油2 千葉県博覧図　中 国書刊行会／編 国書刊行会 1986 C206/C42/26-2 中央

油3 ヴィジュアル百科江戸事情　第2巻 NHKデータ情報部／編 雄山閣出版 1992.1 215/E24/2 中央


