
平成23年度　千葉県立中央図書館企画展示
I LOVE ちば、 ALIVE ちば　再生する千葉の魅力

～がんばろう千葉～ 平成24年1月5日～3月15日

*印の資料は館内でご利用ください。
No. タイトル 著者 出版者 出版年 所蔵館 所蔵場所 請求記号 貸出

被災地・千葉県の状況

1
ちば 教育と文化 No.78(2011年)特集
東日本大震災～千葉県からの報告

千葉県教育文化研究セン
ター編集出版委員会

千葉県教育文化研究
センター編集出版委

2011.8 中央 郷土別A C37/1/78 *

2
東日本大震災1か月の記録 読売新
聞特別縮刷版

読売新聞東京本社 2011 中央 新聞雑誌 36931/145 *

3 朝日新聞縮刷版東日本大震災 朝日新聞社 朝日新聞社 2011 中央 新聞雑誌 36931/147 *
4 日本の自然災害 東日本大震災襲来 篠木毅/監修 日本専門図書出版 2011 中央 一般開架 36931/149

5 東日本大震災の記録 電気新聞/編 日本電気協会新聞部 2011 中央 一般開架 36931/152

6 写真記録東日本大震災 毎日新聞社 2011 中央 一般開架 36931/156/

7 2011年3･11大震災新聞で考える 日本新聞協会 2011 中央 一般開架 3751/70

8 東日本大震災 共同通信社 2011 東部 一般開架 36931/122/

9 東日本大震災 朝日新聞社 朝日新聞出版 2011 東部 一般開架 36931/124/

10 東日本大震災 読売新聞東京本社 2011 東部 一般開架 36931/125/

11 「あの日」のこと 高橋邦典/写真　文 ポプラ社 2011 東部 一般開架 36931/130/

12 THE DAYS AFTER 石川梵 飛鳥新社 2011 東部 一般開架 36931/138/

13 3.11大震災 エクスナレッジ 2011 東部 一般開架 36931/144/

14 TSUNAMI 3･11 豊田直巳/編 第三書館 2011 東部 一般開架 36931/145

15 TSUNAMI 3･11 PART2 第三書館編集部/編 第三書館 2011 東部 一般開架 36931/145/2

16 巨大地震権威16人の警告 『日本の論点』編集部/編 文藝春秋 2011 東部 一般開架 36931/147/

17 東日本大震災全記録 河北新報社 2011 東部 一般開架 36931/152/

18 震災復興 佐藤主光、小黒一正/著 日本評論社 2011 東部 一般開架 36931/153

19 「次」にひかえるM9超巨大地震 ニュートンプレス 2011 東部 一般開架 453/13

20 東日本大震災を解き明かす
ＮＨＫ「サイエンスＺＥＲＯ」
取材班ほか/編著

ＮＨＫ出版 2011 東部 一般開架 45321/21

21 震災と鉄道全記録 朝日新聞出版 2011 東部 一般開架 6867/21

22 ふさの国の小さな旅 千葉県教育委員会/編 千葉県教育委員会 2009 西部 一般開架 C2902/16

23 千葉県の山 中西俊明ほか/著 山と溪谷社 2010 東部 郷土開架 C2909/14/10

24 千葉花の名所12カ月 山と渓谷社 2000 西部 一般開架 C2909/52

25 らくらくバリアフリーの旅関東周辺 昭文社 2000 西部 一般開架 C2909/53

26 いちばんな歩き方 河出書房新社 2003 西部 一般開架 C2909/56

27 千葉 小島洋児、山本鷹仁/編
「森との共生構想２１」
普及協議会

2003 西部 一般開架 C2909/57

28 千葉さわやか散歩42コース 山と渓谷社 2004 西部 一般開架 C2909/59

29 房総のやまあるき 内田栄一 新ハイキング社 2006 西部 一般開架 C2909/60

30 しぜんが、がっこう。 千葉県 [2000] 西部 一般開架 C2909/64

31 千葉の本 京阪神エルマガジン 2010 西部 一般開架 C2909/68

32
利根運河三十六景 運河をめぐる、
ひと・もの・こと

野田市郷土博物館/編 野田市郷土博物館 2010 西部 一般開架 C684/8

33
こんな近くにあった！！千葉バーベ
キュー場ガイド

狩漁Min、手塚一弘/著 丸善メイツ 1999 西部 一般書庫 C2909/46

34 探訪日本の歴史街道 楠戸義昭 三修社 2006 東部 一般開架 6821/39/06

35 日本の街道ハンドブック 竹内誠/監修 三省堂 2006 東部 一般開架 6821/52

36 鉄道古地図旅行案内 東日本版 学研 2008 東部 一般開架 68621/111/1

37 関東ローカル線旅日記 1両目 大穂耕一郎 まつやま書房 2009 東部 一般開架 68621/126/1

38 関東ローカル線旅日記 2両目 大穂耕一郎 まつやま書房 2010 東部 一般開架 68621/126/2

39
成田空港 日本最大の国際空港を大
解剖！

AIRLINE/編 イカロス出版 2006 東部 郷土開架 C687/17

40
子どもとでかける千葉あそび場ガイ
ド2010年版

子育て研究会ままーず メイツ出版 2010 東部 一般書庫 C2909/18/10

41 るるぶ千葉房総 ’10 ＪＴＢパブリッシング 2009 東部 一般書庫 C2909/45/10

42 房総半島 2009 まるごと食材王国 マガジントップ 2009 東部 一般書庫 C2909/52/09

43 千葉・房総 ’10 昭文社 2009 東部 一般書庫 C2909/55/10

44 TaBiMo千葉･房総 昭文社 2009 東部 一般書庫 C2909/74

45 るるぶ房総茨城ドライブベストセレク ＪＴＢパブリッシング 2009 東部 一般書庫 C2909/77

46
パパ、どっか行こ。2006-2007 千葉
＆東京版

おでかけパパねっと フットワーク出版 2006 東部 郷土開架 C29/15/07

47 四季の味覚狩りマップ千葉 げんきカンパニー メイツ出版 2001 東部 郷土開架 C2909/49

48
親子であそぼう！房総こだわり徹底
ガイド

おさんぽマミーズ メイツ出版 2008 東部 郷土開架 C2909/71

49 ちば滝めぐり う沢喜久雄、鵜沢幸子/ 崙書房出版 2009 東部 郷土開架 C2909/78

50 千葉房総ベストガイド 2011年版 成美堂出版 2010 東部 郷土開架 C2909/80

51 千葉歴史探訪ウォーキング 歴史街道歩きの会 メイツ出版 2010 東部 郷土開架 C2909/81

52 ちばの音風景 仙道作三 崙書房出版 2011 東部 郷土開架 C2909/89

53 伊能忠敬を歩く
「伊能忠敬の道」発掘調
査隊/編著

広済堂出版 1999 東部 郷土開架 C299/1

54 東京ディズニーリゾート完全ガイド 講談社 2009 中央 郷土書庫 C688/68 *

55 東京ディズニーリゾート植物ガイド
畑山信也/企画・文　竹下
大学/監修

講談社 2011 中央 郷土書庫 C688/93 *
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56 千葉スーパーカタログ 2007 ぴあ 2007 東部 郷土開架 C2909/64/07

57 房総発見100
産経新聞社千葉総局/編
著

崙書房出版 1998 西部 一般開架 C2909/45

58 千葉ウォーカー 2009年3月17日号 角川マーケティング 2009.3 中央 郷土開架 C054/Ka14/1- *

南房総エリア　観光を支援の力に　あったかハート
59 上総のくに 鶴岡節雄 総南文化研究会 1964 西部 書庫CL 29135/TS86

60 ちばの温泉 う沢喜久雄 崙書房出版 1999 西部 一般開架 C2909/48

61 千葉・房総花巡り 日本出版社 2000 西部 一般開架 C2909/50

62 房総の花 房総の花編集委員会/編 土筆書房 1979 西部 一般開架 C6270/1

63 千葉・房総 ’02 実業之日本社 2002 東部 一般書庫 C2909/51/02

64 千葉・房総 2001－2002年版 リクルート 2001 東部 一般書庫 C2909/54/02

65 房総発見伝 イベントガイドブック
［ちば観光プロモー
ション協議会］

[2007] 西部 一般開架 C2909/62

66 南房総自然ガイド パート1 山・海岸 藤平量郎ほか/著 うらべ書房 1999 東部 一般書庫 C2909/39/1

67 再発見房総の山 伊藤大仁 玄同社 1998 西部 一般開架 C2902/14

68 房総丘陵 鈴木伸一 千葉日報社 2007 東部 郷土開架 C2909/68

69 房総山岳志 内田栄一 崙書房出版 2005 西部 一般開架 C786/1

70 房総ぐるりみち草紀行 嶋田文雄 嶋田文雄 2007 西部 一般開架 C2909/65

71 館山湾のウミホタル 千葉県立安房博物館/編 千葉県立安房博物館 2008 西部 一般開架 C485/2

72 ヤマセミ 高橋力 平凡社 1999 西部 一般開架 C488/3

73 アサクサノリ 菊地則雄/編集・執筆
千葉県立中央博物館
分館海の博物館

2006 西部 一般開架 C666/3

74 房総の城下町45 さいとうはるき 崙書房出版 1996 西部 一般開架 C2902/13

75 房総の街道繁盛記 山本鉱太郎 崙書房出版 1999 西部 一般開架 C2909/47

76 大多喜城養老渓谷の謎を探る 府馬清 関東文芸社 1987 西部 一般書庫 C2230/2

77 養老渓谷讃歌 篠﨑輝夫/画 小湊鉄道 1992 東部 一般書庫 C723/2

78 養老渓谷讃歌 第2輯 篠﨑輝夫/画 小湊鉄道 1998 東部 一般書庫 C723/2/2

79 房州誕生寺石造三層塔と九州千葉 早川正司 青娥書房 2007 西部 一般開架 C521/12

80 勝浦紀行 勝浦市役所企画課/編 勝浦市 2003 西部 一般書庫 C318/D01-1

81 巨大芸術東京湾アクアライン 内田恵之助 日刊建設通信新聞社 1998 東部 郷土開架 C5141/2

82 東京湾アクアライン 千葉日報社 1997 東部 郷土開架 C5141/6

83 東京湾アクアライン時代に向けて
平成10年度政策の調査
研究プロジェクトチーム/

［千葉県］ [1999] 西部 一般書庫 C601/2

84 東京湾横断道路と千葉県 1986 千葉県企画部企画課 1986 西部 一般書庫 C601/5

85
東京湾横断道路の必要性とその社
会・経済効果

東京湾横断道路研究
会

1985 西部 一般書庫 C6010/5

86 東京湾アクアラインの検証 久慈力 緑風出版 1999 西部 一般開架 C685/3

87 東京湾をつないだ男たち 日経コンストラクション/編 日経ＢＰ社 1997 西部 一般開架 C514/2

88 海を渡る道 東京湾アクアライン 千葉日報社 1997 西部 一般開架 C514/3

89
交流の祭典ふれあいロードフェス
ティバルインちば東京湾アクアライン
完成記念イベント公式記録

千葉県東京湾アクアライ
ン完成記念イベント実行
委員会／編集

千葉県東京湾アクアラ
イン完成記念イベント
実行委員会

1998 西部 一般書庫 C685/2

90 左千夫全集 第2卷 小説・紀行・小品 伊藤左千夫 岩波書店 1976 東部 一般書庫 91868/ｲｻ1/2

91 子規選集 9 子規と漱石 正岡子規 増進会出版社 2002 東部 一般書庫 91868/ﾏｼ3/9

92 漱石の夏休み帳 房総紀行『木屑録』 関宏夫 崙書房出版 2009 西部 一般開架 C996/ｾﾋ1

93 夏目漱石の房総旅行 『木屑録』を読 斎藤均 崙書房出版 1992 西部 一般開架 C9900/1

94 編年体大正文学全集 第4巻 大正四 ゆまに書房 2001 東部 一般書庫 9186/27/4

95
海には海の楽しみが 富津・磯根岬
に遊ぶ

刈込碩哉 崙書房出版 1989 東部 一般書庫 C2921/B03-1

96 鴨川シーワールドのなかまたち
［鴨川シーワールド/編］
荒井一利/監修

鴨川シーワールド 2010 東部 郷土開架 C48/3

97 勝浦紀行 勝浦市役所企画課/編 勝浦市 2003 東部 郷土開架 C318/D01-1/03

98 東京湾をつなぐ
山中俊治/構成・AD・絵
赤池学/文　佐藤千春/絵

太平社 1998 東部 郷土開架 C5141/3

99 東京湾横断道路のすべて 日経コンストラクション/編 日経ＢＰ社 1997 西部 一般開架 C514/1

千葉県の伝統工芸 受け継がれる伝統
100 房総人物まんだら 清野文男 もくれん文化交流の会 2000 西部 一般開架 C281/9

101 輝く青春の瞳 房総のくらしと工芸品
安田章子、西牟田洋/指
導・監修

千葉県明徳高等学校
１年８組・１０組

1988 中央 郷土開架 C38/C42/2 *

102 千葉県美術家名鑑 千葉日報社 2005 中央 郷土開架 C703/2 *

103
「千葉県の伝統的工芸品」房総の匠
百人展

千葉県立上総博物館/編 千葉県立上総博物館 2007 東部 郷土開架 C75/2

104
ちばに生きる 郷土が生んだ名匠、名
工、名人

千葉相互銀行業務部
業務課

1981 中央 郷土開架 C75/C42/1 *

105 伝承の匠・人と技 西武百貨店船橋店 [1985] 中央 郷土開架 C75/D61/2 *
106 ふるさとに生きる技 千葉県広報協会（制 1982 中央 郷土書庫 C75/F94/1 *
107 近代日本工芸の巨匠展 ［千葉県立美術館］ [1975] 中央 郷土書庫 C75/KI42/1 *
108 最後の職人展 千葉市立郷土博物館/編 千葉市立郷土博物館 1983 中央 郷土書庫 C75/SA18/1 *
109 房総風雅史 小倉光夫 思文閣出版 2003 東部 郷土開架 C702/4

110
房総の文化財展－まつりと伝統工芸
第二回千葉県立博物館巡回展

[千葉県立安房博物
館]

[1977] 中央 郷土書庫 C386/14 *

111 房総の絵画と工芸品
千葉県教育庁生涯学習
部文化課/編

千葉県教育委員会 1996 西部 一般開架 C7090/31
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112 千葉県指定伝統的工芸品一覧 2011
千葉県商工労働部観
光課

2011 東部 郷土開架 C75/1/11

113
房総の工芸 第三回千葉県立博物館
巡回展

[千葉県立総南博物
館]

[1978] 中央 郷土書庫 C75/3 *

114 千葉県の伝統的工芸品
千葉県工業試験場生活
工芸課/編著

千葉県工業試験場 1990 西部 一般開架 C7500/1

115
特殊資料展 船橋市郷土資料館資料
観覧の手びき 第55 工芸・信仰を中
心として

[船橋市郷土資料館] 1990 西部 一般書庫 C7560/2

116 房総の伝統工芸 相場野歩 シエラ・プレス 1974 中央 児童開架 J750/A22 *
117 竹と語る 千葉県立上総博物館/編 千葉県立上総博物館 1999 西部 一般開架 C383/2

118
塩古ざるの作り方 下総国白井庄塩
古郷

塩古ざる保存会 [1990] 中央 郷土書庫 C383/SH96/1 *

119
記録映画「房総の諸職－竹に暮らす
－」解説書

千葉県立房総のむら/編 千葉県教育委員会 1989 西部 一般書庫 C3830/3

120 竹細工を求めて房総をめぐる 榑松そのこ/〔著〕 [榑松そのこ] [199-] 中央 郷土書庫 C754/2 *

121
「竹」なが～いともだち 平成16年度
千葉県立美術館・博物館合同企画

千葉県立中央博物館/
［ほか］編

千葉県立房総のむら 2004 中央 郷土開架 C754/3 *

122 万祝考 藤田信子 ［藤田信子］ 2000 中央 郷土開架 C384/17 *
123 房総地方の万祝と「紺屋」 安斎信人/〔著〕 神奈川大学 1998 中央 郷土開架 C384/21 *

124
万祝 失われる漁業の習俗・万祝見
本帖

鈴木庸一/編 千秋社 1977 西部 一般開架 C3840/1

125 みろく語り万祝唄 常世田令子 崙書房出版 1990 西部 一般書庫 C9460/6

126 万祝 房総の紺屋と万祝の伝播 千葉県立安房博物館/編 千葉県立安房博物館 1999 東部 郷土開架 C5870/1

127 銚子の文化財
銚子市教育委員会
（社会教育課）

1985 中央 郷土書庫 C709/C55/2 *

128 唐棧織の世界 舶来の伝統工芸品 館山市立博物館/編 館山市立博物館 2010 中央 郷土開架 C753/10 *

129
香取神宮史料調査報告書 建造物・
美術工芸品・考古資料編

千葉県佐原市教育委員
会/編

千葉県佐原市教育委
員会

1999 東部 郷土開架 C1759/4/2

130 房総の生んだ金工家たち 佐倉市教育委員会/編 佐倉市教育委員会 1984 中央 郷土開架 C756/B66/1 *
131 日本金工史 香取秀真 雄山閣 1932 中央 郷土書庫 C756/KA86/2 *

132
母と子の楽しい太巻き祭りずし作り
方教室 全40作品私にもできる手順
の本 改訂新版

龍崎英子 東京書店 2009 中央 児童開架 J596/ﾘｴ

133
太巻き祭りずし新作フルレシピ集 楽
しいきれいおいしい

龍崎英子、杉崎幸子/著 東京書店 2005 中央 児童開架 J596/ﾘｴ

134
母と子の楽しい太巻き祭りずし作り
方教室 素敵な作品46選

竜崎英子 東京書店 1990 西部 書庫CL 59621/R99

ベイ・東葛飾エリア　人情の香り漂う新都心
135 利根川木下河岸と鮮魚（なま）街道 山本忠良 崙書房 1982 中央 郷土開架 C08/F94/1-85 *
136 東葛飾の百観音 石川靖夫 ［石川靖夫］ 2002 中央 郷土開架 C186/13 *
137 布施弁天と庶民信仰 長谷川匡俊/〔著〕 弘文堂 1978 中央 郷土書庫 C186/H36/1 *

138 ちば眺望100景 ガイドブック
千葉県商工労働部観光
課、千葉県観光協会/編

千葉県 2007 西部 一般開架 C2902/15

139
ちばの魅力、再発見 ちば観光文化
検定公式テキスト

千葉商工会議所、千葉県
商工会議所連合会/編
千葉大学地域観光創造
センター/監修

ダイヤモンド社 2008 東部 郷土開架 C29/30

140
房総＜千葉＞学検定公式テキスト
ブック

川村皓章/監修　ふるさと
文化研究会/編

国書刊行会 2006 東部 郷土開架 C29/26

141 千葉県の歴史一〇〇話 川名登/編著 国書刊行会 2006 西部 一般開架 C201/7

142 ふさの国今昔
千葉県教育庁教育振興
部文化財課/編

千葉県教育振興財団 2008 中央 児童開架 J291/ﾌｻ

143 目で見る市川の100年 郷土出版社 2008 西部 開架大型 C232/H02-20

144 目で見る千葉市の100年 方波見光彦/監修 郷土出版社 2003 西部 開架大型 C231/G01-5

145 目で見る船橋の100年 郷土出版社 2007 西部 開架大型 C232/H07-35

146 目で見る習志野・八千代の100年 郷土出版社 2008 中央 郷土開架 C231/G00-2 *
147 まんが関宿町と関宿城の歴史 蛭田充/まんが 関宿町教育委員会 1995 西部 一般書庫 C2320/21

148 松戸の歴史散歩 千野原靖方 たけしま出版 2000 東部 郷土開架 C2932/H08-1

149 埼玉・千葉自転車散歩 新田穂高、和田義弥/著 山と溪谷社 2010 東部 郷土開架 C2909/62/10

150 るるぶ船橋市川 ＪＴＢパブリッシング 2007 東部 郷土開架 C2932/H00-7

151 るるぶ千葉市市原ベイエリア ＪＴＢパブリッシング 2010 東部 郷土開架 C2931/G01-6

152 野田の史跡を訪ねて 野田市立興風図書館/編 野田市立興風図書館 1987 西部 一般開架 C2932/7

153 野田のトリビア100
野田のトリビア編纂委員
会/監修

プレジデント社 2007 西部 一般開架 C2932/H06-3

154
こんにちは流山 新100か所めぐりガ
イド

流山市（経済環境部
商工課）

1997 西部 一般開架 C2932/H05-1

155
新選組流山隊・新選組と流山完全ガ
イド

松下英治 アーテック 2004 西部 一般開架 C232/H05-12

156 あびこ歴史散歩 我孫子市教育委員会/編 我孫子市教育委員会 2011 西部 一般開架 C2932/H01-4

157 手賀沼べりの道今昔
我孫子市史研究セン
ター合同部会

2003 西部 一般開架 C2932/H01-2
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158
北総線の小さな旅 新柴又駅～新鎌
ケ谷駅編

北総鉄道 2010 西部 一般開架 C2932/H08-7

159 おでかけ日和 2010年版
新京成電鉄株式会社総
務人事部広報課/企画

新京成電鉄 2010 西部 一般開架 C293/6/10

160
千葉県北西部の旧道を歩く旧東海
道を歩く

武井順一 ［武井順一］ 2003 西部 一般開架 C293/5

161 まんよう 歩きたい街市川・真間
市川市文化国際部文
化振興担当

[2008] 西部 一般開架 C2932/H02-3

162 市川の古道を歩く
市川博物館友の会歴史
部会/編

市川博物館友の会歴
史部会

2002 西部 一般開架 C232/H02-10

163 市川歴史さんぽ 1 人物編 中津攸子 エピック 2005 西部 一般開架 C232/H02-13/1

164 うらやすの食＆遊 2009年保存版 浦安市 [2009] 西部 一般開架 C2932/H09-3/09

165
ぜんろくさん 市川ではじめて梨を
作った人

中津攸子/さく　東輝子/
え

［中津攸子］ 1990 中央 郷土開架 C289/KA94/1 *

166
楚人冠と鳥 第5回杉村楚人冠展・第
58回鳥の博物館企画展

我孫子市教育委員会
文化・スポーツ課

2011 中央 郷土開架 C289/ｽｿ3 *

167 京成沿線駅から散策
京成電鉄株式会社運
輸部

[2005] 中央 郷土開架 C2909/127 *

168
京成線完全案内 散歩の達人エリア
版ＭＯＯＫ

交通新聞社 2007 中央 郷土開架 C2909/132 *

169 ならしの駅からまっぷ 習志野市商工振興課 2008 中央 郷土開架 C2909/153 *
170 舞浜＆東京ベイエリア最新情報 スターツ出版 2002 中央 郷土書庫 C2909/81 *

171
まるごといちはら 2007 市原市観光
ガイドブック

市原市観光協会 2007 中央 郷土開架 C2922/C01-11 *

172 いちはら緑のガイドブック
市原市都市整備部公
園緑地課

2011 中央 郷土開架 C2922/C01-21 *

173
こんなことあんなこと知ってマップ 千
葉・市原丘陵の歴史と自然

千葉・市原丘陵開発と
環境を考える連絡会

2001 中央 郷土開架 C2922/C01-5 *

174
いちはら遊歩 小湊鉄道沿線ウォー
キングガイド

市原市経済部観光振
興室

2005 中央 郷土開架 C2922/C01-7 *

175 ぶらり津田沼お散歩MAP ［津田沼一丁目商店 [2008] 中央 郷土開架 C293/14 *

176 千葉市中心市街地ガイドマップ
千葉商工会議所千葉
市中心市街地まちづく
り協議会

2010 中央 郷土開架 C2931/G01-35/10 *

177
マクウォーク 幕張で歩こう！話そ
う！

ＭＡＰ「マクウォーク」
制作委員会（制作）

2010 中央 郷土開架 C2931/G01-43 *

178 0さいからの習志野あそび場マップ ならしの子ども劇場 2006 中央 郷土書庫 C2931/G02-5 *

179 ぶらっと習志野観光ガイドブック
習志野市市民経済部商
工振興課/編

習志野市市民経済部
商工振興課

2011 中央 郷土開架 C2931/G02-9 *

180
楽しい東葛ウォーク事典 流山・野
田・松戸・柏・我孫子・市川・柴又・取
手を歩く

流山市立博物館友の会/
編著

崙書房出版 2010 中央 郷土開架 C2932/H00-18 *

181
利根運河フットパスマップ 利根運河
河口までの道

利根運河協議会/編 流山市 2010 中央 郷土開架 C2932/H00-20 *

182
利根運河フットパスマップ 谷津の四
季を満喫する道

利根運河協議会/編 野田市 2010 中央 郷土開架 C2932/H00-21 *

183
利根運河フットパスマップ 利根運河
大師を巡る道

利根運河協議会/編 柏市 2010 中央 郷土開架 C2932/H00-22 *

184 我孫子市名所旧跡案内
我孫子市社会福祉協
議会我孫子市ボラン

1998 中央 郷土開架 C2932/H01-2 *

185 我孫子と近隣・ツアーガイド ポプラの会/編 ポプラの会 2001 中央 郷土開架 C2932/H01-5 *
186 あびこガイドまっぷ 2005年度版 我孫子市 2005 中央 郷土書庫 C2932/H01-6/05 *

187 我孫子のさくらマップ
我孫子の景観を育て
る会

2006 中央 郷土開架 C2932/H01-8 *

188 いちかわ景観100選 市川市役所都市計画 [2007] 中央 郷土書庫 C2932/H02-17 *

189
michioと歩くいちかわ いちかわ星野
道夫展

いちかわ星野道夫展マッ
プ製作班/特製

市川市文化振興担当 2008 中央 郷土開架 C2932/H0225 *

190 柏市観光マップ 柏市役所商工課 2006 中央 郷土書庫 C2932/H03-11 *

191 流山市観光マップ
流山市役所産業振興
部商工課

[2007] 中央 郷土開架 C2932/H05-2/07 *

192 関宿の史跡めぐりダイエットマップ
関宿商工会女性部
（制作）

2007 中央 郷土書庫 C2932/H06-11 *

193 江戸川紀行 利根川紀行 IN野田
千葉県土木部都市河
川課

[1999] 中央 郷土書庫 C2932/H06-4 *

194 ウォーキングまっぷ 野田を歩こう 駒崎優/監修 野田市保健センター 2006 中央 郷土開架 C2932/H06-9 *

195 ふなばし街なか散歩道 本町編
［アイラブふなばし実
行委員会事務局］

[2007] 中央 郷土書庫 C2932/H07-13 *

196 ガイドマップふなばし
船橋市市民の声を聞く
課

[2008] 中央 郷土開架 C2932/H07-16 *

197 ふなばしお散歩マップ
にぎわい創生船橋駅
周辺のまち

2008 中央 郷土開架 C2932/H07-17 *

198 歩いてみる船橋 船橋市郷土資料館/編 船橋市郷土資料館 1996 中央 郷土開架 C2932/H07-3 *
199 ふなばし観光マップ 船橋市観光協会 1999 中央 郷土書庫 C2932/H07-9 *
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200
水とみどりと歴史の回廊マップ 松戸
地区

［松戸市役所都市整
備本部都市緑花担当
部都市計画課景観担

[2009] 中央 郷土開架 C2932/H08-13/1 *

201
水とみどりと歴史の回廊マップ 矢切
地区

［松戸市役所都市整
備本部都市緑花担当
部都市計画課景観担

[2010] 中央 郷土開架 C2932/H08-13/2 *

202
水とみどりと歴史の回廊マップ 上本
郷地区

［松戸市役所都市整
備本部都市緑花担当
部都市計画課景観担

[2011] 中央 郷土開架 C2932/H08-13/3 *

203
水とみどりと歴史の回廊マップ 小金
北地区

［松戸市役所都市整
備本部都市緑花担当
部都市計画課景観担

[2011] 中央 郷土開架 C2932/H08-13/4 *

204
水とみどりと歴史の回廊マップ 常盤
平地区

［松戸市役所都市計
画課景観担当室］

[2009] 中央 郷土開架 C2932/H08-13/5 *

205 浦安ガイドブック 浦安市 [2008] 中央 郷土開架 C2932/H09-4 *

206 うらやす花だより
浦安の観光を推進す
るガーデンシティうら
やすの会

[2011] 中央 郷土開架 C2932/H09-8 *

207
江戸川ライン歴史散歩 松戸・市川・
浦安

千野原靖方 崙書房出版 1991 中央 郷土開架 C2932/SE71/1 *

208 船橋市の散歩道 ［船橋東武］ [19--] 中央 郷土書庫 C2932F/F88/5 *
209 印西ぶらり小さな旅 印西市観光協会 [2005] 中央 郷土開架 C2933/I03-4 *
210 江戸川周辺 京成電鉄 [1999] 中央 郷土書庫 C2944/M40-2 *
211 ワンダフル千葉 デイリースポーツ事業 1972 中央 郷土書庫 C2909/149 *

212
ビジュアルワイド新日本風土記 12
千葉県

ぎょうせい 1989 中央 郷土開架 C29/B42/1 *

213 船橋習志野Walker 2010 角川マーケティング 2009 西部 一般書庫 C2932/H04-4/10

214 地名教室 東葛飾を歩く 谷川彰英 ニューファミリー新聞 1987 中央 郷土開架 C2903/TA88/2 *

215 房総のむら 社会科見学見どころ集
体験博物館千葉県立
房総のむら

[2008] 中央 郷土開架 C382/26 *

216
流山のおびしゃと祭り 流山市立博物
館調査研究報告書

流山市立博物館 1984 中央 郷土開架 C386/N19/1 *

217 海と浦安 前田智幸 市川よみうり新聞社 2008 西部 一般開架 C232/H09-4

218 手賀沼の鳥 フィールドガイド 我孫子市鳥の博物館 1999 東部 郷土開架 C488/3

219 ちばの湧水めぐり 水環境研究所/編著 崙書房出版 2010 東部 郷土開架 C452/3

220 常磐線沿線の湧水
福島茂太/文　横村克宏/
写真

崙書房出版 2000 東部 郷土開架 C4529/1

221 干潟の鳥ウォッチング 石川勉/写真・文 文一総合出版 2001 西部 一般開架 C488/7

222
二千年の眠りから覚めて 大賀ハス
開花五十周年記念誌

花園ハス祭り実行委
員会

2001 中央 郷土開架 C479/6 *

223 谷津干潟ガイドブック
谷津干潟ガイドブック作
成プロジェクト/編

習志野市 2001 中央 郷土開架 C462/28 *

224
“生き物の宝庫”三番瀬を未来の子
どもたちに

千葉の干潟を守る会 2001 西部 一般書庫 C5198/18

225 海辺再生 東京湾三番瀬 三番瀬環境市民センター 築地書館 2008 西部 一般開架 C5198/38

226
“生命（いのち）のゆりかご”三番瀬を
守ろう

三番瀬を守る署名ネッ
トワーク

1999 西部 一般書庫 C5198/14

227
公共事業は変われるか 千葉県三番
瀬円卓・再生会議を追って

永尾俊彦/［著］ 岩波書店 2007 西部 一般開架 C5198/33

228
地域環境の再生と円卓会議 東京湾
三番瀬を事例として

三上直之 日本評論社 2009 西部 一般開架 C519/19

229 醬油から世界を見る 田中則雄 崙書房出版 1999 東部 郷土開架 C5886/2

230 自然災害をのり越えて
千葉県立関宿城博物館/
編

千葉県立関宿城博物
館

2008 東部 郷土開架 C517/12

231 関東灘礼賛 利根川下流域の酒文化
千葉県立中央博物館大
利根分館/編

千葉県立中央博物館 2010 西部 一般開架 C588/7

232 遺しておきたい伝えたい千葉の水辺 ちば河川交流会 2009 中央 郷土開架 C517/86 *

233 谷津干潟はこうして残った
「谷津干潟はこうして
残った」編集委員会

2010 中央 郷土開架 C5198/71 *

234 ちばのおいもレシピ
千葉県農林水産部生
産販売振興課

[2010] 中央 郷土開架 C596/61 *

235 千葉県の日本なし
関東農政局千葉統計情
報事務所/編

関東農政局千葉統計
情報事務所

1989 西部 一般開架 C6250/2

236 千葉県の特産品 ［千葉県物産協会］ [2008] 西部 一般開架 C602/7

237 千葉特産品
千葉県商工労働部観
光物産課

[1992] 西部 一般書庫 C6020/5

238 江戸幕府の直営牧
大谷貞夫/著　大谷貞夫
遺稿集刊行委員会/編

岩田書院 2009 東部 郷土開架 C642/2

239 小金牧を歩く 青木更吉 崙書房出版 2003 東部 郷土開架 C64/3

240
利根川舟運と利根運河 平成22年度
企画展

千葉県立関宿城博物館/
編

千葉県立関宿城博物
館

2010 東部 郷土開架 C684/11

241 高瀬船物語 平成17年度企画展
千葉県立関宿城博物館/
編

千葉県立関宿城博物
館

2005 東部 郷土開架 C684/8

242 くじらと散歩 江戸東京湾 小松正之 ごま書房 2004 東部 一般開架 6649/20
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243
Kioroshi（木下）の蒸気船銚港丸 三
館合同企画展「川の上の近代川蒸
気船とその時代」 平成19年度企画

木下まち育て塾 2007 西部 一般開架 C684/4

244 木下街道展 江戸と利根川を結ぶ道
市立市川歴史博物館/
［ほか］編

鎌ケ谷市郷土資料館 1999 西部 一般開架 C682/5

245 東葛飾の野菜
関東農政局千葉統計情
報事務所柏出張所/編

関東農政局千葉統計
情報事務所柏出張所

1983 中央 郷土書庫 C621/KA59/5 *

246 Chiba Yasai 創刊（2008春夏）
千葉県農林水産部生
産振興課

[2008] 中央 郷土開架 C626/39 *

247
野菜ハンドブック 農林水産技術会議
技術指導資料

千葉県農林水産技術推
進会議農林部会/企画

千葉県 2009 中央 郷土開架 C626/40 *

248 ちば発！おいしい野菜の選び方
千葉県農林水産部生
産販売振興課

[2010] 中央 郷土開架 C626/47 *

249 Chiba's Flower 千葉県園芸協会 [2008] 中央 郷土開架 C627/20 *

250
小金牧と御鹿狩 展示解説 松戸市文
化ホール特別展

松戸市文化ホール/編 松戸市文化ホール 1978 中央 郷土開架 C641/KO25/1 *

251
房総おもてなし花のラインづくり事業
報告書

千葉県 2007 中央 郷土開架 C688/77 *

252
大規模「国家プロジェクト」の構想と
現実 「東京湾アクアライン」・「つくば
エクスプレス」・「本州四国連絡橋」

田口　正己 本の泉社 2008 西部 一般開架 6011/186

253 千葉県の主要農産物
関東農政局千葉統計・情
報センター/編

関東農政局千葉統
計・情報センター

2005 中央 児童開架 J620/ﾁﾊ

254 矢切の渡し 江戸川のほとり 林良一 光村印刷 1993 西部 一般開架 C7480/5

255 真間の手児奈 中津攸子 新人物往来社 1995 西部 一般書庫 C9136/9

256 手賀沼と文人 秋谷　半七 崙書房 1984 西部 一般開架 C9026/4

257 手賀沼を愛した文人展 ［朝日新聞社］ [1992] 中央 郷土書庫 C9026/TE17/1 *
258 白樺文学館 創造の地－我孫子 ［白樺文学館/編］ 白樺文学館 [2001] 中央 郷土書庫 C906/1 *
259 山本周五郎全集 第14巻 山本周五郎 新潮社 1981 中央 一般書庫 9186/Y31/14

260 川を旅する 池内紀 筑摩書房 2007 中央 児開書庫 J915/ｲｵ

261 どろんこサブウ 谷津干潟を守る戦い
松下　竜一文  鈴木　まも
る絵

講談社 1990 中央 児童開架 J916/ﾏﾘ

九十九里エリア 海とともにくらす
262 図説香取・海匝の歴史 斎木勝、西山太郎/監修 郷土出版社 2010 東部 郷土開架 C23/8

263 千葉東総の城郭と居館跡 高森良昌、椎名幸一/編 秀英社 2010 東部 一般書庫 C23/9

264
目で見る銚子・旭・八日市場・海匝の
100年

永沢謹吾/監修 郷土出版社 2002 東部 郷土開架 C235/K00-4

265 サーファーズガイド千葉 枻出版社 2008 東部 郷土開架 C785/1

266 サーフィン・ア・ゴーゴー千葉＆湘南 マリン企画 2008 東部 郷土開架 C785/2

267
空撮房総半島釣り場ガイド 2 南房・
外房・九十九里・銚子

コスミック出版 2010 東部 郷土開架 C787/17/2

268 房総PHOTO ALBUM 千葉県観光公社 1987 中央 郷土開架 C2902/2 *
269 房総・常磐 昭文社 2000 東部 郷土開架 C2909/44

270 房総・千葉 ＪＴＢパブリッシング 2011 東部 郷土開架 C2909/85

271 千葉ぴあ 2011 ぴあ 2011 東部 郷土開架 C2909/86/11

272
千葉タダで楽しむ子連れおでかけガ
イド

子育て研究会ままーず メイツ出版 2008 東部 郷土開架 C2909/72

273 千葉県自然観察ガイド 千葉県生物学会/編 たけしま出版 1998 西部 一般開架 C462/2

274 旬・菜・記 千葉はうまい 高山修一 崙書房出版 2009 西部 一般開架 C596/12

275 おもしろ工場発見！ ガイドブック
千葉県商工労働部産
業振興課

2005 中央 郷土開架 C509/12 *

276 極めつけ千葉の蕎麦72店 蕎麦屋で和む会/編 ワンツーマガジン社 2009 西部 一般開架 C596/10

277
ぐるっと千葉 2011年7月号
/新ご当地グルメ

ちばマガジン 2011.6 中央 郷土開架 C054/ｸ/ *

278
観光キャンペーンガイドブック
 2008．秋～

千葉県商工労働部観
光課　ちばプロモー
ション協議会　他

2011.8 中央 郷土開架 C2909/ﾁｶ/ *

279 ちばの旅 2008年5月号～ 千葉県観光協会 2008～ 中央 郷土開架 C2909/ﾁﾁ/ *

280
21世紀に伝えたいちばの魅力
 Part1/No.1～

京葉銀行 2000～ 中央 郷土開架 C2910/ﾆ/ *

281
ふさの国の文化財総覧 第1巻 安房・
夷隅・長生

千葉県教育庁教育振興
部文化財課/編

千葉県教育庁教育振
興部文化財課

2004 東部 郷土開架 C709/14/1

282
ふさの国の文化財総覧 第2巻 海匝・
香取・印旛

千葉県教育庁教育振興
部文化財課/編

千葉県教育庁教育振
興部文化財課

2004 東部 郷土開架 C709/14/2

283 旭撮っておきスポット
［旭市地域ブランドづく
り委員会］（制作）

[20--] 中央 郷土開架 C2935/K01ｰ14 *

284
ひと・海・緑旭市 新旭市は魅力が
いっぱい！

旭市/編 ［旭市］ 2005 東部 郷土開架 C2935/K01-3

285 旭市勢要覧 2008 旭市秘書広報課/企画・ ［旭市］ 2008 東部 郷土開架 C318/K01-3/08

286
復興かわら版ーいいおか津波ー
 2011年10月～

光と風キャンペーン実
行委員会（旭市まちづ
くり事業認定団体）

2011.12 中央 郷土開架 C3693/ﾋﾌ/ *
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287 先人往来 大網白里町歴史散歩道
大網白里町文化財審議
会/編

大網白里町教育委員
会

[200-] 中央 郷土開架 C2925/F02-7 *

288 涛声 Vol.3 九十九里町文化 九十九里町文化懇談 1999 東部 郷土開架 C2925/F03-1

289
九十九里新創世記 海の楽しみ海の
もてなし

九十九里町 2010 東部 郷土開架 C2925/F03-2

290
消えた砂浜 九十九里浜五十年の変
遷

小関与四郎/撮影　シッ
プ・アンド・オーシャン財
団海洋政策研究所/編

日経ＢＰ企画 2005 東部 郷土開架 C207/7

291 九十九里発イワシ料理 田村清子/編 創森社 1995 西部 一般開架 C5960/5

292
歴史と自然をめぐる道 東金市文化
財ガイドブック

東金市教育委員会 [2004] 東部 郷土開架 C2925/F01-2

293 とうがね物語 ［東金市観光協会］ [200-] 東部 郷土開架 C2925/F01-4

294
その時輝いて 残したい長南の自然・
歴史文化

永嶋まつ子 千葉日報社 2008 中央 郷土開架 C2924/E04-2 *

295 ひまわり倶楽部 2004年特別号 ちばぎん総合研究所 2004.6 中央 郷土開架 C051/ﾋ/ *
296 鬼来迎の郷 重要無形民俗文化財 花沢信幸 日本写真企画 2004 西部 一般開架 C386/6

297 祭礼行事 千葉県 高橋秀雄、渡辺良正/編 桜楓社 1992 東部 一般書庫 3861/26/12

北総エリア 河辺の街と地震
298 成田街道と佐原・銚子道 講談社 2004 中央 郷土開架 C293/11 *

299
北総線の小さな旅 西白井駅－印旛
日本医大駅編

北総鉄道 2009 西部 一般開架 C2933/I06-8

300 鉄道で行く千葉 Part2 No．19～ 京葉銀行 2011.11 中央 郷土開架 C68/ｹﾃ/ *
301 利根川渡良瀬川散策絵図 村松昭/絵 聖岳社 1993 西部 一般書庫 C2909/69

302 千葉の建築探訪 中村哲夫 崙書房出版 2004 西部 一般開架 C521/9

303
子どもとふれあう千葉しぜんたんさく
ガイド

松戸市理科同好会ネイ
チャーグループ

丸善メイツ 1998 西部 一般書庫 C2909/42

304
ぐるっと千葉 2011年1月号／いちご
ハウスでつかまえて

ちばマガジン 2010.12 中央 郷土開架 C054/ｸ/ *

305
目で見る成田・印西・白井・富里・印
旛の100年

小倉博/監修 郷土出版社 2002 西部 開架大型 C233/I00-1

306 目で見る佐倉・四街道・八街の100年 久保木良/監修 郷土出版社 2002 東部 郷土開架 C233/I00-3

307 がんばれ！銚子電鉄 向後功作 日経ＢＰ社 2008 東部 郷土開架 C686/8

308 工場見学 首都圏 昭文社 2011 東部 一般開架 50921/38

309 醬油屋ばなし海人がたり 常世田令子 崙書房 1982 西部 一般書庫 C5880/2

310 銚子 観光案内 2001
銚子市産業部商工観
光課

[2001] 東部 郷土開架 C2935/K026

311 津波とたたかった人 浜口梧陵伝 戸石四郎 新日本出版社 2005 東部 郷土開架 C289/ﾊｺ2

312 とっておき、銚子散歩 稲葉豊和/編著 アクセス出版 2005 東部 郷土開架 C2935/K02-1/05

313 古きを訪ねる銚子の絵はがき 大里健/編著 東京文献センター 1999 東部 郷土開架 C235/K02-7

314 万祝 黒潮が育てた漁民芸術の華
長塚誠志/写真　小島孝
夫/［ほか］解説

岩崎美術社 1992 西部 開架大型 3843/46

315 開基1060年大本山成田山 大本山成田山新勝寺 1998 中央 郷土開架 C1885/9 *

316 図説成田の歴史
普及版成田市史編集委
員会/編

成田市 1994 西部 一般開架 C2330/58

317 成田街道酒々井の歴史散歩 相京晴次 国書刊行会 1990 西部 一般書庫 C2933/3

318 成田祇園祭 千葉日報社 1988 西部 一般開架 C3860/6

319
成田空港 「日本のメインゲート」は譲
らぬ！逆襲のナリタ

イカロス出版 2011 東部 郷土開架 C687/24

320
成田空港 新しい時代を迎えるメガエ
アポート

イカロス出版 2009 中央 郷土開架 C687/30 *

321
成田空港を短期間利用する人のた
めの周辺観光ガイド 英文併記

千葉県 [2002] 中央 郷土書庫 C2933/I02-7 *

322 『成田参詣記』を歩く 川田寿 崙書房出版 2001 西部 一般開架 C293/3

323 『成田道中膝栗毛』を読む 斎藤均/編 崙書房 1990 西部 一般開架 C9350/3

324 成田ゆかりの人物伝 小川国彦 平原社 2002 東部 郷土開架 C281/19

325 香取の海 千葉県立中央博物館/編 千葉県立中央博物館 1993 東部 郷土開架 C23/2

326 佐原山車伝説
川尻信夫/監修　佐原山
車伝説出版委員会/編

ニューエイジアート 1996 東部 郷土開架 C386/18

327 佐原の歴史散歩 島田七夫 たけしま出版 1998 東部 郷土開架 C2934/J01-2

328
(社)佐原青年会議所創立30周年記
念1998『佐原百選』

佐原青年会議所 1998 東部 郷土開架 C2934/J01-3/98

329 水郷 水のさとに生きる
千葉県立大利根博物館/
編

千葉県立大利根博物
館

2004 西部 一般開架 C234/J01-3

330 千葉房総・水郷散歩 昭文社 2002 東部 郷土開架 C2909/50

331 なごみの旅 佐原市郷土懇話会 2001 東部 郷土開架 C2934/J01-5

332
水の上の残影 印画紙に記録された
小見川の水運

篠塚栄三/文と写真 ワールドフォトプレス 2003 東部 郷土開架 C234/J02-28

333 目で見る佐原・香取の100年 久保木良/監修 郷土出版社 2002 東部 郷土開架 C234/J00-7

334 歴史の舞台を旅する 4 伊能忠敬 近畿日本ツーリスト 1999 東部 一般書庫 29102/3/4

335 日本の祭り 旅と観光 2 関東編 日本の祭り研究会/編集 新日本法規出版 1992 西部 開架大型 3861/49/2

336
週刊朝日百科 日本の国宝  89 香取
神宮 鹿島神宮

 朝日新聞社 1998.11 中央 新雑書庫 *

337 鹿島神宮 東実 学生社 2000 西部 一般開架 C175/2
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338 写真で見る八街の歴史 八街町史研究会/編 八街町教育委員会 1987 西部 一般開架 C2330/42

339
写真に見る佐倉 佐倉市制五十周年
記念写真集

佐倉市総務部行政管理
課市史編さん担当/編

佐倉市 2004 西部 一般開架 C233/I01-6

340 房総酒蔵めぐり ほろ酔い問答 う沢喜久雄 崙書房出版 2005 東部 郷土開架 C588/5

341 多古町名所百選 多古町教育委員会 2006 東部 郷土開架 C2934/J07-1

342 しろい散策マップ 改訂版
白井市教育委員会文化
課/編

白井市 2010 西部 一般開架 C2933/I06-1

343 印西名所図会 印西町町史編さん室/編 印西町町史編さん室 1993 西部 一般開架 C2933/I03-1

　あの街この街売込み隊 Let's 観光キャンペーン

344
誇れる郷土ガイド 全国47都道府県
の観光データ編2010改

古田陽久、古田真美/監
修　世界遺産総合研究所
/企画・編集

シンクタンクせとうち総
合研究機構

2009 東部 一般開架 291/14/10-11

345 観光学キーワード 山下晋司/編 有斐閣 2011 東部 一般開架 689/82

346 観光キーワード事典
松蔭大学観光文化研究
センター/編著

学陽書房 2009 東部 一般開架 689/65

347 観光のユニバーサルデザイン 秋山哲男ほか/著 学芸出版社 2010 東部 一般開架 689/75

348 観光活性化のマネジメント 内藤錦樹 同文舘出版 2009 東部 一般開架 6893/9/

349 「観光」交流新時代 改訂新版 北川宗忠 サンライズ出版 2008 東部 一般開架 689/47/08

350
観光地域づくりの仕掛人 観光地域
プロデューサーから学ぶ実践ノウハ

観光庁/監修　観光地域
づくり人材育成研究会/

ぎょうせい 2009 東部 一般開架 6894/30

351 観光読本 第2版 日本交通公社/編 東洋経済新報社 2004 東部 一般開架 689/52

352 観光の思想と理論 大橋昭一 文眞堂 2010 東部 一般開架 689/77

353 観光の地域ブランディング 敷田麻実ほか/編著 学芸出版社 2009 東部 一般開架 6894/28

354 観光ビジネス論 谷口知司/編著 ミネルヴァ書房 2010 東部 一般開架 689/76

355 観光まちづくり
西村幸夫/編著　岡村祐/
［ほか］著

学芸出版社 2009 東部 一般開架 6894/27

356 観光まちづくりのエンジニアリング
安島博幸/監修　国土総
合研究機構観光まちづく
り研究会/著

学芸出版社 2009 東部 一般開架 6894/29

357 観光学への扉
井口貢/編著　佐藤喜子
光/［ほか］著

学芸出版社 2008 東部 一般開架 689/62

358 国際観光論 浅羽良昌 昭和堂 2011 東部 一般開架 689/79

359
これでわかる！着地型観光 地域が
主役のツーリズム

尾家建生、金井萬造/編
著

学芸出版社 2008 中央 一般開架 68921/24

360
地域旅で地域力創造 観光振興とＩＴ
活用のポイント

佐藤喜子光、椎川忍/編
著

学芸出版社 2011 東部 一般開架 6891/9/

361 よくわかる観光社会学 安村克己ほか/編著 ミネルヴァ書房 2011 東部 一般開架 689/80

362 旅行業入門 新訂2版
日本国際観光学会/編
松園　俊志/監修

同友館 2005 西部 一般開架 6896/12/

363
観光政策と観光立国推進基本法 第
2版

盛山正仁
エムエムコンサルティ
ング

2011 東部 一般開架 6891/10/

364 自治体の観光政策と地域活性化 中尾清 イマジン出版 2008 東部 一般開架 6891/5/

365
観光地域づくりカタログ 一地域一観
光による地域振興

観光地域づくり研究会/
編著

大成出版社 2005 東部 一般開架 6894/22

366 観光学全集 第9 巻観光政策論
日本観光研究学会/監修
溝尾良隆/［ほか］編集委
員

原書房 2009 西部 一般開架 68908/1/9

367
ウェルネスツーリズム 健康と美を求
めての現代的観光

光武幸 創風社 2010 東部 一般開架 6894/32

368
産業観光への取り組み 基本的考え
方と国内外主要事例の紹介

羽田耕治、丁野朗/監修 日本交通公社 [2007] 西部 一般開架 689/19

369 産業観光とまちづくり・まちづかい 産業観光推進会議/［編］
日本観光協会事業推
進グループ国内振興
チーム

2008 東部 一般開架 68921/19

370 ジオパーク 平野勇 オーム社 2008 西部 一般開架 6894/27

371 ジオパーク・マネジメント入門
全国地質調査業協会連
合会、地質情報整備・活
用機構/共編

オーム社 2010 東部 一般開架 6894/33

372 食旅と観光まちづくり 安田亘宏 学芸出版社 2010 東部 一般開架 689/78

373 スポーツ・ヘルスツーリズム 原田宗彦、木村和彦/編 大修館書店 2009 東部 一般開架 689/72

374 体験交流型ツーリズムの手法 大社充 学芸出版社 2008 中央 一般開架 68921/23

375 地域からのエコツーリズム
敷田麻実/編著　森重昌
之、高木晴光/著

学芸出版社 2008 東部 一般開架 689/61

376 都市観光でまちづくり

都市観光を創る会/監修
都市観光でまちづくり編
集委員会/［編］　凸版印
刷株式会社/編著

学芸出版社 2003 東部 一般開架 6894/18

377 日本エコツアー・ガイドブック 海津ゆりえ 岩波書店 2007 東部 一般開架 68921/17

378
物語を旅するひとびと コンテンツ・
ツーリズムとは何か

増淵敏之 彩流社 2010 東部 一般開架 689/74

379
みんなでつくる観光県ちば ちばＤＣ
から、観光条例、観光基本計画へ

千葉県総合企画部報道
広報課

千葉県総合企画部報
道広報課

2008 中央 郷土開架 C688/74 *
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380
輝け！ちば元気プラン 千葉県総合
計画

千葉県総合企画部政策
企画課/編

千葉県総合企画部政
策企画課

2010 中央 郷土開架 C317/79/2 *

381
観光立県ちば推進基本計画 新たな
観光の創造を目指して

千葉県商工労働部観光
課/編

千葉県 2008 中央 郷土開架 C688/87 *

382
大地と海のグリーン・ブルーツーリズ
ムｉｎちば

千葉県農林水産部農
村振興課

2010 西部 一般開架 C2909/63

383 CHIBAちば
千葉県総合企画部報
道監

2007 西部 一般開架 C748/13

384 千葉県観光ボランティアガイド 千葉県 [200-] 中央 郷土開架 C688/76 *

385
クジラが元気をくれるまち 千葉県銚
子市発＜まちおこし＞のヒント

信田臣一/編著 寿郎社 2001 西部 一般開架 C601/3

386
ディズニーランド「キャスト」育成ノウ
ハウ 接客サービスの好感度世界Ｎ

小松田勝 経林書房 2005 中央 郷土書庫 C688/65 *

387
ディズニーランドはなぜお客様の心
をつかんで離さないのか

芳中晃 中経出版 2004 中央 郷土書庫 C688/45 *

388
観光実践講座講義録 平成21年度
地域主体の観光

日本交通公社観光文
化事業部

2010 東部 一般開架 68904/5/09

389
観光実践講座講義録 平成22年度
街を活かす街を楽しむ

日本交通公社観光文
化事業部

2011 東部 一般開架 68904/5/10

390 郷土の歴史と町興し
坂井昭/講演　上総ネット
ワークの会、夢空間古文
書倶楽部/編

土蔵館カルチャーセン
ター

2010 中央 郷土開架 C601/53 *

391 観光ビジネス未来白書 2011年版 加藤弘治/編著 同友館 2011 東部 一般開架 689/66/11

392 観光マーケティング入門
森下晶美/編著　島川
崇、新井秀之/著

同友館 2008 東部 一般開架 6893/8/

393 観光旅行の心理学 佐々木土師二 北大路書房 2007 東部 一般開架 689/59

394 観光・レジャー施設の集客戦略 山口有次 日本地域社会研究所 2008 東部 一般開架 6893/7/

395 数字が語る旅行業 2010 日本旅行業協会 2010 中央 一般開架 68905/14

396
旅人の本音 「日本」の旅に関するア
ンケート集

旅の販促研究所 彩流社 2009 東部 一般開架 689/64

397
ソフトパワー時代の外国人観光客誘
致

島川崇/編著　金子将史/
［ほか］著

同友館 2006 東部 一般開架 68921/15

398 中国人観光客が飛んでくる！
上田真弓、池田　浩一郎
/著

毎日コミュニケーショ
ンズ

2010 東部 一般開架 68921/24

399 観光まちおこしに成功する秘訣 渡辺千賀恵 ぎょうせい 2011 東部 一般開架 6891/8/

400 旅のもてなしプロデューサー 心編
日本余暇文化振興会ほ
か/監修

ぎょうせい 2008 中央 一般開架 689/44/1

401 旅のもてなしプロデューサー 技編
日本余暇文化振興会ほ
か/監修

ぎょうせい 2008 中央 一般開架 689/44/2

402 旅のもてなしプロデューサー 体編
日本余暇文化振興会ほ
か/監修

ぎょうせい 2008 中央 一般開架 689/44/3

403 ネットリサーチ活用ハンドブック
宣伝会議/編集　マクロミ
ル/監修・編集協力

宣伝会議 2008 中央 一般開架 6752/26

404
図解インターネットリサーチがわかる
本

酒井隆、酒井恵都子/著
日本能率協会マネジメ
ントセンター

2007 中央 一般開架 6752/25

405 ネット広告ハンドブック
デジタル・アドバタイジン
グ・コンソーシア

日本能率協会マネジメ
ントセンター

2009 中央 一般開架 6746/15

406
マーケティング調査入門 情報の収
集と分析

本多正久、牛澤賢二/著 培風館 2007 東部 一般開架 6752/25

407 ホテル・マーケティング・ブック 仲谷秀一ほか/著 中央経済社 2011 西部 一般開架 6898/28

408
リッツ・カールトンが大切にするサー
ビスを超える瞬間

高野登 かんき出版 2005 西部 一般開架 6898/27

409
旅館・ホテル繁盛のための旅館経営
とよいサービスの基本

佐々木脩 新風舎 2006 東部 一般開架 6898/34

410 ＬＥ ＨＡＬＬ 池田里香子
オータパブリケイション
ズ

2009 東部 一般開架 6898/35

411 理想の旅行業クラブツーリズムの秘 高橋秀夫 毎日新聞社 2008 東部 一般開架 6896/16

412
クレーム対応・処理完全実務マニュ
アル

佐藤孝幸 日本法令 2010 中央 一般開架 6733/19
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