
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

⑤ 九十九里エリア 海とともにくらす

展示資料は、お借りいただけます。貸出中の場合は予約もできますので、お声掛けください。
なお、貸出欄に○印の無い資料は館内のみでご利用可能な資料です。

No. タイトル 著者 出版者 出版年 所蔵館 貸出

1 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 ○

2 千葉東総の城郭と居館跡
高森良昌、椎名幸一/編
著

秀英社 2010 東部 ○

3
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 ○

4 サーファーズガイド千葉 枻出版社 2008 東部 ○

5
サーフィン・ア・ゴーゴー千葉＆湘
南

マリン企画 2008 東部 ○

6
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 ○

7 房総PHOTO ALBUM 千葉県観光公社 1987 中央

8 房総・常磐 昭文社 2000 東部 ○

9 房総・千葉 ＪＴＢパブリッシング 2011 東部 ○

10 千葉ぴあ 2011 ぴあ 2011 東部 ○

11
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 ○

12 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 ○

13 旬・菜・記 千葉はうまい 高山修一 崙書房出版 2009 西部 ○

14 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

15 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 ○

16
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

17
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

18 ちばの旅 2008年5月号～ 千葉県観光協会 2008～ 中央

19
21世紀に伝えたいちばの魅力
 Part1/No.1～

京葉銀行 2000～ 中央

20
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 ○

21
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 ○

22 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

23
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 ○

24 旭市勢要覧 2008
旭市秘書広報課/企画・
編

［旭市］ 2008 東部 ○

25
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



No. タイトル 著者 出版者 出版年 所蔵館 貸出

26
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

27 涛声 Vol.3 九十九里町文化
九十九里町文化懇談
会

1999 東部 ○

28
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 ○

29
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 ○

30 九十九里発イワシ料理 田村清子/編 創森社 1995 西部 ○

31
歴史と自然をめぐる道 東金市文
化財ガイドブック

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

[2004] 東部 ○

32 とうがね物語 ［東金市観光協会］ [200-] 東部 ○

33
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

34 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

35
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 ○

36 祭礼行事 千葉県 高橋秀雄、渡辺良正/編 桜楓社 1992 東部 ○


	九十九里

