
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

⑥ 北総エリア 河辺の街と地震

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 成田街道と佐原・銚子道 講談社 2004 中央

2
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 ○

3 鉄道で行く千葉 Part2 No．19～ 京葉銀行 2011.11 中央

4 利根川渡良瀬川散策絵図 村松昭/絵 聖岳社 1993 西部 ○

5 千葉の建築探訪 中村哲夫 崙書房出版 2004 西部 ○

6
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 ○

7
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

8
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 ○

9
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 ○

10 がんばれ！銚子電鉄 向後功作 日経ＢＰ社 2008 東部 ○

11 工場見学 首都圏 昭文社 2011 東部 ○

12 醬油屋ばなし海人がたり 常世田令子 崙書房 1982 西部 ○

13 銚子 観光案内 2001
銚子市産業部商工観
光課

[2001] 東部 ○

14 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 ○

15 とっておき、銚子散歩 稲葉豊和/編著 アクセス出版 2005 東部 ○

16 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 ○

17 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 ○

18 開基1060年大本山成田山 大本山成田山新勝寺 1998 中央

19 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 ○

20 成田街道酒々井の歴史散歩 相京晴次 国書刊行会 1990 西部 ○

21 成田祇園祭 千葉日報社 1988 西部 ○

22
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 ○

23
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

24
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

25 『成田参詣記』を歩く 川田寿 崙書房出版 2001 西部 ○

26 『成田道中膝栗毛』を読む 斎藤均/編 崙書房 1990 西部 ○

27 成田ゆかりの人物伝 小川国彦 平原社 2002 東部 ○

28 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 ○



No. タイトル 著者 出版者 出版年 所蔵館 貸出

29 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 ○

30 佐原の歴史散歩 島田七夫 たけしま出版 1998 東部 ○

31
(社)佐原青年会議所創立30周年
記念1998『佐原百選』

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

1998 東部 ○

32 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 ○

33 千葉房総・水郷散歩 昭文社 2002 東部 ○

34 なごみの旅 佐原市郷土懇話会 2001 東部 ○

35
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 ○

36 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 ○

37 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 ○

38 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 ○

39
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

40 鹿島神宮 東実 学生社 2000 西部 ○

41 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 ○

42
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 ○

43 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 ○

44 多古町名所百選 多古町教育委員会 2006 東部 ○

45 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 ○

46 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 ○


	北総

