
　　＜伊能忠敬旧宅（香取市）＞

No. 書   名 著     者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

1 伊能忠敬 小島 一仁著 三省堂 1980 C289/ｲﾀ 1 郷土開架

2 日本地図に賭けた人生 川村 優著 東京書店 1997.8 C289/ｲﾀ 4/2 郷土開架

3 伊能忠敬 童門 冬二著 三笠書房 1999.4 C289/ｲﾀ 5 郷土開架

4 新考伊能忠敬  九十九里から大利根への軌跡 伊藤 一男著 崙書房 2000.1 C289/ｲﾀ 6 郷土開架

5
史跡伊能忠敬旧宅 (書院・店舗・土蔵) 災害復

旧修理工事報告書

文化財建造物保存

技術協会 編
香取市教育委員会 2015.3 C521/26 郷土開架

6 史蹟伊能忠敬旧宅<土蔵>修理工事報告書
文化財建造物保存

技術協会編集
佐原市 1985 C521/B89/5 中央郷土

　　＜香取市佐原伝統的建造物群保存地区（香取市）＞

7
佐原・小見川の昭和史  子らに語りつぐふるさ

との歴史
安藤 操[ほか]編 千秋社 1994.9 C234/J00-2 一般書庫

8 北総の小江戸佐原  見る・食べる・遊ぶ
さわやかハート佐原推

進協議会
〔1998〕 C2934/J01-7 中央郷土

9 佐原の町並み 佐原市編集 佐原市 1984.3 C2934S/N71/1 中央郷土

10 水郷佐原[絵はがき] 水郷佐原観光協会 [19--] C2941/M10-2 中央郷土

11 町並み保存と再生  まちづくり20年の歩み
小野川と佐原の町並みを考

える会
2010.1 C521/19 郷土開架

12 佐原の町並み  東日本大震災からの復旧
金出 ミチル和文英

訳

小野川と佐原の町並みを考

える会
2014.3 C521/22/2 郷土開架

13 佐原の町並み  水郷の商都 佐原市 2004.1 C521/24 郷土開架

　　＜香取神宮と式年神幸祭（香取市）＞

14 新修香取神宮小史  香取神宮蔵版
香取神宮社務所・

編纂
香取神宮社務所 1995.4 C175/2（中央） 郷土開架

15 香取神宮  神に奉げた美 千葉県立美術館 編 千葉県立美術館 2015.11 C175/12 郷土開架

16 香取神宮式年神幸祭 香取神宮社務所 1990.12 C175/30 中央郷土

17
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

委員会編集

千葉県佐原市教育委員

会
1999.3 C1759/4 郷土開架

18 関東の聖地と神社  強い神力で首都を護る17社へ Kankan写真 JTBパブリッシング 2013.4 17593/14 一般開架

19 香取文書と中世の東国 鈴木 哲雄著 同成社 2009.11 C234/J01-34 中央郷土

20
週刊朝日百科 日本の国宝    ８９／千葉／法華

経寺　香取神宮ほか
（中央雑誌）

　　　千葉県立東部図書館　ガラス展示

展示期間:平成31年4月20日～令和元年7月18日

それ以外は県立東部図書館所蔵

西部：県立西部図書館（松戸市）所蔵中央・中央郷土：県立中央図書館（千葉市）所蔵

東総地域の「ちば文化資産」  

「ちば文化資産」とは、県内の文化資産のうち、平成30年に県民参加により選定した、多様で豊かなちば文化の

魅力を特徴づけるモノやコトです。伝統的なものに限定せず、現代建築や景観等、千葉県の文化的魅力を発信する

モノやコトを含みます。今回の展示では、主に東総地域で選ばれた「ちば文化資産」に関する資料を展示します。

様々な千葉の魅力をお楽しみください。
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　　＜佐原の山車行事（香取市）＞

No. 書   名 著     者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

21 歓喜咲樂  本川岸祭事考 本川岸区 2008.3 C386/32/2 郷土開架

22 佐原の大祭山車まつり  定本 清宮 良造著
まちおこし佐原の大祭

振興協会
2003.9 C386/43 郷土開架

23 佐原の山車飾り物  山車人形の人物像
まちおこし佐原の大

祭振興協会著・編集

まちおこし佐原の大祭

振興協会
2011.2 C386/46 郷土開架

24 佐原の大祭  諏訪神社祭礼 堤 照恒著 [堤照恒] 1991.9 C386/TS94/1 中央郷土

　　＜神崎神社となんじゃもんじゃ（神崎町）＞

25 謎のなんじゃもんじゃ  千葉の民話 岡崎 柾男著 げんごろう 1996.7 C3880/44 西部

26 ふさの国の文化財総覧    第2巻
千葉県教育庁教育振

興部文化財課編集

千葉県教育庁教育振興部文

化財課
2004.12 C709/14 郷土開架

　　＜多古のしいかご舞（多古町）＞

27
多古のしいかご舞  国選択千葉県指定無形民俗

文化財
多古町編集

多古町八坂神社しいかご舞

保存会
1979.2 C386/TA73 中央郷土

　　＜犬吠埼灯台（銚子市）＞

28 犬吠埼灯台史
犬吠埼ブラントン

会編集
犬吠埼ブラントン会 2000.9 C558/4 郷土開架

29
犬吠埼灯台130周年記念講演会・シンポジウム

報告書

犬吠埼ブラントン

会編集
犬吠埼ブラントン会 2005.1 C558/6 郷土開架

30
犬吠埼灯台関係内外資料集  The 140th Anniversary

of Inubosaki Lighthouse 1874→2014

犬吠埼ブラントン

会編集
犬吠埼ブラントン会 2015.3 C558/7 郷土開架

　　＜銚子電鉄とその沿線の風景（銚子市）＞

31 もう一つの銚子市史  戦後の民衆運動五十年史 戸石 四郎著 なのはな出版 1998.8 C235/K02-4 郷土開架

32 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 1999.6 C235/K02-7 郷土開架

33 銚子の絵はがき    続 大里 健編著 東京文献センター 2002.5 C235/K02-7 郷土開架

34
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 2001.8 C6011/3 郷土開架

35 がんばれ!銚子電鉄  ローカル鉄道とまちづくり 向後 功作著 日経BP社 2008.2 C686/8 郷土開架

36 フレンチブルドッグぶるるんの銚子電鉄一匹旅! 田中 流写真 イースト・プレス 2009.3 C686/9 郷土開架

37 岬へ行く電車  銚子電気鉄道77年のあゆみ 白土 貞夫著 東京文献センター 2001.6 C6862/3 郷土開架

38 トモシビ  銚子電鉄の小さな奇蹟 吉野 翠著 TOブックス 2015.3 C936/ﾖﾐ  1 郷土開架

　　＜銚子の醤油醸造（銚子市）＞

39 醤油屋ばなし海人がたり  銚子湊聞書 常世田 令子著 崙書房 1982.7 C588/2 郷土開架

40 ヤマサしょうゆ工場見学のしおり ヤマサ醤油 [201‐] C588/8 郷土開架

41 社史
銚子醤油株式会社

編纂
銚子醤油 1972 C588/C55 中央郷土

42 醤油醸造業史の研究 林玲子 編 吉川弘文館 1990 C5880/5 西部

場所区分「中央郷土」と雑誌は館内でご覧ください。

その他の本は貸出可能です。ご希望の方はカウンター

までお越しください。
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　　＜屏風ケ浦とジオパーク（銚子市）＞

No. 書   名 著     者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

43
ジオっちょとちょーぴーの自然の恵みと災害の

お話し  銚子ジオパーク

銚子ジオパーク推進協

議会
2016.3 C3693/50 郷土開架

44
屏風ケ浦の自然  屏風ケ浦の植物・動物/屏風ケ

浦の地質

銚子の自然保護を

知る会編著

銚子の自然保護を知る

会
2013.1 C402/6 郷土開架

45 銚子ジオパークまるごとガイド
銚子ジオパーク推進

協議会事務局編集

[銚子ジオパーク推進協議

会事務局]
[201‐] C45/3 郷土開架

46
千葉県銚子市屏風ヶ浦海食崖の経年変化について

2011年東北地方太平洋沖地震を経過して
金森信孝 著 一粒書房 2016.11 C455/5 郷土開架

47 銚子ジオパーク見どころガイド  地質編
銚子ジオパーク推

進協議会編集

銚子ジオパーク推進協

議会
2016.3 C455/39 中央郷土

　　＜飯高寺（匝瑳市）＞

48
重要文化財飯高寺講堂・総門保存修理工事報告

書

文化財建造物保存

技術協会編集
飯高寺 2003.3 C521/29 中央郷土

49
飯高檀林物語  日蓮宗の最高の学問所が、どう

して八日市場飯高に生まれたのか
依知川 雅一著 多田屋 2003.5 C1889/6 郷土開架

　　＜東金駅西口の歴史的建造物群・八鶴湖（東金市）＞

50 八鶴湖周辺の史跡と歴史  東金高校の創立まで 川戸 彰[著]
[千葉県立東金高等学校

生徒会]
[1969] C225T/KA92/1 中央郷土

51 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] C2925/F01-2 郷土開架

52 東金市の史跡ガイドブック  地区別案内
東金市史跡ガイドブッ

ク編集委員会編集
丸平印刷所 1998.3 C2925/F01-1 郷土開架

53 八鶴湖ミニ図鑑    2015-2016
トウガネゼーショ

ン編集

まちの駅ネットワーク

とうがね
[2016] C46/4/0 郷土開架

　　＜歌人伊藤左千夫の生家（山武市）＞

54 千葉県指定史跡伊藤左千夫生家改修工事報告書
山武市教育委員会

編集
山武市教育委員会 2009.3 C521/17 郷土開架

55 伊藤左千夫文学アルバム 永塚 功著 蒼洋社 1998.3 C9026/ｲｻ 1 郷土開架

56 伊藤左千夫の文学風土 貞光 威著 雁書館 1984 C9026/ｲｻ 2 郷土開架

57 伊藤左千夫の歌碑・文学碑 永塚 功著 成東町教育委員会 1992 C9026/ｲｻ 3 郷土開架

58 伊藤左千夫 福田 清人編著 清水書院 1980 C9026/ｲｻ 4 郷土開架

59 伊藤左千夫と成東  思郷の文学 永塚 功著 笠間書院 1996.4 C9116/ﾅｲ 3 郷土開架

　　＜県政発祥の地「宮谷県庁跡」・永田旭連の獅子舞（大網白里市）＞

60 本国寺のあゆみ  宮谷檀林と宮谷県 土屋 賢泰編 本国寺 2003.1 C1889/30 中央郷土

61 先人往来  大網白里町歴史散歩道
大網白里町文化財

審議会編集
大網白里町教育委員会 [200‐] C2925/F02-3 郷土開架

62
千葉県指定史跡宮谷県庁跡本国寺本堂保存修理

工事報告書

文化財建造物保存

技術協会編集
本国寺 2003.1 C521/15 郷土書庫

63 大網白里町の文化財 大網白里町教育委員会 1984.3 C709/109 中央郷土
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　　＜芝山はにわ祭（芝山町）＞

No. 書   名 著     者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

64
はにわと共に生きる町  殿塚・姫塚古墳調査の

過去・未来

芝山町立芝山古墳・はにわ

博物館
2012.11 C225/F05-44 中央郷土

65 甦る九十九里の埴輪群像  3D考古学の挑戦
早稲田大学會津八

一記念博物館 編

芝山町立芝山古墳・はにわ

博物館
2016.1 C225/F05- 46 郷土開架

66 ふらりしばやま  芝山町観光ガイド 芝山町 2015.1 C2925/F05-1 郷土開架

67 芝山ガイドマップ 芝山町産業経済課 [2011] C2925/F05-2 中央郷土

68 芝山ナビ 総務課企画・編集 芝山町 2012.1 C2925/F05-4 中央郷土

　　＜鬼来迎（横芝光町）＞

69 鬼来迎の郷  重要無形民俗文化財 花沢 信幸著 日本写真企画 2004.5 C386/10 郷土開架

70 鬼来迎  重要無形民俗文化財
虫生鬼来迎保存会

編集
虫生鬼来迎保存会 1979.7 C386/15 一般書庫

71 鬼来迎  日本唯一の地獄芝居 生方 徹夫著 麗沢大学出版会 2000.4 C386/16 郷土開架

72 鬼来迎  虫生広済寺 小関与四郎 [写真] 横芝光町教育委員会 2017.7 C386/48 郷土開架

73 「鬼来迎」と房総の面 片山 正和著 崙書房 1980.5 C7110/1 西部

　　＜九十九里浜の景観・九十九里地域の大漁節（九十九里地域）＞

74 消えた砂浜  九十九里浜五十年の変遷 小関 与四郎／撮影 日経BP企画 2005.3 C207/7 郷土開架

75 日本の海岸はいま…  九十九里浜が消える!?
日本財団海洋船舶部国内事業

課リサーチチーム
2002.2 C5178/6 郷土開架

76 日本の海岸はいま…  九十九里浜が消える!?  続
日本財団海洋船舶部国内事業

課リサーチチーム
2002.2 C5178/6/2 郷土開架

77 九十九里浜 小関 与四郎著 春風社 2004.6 C748/17 郷土開架

78 九十九里浜  海に生きる人々 小関 与四郎著 木耳社 1972 C748/25 一般書庫

79 九十九里浜有情 小関 与四郎著 東京新聞出版局 1993.2 C9600/12 西部

　　＜なめろう（沿岸地域）＞

80 未来へ伝えたい日本の伝統料理    [2] 後藤 真樹著 小峰書店 2010.4 J383/ｺﾏ 中央

81 九十九里発イワシ料理 田村 清子編 創森社 1995.7 C5960/5 西部

　　＜天保水滸伝を伝えるゆかりの地（旭市・東庄町）＞

82 飯岡助五郎正伝 伊藤 実著 崙書房出版 1995.7 C289/ｲｽ 1 郷土開架

83 実録天保水滸伝 野口 政司著 野口 政司 1995.7 C289/ｻｼ 4 郷土開架

84 天保水滸伝の世界  特別展
千葉県立大利根博

物館編集
千葉県立大利根博物館 1993 C935/ｵﾊ 1 郷土開架

85 天保水滸伝 柳 蒼二郎著 中央公論新社 2014.4 C936/ﾔｿ 1 郷土開架

　　＜太巻き寿司（県内全域）＞

86
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 英子著 東京書店 2005.12 C596/5 郷土開架

87
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
龍崎 英子著 東京書店 2009.12 C596/15 郷土開架

88
伝統の祭りずし美味しいヘルシー家庭料理  管

理栄養士上田悦子が教える千葉の味
上田 悦子著

大和美術印刷(株)出版事業

部うらべ書房(印刷)
2015.11 C596/102 中央郷土

89
しみじみかわいい四季の飾り太巻き  七十二候

の読みものと飾り太巻きの図案つき
ワタナベ マキ著 誠文堂新光社 2014.1 J596/ﾜﾏ 中央
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