
No. 書       名 著         者 出版者 出版年 請求記号 場  所

1 近世文学史 佐藤 毅／[ほか]編 双文社出版 1993.3 91025/KI 46 一般書庫

2 房総の文學
江戸川大学公開講座
委員会／編 新典社 1996.1 C902/1 一般書庫

1 コレクション日本歌人選    22 和歌文学会／監修 笠間書院 2012.3 91110/234 一般開架

2 恋の万葉・東歌    高橋 順子／著 書肆山田 2008.12 91112/400 一般開架

3 萬葉集防人歌の研究    水島 義治／著 笠間書院 2009.4 91112/403 一般開架

4 東歌と防人歌  東国万葉の跡を訪ねて  瀬古 確／著 右文書院 2009.7 91112/413 一般開架

5 現代語譯更級日記    [菅原孝標女／著] 明石書店 2005.11 91536/8 一般開架

6 更級日記    [菅原孝標女／著] 笠間書院 2006.5 91536/9 一般開架

7 更級日記の歌  受け止めるしかない  江坂 美知子／著 青磁社 2008.12 91536/10 一般開架

8 更級日記への視界 小谷野 純一／著 新典社 2010.1 91536/11 一般開架

9 更級日記の遠近法 伊藤 守幸／著 新典社 2014.2 91536/12 一般開架

10 更級日記全注釈 福家 俊幸／著 KADOKAWA 2015.2 91536/13 一般開架

更級日記

展示期間 : 平成２８年４月２７日～平成２８年６月１６日

　千葉県立東部図書館　ガラス展示コーナー(文学講座関連）リスト

万葉集（東歌・防人歌）

すべて東部図書館　所蔵資料

文学史

<平成28年度 文学講座>  ６／１１（土） １３:３０～１５：３０  参加費なし 

 ５／５～ 申込受付 （来館 または 電話）         

 【 東部図書館 ☎ ０４７９－６２－７０７０ 】  ～ 貸出券がない方でもご参加いただけます ～ 

－日本の忘れものがここにある－ 

 万葉の時代から現代まで、房総半島は日本でも有数の豊かな文化に恵まれてきました。 

 幕末から明治初期の文明開化の時代に来日した外国人が、日本の礼儀正しさや文化について

驚嘆している文章を数多く残しました。江戸文化への憧憬、文化レベルの高さに対する驚きで

したが、近代化はそれらのものの多くを捨て去ることで成されました。 

 しかし、ここ千葉の地には、現代の日本社会が忘れ去ってしまったものが今でも存在し続け

ています。江戸の市井の人々の日常や規範に目を向けて、現代人が忘れてしまったものを再発

見してみませんか。 
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11 一目でわかる江戸時代  地図・グラフ・図解でみる  竹内 誠／監修 小学館 2004.5 2105/318 一般開架

12 江戸に学ぶ粋のこころ    小山 觀翁／著 グラフ社 2006.2 2105/379 一般開架

13 江戸人のこころ    山本 博文／著 角川学芸出版 2007.9 2105/432 一般開架

14 絵が語る知らなかった江戸のくらし    庶民の巻 本田 豊／著 遊子館 2008.6 2105/454 一般開架

15
江戸の庶民のかしこい暮らし術  人間らしく幸せに生きる知恵
が学べる博学ビジュアル版 淡野 史良／著 河出書房新社 2012.1 2105/548 一般開架

16 江戸文化再考  これからの近代を創るために 中野 三敏／著 笠間書院 2012.7 2105/557/2 一般開架

17 図解江戸の暮らし事典  決定版 河合 敦／監修 学研パブリッシング 2012.7 2105/559 一般開架

18 楕円の江戸文化 中西 進／著 白水社 2013.6 2105/572 一般開架

19 江戸町人の生活空間 戸沢 行夫／著 塙選書 2013.11 21361/118/ 一般開架

20 春夏秋冬　江戸っ子の知恵 竹内 誠／著 小学館 2013.10 21361/119/ 一般開架

21 事典　江戸の暮らしの考古学 古泉 弘／編 吉川弘文館 2013.12 21361/121/ 一般開架

22 栗本薫の里見八犬伝    [曲亭 馬琴／作] 講談社 2001.12 91356/42 一般開架

23 馬琴の大夢里見八犬伝の世界    信多 純一／著 岩波書店 2004.9 91356/56 一般開架

24 完本八犬伝の世界    高田 衛／著 筑摩書房 2005.11 91356/63 一般開架

25 馬琴、滝沢瑣吉とその言語生活    杉本 つとむ／著 至文堂 2005.12 91356/70 一般開架

26 滝沢馬琴  百年以後の知音を俟つ  高田 衛／著 ミネルヴァ書房 2006.1 91356/72 一般開架

27 南総里見八犬傳    上 滝沢 馬琴／作 言海書房 2007.11 91356/78 一般開架

28 南総里見八犬傳    下 滝沢 馬琴／作 言海書房 2007.11 91356/78 一般開架

29 復興する八犬伝    諏訪 春雄／編著 勉誠出版 2008.2 91356/79 一般開架

30 図解里見八犬伝    犬藤 九郎佐宏／著 新紀元社 2008.6 91356/82 一般開架

31 南総里見氏の「城と女」    戸田 七郎／著 新人物往来社 1995.9 C288/2 郷土開架

32 里見軍記    稲田 篤信／[訳]著 勉誠出版 1999.5 C288/8 郷土開架

33 外国人が見た近世日本  日本人再発見  竹内 誠／監修 角川学芸出版 2009.11 2105/498 一般開架

34 十七世紀のオランダ人が見た日本    クレインス フレデリック／著 臨川書店 2010.7 21052/98 一般開架

35 レンズが撮らえた幕末の日本 岩下 哲典／著 山川出版社 2011.4 21058/268 一般開架

36 ダイジェストでわかる外国人が見た幕末ニッポン 川合 章子／著 講談社 2011.1 21058/272 一般開架

37 レンズが撮らえた幕末明治日本紀行 小沢 健志／監修 山川出版社 2011.12 21058/276 一般開架

江戸のくらし・こころ

八犬伝

外から見た幕末の日本
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38 レンズが撮らえたF・ベアトの幕末 F.ベアト／[撮影] 山川出版社 2012.11 21058/286 一般開架

39 レンズが撮らえた150年前の日本 小沢 健志／監修 山川出版社 2013.8 21058/292 一般開架

40 レンズが撮らえた外国人カメラマンの見た幕末日本    1 三井 圭司／編集 山川出版社 2014.8 21058/305 一般開架

41 レンズが撮らえた外国人カメラマンの見た幕末日本    2 三井 圭司／編集 山川出版社 2014.11 21058/305 一般開架

42 日本および日本人
ラザフォード・オール
コック／[著] 露蘭堂 2015.4 21058/312 一般開架

43 外国人が見た古き良き日本  対訳  内藤 誠／編著
講談社インターナ
ショナル 2008.1 29109/246 一般開架

44 マクドナルド「日本回想記」  インディアンの見た幕末の日本 マクドナルド／[著] 刀水書房 2012.9 29109/291 一般開架

45
リヒトホーフェン日本滞在記  ドイツ人地理学者の観た幕末明
治

フェルディナンド・フォン・リヒト
ホーフェン／著 九州大学出版会 2013.12 29109/297 一般開架

46 宣教師ウェストンの観た日本
ウォルター・ウェストン
／著 露蘭堂 2014.4 29109/300 一般開架

47 日本奥地紀行    イサベラ・バード／著 平凡社 1978 29109/2 一般書庫

48 日本奥地紀行  Unbeaten tracks in Japan  イザベラ・バード／著 ICGミューズ出版 2000.3 29109/131 一般書庫

49 イザベラ・バード『日本奥地紀行』を歩く    金沢 正脩／著 JTBパブリッシング 2010.1 29109/268 一般開架

50 イザベラ・バード紀行  『日本奥地紀行』の謎を読む 伊藤 孝博／著 無明舎出版 2010.8 29109/273 一般開架

51 イザベラ・バードの旅  『日本奥地紀行』を読む 宮本 常一／[著] 講談社 2014.4 29109/301/2 一般開架

52
イザベラ・バードの東北紀行  『日本奥地紀行』を歩く  会津・
置賜篇 赤坂 憲雄／著 平凡社 2014.5 2912/27 一般開架

53 新・ちくま文学の森    10 鶴見 俊輔／[ほか]編 筑摩書房 1995.6 908/3 一般書庫

54 大冒険時代  世界が驚異に満ちていたころ  マーク・ジェンキンズ／編 早川書房 2007.7 29091/12/2 一般開架

55 シドモア日本紀行  明治の人力車ツアー  
エリザ・R.シドモア／
[著] 講談社 2002.3 29109/178 一般開架

56 ポトマックの桜物語  太平洋の虹とならん  外崎 克久／著 鳥影社 1998.1 9136/ﾄｶ 1 一般書庫

57 日本の面影  ラフカディオ・ハーンの世界  山田 太一／著 岩波書店 2002.1 9127/ﾔﾀ 1 一般開架

58 小泉八雲    小泉 節子／著 恒文社 1991 93026/ﾊﾗ 2 一般書庫

59 ラフカディオ・ハーンの耳    西 成彦／著 岩波書店 1998.4 93026/ﾊﾗ 3 一般書庫

60 神々の国    工藤 美代子／著 集英社 2003.4 93026/ﾊﾗ 17 一般書庫

61 ラフカディオ・ハーンの思想と文学    大東 俊一／著 彩流社 2004.9 93026/ﾊﾗ 21 一般書庫

62 ハーンの面影    高木 大幹／著 東京図書出版会 2004.1 93026/ﾊﾗ 25 一般書庫

63 ラフカディオ・ハーン  近代化と異文化理解の諸相  西川 盛雄／編 九州大学出版会 2005.7 93026/ﾊﾗ 26 一般書庫

64 小泉八雲と日本  ラフカディオ・ハーン  西野 影四郎／編・著 伊勢新聞社 2009.2 93026/ﾊﾗ 31 一般書庫

シドモア

ラフカディオ・ハーン

イザベラ・バード
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65 小泉八雲日本の心    ラフカディオ・ハーン／著 彩図社 2003.8 9336/ﾊﾗ 6 一般開架

66 怪談  新訳  ラフカディオ・ハーン／著 PHP研究所 2008.1 9336/ﾊﾗ 9 一般開架

67 <転生>する物語  小泉八雲「怪談」の世界 遠田 勝／著 新曜社 2011.6 9336/ﾊﾗ 10 一般開架

68 小泉八雲集 小泉 八雲／[著] 新潮社 2012.3 9336/ﾊﾗ 12 一般開架

66 続・千葉県の民話 安藤 操／著 千秋社 1981 C388/5/2 郷土開架

67 ふるさと千葉県の民話 安藤 操／著 千秋社 1980 C388/6 郷土開架

68 房総の昔話
川端 豊彦／編著
金森 美代子／編著 三弥井書店 1980.11 C388/18 郷土開架

69 銚子の民話    
銚子市教育委員会生
涯学習スポーツ課 2002.6 C388/17 郷土開架

70 海上郡市の昔話    
海上中学校郷土研
究クラブ 1989 C388/20 郷土開架

71 佐原のうわさばなし    五喜田 正巳／編 麦の会 1999.12 C388/21 郷土開架

72 房総の伝説民話紀行    さいとう はるき／著 崙書房出版 2008.11 C388/27 郷土開架

73 海上の民話拾遺集    嶋田 正／編集 嶋田正 2009.3 C388/28 郷土開架

74 そうさの伝説とむかし話    伊東 弘明／編 [伊東弘明] 1975.12 C388/31 郷土開架

75 語り継ごう千葉の民話集    第3巻
千葉県環境生活部
文化振興課(発行)

2010.3発行 AD650/4 別置ＡＶ

76 語り継ごう千葉の民話集    第4巻
千葉県環境生活部
文化振興課(発行)

2010.3発行 AD650/4 別置ＡＶ

77 語り継ごう千葉の民話集    第5巻
千葉県環境生活部
文化振興課(発行)

2010.3発行 AD650/4 別置ＡＶ

   

千葉の民話

『別置ＡＶ』とは･･･ 

  ビデオやＤＶＤ、ＣＤなどの

視聴覚資料のことです。 

 

 「視聴覚資料」は･･･ 

  館外への貸し出しはしていま

せん。カウンターで申込み、館内

のブースや機器で視聴していただ

く形になります。ご了承下さい。 
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