
　　　千葉県立東部図書館　資料紹介コーナー

No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

1 ちばの温泉  地湯ってきちゃう う沢 喜久雄／著 崙書房出版 1999.11 C29/19 郷土開架

2 千葉を斬る 小川 隆行／著 泰文堂 2015.4 C29/40 郷土開架

3 千葉が誇る日本一  Discover Chiba  Part1 京葉銀行広報グループ 2014 C29/41/1 郷土開架

4 千葉が誇る日本一  Discover Chiba  Part2 京葉銀行広報グループ 2015 C29/41/2 郷土開架

5 ちば眺望100景  ガイドブック
千葉県商工労働部
観光課／編集

千葉県 2007.1 C2902/4 郷土開架

6 海いこ山いこ  のこぎり山 沼田 有紀／著 千葉日報社 2012.4 C2902/7 郷土開架

7 千葉・房総　'18 昭文社 2017.12 C2909/55/18 郷土開架

8
いちばんな歩き方  日帰りで、一泊で、楽しみ
つくす千葉県トリップBOOK

河出書房新社 2003.3 C2909/56 郷土開架

9 21世紀に伝えたいちばの魅力　Part2 京葉銀行広報課 2003 C2909/65/2 郷土開架

10
まるまる1冊千葉を愉しむ!  大人の週末・休日
の過ごし方

PHP研究所／編 PHP研究所 2007.12 C2909/67 郷土開架

11 房総  視点を変えた大人の旅 生活情報センター 2006.6 C2909/61 郷土開架

12 千葉房総ベストガイド    2011年版 成美堂出版 2010.2 C2909/80 郷土開架

13
千葉の本  ずっと通い続けたい、普段使いの
千葉名所150

京阪神エルマガジン社 2010.7 C2909/82 郷土開架

14 千葉の本　2 京阪神エルマガジン社 2011.1 C2909/82/2 郷土開架

こどもの読書週間　４月２３日～５月１２日

今回「千葉にまつわるエトセトラ」と題し、千葉県に関わるモノ・ヒト・トチなど

所蔵は全て東部図書館

千葉にまつわるエトセトラ

展示期間：平成３０年４月２１日～６月１４日

◆ 千葉を楽しむ

6月15日は「千葉県民の日」です。

身近だけどまだまだ知らない千葉の魅力にぜひ触れてみてください。

1873年（明治6年）6月15日に当時の木更津県と印旛県が合併し千葉県が誕生したことに由来します。

「県民の日」は「県民が、郷土を知り、ふるさとを愛する心をはぐくみ、共に次代に誇り得るより豊かな千葉県を

築くことを期する日」として、県の人口が500万人を突破したことを記念して、昭和59年に制定されました。

千葉県立図書館では千葉県にまつわる郷土資料を広く収集してます。

親子や中･高生でも楽しめる図書資料を特集コーナーに集めました。

チーバくん
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15 房総・千葉 JTBパブリッシング 2014.8 C2909/85/14 郷土開架

16 千葉ぴあ　2011 ぴあ 2011.3 C2909/86/11 郷土開架

17 鉄道で行く千葉　Part1 京葉銀行広報グループ 2011 C2909/91/1 郷土開架

18 鉄道で行く千葉　Part2 京葉銀行広報グループ 2012 C2909/91/2 郷土開架

19 輪行するなら千葉にしよう! 小林 建一／文・イラスト 彩流社 2013.1 C2909/96 郷土開架

20 きらり千葉  県内全域310物件掲載 交通新聞社 2014.1 C2909/98 郷土開架

21 ガイドブックちば
千葉県総合企画部
報道広報課広報班

2015.3 C318/22 郷土開架

22 房総のまつり
千葉県文化財保護
協会

1983 C386/24 郷土開架

23 房総の神輿  上総・下総・安房篇 内田 栄一／著 崙書房出版 2016.4 C386/39 郷土開架

24
佐原の大祭  「ユネスコ無形文化遺産登録」
「日本遺産指定」記念

佐原アカデミア／編 言叢社 2017.2 C386/42 郷土開架

25 千葉いきもの図鑑 前田 信二／著 メイツ出版 2013.6 C46/2 郷土開架

26
東京湾をつないだ男たち  巨大事業を支えた
技術者の記録

日経コンストラクション／編 日経BP社 1997.12 C5141/4 郷土開架

27 千葉の建築探訪 中村 哲夫／著 崙書房出版 2004.3 C521/21 郷土開架

28 房総酒蔵めぐり  ほろ酔い問答 う沢 喜久雄／著 崙書房出版 2005.8 C588/5 郷土開架

29
千葉の地酒とうまい肴  肥沃な大地と豊饒の
海をまるごと味わう!

安藤 三佐夫／編著 彩流社 2013.4 C588/7 郷土開架

30
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

31 毎日食べたい千葉ごはん 石橋 ちず江／著 TOブックス 2015.5 C596/34 郷土開架

32
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 C6011/3/2 郷土開架

33 房総大地のめぐみ　Part1 京葉銀行広報グループ 2008 C626/7/1 郷土開架

34 房総大地のめぐみ　Part2 京葉銀行広報グループ 2009 C626/7/2 郷土開架

35 ちば魚ーきんぐ　Part1 京葉銀行広報課 2005 C664/12/1 郷土開架

36 ちば魚ーきんぐ　Part2 京葉銀行広報グループ 2006 C664/12/2 郷土開架

37
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

38
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

39
写実絵画の魅力  世界初写実絵画専門美術
館「ホキ美術館」に見る

安田 茂美／著 世界文化社 2013.11 C723/17 郷土開架

40 小湊鐵道キハ200撮影ガイド 一城 楓汰／著 彩風社 2010.8 C743/1 郷土開架

41 房総と海と写真  写真家川村剛弘写真集 川村 剛弘／写真・文 新紀元社 2012.2 C748/31 郷土開架

42
サーファーズガイド千葉  波乗りから食事処ま
でまるごと千葉!

?出版社 2008.4 C785/1 郷土開架

43
子どもがよろこぶ千葉あそび釣りガイド　'02ー
'03

手塚 一弘／著 メイツ出版 2002.4 C787/7/03 郷土開架

44 房総半島全堤防釣り場ガイド  最新版 海悠出版 2008.7 C787/15 郷土開架

45
堤防釣り場ガイド  三浦 房総半島 九十九里
銚子

コスミック出版 2010.9 C787/16 郷土開架
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No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

46 房総の古寺巡礼三十三ヵ所&蔵元探訪 浜名 徳順／著 千葉日報社出版局 1999.1 C1869/2 郷土開架

47 あなたの知らない千葉県の歴史 山本 博文／監修 洋泉社 2012.7 C20/24 郷土開架

48 もっと知りたい千葉県の歴史 小和田 哲男／監修 洋泉社 2014.12 C20/25 郷土開架

49 千葉県の歴史一〇〇話 川名 登／編著 国書刊行会 2006.1 C201/13 郷土開架

50 図説房総の城郭 千葉城郭研究会／編 国書刊行会 2002.8 C205/9 郷土開架

51
千葉県の戦争遺跡をあるく  戦跡ガイド&マッ
プ

千葉県歴史教育者
協議会／編

国書刊行会 2004.8 C207/5 郷土開架

52 カメラが撮らえた千葉県の昭和 『歴史読本』編集部／編 中経出版 2013.5 C207/9 郷土開架

53 戦争遺跡  南房総に戦争の傷跡をみる。
南房総文化財・戦跡
保存活用フォーラム 2004 C211/A00-3 郷土開架

54 房総<千葉>学検定公式テキストブック 川村 皓章／監修 国書刊行会 2006.4 C29/26 郷土開架

55 房総<千葉>学検定学習帳 ふるさと文化研究会／編 国書刊行会 2008.1 C29/31 郷土開架

56 千葉県謎解き散歩　1 森田 保／編著 新人物往来社 2011.1 C29/34 郷土開架

57 千葉県謎解き散歩　2 森田 保／編著 KADOKAWA 2014.2 C29/34/2 郷土開架

58 思わず人に話したくなる千葉学 県民学研究会／編 洋泉社 2013.5 C29/36 郷土開架

59

クイズで挑戦,地名の宝庫千葉県の難読地
名・珍しい地名  匝瑳市は何と読みますか/関
東地方(山梨・長野・静岡県を含む)の難読地
名

西東 秋男／編 筑波書房 2013.6 C29/37 郷土開架

60
千葉「地理・地名・地図」の謎  意外と知らない
千葉県の歴史を読み解く!

高林 直樹／監修 実業之日本社 2014.7 C29/39 郷土開架

61 千葉県の歴史散歩
千葉県高等学校教育
研究会歴史部会／編 山川出版社 2006.5 C2902/2/06 郷土開架

62
これでいいのか千葉県  房総に生息する千葉
原住民の正体とは?

鈴木 ユータ／編 マイクロマガジン社 2014.2 C302/1 郷土開架

63 ふさの国の文化財総覧　第1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

2004.3 C709/14/１ 郷土開架

64 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 C709/14/2 郷土開架

65 ふさの国の文化財総覧  第3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 C709/14/3 郷土開架

No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

66 千葉県妖怪奇異史談 荒川 法勝／編 暁印書館 1997.4 C388/2 郷土開架

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

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

69 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

70 千葉ふるさとむかし話 千葉興業銀行 1992 C388/30 郷土開架

71 千葉の怖い話  亡霊たちの集い 牛抱 せん夏／著 TOブックス 2015.5 C388/37 郷土開架

◆ 千葉の歴史・地理

◆ 千葉の民話・伝説
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No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

72
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

73 四千万歩の男忠敬の生き方 井上 ひさし／著 講談社 2000.12 C289/ｲﾀ7 郷土開架

74 忠敬と伊能図 伊能忠敬研究会／編 アワ・プランニング 1998.9 C448/3 郷土開架

75 図説伊能忠敬の地図をよむ 渡辺 一郎／著 河出書房新社 2010.12 C4489/3 郷土開架

76 漁師の知恵袋魚の捌き方食い方 岩本 隼／著 講談社 2000.6 C5963/1 郷土開架

77 ゴンズイ三昧  房州香漁師町暮し 岩本 隼／著 新潮社 1996.8 C946/ｲｼ1 郷土開架

78 絶品、マトウダイ  房州香漁師物語 岩本 隼／著 出窓社 1998.4 C946/ｲｼ2 郷土開架

79 マンボウの刺身  房州西岬浜物語 岩本 隼／著 文芸春秋 2002.3 C946/ｲｼ3 郷土開架

80 イラストのこと、キャラクターデザインのこと。 坂崎 千春／著 ビー・エヌ・エヌ新社 2011.1 6743/52 一般開架

81 金魚の恋 坂崎 千春／著 新潮社 1999.4 7266/12 一般書庫

82 少女ロマンス  高橋真琴の世界 高橋 真琴／著 Parco 1999.11 7265/60 一般書庫

83 MACOTOPIA  高橋真琴喜寿記念画集 高橋 真琴／著 復刊ドットコム 2011.8 7265/127 一般開架

84 波の伊八 長谷川 治一／編著 ロング出版 1993 C713/1 郷土開架

85 波の伊八  北斎に影響を与えた房州の彫工 七海 敦子／著 千葉日報社出版局 2004.7 C936/ﾅｱ1 郷土開架

86 小説波の伊八 林 太郎／著 東銀座出版社 2009.11 C936/ﾊﾀ2 郷土開架

87 ありがとうは僕の耳にこだまする 東田 直樹／著 KADOKAWA 2014.11 91156/ﾋﾅ1 一般開架

88 自閉症のうた 東田 直樹／著 KADOKAWA 2017.5 9136/ﾋﾅ11 一般開架

89
跳びはねる思考  会話のできない自閉症の僕
が考えていること

東田 直樹／著 イースト・プレス 2014.9 9146/ﾋﾅ2 一般開架

90
あるがままに自閉症です  東田直樹の見つめ
る世界

東田 直樹／著 エスコアール出版部 2013.12 916/ﾋﾅ1 一般開架

91 風になる  自閉症の僕が生きていく風景 東田 直樹／著 ビッグイシュー日本 2015.9 C96/ﾋﾅ1 郷土開架

◆ 房総ゆかりの人々 （人物五十音順）

伊能 忠敬･･･山武郡九十九里町出身　江戸時代の商人・測量家

東田 直樹･･･君津市在住　作家・詩人・絵本作家

岩本 隼･･･館山市に一家で移住　漁業にも従事するフリーライター

坂崎 千春･･･市川市出身　絵本作家・イラストレーター　「チーバくん」をデザイン

高橋 真琴･･･日本の画家・漫画家・イラストレーター　佐倉市に「真琴画廊」開設

波の伊八（武志伊八郎信由）･･･鴨川市出身　江戸時代の宮彫師
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92
未来への地図  新しい一歩を踏み出すあなた
に

星野 道夫／著 朝日出版社 2005.4 29539/12 一般開架

93 カリブー  極北の旅人 星野 道夫／著 新潮社 2009.8 48986/2 一般開架

94 星野道夫物語  アラスカの呼び声 国松 俊英／著 ポプラ社 2003.5 74021/26 一般書庫

95
終わりのない旅星野道夫インタヴュー  原野
に生命の川が流れる

星野 道夫／著 スイッチ・パブリッシング 2006.8 74021/35 一般書庫

96 星野道夫 風の行方を追って 湯川 豊／著 新潮社 2016.7 74021/65 一般開架

97 Alaska風のような物語 星野 道夫／著 小学館 1991.7 748/146 一般書庫

98 埋火  謙映院幾千子と堀田正睦 秋本 喜久子／著 新人物往来社 2007.1 9136/ｱｷ1 一般書庫

99 開国  愚直の宰相・堀田正睦 佐藤 雅美／著 講談社 1995.7 9136/ｻﾏ2 一般書庫

100 土屋金司木版画 土屋 金司／著 MESSA 2004.8 C733/1 郷土開架

101
見返り美人の絵師  錦絵につかれた菱川師
宣一代記

府馬 清／著 講談社 1979.1 9136/F87 書庫ＣＬ

森田三郎･･･ゴミで汚れた谷津干潟を救うため15年間ゴミを拾い続けた方

102 松下竜一その仕事　30　どろんこサブウ 松下 竜一／著 河出書房新社 2002.2 91868/ﾏﾘ1/30 一般書庫

103 県民なら知っておきたい千葉が誇る歴史人 高梨 樹／著 TOブックス 2015.4 C281/30 郷土開架

星野 道夫･･･市川市出身　写真家・探検家・詩人

堀田 正睦･･･江戸時代末期の大名・老中首座　下総佐倉藩の第5代藩主

その他

土屋金司･･･旭市出身　版画家　東部図書館３階に版画が掲示されてます

菱川師宣･･･鋸南町出身　江戸初期に活動した浮世絵師の一人

平成30年度 千葉県立東部図書館 文学講座

「漱石と龍之介 房総の旅」

●講師 中谷 順子 氏 （詩人・評論家）

●日時 ６月９日（土） １３:３０～１５:３０（開場 １３:００）
●会場 千葉県立東部図書館 ３階研修室

●定員 ６０名 聴講無料

●申込受付 ４月２８日（土）より 来館・電話・ＦＡＸ・メールのいずれか
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No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

104 書でめぐる房総文学の旅 幕田 魁心／書 木耳社 2010.7 C728/7 郷土開架

105 房総文学散歩  描かれた作品と風土 毎日新聞千葉支局／編著 崙書房出版 2011.12 C902/12 郷土開架

106 房総文学散歩    上巻 鳥海 宗一郎／著 千秋社 1978 C9026/2/1 郷土開架

107 房総文学散歩    中巻 鳥海 宗一郎／著 千秋社 1978 C9026/2/2 郷土開架

108 房総文学散歩    下巻 鳥海 宗一郎／著 千秋社 1978 C9026/2/3 郷土開架

109 ふさの国 文学めぐり
千葉県高等学校教育
研究会国語部会／編 富士出版印刷 2010.2 C9026/10 郷土開架

110 房総の文学めぐり
千葉県高等学校教育
研究会国語部会／編 富士出版印刷 1967.7 C9026/12 郷土開架

111 仮名垣魯文の成田道中記 仮名垣 魯文／著 千秋社 1984 C935/ｶﾛ1 郷土開架

112 房総の近代文学    1 葉山 修平／[ほか]編集 なのはな出版 1995.4 C936/2/1 郷土開架

113 ふるさと文学館    第13巻　千葉 ぎょうせい 1994.11 C986/1 郷土開架

No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

114 里見八犬伝 川村 二郎／著 岩波書店 1997.12 C935/2 郷土開架

115 一茶下総旅日記 伊藤 晃／著 崙書房 1982.11 C936/ｲｱ1 郷土開架

116 伊藤左千夫集 伊藤 左千夫／著 あさひふれんど千葉 1990.8 C936/ｲｻ1 郷土開架

117 国木田独歩集 国木田 独歩／著 あさひふれんど千葉 1990.8 C936/ｸﾄ1 郷土開架

118 智恵子抄アルバム 高村 規／写真 芳賀書店 1995.3 91152/ﾀｺ2 一般書庫

119 高村光太郎詩集 高村 光太郎／作 岩波書店 1997.2 91156/ﾀｺ 1 一般書庫

120 名作歌舞伎全集　第16巻 東京創元社 1980 9125/3/16 一般書庫

121 真実一路　上 山本 有三／著 金の星社 1986.1 913/Y31/1 書庫ＣＬ

122 真実一路　下 山本 有三／著 金の星社 1986.1 913/Y31/2 書庫ＣＬ

123 怪奇幻想雨月物語 上田 秋成／作 勉誠出版 2005.11 91356/62 一般開架

124 南総里見八犬傳　上 滝沢 馬琴／作 言海書房 2007.11 91356/78/1 一般開架

125 南総里見八犬傳　下 滝沢 馬琴／作 言海書房 2007.11 91356/78/2 一般開架

126 新潮日本文学　3　夏目漱石 新潮社 1980 9186/14/3 一般書庫

127 新潮日本文学　8　志賀直哉 新潮社 1980 9186/14/8 一般書庫

128 定本国木田独歩全集　第2巻 国木田 独歩／著 学研 1995.7 91868/ｸﾄ1/2 一般書庫

129 志賀直哉全集　第1巻 志賀 直哉／著 岩波書店 1973 91868/ｼﾅ1/1 一般書庫

130 志賀直哉全集　第2巻 志賀 直哉／著 岩波書店 1973 91868/ｼﾅ1/2 一般書庫

131 太宰治全集　3　小説2 太宰 治／著 筑摩書房 1998.6 91868/ﾀｵ1/3 一般書庫

132 太宰治全集　9　小説８ 太宰 治／著 筑摩書房 1998.12 91868/ﾀｵ1/9 一般書庫

◆ 千葉を舞台とした近代文学 　（著者五十音順）　

◆ 房総文学散歩
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133 定本花袋全集　第1巻 田山 録弥／著 臨川書店 1993.4 91868/ﾀｶ3/1 一般書庫

134 定本花袋全集　第16巻 田山 録弥／著 臨川書店 1994.7 91868/ﾀｶ3/16 一般書庫

135 三島由紀夫全集  決定版  2 三島 由紀夫／著 新潮社 2001.1 91868/ﾐﾕ3/2 一般書庫

136 三島由紀夫全集  決定版  16 三島 由紀夫／著 新潮社 2002.3 91868/ﾐﾕ3/16 一般書庫

137 山本有三全集  定本版  第5巻 山本 有三／著 新潮社 1976 91868/ﾔﾕ1/5 一般書庫

No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

138 千葉県立海中高校 青柳 碧人／著 講談社 2010.5 9136/ｱｱ38 一般書庫

139 鉄道員(ぽっぽや) 浅田 次郎／著 集英社 1997.4 9136/ｱｼ5 一般書庫

140 天国までの百マイル 浅田 次郎／著 朝日新聞社 1998.12 9136/ｱｼ20 一般書庫

141 荒れた海辺 安西 水丸／著 新潮社 1993.12 9136/A49 書庫ＣＬ

142 井上ひさし短編中編小説集成    第6巻 井上 ひさし／著 岩波書店 2015.3 9136/ｲﾋ62/6 一般開架

143 新・ちくま文学の森    10    どこか遠くへ 鶴見 俊輔／他編 筑摩書房 1995.6 908/3/10 一般書庫

144 新輯内田百間全集    第15巻 内田 百間／著 福武書店 1987.3 91868/ｳﾋ2/15 一般書庫

145 中央構造帯 内田 康夫／著 講談社 2002.1 9136/ｳﾔ20 一般書庫

146 神様のボート 江国 香織／著 新潮社 1999.7 9136/ｴｶ3 一般書庫

147 かずら野 乙川 優三郎／著 幻冬舎 2001.8 9136/ｵﾕ11 一般書庫

148 むこうだんばら亭 乙川 優三郎／著 新潮社 2005.3 9136/ｵﾕ16 一般書庫

149 さざなみ情話 乙川 優三郎／著 朝日新聞社 2006.6 9136/ｵﾕ17 一般書庫

150 十五号車の男 黒羽 英二／著 河出書房新社 2009.7 9136/ｸｴ3 一般開架

151 木更津キャッツアイ 宮藤 官九郎／著 角川書店 2002.4 C927/ｸｶ1 郷土開架

152 国枝史郎歴史小説傑作選 国枝 史郎／著 作品社 2006.3 9136/ｸｼ24 一般書庫

153 海 近藤 啓太郎／著 河出書房新社 1967 9136/ｺｹ6 一般書庫

154 海の虹 近藤 啓太郎／著 学研 1964 9136/KO73 書庫ＣＬ

155 あぽやん 新野 剛志／著 文藝春秋 2008.4 9136/ｼﾀ22 一般開架

156 恋する空港 新野 剛志／著 文藝春秋 2010.6 9136/ｼﾀ26 一般開架

157 死の棘日記 島尾 敏雄／著 新潮社 2005.3 9156/ｼﾄ1 一般開架

158 庄司肇作品集　第2巻　房総小説集Ⅰ 庄司 肇／著 作品社 2002.12 9136/ｼﾊ9/2 一般書庫

159 庄司肇作品集　第3巻　房総小説集Ⅱ 庄司 肇／著 作品社 2003.2 9136/ｼﾊ9/3 一般書庫

160 庄司肇作品集　第5巻　掌編小説・随筆集 庄司 肇／著 作品社 2003.8 9136/ｼﾊ9/5 一般書庫

161 アメンボ号の冒険 椎名 誠／著 講談社 1999.8 9136/ｼﾏ23 一般書庫

162 定本岳物語 椎名 誠／著 集英社 1998.8 9136/ｼﾏ16 一般書庫

163 澪つくし　上巻 ジェームス三木／著 実業之日本社 1985.6 9136/J35/1 書庫ＣＬ

◆ 千葉を舞台とした現代文学 　（著者五十音順）　
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164 澪つくし　下巻 ジェームス三木／著 実業之日本社 1985.8 9136/J35/2 書庫ＣＬ

165 奇跡の人 真保 裕一／著 角川書店 1997.5 9136/ｼﾕ2 一般書庫

166 S倉迷妄通信 笙野 頼子／著 集英社 2002.9 9136/ｼﾖ48 一般書庫

167 一、二、三、死、今日を生きよう! 成田参拝 笙野 頼子／著 集英社 2006.1 9136/ｼﾖ70 一般書庫

168 胡蝶の夢 司馬 遼太郎／著 新潮社 1997.12 9136/ｼﾘ18 一般開架

169 13階段 高野 和明／著 講談社 2001.8 9136/ﾀｶ21 一般書庫

170 空しか、見えない 谷村 志穂／著 スターツ出版 2013.4 C936/ﾀｼ1 郷土開架

171 大河の九姉妹 舘 のり子／著 みやび出版 2008.4 9136/ﾀﾉ23 一般開架

172 自転車少年記 竹内 真／著 新潮社 2004.5 9136/ﾀﾏ16 一般書庫

173 原子炉の蟹 長井 彬／著 講談社 1981.9 9136/N14 書庫ＣＬ

174 凍える牙 乃南 アサ／著 新潮社 1996.4 9136/ﾉｱ1 一般書庫

175 成田空港殺人事件 福本 和也／著 光文社 1979.3 K9/A1820 協力保存

176 松本清張小説セレクション　12　Ｄの複合 松本 清張／著 中央公論社 1995.11 9136/ﾏｾ2/12 一般書庫

177
松本清張全集　43　告訴せず・十万分の一の
偶然

松本 清張／著 文藝春秋 1983.6 91368/ﾏｾ1/43 一般書庫

178 きのね　上 宮尾 登美子／著 朝日新聞社 1990.5 9136/MI81/1 書庫ＣＬ

179 きのね　下 宮尾 登美子／著 朝日新聞社 1990.5 9136/MI81/2 書庫ＣＬ

180 小暮写眞館 宮部 みゆき／著 講談社 2010.5 9136/ﾐﾐ37 一般開架

181 上総風土記 村上 元三／著 六興出版 1983.1 9136/MU43 書庫ＣＬ

182 草笛の音次郎 山本 一力／著 文芸春秋 2003.1 9136/ﾔｲ14 一般書庫

183 成田空港物語 山田 邦子／著 太田出版 1999.7 9136/ﾔｸ2 一般書庫

184
山本周五郎長篇小説全集　第26巻　青べか
物語

山本 周五郎／著 新潮社 2015.2 9136/ﾔｼ30/26 一般開架

185 椿の海  書き下ろし長編時代小説 矢的 竜／著 双葉社 2016.5 C936/ﾔﾘ1 郷土開架

186 下弦の月 吉村 昭／著 毎日新聞社 1973.2 9136/Y91 書庫ＣＬ

187 仮釈放 吉村 昭／著 新潮社 1988.4 9136/Y91 書庫ＣＬ

188 息づかい  好色時代小説集 阿井 渉介／他著 講談社 2007.2 91368/143 一般開架

                                              

                                              

                                              

◆千葉県立図書館のホームページでは、千葉県関係のデータベースや地形図などの所蔵資料が検索できます。

また、「菜の花ライブラリー」では千葉県立中央図書館で所蔵する貴重書の中から錦絵や絵地図、古文書など、

江戸時代から明治時代前期にかけて発行された主に千葉県に関する資料を公開しています。
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