
　　＜桜ひらひら＞

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

1
日本桜めぐり  38の天然記念物と116名所ガ
イド

小林 義雄／監修 JTB 1999.3 29109/86 一般開架

2 桜ブック  本当に桜のすべてが分かる 草土出版 2000.3 47975/1 一般開架

3 日本の桜 勝木 俊雄／著 学研 2001.3 47975/3 一般開架

4 全国桜の名木100選  巡ってみたい 大貫 茂／著 家の光協会 2002.2 47975/7 一般開架

5 「桜と日本人」ノート  カラー版 安藤 潔／著 文芸社 2004.3 47975/9 一般開架

6
桜は一年じゅう日本のどこかで咲いている
桜とともに四季を歩く旅

印南 和磨／写真と文 河出書房新社 2004.4 47975/10 一般開架

7 サクラハンドブック 大原 隆明／著 文一総合出版 2009.3 47975/11 一般開架

8 桜の話題事典 大貫 茂／編著 東京堂出版 2010.3 47975/12 一般開架

9 桜さくらサクラ100の素顔
東京農業大学短期大学
部生活科学研究所／編

東京農業大学出版会 2000.11 62773/3 一般開架

10 桜守三代  佐野藤右衛門口伝 鈴木 嘉一／著 平凡社 2012.3 62773/4 一般開架

11 日本の図像  櫻 ピエ・ブックス 2009.1 72108/18 一般開架

12 加山又造全集    第1巻 加山 又造／著 学研 1990.4 7219/9/1 書庫大型

13 新現代日本画家素描集 4　 中島千波 桜花抄 河北 倫明／監修 日本放送出版協会 1992.9 7219/44/4 一般書庫

14 奥村土牛作品集  山種美術館所蔵 奥村 土牛／画 山種美術館 2010 7219/221 一般開架

15 藤井勉画集  魅惑の大地 藤井 勉／著 金の星社 2005.11 7231/279 一般開架

16 中島千波全版画集  1967-1998 中島 千波／画・編 日本経済新聞社 1998.5 73087/6 一般書庫

17 中島千波版画図鑑  1981-2005 中島 千波／著 求龍堂 2005.3 73087/16 一般開架

18 加山又造全版画集  1955-2003 加山 又造／著 阿部出版 2009.2 73087/18 一般開架

19 桜の木  丹地保堯写真集 丹地 保堯／著 小学館 1998.4 748/175 一般書庫

20 山桜  竹内敏信写真集 竹内 敏信／著 出版芸術社 1998.3 748/177 一般書庫

21 前田真三写真美術館    8 前田 真三／著 講談社 1999.12 748/260/8 一般書庫

22 桜 蜷川 実花／著 河出書房新社 2011.7 748/713 一般開架

23 日本の文様　　4  桜 今永 清二郎／責任編集 小学館 1986.1 757/11/4 一般開架

24 桜と日本文化  清明美から散華の花へ 小川 和佑／著 アーツアンドクラフツ 2007.3 9102/121 一般開架

25 桜文化と日本人  美しい桜への招待 小川 和佑／著 竹林館 2011.4 9102/153 一般開架
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　　＜春のおでかけ＞

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

26 千葉さわやか散歩42コース 山と渓谷社 2004.2 C2909/23/04 郷土開架

27 千葉・房総花巡り  日帰り厳選34コース 日本出版社 2000.1 C2909/40 郷土開架

28 千葉花の名所12カ月  花39種・名所134ヵ所 山と渓谷社 2000.3 C2909/42 郷土開架

29 房総・千葉・茨城    2004 JTB 2004.1 C2909/47/04 郷土開架

30 千葉房総・水郷散歩 昭文社 2002.1 C2909/50 郷土開架

31 花散歩千葉を歩く 実業之日本社 2003.2 C2909/53 郷土開架

32 房総半島    2011 マガジントップ 2011.2 C2909/52/11 郷土開架

33 千葉・房総    '16 昭文社 2015.12 C2909/55/16 郷土開架

34 千葉・房総    '17 昭文社 2016.12 C2909/55/17 郷土開架

35
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

36 TaBiMo千葉・房総    2010 昭文社 2010.3 C2909/74/10 郷土開架

37 るるぶドライブ房総茨城 JTBパブリッシング 2011.2 C2909/77/11 郷土開架

38 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

39 房総・千葉 JTBパブリッシング 2014.8 C2909/85/14 郷土開架

40 千葉・房総 昭文社 2011.4 C2909/87 郷土開架

41 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

42
訪ねてみたい四季の花庭・花畑  全国花名所
紀行

大貫 茂／撮影・文 婦人生活社 1999.5 29109/91 一般開架

43
新ウォーキングマップ関東  消費カロリー&歩
数表示つき

法研 2001.3 2913/47 一般開架

44 茨城の桜名所 茨城写真連盟／編 茨城新聞社 2001.2 29131/16 一般開架

45
カメラでスケッチさいたま花めぐり  四季の花
62種／花の名所138ヵ所

吉口 法幸／写真・文 幹書房 2000.2 29134/9 一般開架

46 埼玉花の名所12カ月  花44種・名所112ヵ所 山と渓谷社 2000.3 29134/10 一般開架

47 東京花の名所12カ月  花34種・名所130ヵ所 山と渓谷社 2000.3 29136/75 一般開架

48
大江戸散歩道  「粋」を感じ「通」を味わうエッ
セイガイド

角川 いつか／著 PHP研究所 2008.11 29136/147 一般開架

49
神奈川花の名所12カ月  花42種・名所120ヵ
所

山と渓谷社 2000.3 29137/27 一般開架

50
ぐるっと千葉    ２０１６年２月号／わかりやす
いルート別！！はじめての南房総おでかけガ
イド

ちばマガジン 2016.2 ※ 新雑書庫

51
ぐるっと千葉    ２０１６年４月号／かわいいス
イーツにひとめぼれ♡

ちばマガジン 2016.4 ※ 新聞雑誌

請求記号欄に「※マーク」のついた資料は雑誌のため館内でご覧下さい。
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　　＜春をうたおう＞

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

52 名歌古筆集成    1 飯島 太千雄／編著 書芸文化新社 1999.1 7288/15/1 一般開架

53 名歌古筆集成    2 飯島 太千雄／編著 書芸文化新社 1999.6 7288/15/2 一般開架

54 私の心の歌    春 学研 2004.3 7677/22/3 一般開架

55 和歌で感じる日本の春夏 松本 章男／著 新潮社 2014.5 91110/263 一般開架

56
桜前線開架宣言  Born after 1970現代短歌
日本代表

山田 航／編著 左右社 2015.12 91116/233 一般開架

57 さくら  尾崎左永子歌集 尾崎 左永子／著 角川書店 2007.3 91116/ｵｻ6 一般開架

58 名句で味わう四季の言葉 中村 裕／著 小学館 2003.6 91130/272 一般開架

59 角川俳句大歳時記    春 角川学芸出版／編集 角川学芸出版 2006.12 91130/360/1 一般開架

60 虚子選ホトトギス雑詠選集100句鑑賞    春 岸本 尚毅／編 ふらんす堂 2012.4 91136/513/3 一般開架

61 空のうた おーなり 由子／著 角川書店 2000.6 91156/ｵﾕ1 一般書庫

62 蛙のうた  草野心平詩集 草野 心平／著・画と書 岩崎書店 1997.8 91156/ｸｼ1 一般書庫

63 蛙  定本 草野 心平／著 日本図書センター 2000.3 91156/ｸｼ2 一般書庫

64 春  みすゞ詩画集 金子 みすゞ／詩 春陽堂書店 2000.12 91158/35 一般書庫

　　＜春を感じよう＞

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

65 ひらがな暦  三六六日の絵ことば歳時記 おーなり 由子／絵と文 新潮社 2006.11 3861/56 一般開架

66 星座大全    春の星座 藤井 旭／著 作品社 2003.5 4438/19/2 一般開架

67 野の花めぐり    春編 大工園 認／写真と文 南方新社 2003.2 470/23/1 一般開架

68 野草の名前    春 高橋 勝雄／写真・解説 山と溪谷社 2002.4 47038/34/1 一般開架

69 植物の歳時記    春・夏 斎藤 新一郎／著 八坂書房 2003.3 4704/34/1 一般開架

70 聞き書ふるさとの家庭料理    11　春のおかず 農山漁村文化協会／編 農山漁村文化協会 2003.3 59621/61/11 一般開架

71
チューリップブック  本当にチューリップのすべ
てが分かる

草土出版 2000.2 6276/9 一般開架

72 四季の花    上巻 酒井 抱一／原作 青幻舎 2006.7 7215/11/1 一般開架

73 春のおしゃれ 池田 重子／著 実業之日本社 2008.11 753/24 一般開架

74 ピンクの秘密 野村 順一／著 文藝春秋 2008.3 7573/54 一般開架

75 茶花野草の四季図鑑    上巻 世界文化社 1998.1 7916/17/1 一般開架

76 四季池坊いけばな花材事典    春 池坊 専永／監修 講談社 2004.12 7933/7/3 一般開架
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　　＜春を感じる物語＞

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

77 沙高楼綺譚 浅田 次郎／著 徳間書店 2002.5 9136/ｱｼ37 一般書庫

78 花あらし 阿刀田 高／著 新潮社 2001.2 9136/ｱﾀ21 一般書庫

79 ひとり日和 青山 七恵／著 河出書房新社 2007.2 9136/ｱﾅ19 一般書庫

80 葉桜の季節に君を想うということ 歌野 晶午／著 文芸春秋 2003.3 9136/ｳｼ10 一般書庫

81 淡墨桜 宇野 仟江子／著 鳥影社 2001.3 9136/ｳﾁ3 一般書庫

82 遅咲きの梅 内海 隆一郎／著 筑摩書房 1998.12 9136/ｳﾘ8 一般書庫

83 桜の森の満開の下・白痴  他十二篇 坂口 安吾／作 岩波書店 2008.1 9136/ｻｱ27 一般開架

84 小学五年生 重松 清／著 文藝春秋 2007.3 9136/ｼｷ29 一般開架

85 春の庭 柴崎 友香／著 文藝春秋 2014.7 9136/ｼﾄ29 一般開架

86 花情 瀬戸内 寂聴／著 海竜社 2002.6 9136/ｾｼ9 一般開架

87 春疾風  三悪人 続 田牧 大和／著 講談社 2011.7 9136/ﾀﾔ10 一般開架

88 あの日の桜吹雪よりも 高野 裕美子／著 毎日新聞社 2007.4 9136/ﾀﾕ16 一般開架

89 花はさくら木 辻原 登／著 朝日新聞社 2006.4 9136/ﾂﾉ11 一般書庫

90 花筏  谷崎潤一郎・松子たゆたう記 鳥越 碧／著 講談社 2008.11 9136/ﾄﾐ7 一般開架

91 花桃実桃 中島 京子／著 中央公論新社 2011.2 9136/ﾅｷ10 一般開架

92 神様のカルテ 夏川 草介／著 小学館 2009.9 9136/ﾅｿ36 一般開架

93 神様のカルテ    2 夏川 草介／著 小学館 2010.1 9136/ﾅｿ36/2 一般開架

94 神様のカルテ    3 夏川 草介／著 小学館 2012.8 9136/ﾅｿ36/3 一般開架

95 月花の旅人 中上 紀／著 毎日新聞社 2007.7 9136/ﾅﾉ12 一般開架

96 春の魔法のおすそわけ 西澤 保彦／著 中央公論新社 2006.1 9136/ﾆﾔ10 一般開架

97 桜  平家夜話 早瀬 詠一郎／著 PHP研究所 2004.1 9136/ﾊｴ4 一般書庫

98 桜雨 坂東 真砂子／著 集英社 1995.1 9136/ﾊﾏ6 一般書庫

99 恋しぐれ 葉室 麟／著 文藝春秋 2011.2 9136/ﾊﾘ37 一般開架

100 春の砦 藤森 益弘／著 文芸春秋 2003.6 9136/ﾌﾏ5 一般開架

101 星と輝き花と咲き 松井 今朝子／著 講談社 2010.7 9136/ﾏｹ58 一般開架

102 花降り 道浦 母都子／著 講談社 2007.5 9136/ﾐﾓ2 一般開架

103 津軽百年食堂 森沢 明夫／著 小学館 2009.3 9136/ﾓｱ8 一般開架

104 天女湯おれん 春色恋ぐるい 諸田 玲子／著 講談社 2011.2 9136/ﾓﾚ38 一般開架

105 来春まで 諸田 玲子／著 新潮社 2013.5 9136/ﾓﾚ42 一般開架

106 山形暁子短篇小説選    1 花冷え 山形 暁子／著 日本民主主義文学会 2005.12 9136/ﾔｱ11/1 一般開架

107 梅咲きぬ 山本 一力／著 潮出版社 2004.12 9136/ﾔｲ17 一般書庫
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No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

108 赤絵の桜 山本 一力／著 文藝春秋 2005.6 9136/ﾔｲ21 一般書庫

109 抱き桜 山本 音也／著 小学館 2005.4 9136/ﾔｵ6 一般書庫

110 めぐりくる春 梁 石日／著 金曜日 2010.8 9136/ﾔｿ25 一般開架

111 桜の国 山本 福敏／著 新風舎 2003.1 9136/ﾔﾌ18 一般書庫

112 桜木物語  大江戸写楽失踪事件 山下 実／著 三一書房 2000.4 9136/ﾔﾐ5 一般書庫

113 梶井基次郎全集    第1巻 梶井 基次郎／著 筑摩書房 1999.11 91868/ｶﾓ1/1 一般書庫

114 渡辺淳一全集    第19巻 渡辺 淳一／著 角川書店 1996.4 91868/ﾜｼ1/19 一般書庫

115 春にして君を離れ アガサ・クリスティー／著 早川書房 1981 9337/KU67 書庫ＣＬ

116 ソロー日記    春 ヘンリー・ソロー／著 彩流社 2013.12 9356/ｿﾍ2/1 一般開架

＜復興の春＞

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

117
東日本大震災の記録  農地・農業用施設等の
復旧・復興の記録

千葉県農村振興技術連盟 編 千葉県農村振興技術連盟 2015.3 C3693/41 郷土開架

118
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

119
春を恨んだりはしない  震災をめぐって考えた
こと

池澤 夏樹／著 中央公論新社 2011.9 36931/148 一般開架

120 3.11を心に刻んで 岩波書店編集部／編 岩波書店 2012.3 36931/193 一般開架

121
前へ!  東日本大震災と戦った無名戦士たちの
記録

麻生 幾／著 新潮社 2014.3 36931/240 一般開架

122 大震災20年と復興災害 塩崎 賢明／編 クリエイツかもがわ 2015.1 36931/252 一般開架

123
期限切れのおにぎり  大規模災害時の日本
の危機管理の真実

鈴木 哲夫／著 近代消防社 2016.4 36931/254 一般開架

124
理念なき復興  岩手県大槌町の現場から見た
日本

東野 真和／著 明石書店 2016.3 36931/257 一般開架

125 岐路に立つ震災復興  地域の再生か消滅か 長谷川 公一／編 東京大学出版会 2016.6 36931/258 一般開架

126
紙つなげ!彼らが本の紙を造っている  再生・
日本製紙石巻工場

佐々 涼子／著 早川書房 2014.6 58506/3 一般開架

127 私とあなたここに生まれて 和合 亮一／著 明石書店 2012.3 91156/ﾜﾘ8 一般開架

128 昨日ヨリモ優シクナリタイ 和合 亮一／著 徳間書店 2016.3 91156/ﾜﾘ9 一般開架
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　　＜新しい一歩＞

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

129 はじめての和装本  身近な道具で作れます 府川 次男／著 文化出版局 2003.8 0228/4 一般開架

130
製本工房・美篶堂とつくる文房具  上製ノー
ト、箱、ファイルボックス、アルバムほか13種
類のステーショナリー

美篶堂／著 河出書房新社 2010.1 0228/7 一般開架

131
手づくり製本の本  こだわりの作家もの+作り
方

嶋崎 千秋／著 誠文堂新光社 2012.1 0228/8 一般開架

132
すぐ覚えられる手話  語源で覚える、形で覚え
る 単語を増やして豊かな会話を

主婦と生活社／編 主婦と生活社 1998.12 37828/14 一般書庫

133
伝わる手話使える手話  聴覚障害者と心がふ
れあう

ハートリンクあゆみ<手話研究会>／編著 池田書店 2002.9 37828/42 一般開架

134 NHKみんなの手話    2005 米川 明彦／著 日本放送出版協会 2005.9 37828/51/05 一般開架

135
アロマレメディー  はじめての人にもできる香
りの療法

クリシー・ワイルドウッド／著 産調出版 2003.2 49987/40 一般開架

136
図解アロマセラピー活用百科  健康と幸福の
ために精油を役立てる実用的な完全ガイドの
決定版

ジュリア・ローレス／著 産調出版 2003.11 49987/47 一般開架

137 ハーバルセラピーの事典 苑田 みほ／編 東京堂出版 2006.3 49987/53 一般開架

138 英国流メディカルハーブ リエコ・大島・バークレー／著 説話社 2008.1 49987/62 一般開架

139
つるバラの庭  村田晴夫のバラの庭作り  入
門編

村田 晴夫／著 成星出版 2000.6 62777/12/1 一般開架

140 春の花の贈り物 同朋舎出版 1994.3 6279/17 一般開架

141
はじめての「移動屋台」オープンBOOK  図解
でわかる人気のヒミツ

バウンド／著 技術評論社 2007.1 67397/46 一般開架

142
仏像の楽しみ方完全ガイド  仏像を深く知るた
めの<20のツボ>と名作50体の魅力を解説

副島 弘道／監修 池田書店 2008.1 718/34 一般開架

143
食品サンプルの作りかた、教えます。  自宅で
作れる食品サンプル40種!

今井 規雄／著 新星出版社 2010.7 7519/1 一般開架

144 能にアクセス 井上 由理子／著 淡交社 2003.12 773/30 一般開架

145
いまから始める趣味のスカイスポーツ　夢を
かなえる空への招待状

イカロス出版 2008.8 7829/6 一般開架

146 だれでもできる熊井明子のポプリ教室 熊井 明子／著 誠文堂新光社 1999.4 792/5 一般開架

147
斬新で創造的なフラワーデザイン  5分から30
分でできるひと味ちがう花のアレンジメント

パメラ・ウェストランド／著 産調出版 2001.7 793/64 一般開架

148
佐々木潤子さんの花アレンジメントブック  花
選び色合わせで楽しむ

佐々木 潤子／著 主婦と生活社 2002.4 793/65 一般開架

149 フラ・ブック  ハワイアン・ダンス・ガイド アイリーン・ハウオリ／監修 Parco 2000.7 799/5 一般開架
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