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

1 お江戸風流さんぽ道 杉浦 日向子／編著 世界文化社 1998.8 2105/138 一般書庫

2 ビジュアル・ワイド江戸時代館　第２版 小学館 2013.7 2105/280/13 一般開架

3 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

4 江戸と現代 0と10万キロカロリーの世界 石川 英輔／著 講談社 2006.6 2105/395 一般開架

5 うつくしく、やさしく、おろかなり  私の惚れた「江戸」 杉浦 日向子／著 筑摩書房 2006.8 2105/398 一般開架

6 楽しく読める江戸考証読本　2　大江戸八百八町編 稲垣 史生／著 新人物往来社 2010.1 2105/497/2 一般開架

7 絵でみる江戸の町とくらし図鑑　時代小説のお供に 善養寺 ススム／絵・文
廣済堂あかつき株式
会社出版事業部

2011.6 2105/533 一般開架

8
江戸の技と匠  独自の文化を支えた職人と科学者た
ち

双葉社 2012.9 2105/561 一般開架

9
彩色江戸の暮らし事典  時代小説がもっとおもしろくな
る!

エディキューブ／編著 双葉社 2013.1 2105/578 一般開架

10 絵図史料 江戸時代復元図鑑 本田 豊／監修 遊子館 2016.1 2105/630 一般開架

11 江戸の大変    天の巻 平凡社 1995.7 215/E24/1 書庫ＣＬ

12 江戸の大変    地の巻 平凡社 1995.8 215/E24/2 書庫ＣＬ

13 大江戸テクノロジー事情 石川 英輔／著 講談社 1992.5 215/I76 書庫ＣＬ

14 浮世絵に見る江戸の暮らし 橋本 澄子／編 河出書房新社 1988.7 215/U59 書庫ＣＬ

15 写真で見る江戸東京 芳賀 徹／著 新潮社 1992.1 2158/H12 書庫ＣＬ

16 写真で見る幕末・明治 世界文化社 1990.4 2158/SH13 書庫ＣＬ

17 新・江戸切絵図  嘉永・慶応 人文社 2010.9 29136/19/10 一般開架

18 図説江戸っ子と行く浮世絵散歩道 藤原 千恵子／編 河出書房新社 2003.4 29136/111 一般開架

　　千葉県立東部図書館　資料紹介コーナー

　　　落語でめぐる江戸の暮らし      

展示期間:平成2９年１０月 2７日～１２月１４日

所蔵は全て東部図書館　

〈生活と粋〉

江戸のくらし

千葉県公共図書館協会創立６０周年記念合同企画展示関連講座

文学講座「落語と時代劇（小説）に見る江戸のしくみ」 １１／１８（土）開催
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19 町人文化百科論集　第2巻　江戸のくらし 芳賀 登／編 柏書房 1981.4 3821/30/2 一般書庫

20 町人文化百科論集　第3巻　江戸のうつりかわり 芳賀 登／編 柏書房 1981.4 3821/30/3 一般書庫

21 江戸風俗図絵 黒川 真道／編 柏美術出版 1993.11 3821/34 一般開架

22 落語にみる江戸の「悪」文化 旅の文化研究所／編 河出書房新社 2001.7 3821/67 一般書庫

23
お江戸の意外な生活事情  衣食住から商売・教育・遊
びまで

中江 克己／著 PHP研究所 2001.2 38213/13 一般開架

24 江戸と東京風俗野史 伊藤 晴雨／著 国書刊行会 2001.6 38213/15 一般開架

25 江戸府内絵本風俗往来 菊池 貴一郎／文・絵 青蛙房 2003.5 38213/21 一般開架

26 江戸服飾史談  大槻如電講義録 吉田　豊／編著 芙蓉書房出版 2001.4 3831/46 一般開架

27 江戸のきものと衣生活 丸山 伸彦／編著 小学館 2007.6 3831/84 一般開架

28 江戸のダンディズム  男の美学 河上 繁樹／著 青幻舎 2007.5 38314/5 一般開架

29 江戸美人の化粧術 陶 智子／著 講談社 2005.12 3835/24 一般開架

30 江戸厠百姿 花咲 一男／著 三樹書房 2000.11 3839/35 一般書庫

31 江戸のおトイレ 渡辺 信一郎／著 新潮社 2002.11 3839/43 一般開架

32 江戸の仕事づくし 竹内 誠／監修 学研 2003.1 3843/13 一般書庫

33 落語にみる江戸の性文化 旅の文化研究所／編 河出書房新社 1997.8 3847/10 一般書庫

34 落語犯科帳 石井 明／著 勉誠社 1996.6 77913/3 一般書庫

35 落語で江戸を聴く  粋と人情とご教訓 槇野 修／著 PHP研究所 2003.6 77913/59 一般書庫

36 落語と江戸風俗  競作かわら版 つだ かつみ／著 教育出版 2003.6 77913/60 一般開架

37 爆笑!大江戸ジョーク集 笛吹 明生／著 中央公論新社 2007.11 2105/439 一般開架

38
なるほど!大江戸事典  時代劇・時代小説が100倍面白
くなる

山本 博文／著 集英社 2010.9 2105/524 一般開架

39 江戸ことば百話 西山 松之助／編 東京美術 1989.5 215/E24 書庫ＣＬ

40 図説江戸の学び 市川 寛明／著 河出書房新社 2006.2 37210/102 一般開架

41 江戸・東京はどんな色  色彩表現を読む 小林 忠雄／著 教育出版 2000.5 3821/54 一般書庫

42 江戸庶民の信仰と行楽 池上 真由美／著 同成社 2002.4 38437/15 一般書庫

43 浮世絵に見る江戸の子どもたち くもん子ども研究所／編著 小学館 2000.11 3845/12 一般開架

44 江戸の庶民信仰  年中参詣・行事暦・流行神 山路 興造／著 青幻舎 2008.11 387/140 一般開架

45 図説浮世絵に見る日本の二十四節気 藤原 千恵子／編 河出書房新社 2010.6 7218/134 一般開架

46 落語ことば辞典  江戸時代をよむ 榎本 滋民／著 岩波書店 2004.1 77913/71 一般開架

47 落語で楽しむ江戸ことば事典 澤田 一矢／著 みやび出版 2012.9 8146/1 一般開架

48 江戸の声  話されていた言葉を聴く 鈴木 丹士郎／著 教育出版 2005.8 81836/11 一般開架

49 江戸のファーストフード  町人の食卓、将軍の食卓 大久保 洋子／著 講談社 1998.1 38381/8 一般書庫

50 江戸東京グルメ歳時記 林 順信／著 雄山閣出版 1998.5 38381/10 一般書庫

51 蕎麦と江戸文化  二八蕎麦の謎 笠井 俊弥／著 雄山閣出版 1998.6 38381/11 一般書庫

52 大江戸美味(むま)草紙 杉浦 日向子／著 新潮社 1998.1 38381/14 一般書庫

53 大江戸料理帖 福田 浩／著 新潮社 1999.9 38381/24 一般書庫

〈ことば・信仰〉

〈食〉
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54 落語にみる江戸の食文化 旅の文化研究所／編 河出書房新社 2000.2 38381/29 一般書庫

55 錦絵が語る江戸の食 松下 幸子／著 遊子館 2009.7 38381/120 一般開架

56 江戸の食彩春夏秋冬 高橋 千劔破／著 河出書房新社 2011.4 38381/131 一般開架

57 大江戸食べもの歳時記 永山 久夫／著 新潮社 2013.5 38381/149 一般開架

58 落語にみる江戸の酒文化 旅の文化研究所／編 河出書房新社 1998.4 38388/5 一般書庫

59 江戸のお茶  俳諧茶の歳時記 山田 新市／著 八坂書房 2007.8 38388/46 一般開架

60 落語で味わう江戸の食文化 林 秀年／著 三樹書房 2013.6 77913/119 一般開架

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

61 友引寄席 うめだ勝之／著 幻冬舎ルネッサンス 2010.8 3856/85/ 一般開架

62 寄席文字手ならい帖 春亭 右乃香／著 グラフィック社 2010.8 7278/36 一般開架

63 寄席紳士録 安藤 鶴夫／著 平凡社 2000.9 7791/5 一般書庫

64 新宿末広亭  春夏秋冬「定点観測」 長井 好弘／著 アスペクト 2000.12 7791/6 一般書庫

65 寄席切絵図 六代目　三遊亭 圓生／著 青蛙房 2001.8 7791/10 一般書庫

66 狂講深井志道軒  トトントン、とんだ江戸の講釈師 斎田 作楽／著 平凡社 2014.1 77912/5 一般開架

67 落語食譜 矢野 誠一／著 青蛙房 1992.6 77913/14 一般書庫

68 落語典典 保篠 真竿／著 新風舎 1994.1 77913/15 一般書庫

69 ガイド落語名作100選 京須 偕充／著 弘文出版 1999.1 77913/20 一般書庫

70 落語入門百科 相羽 秋夫／著 弘文出版 2000.2 77913/32 一般書庫

71 円朝の世界　「文学」増刊 岩波書店文学編集部／編 岩波書店 2000.9 77913/38/2 一般書庫

72
花緑の落語江戸ものがたり  師匠小さんの想い出とた
どる

柳家 花緑／著 近代映画社 2003.5 77913/58 一般書庫

73 志ん朝の高座 横井 洋司／写真 筑摩書房 2005.1 77913/75 一般開架

74 落語「通」入門 桂 文我／著 集英社 2006.1 77913/80 一般開架

75 落語うんちく事典 湯川 博士／著 河出書房新社 2008.9 77913/85 一般開架

76 落語入門  Go Go Rakugo! CCRE 2008.9 77913/87 一般開架

77 落語入門 渡邉 寧久／監修 成美堂出版 2008.11 77913/88 一般開架

78
落語大看板列伝  桂枝雀 桂文治 春風亭柳昇 金原亭
馬生 柳家小さん

落語ファン倶楽部／編 白夜書房 2009.11 77913/93 一般開架

79 古典落語の人間像  古今亭志ん朝の噺を読む 幸津 國生／著 花伝社 2008.12 77913/94 一般開架

80 江戸時代落語家列伝 中川 桂／著 新典社 2014.6 77913/124 一般開架

81 三遊亭円朝と江戸落語 須田 努／著 吉川弘文館 2015.3 77913/125 一般開架

82 上方落語  流行唄の時代 荻田 清／著 和泉書院 2015.11 77913/126 一般開架

83 夢になるといけねぇ 橘 蓮二／著 河出書房新社 2016.11 77913/127 一般開架

84 落語文化史  笑いの世界に遊ぶ 朝日新聞社／編 朝日新聞社 1986.12 77913/R12 書庫ＣＬ

85 江戸風俗絵入り小咄を読む 武藤 禎夫／著 東京堂出版 1994.5 91359/2 一般書庫

86 江戸艶笑小咄集成 宮尾 與男／編注 彩流社 2006.12 91359/14 一般開架

87 醒睡笑  全訳注 安楽庵 策伝／著 講談社 2014.2 91359/17 一般開架

落語入門
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88 きのふはけふの物語  全訳注 宮尾 與男／訳注 講談社 2016.2 91359/18 一般開架

89 江戸小咄大観 田辺 貞之助／編 青蛙房 2016.8 91359/20 一般開架

90 原典落語集 二村 文人／校訂 国書刊行会 1999.11 9137/13 一般開架

91 定本九州吹戻し  立川談志落語集 藤浦 敦／著 新人物往来社 2001.8 9137/17 一般開架

92 古典落語 興津 要／編 講談社 2002.12 9137/21 一般開架

93 古典落語    続 興津 要／編 講談社 2004.3 9137/21/2 一般開架

94 古典落語    選 興津 要／編 講談社 2015.4 9137/21/3 一般開架

95 小沢昭一的新宿末廣亭十夜 小沢 昭一／著 講談社 2006.7 9137/28 一般開架

96 番町皿屋敷　よみがえる講談の世界 四代目旭堂南陵／編 国書刊行会 2006.8 9137/31 一般開架

97 真景累ケ淵 三遊亭 円朝／著 中央公論新社 2007.7 9137/35 一般開架

98 噺家のネタ帖  絶対面白い小噺三百選 三遊亭 円龍／編著 心交社 2009.1 9137/37 一般開架

99 円朝 牡丹燈籠  怪談噺の深淵をさぐる 石井 明／著 東京堂出版 2009.9 9137/38 一般開架

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

100 落語昭和の名人  決定版  1 三代目 古今亭志ん朝① サライ／責任編集 小学館 2009.1 77913/103/1 一般開架

101 落語昭和の名人  決定版  2　五代目 古今亭志ん生① サライ／責任編集 小学館 2009.2 77913/103/2 一般開架

102 落語昭和の名人  決定版  3　五代目 柳家小さん① サライ／責任編集 小学館 2009.2 77913/103/3 一般開架

103 落語昭和の名人  決定版  4　六代目 三遊亭圓生① サライ／責任編集 小学館 2009.3 77913/103/4 一般開架

104 落語昭和の名人  決定版  5　三代目 古今亭志ん朝② サライ／責任編集 小学館 2009.3 77913/103/5 一般開架

105 落語昭和の名人  決定版  6　八代目 桂 文楽① サライ／責任編集 小学館 2009.3 77913/103/6 一般開架

106 落語昭和の名人  決定版  7　五代目 柳家小さん② サライ／責任編集 小学館 2009.4 77913/103/7 一般開架

107 落語昭和の名人  決定版  8　三代目 三遊亭金馬① サライ／責任編集 小学館 2009.4 77913/103/8 一般開架

108 落語昭和の名人  決定版  9　五代目 古今亭志ん生② サライ／責任編集 小学館 2009.5 77913/103/9 一般開架

109 落語昭和の名人  決定版  10　八代目 林家正蔵（彦六）① サライ／責任編集 小学館 2009.5 77913/103/10 一般開架

110 落語昭和の名人  決定版  11　十代目 金原亭馬生① サライ／責任編集 小学館 2009.6 77913/103/11 一般開架

111
落語昭和の名人  決定版  12　三代目／四代目 春風亭柳
好

サライ／責任編集 小学館 2009.6 77913/103/12 一般開架

112 落語昭和の名人  決定版  13　八代目 桂 文楽② サライ／責任編集 小学館 2009.7 77913/103/13 一般開架

113 落語昭和の名人  決定版  14　三代目 三遊亭金馬② サライ／責任編集 小学館 2009.7 77913/103/14 一般開架

114 落語昭和の名人  決定版  15　八代目 林家正蔵（彦六）② サライ／責任編集 小学館 2009.8 77913/103/15 一般開架

115 落語昭和の名人  決定版  16　六代目 三遊亭圓生② サライ／責任編集 小学館 2009.8 77913/103/16 一般開架

116 落語昭和の名人  決定版  17　十代目 金原亭馬生② サライ／責任編集 小学館 2009.9 77913/103/17 一般開架

117
落語昭和の名人  決定版  18　五代目 古今亭今輔／二代
目 三遊亭円歌

サライ／責任編集 小学館 2009.9 77913/103/18 一般開架

118 落語昭和の名人  決定版  19　六代目 笑福亭松鶴 サライ／責任編集 小学館 2009.9 77913/103/19 一般開架

119
落語昭和の名人  決定版  20　八代目 雷門助六／四代目
三遊亭圓遊

サライ／責任編集 小学館 2009.1 77913/103/20 一般開架

120 落語昭和の名人  決定版  21　八代目 三笑亭可楽 サライ／責任編集 小学館 2009.1 77913/103/21 一般開架

121 落語昭和の名人  決定版  22　八代目　春風亭柳枝 サライ／責任編集 小学館 2009.1 77913/103/22 一般開架

落語を聞こう　付録ＣＤ付き〈ＣＤも館外貸出できます〉
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122 落語昭和の名人  決定版  23　二代目 桂 小南 サライ／責任編集 小学館 2009.11 77913/103/23 一般開架

123
落語昭和の名人  決定版  24　六代目 春風亭柳橋／柳家
金語楼／十代目 桂 文治

サライ／責任編集 小学館 2009.11 77913/103/24 一般開架

124
落語昭和の名人  決定版  25　五代目 春風亭柳昇／四代
目 柳亭痴楽／九代目 鈴々舎馬風／九代目 桂 文治

サライ／責任編集 小学館 2009.12 77913/103/25 一般開架

125 落語昭和の名人  決定版  26　三代目 桂 三木助 サライ／責任編集 小学館 2009.12 77913/103/26 一般開架

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

126 剣客瓦版つれづれ日誌 池永 陽／著 講談社 2010.1 9136/ｲﾖ29 一般開架

127 やさぐれ  品川宿悪人往来 犬飼 六岐／著 実業之日本社 2008.8 9136/ｲﾛ4 一般開架

128 おはぐろとんぼ  江戸人情堀物語 宇江佐 真理／著 実業之日本社 2009.1 9136/ｳﾏ43 一般開架

129 追っかけ屋愛蔵 海老沢 泰久／著 光文社 2009.1 9136/ｴﾔ10 一般開架

130 曾根崎心中
近松 門左衛門／原
作　角田光代／著

リトルモア 2012.1 9136/ｶﾐ51 一般開架

131 いろあわせ  摺師安次郎人情暦 梶 よう子／著 角川春樹事務所 2010.8 9136/ｶﾖ17 一般開架

132 浮世女房洒落日記 木内 昇／著 ソニー・マガジンズ 2008.12 9136/ｷﾉ9 一般開架

133 江島屋  落語小説 金原亭 伯楽／著 本阿弥書店 2011.1 9136/ｷﾊ8 一般開架

134 茅原の瓜　　小説　関藤藤陰伝・青年時代 栗谷川 虹／著 作品社 2004.4 9136/ｸｺ1 一般開架

135 異譚・千早振る 鯨 統一郎／著 実業之日本社 2007.11 9136/ｸﾄ12 一般開架

136 猫にマタタビの旅 出久根 達郎／著 文芸春秋 2001.6 9136/ﾃﾀ10 一般開架

137 八丁堀春秋 花家 圭太郎／著 集英社 2005.8 9136/ﾊｹ15 一般開架

138 こいわすれ 畠中 恵／著 文藝春秋 2011.9 9136/ﾊﾒ22 一般開架

139 可楽まんだら草紙  三笑亭可楽 京屋又五郎 平河 半蔵／著 河出書房新社 2004.2 9136/ﾋﾊ4/2 一般開架

140 江戸の精霊流し　御宿かわせみ 平岩 弓枝／著 文芸春秋 2003.5 9136/ﾋﾕ32 一般開架

141 円朝の女 松井 今朝子／著 文藝春秋 2009.11 9136/ﾏｹ56 一般開架

142 ばんば憑き 宮部 みゆき／著 角川書店 2011.2 9136/ﾐﾐ41 一般開架

143 きりきり舞い 諸田 玲子／著 光文社 2009.9 9136/ﾓﾚ33 一般開架

144 深川駕籠 山本 一力／著 祥伝社 2002.9 9136/ﾔｲ10 一般書庫

145 恋する幇間(たいこ) 吉川 潮／著 ポプラ社 2008.12 9136/ﾖｳ7 一般開架

146 江戸八百八町物語 柴田 錬三郎／著 中央公論社 1964 9136/SH18 書庫ＣＬ

147 本草堂江戸噺 藤田 本草堂／著 相模書房 2004.4 9137/22 一般開架

148 本草堂江戸噺    続 藤田 本草堂／著 相模書房 2007.9 9137/22/2 一般開架

149 化かされ侍  創作寄席五夜 清水 一朗／著 三月書房 2006.7 9137/30 一般開架

150 えんぜる  夢丸新江戸噺 三笑亭 夢丸／著 水曜社 2006.11 9137/32 一般開架

151 昭和の爆笑王ご存じ林家三平傑作集 林家 三平／著 毎日新聞社 2008.12 9137/36 一般開架

152 昭和戦前傑作落語選集 講談社文芸文庫／編 講談社 2013.3 9137/44 一般開架

153 昭和戦前傑作落語選集    伝説の名人編 講談社文芸文庫／編 講談社 2013.8 9137/44/2 一般開架
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No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

154 定年名人伊能忠敬の生き方  定年が待ち遠しくなる本 金井 誠之／著 ごま書房 1996.1 C159/1 郷土開架

155 伊能忠敬  歩いてつくった日本地図 鈴木 喜代春／作 岩崎書店 1998.4 C289/ｲﾀ2 郷土開架

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

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

158 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

159 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

160 伊能忠敬 今野 武雄／著 社会思想社 2002.4 C289/ｲﾀ11 郷土開架

161 伊能忠敬測量隊 渡辺 一郎／編著 小学館 2003.8 C289/ｲﾀ12 郷土開架

162 伊能忠敬翁  文化の開拓者 宮内 秀雄／共著 川口印刷工房 2005.8 C289/ｲﾀ17/2 郷土開架

163 伊能忠敬  その業績と周辺の人たち
千葉県立大利根博
物館友の会

1985.6 C289/ｲﾀ20 郷土開架

164
少年伊能忠敬物語  九十九里浜に生まれ、転変の中
に和算、学問、様々の体験に恵まれた

伊藤 一男／著 多田屋 2006.1 C289/ｲﾀ21 郷土開架

165 伊能忠敬  日本をはじめて測った愚直の人 星埜 由尚／著 山川出版社 2010.4 C289/ｲﾀ22 郷土開架

166 伊能忠敬  日本を測量した男 童門 冬二／著 河出書房新社 2014.2 C289/ｲﾀ24 郷土開架

167 新しい伊能忠敬  一農民・一商人から地理学者へ 川村 優／著 崙書房出版 2014.1 C289/ｲﾀ25 郷土開架

168 九十九里浦と伊能忠敬  飯高尚寛惣兵衛をめぐって 古川 力／著 崙書房 1979 C289/ｲﾀ27 郷土開架

169 アメリカにあった伊能大図とフランスの伊能中図 日本国際地図学会／監修 日本地図センター 2004.4 C2901/3 郷土開架

170 伊能忠敬を歩く  江戸から蝦夷へ四百里の旅ガイド
「伊能忠敬の道」発掘
調査隊／編著

広済堂出版 1999.2 C299/1 郷土開架

171 私の伊能ウオーク574日  ニッポン再発見の旅 畑中 一一／著 現代書館 2001.4 C299/3 郷土開架

172 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 C4489/3/10 郷土開架

173 地図の記憶  伊能忠敬・越中測量記 竹内 慎一郎／著 桂書房 1999.8 C512/4 郷土開架

174 四千万歩の男    １ 井上 ひさし／著 講談社 1992.11 C936/ｲﾋ1/1 郷土開架

175 四千万歩の男    ２ 井上 ひさし／著 講談社 1992.11 C936/ｲﾋ1/2 郷土開架

176 四千万歩の男    ３ 井上 ひさし／著 講談社 1992.11 C936/ｲﾋ1/3 郷土開架

177 四千万歩の男    ４ 井上 ひさし／著 講談社 1992.11 C936/ｲﾋ1/4 郷土開架

178 四千万歩の男    ５ 井上 ひさし／著 講談社 1992.11 C936/ｲﾋ1/5 郷土開架

179 風と歩く  小説・伊能忠敬と四人の妻たち 佐藤 嘉尚／著 KSS出版 1999.1 C936/ｻﾖ1 郷土開架

180 伊能忠敬を歩いた 佐藤 嘉尚／著 新潮社 2001.1 C936/ｻﾖ2 郷土開架

181 江戸生きかたの達人たち 河出書房新社 2002.5 28104/148 一般書庫
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