
平成23年度　千葉県立中央図書館企画展示

I LOVE ちば、 ALIVE ちば　再生する千葉の魅力～がんばろう千葉～
平成24年1月5日～3月15日

① 被災地・千葉県の状況

展示資料は、お借りいただけます。貸出中の場合は予約もできますので、お声掛けください。
なお、貸出欄に○印の無い資料は館内のみでご利用可能な資料です。

No. タイトル 著者 出版者 出版年 所蔵館 貸出

1
ちば 教育と文化 No.78(2011年)
特集 東日本大震災～千葉県から
の報告～

千葉県教育文化研究セ
ンター編集出版委員会

千葉県教育文化研究
センター編集出版委員
会

2011.8 中央

2
東日本大震災1か月の記録 読売
新聞特別縮刷版

読売新聞東京本社 2011 中央

3 朝日新聞縮刷版東日本大震災 朝日新聞社 朝日新聞社 2011 中央

4
日本の自然災害 東日本大震災
襲来

篠木毅/監修 日本専門図書出版 2011 中央 ○

5 東日本大震災の記録 電気新聞/編 日本電気協会新聞部 2011 中央 ○

6 写真記録東日本大震災 毎日新聞社 2011 中央 ○

7 2011年3･11大震災新聞で考える 日本新聞協会 2011 中央 ○

8 東日本大震災 共同通信社 2011 東部 ○

9 東日本大震災 朝日新聞社 朝日新聞出版 2011 東部 ○

10 東日本大震災 読売新聞東京本社 2011 東部 ○

11 「あの日」のこと 高橋邦典/写真　文 ポプラ社 2011 東部 ○

12 THE DAYS AFTER 石川梵 飛鳥新社 2011 東部 ○

13 3.11大震災 エクスナレッジ 2011 東部 ○

14 TSUNAMI 3･11 豊田直巳/編 第三書館 2011 東部 ○

15 TSUNAMI 3･11 PART2 第三書館編集部/編 第三書館 2011 東部 ○

16 巨大地震権威16人の警告
『日本の論点』編集部/
編

文藝春秋 2011 東部 ○

17 東日本大震災全記録 河北新報社 2011 東部 ○

18 震災復興 佐藤主光、小黒一正/著 日本評論社 2011 東部 ○

19 「次」にひかえるM9超巨大地震 ニュートンプレス 2011 東部 ○

20 東日本大震災を解き明かす
ＮＨＫ「サイエンスＺＥＲ
Ｏ」取材班ほか/編著

ＮＨＫ出版 2011 東部 ○

21 震災と鉄道全記録 朝日新聞出版 2011 東部 ○

22 ふさの国の小さな旅 千葉県教育委員会/編 千葉県教育委員会 2009 西部 ○

23 千葉県の山 中西俊明ほか/著 山と溪谷社 2010 東部 ○

24 千葉花の名所12カ月 山と渓谷社 2000 西部 ○

25 らくらくバリアフリーの旅関東周辺 昭文社 2000 西部 ○

26 いちばんな歩き方 河出書房新社 2003 西部 ○

27 千葉 小島洋児、山本鷹仁/編
「森との共生構想２１」
普及協議会

2003 西部 ○

28 千葉さわやか散歩42コース 山と渓谷社 2004 西部 ○

29 房総のやまあるき 内田栄一 新ハイキング社 2006 西部 ○

30 しぜんが、がっこう。 千葉県 [2000] 西部 ○

31 千葉の本
千葉県東京湾アクアラ
イン完成記念イベント
実行委員会／編集

2010 西部 ○



No. タイトル 著者 出版者 出版年 所蔵館 貸出

32
利根運河三十六景 運河をめぐ
る、ひと・もの・こと

野田市郷土博物館/編 野田市郷土博物館 2010 西部 ○

33
こんな近くにあった！！千葉バー
ベキュー場ガイド

狩漁Min、手塚一弘/著 丸善メイツ 1999 西部 ○

34 探訪日本の歴史街道 楠戸義昭 三修社 2006 東部 ○

35 日本の街道ハンドブック 竹内誠/監修 三省堂 2006 東部 ○

36 鉄道古地図旅行案内 東日本版 学研 2008 東部 ○

37 関東ローカル線旅日記 1両目 大穂耕一郎 まつやま書房 2009 東部 ○

38 関東ローカル線旅日記 2両目 大穂耕一郎 まつやま書房 2010 東部 ○

39
成田空港 日本最大の国際空港を
大解剖！

AIRLINE/編 イカロス出版 2006 東部 ○

40
子どもとでかける千葉あそび場ガ
イド2010年版

子育て研究会ままーず メイツ出版 2010 東部 ○

41 るるぶ千葉房総 ’10 ＪＴＢパブリッシング 2009 東部 ○

42 房総半島 2009 まるごと食材王国 マガジントップ 2009 東部 ○

43 千葉・房総 ’10 昭文社 2009 東部 ○

44 TaBiMo千葉･房総 昭文社 2009 東部 ○

45
るるぶ房総茨城ドライブベストセ
レクト

ＪＴＢパブリッシング 2009 東部 ○

46
パパ、どっか行こ。2006-2007 千
葉＆東京版

おでかけパパねっと フットワーク出版 2006 東部 ○

47 四季の味覚狩りマップ千葉 げんきカンパニー メイツ出版 2001 東部 ○

48
親子であそぼう！房総こだわり徹
底ガイド

おさんぽマミーズ メイツ出版 2008 東部 ○

49 ちば滝めぐり う沢喜久雄、鵜沢幸子/ 崙書房出版 2009 東部 ○

50 千葉房総ベストガイド 2011年版 成美堂出版 2010 東部 ○

51 千葉歴史探訪ウォーキング 歴史街道歩きの会 メイツ出版 2010 東部 ○

52 ちばの音風景 仙道作三 崙書房出版 2011 東部 ○

53 伊能忠敬を歩く
「伊能忠敬の道」発掘調
査隊/編著

広済堂出版 1999 東部 ○

54 東京ディズニーリゾート完全ガイド 講談社 2009 中央

55 東京ディズニーリゾート植物ガイド
畑山信也/企画・文　竹
下大学/監修

講談社 2011 中央

56 千葉スーパーカタログ 2007 ぴあ 2007 東部 ○

57 房総発見100
産経新聞社千葉総局/
編著

崙書房出版 1998 西部 ○

58
千葉ウォーカー 2009年3月17日
号

角川マーケティング 2009.3 中央


	全体

