
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

② 南房総エリア　観光を支援の力に　あったかハート

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 上総のくに 鶴岡節雄 総南文化研究会 1964 西部 ○

2 ちばの温泉 う沢喜久雄 崙書房出版 1999 西部 ○

3 千葉・房総花巡り 日本出版社 2000 西部 ○

4 房総の花
房総の花編集委員会/
編

土筆書房 1979 西部 ○

5 千葉・房総 ’02 実業之日本社 2002 東部 ○

6 千葉・房総 2001－2002年版 リクルート 2001 東部 ○

7 房総発見伝 イベントガイドブック
［ちば観光プロモーショ
ン協議会］

[2007] 西部 ○

8
南房総自然ガイド パート1 山・海
岸

藤平量郎ほか/著 うらべ書房 1999 東部 ○

9 再発見房総の山 伊藤大仁 玄同社 1998 西部 ○

10 房総丘陵 鈴木伸一 千葉日報社 2007 東部 ○

11 房総山岳志 内田栄一 崙書房出版 2005 西部 ○

12 房総ぐるりみち草紀行 嶋田文雄 嶋田文雄 2007 西部 ○

13 館山湾のウミホタル
千葉県立安房博物館/
編

千葉県立安房博物館 2008 西部 ○

14 ヤマセミ 高橋力 平凡社 1999 西部 ○

15 アサクサノリ 菊地則雄/編集・執筆
千葉県立中央博物館
分館海の博物館

2006 西部 ○

16 房総の城下町45 さいとうはるき 崙書房出版 1996 西部 ○

17 房総の街道繁盛記 山本鉱太郎 崙書房出版 1999 西部 ○

18 大多喜城養老渓谷の謎を探る 府馬清 関東文芸社 1987 西部 ○

19 養老渓谷讃歌 篠﨑輝夫/画 小湊鉄道 1992 東部 ○

20 養老渓谷讃歌 第2輯 篠﨑輝夫/画 小湊鉄道 1998 東部 ○

21
房州誕生寺石造三層塔と九州千
葉氏

早川正司 青娥書房 2007 西部 ○

22 勝浦紀行 勝浦市役所企画課/編 勝浦市 2003 西部 ○

23 巨大芸術東京湾アクアライン 内田恵之助 日刊建設通信新聞社 1998 東部 ○

24 東京湾アクアライン 千葉日報社 1997 東部 ○

25 東京湾アクアライン時代に向けて
平成10年度政策の調査
研究プロジェクトチーム/
［編］

［千葉県］ [1999] 西部 ○

26 東京湾横断道路と千葉県 1986 千葉県企画部企画課 1986 西部 ○

27
東京湾横断道路の必要性とその
社会・経済効果

東京湾横断道路研究
会

1985 西部 ○

28 東京湾アクアラインの検証 久慈力 緑風出版 1999 西部 ○

29 東京湾をつないだ男たち
日経コンストラクション/
編

日経ＢＰ社 1997 西部 ○

30 海を渡る道 東京湾アクアライン 千葉日報社 1997 西部 ○



No. タイトル 著者 出版者 出版年 所蔵館 貸出

31
交流の祭典ふれあいロードフェス
ティバルインちば東京湾アクアラ
イン完成記念イベント公式記録

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

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

1998 西部 ○

32
左千夫全集 第2卷 小説・紀行・小
品

伊藤左千夫 岩波書店 1976 東部 ○

33 子規選集 9 子規と漱石 正岡子規 増進会出版社 2002 東部 ○

34
漱石の夏休み帳 房総紀行『木屑
録』

関宏夫 崙書房出版 2009 西部 ○

35
夏目漱石の房総旅行 『木屑録』を
読む

斎藤均 崙書房出版 1992 西部 ○

36
編年体大正文学全集 第4巻 大正
四年

ゆまに書房 2001 東部 ○

37
海には海の楽しみが 富津・磯根
岬に遊ぶ

刈込碩哉 崙書房出版 1989 東部 ○

38 鴨川シーワールドのなかまたち
［鴨川シーワールド/編］
荒井一利/監修

鴨川シーワールド 2010 東部 ○

39 勝浦紀行 勝浦市役所企画課/編 勝浦市 2003 東部 ○

40 東京湾をつなぐ
山中俊治/構成・AD・絵
赤池学/文　佐藤千春/
絵

太平社 1998 東部 ○

41 東京湾横断道路のすべて
日経コンストラクション/
編

日経ＢＰ社 1997 西部 ○


	南房総

