
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

④ ベイ・東葛飾エリア　人情の香り漂う新都心

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 利根川木下河岸と鮮魚（なま）街 山本忠良 崙書房 1982 中央
2 東葛飾の百観音 石川靖夫 ［石川靖夫］ 2002 中央
3 布施弁天と庶民信仰 長谷川匡俊/〔著〕 弘文堂 1978 中央

4 ちば眺望100景 ガイドブック
千葉県商工労働部観光
課、千葉県観光協会/編

千葉県 2007 西部 ○

5
ちばの魅力、再発見 ちば観光文
化検定公式テキスト

千葉商工会議所、千葉
県商工会議所連合会/
編　千葉大学地域観光
創造センター/監修

ダイヤモンド社 2008 東部 ○

6
房総＜千葉＞学検定公式テキス
トブック

川村皓章/監修　ふるさ
と文化研究会/編

国書刊行会 2006 東部 ○

7 千葉県の歴史一〇〇話 川名登/編著 国書刊行会 2006 西部 ○

8 ふさの国今昔
千葉県教育庁教育振興
部文化財課/編

千葉県教育振興財団 2008 中央 ○

9 目で見る市川の100年 郷土出版社 2008 西部 ○

10 目で見る千葉市の100年 方波見光彦/監修 郷土出版社 2003 西部 ○

11 目で見る船橋の100年 郷土出版社 2007 西部 ○

12 目で見る習志野・八千代の100年 郷土出版社 2008 中央
13 まんが関宿町と関宿城の歴史 蛭田充/まんが 関宿町教育委員会 1995 西部 ○

14 松戸の歴史散歩 千野原靖方 たけしま出版 2000 東部 ○

15 埼玉・千葉自転車散歩 新田穂高、和田義弥/著 山と溪谷社 2010 東部 ○

16 るるぶ船橋市川 ＪＴＢパブリッシング 2007 東部 ○

17 るるぶ千葉市市原ベイエリア ＪＴＢパブリッシング 2010 東部 ○

18 野田の史跡を訪ねて 野田市立興風図書館/ 野田市立興風図書館 1987 西部 ○

19 野田のトリビア100
野田のトリビア編纂委員
会/監修

プレジデント社 2007 西部 ○

20
こんにちは流山 新100か所めぐり
ガイド

流山市（経済環境部商
工課）

1997 西部 ○

21
新選組流山隊・新選組と流山完
全ガイド

松下英治 アーテック 2004 西部 ○

22 あびこ歴史散歩 我孫子市教育委員会/ 我孫子市教育委員会 2011 西部 ○

23 手賀沼べりの道今昔
我孫子市史研究セン
ター合同部会

2003 西部 ○

24
北総線の小さな旅 新柴又駅～新
鎌ケ谷駅編

北総鉄道 2010 西部 ○

25 おでかけ日和 2010年版
新京成電鉄株式会社総
務人事部広報課/企画

新京成電鉄 2010 西部 ○

26
千葉県北西部の旧道を歩く旧東
海道を歩く

武井順一 ［武井順一］ 2003 西部 ○

27 まんよう 歩きたい街市川・真間
市川市文化国際部文
化振興担当

[2008] 西部 ○

28 市川の古道を歩く
市川博物館友の会歴史
部会/編

市川博物館友の会歴
史部会

2002 西部 ○

29 市川歴史さんぽ 1 人物編 中津攸子 エピック 2005 西部 ○

30 うらやすの食＆遊 2009年保存版 浦安市 [2009] 西部 ○



No. タイトル 著者 出版者 出版年 所蔵館 貸出

31
ぜんろくさん 市川ではじめて梨を
作った人

中津攸子/さく　東輝子/
え

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

1990 中央

32
楚人冠と鳥 第5回杉村楚人冠展・
第58回鳥の博物館企画展

我孫子市教育委員会
文化・スポーツ課

2011 中央

33 京成沿線駅から散策
京成電鉄株式会社運
輸部

[2005] 中央

34
京成線完全案内 散歩の達人エリ
ア版ＭＯＯＫ

交通新聞社 2007 中央

35 ならしの駅からまっぷ 習志野市商工振興課 2008 中央
36 舞浜＆東京ベイエリア最新情報 スターツ出版 2002 中央

37
まるごといちはら 2007 市原市観
光ガイドブック

市原市観光協会 2007 中央

38 いちはら緑のガイドブック
市原市都市整備部公
園緑地課

2011 中央

39
こんなことあんなこと知ってマップ
千葉・市原丘陵の歴史と自然

千葉・市原丘陵開発と
環境を考える連絡会

2001 中央

40
いちはら遊歩 小湊鉄道沿線
ウォーキングガイド

市原市経済部観光振
興室

2005 中央

41 ぶらり津田沼お散歩MAP ［津田沼一丁目商店 [2008] 中央

42 千葉市中心市街地ガイドマップ
千葉商工会議所千葉
市中心市街地まちづく
り協議会

2010 中央

43
マクウォーク 幕張で歩こう！話そ
う！

ＭＡＰ「マクウォーク」
制作委員会（制作）

2010 中央

44 0さいからの習志野あそび場マップ ならしの子ども劇場 2006 中央

45 ぶらっと習志野観光ガイドブック
習志野市市民経済部商
工振興課/編

習志野市市民経済部
商工振興課

2011 中央

46
楽しい東葛ウォーク事典 流山・野
田・松戸・柏・我孫子・市川・柴又・
取手を歩く

流山市立博物館友の会
/編著

崙書房出版 2010 中央

47
利根運河フットパスマップ 利根運
河河口までの道

利根運河協議会/編 流山市 2010 中央

48
利根運河フットパスマップ 谷津の
四季を満喫する道

利根運河協議会/編 野田市 2010 中央

49
利根運河フットパスマップ 利根運
河大師を巡る道

利根運河協議会/編 柏市 2010 中央

50 我孫子市名所旧跡案内
我孫子市社会福祉協
議会我孫子市ボラン

1998 中央

51 我孫子と近隣・ツアーガイド ポプラの会/編 ポプラの会 2001 中央
52 あびこガイドまっぷ 2005年度版 我孫子市 2005 中央

53 我孫子のさくらマップ
我孫子の景観を育て
る会

2006 中央

54 いちかわ景観100選 市川市役所都市計画 [2007] 中央

55
michioと歩くいちかわ いちかわ星
野道夫展

いちかわ星野道夫展
マップ製作班/特製

市川市文化振興担当 2008 中央

56 柏市観光マップ 柏市役所商工課 2006 中央

57 流山市観光マップ
流山市役所産業振興
部商工課

[2007] 中央

58 関宿の史跡めぐりダイエットマップ
関宿商工会女性部（制
作）

2007 中央

59 江戸川紀行 利根川紀行 IN野田
千葉県土木部都市河
川課

[1999] 中央

60 ウォーキングまっぷ 野田を歩こう 駒崎優/監修 野田市保健センター 2006 中央

61 ふなばし街なか散歩道 本町編
［アイラブふなばし実
行委員会事務局］

[2007] 中央

62 ガイドマップふなばし 船橋市市民の声を聞く課 [2008] 中央



No. タイトル 著者 出版者 出版年 所蔵館 貸出

63 ふなばしお散歩マップ
にぎわい創生船橋駅
周辺のまち

2008 中央

64 歩いてみる船橋 船橋市郷土資料館/編 船橋市郷土資料館 1996 中央
65 ふなばし観光マップ 船橋市観光協会 1999 中央

66
水とみどりと歴史の回廊マップ 松
戸地区

［松戸市役所都市整備
本部都市緑花担当部都
市計画課景観担当室］

[2009] 中央

67
水とみどりと歴史の回廊マップ 矢
切地区

［松戸市役所都市整備
本部都市緑花担当部都
市計画課景観担当室］

[2010] 中央

68
水とみどりと歴史の回廊マップ 上
本郷地区

［松戸市役所都市整備
本部都市緑花担当部都
市計画課景観担当室］

[2011] 中央

69
水とみどりと歴史の回廊マップ 小
金北地区

［松戸市役所都市整備
本部都市緑花担当部都
市計画課景観担当室］

[2011] 中央

70
水とみどりと歴史の回廊マップ 常
盤平地区

［松戸市役所都市計画
課景観担当室］

[2009] 中央

71 浦安ガイドブック 浦安市 [2008] 中央

72 うらやす花だより
浦安の観光を推進する
ガーデンシティうらやすの
会

[2011] 中央

73
江戸川ライン歴史散歩 松戸・市
川・浦安

千野原靖方 崙書房出版 1991 中央

74 船橋市の散歩道 ［船橋東武］ [19--] 中央
75 印西ぶらり小さな旅 印西市観光協会 [2005] 中央
76 江戸川周辺 京成電鉄 [1999] 中央
77 ワンダフル千葉 デイリースポーツ事業 1972 中央

78
ビジュアルワイド新日本風土記
12 千葉県

ぎょうせい 1989 中央

79 船橋習志野Walker 2010 角川マーケティング 2009 西部 ○

80 地名教室 東葛飾を歩く 谷川彰英 ニューファミリー新聞 1987 中央

81
房総のむら 社会科見学見どころ
集

体験博物館千葉県立
房総のむら

[2008] 中央

82
流山のおびしゃと祭り 流山市立
博物館調査研究報告書

流山市立博物館 1984 中央

83 海と浦安 前田智幸 市川よみうり新聞社 2008 西部 ○

84 手賀沼の鳥 フィールドガイド 我孫子市鳥の博物館 1999 東部 ○

85 ちばの湧水めぐり 水環境研究所/編著 崙書房出版 2010 東部 ○

86 常磐線沿線の湧水
福島茂太/文　横村克宏
/写真

崙書房出版 2000 東部 ○

87 干潟の鳥ウォッチング 石川勉/写真・文 文一総合出版 2001 西部 ○

88
二千年の眠りから覚めて 大賀ハ
ス開花五十周年記念誌

花園ハス祭り実行委
員会

2001 中央

89 谷津干潟ガイドブック
谷津干潟ガイドブック作
成プロジェクト/編

習志野市 2001 中央

90
“生き物の宝庫”三番瀬を未来の
子どもたちに

千葉の干潟を守る会 2001 西部 ○

91 海辺再生 東京湾三番瀬 三番瀬環境市民セン 築地書館 2008 西部 ○

92
“生命（いのち）のゆりかご”三番
瀬を守ろう

三番瀬を守る署名ネッ
トワーク

1999 西部 ○

93
公共事業は変われるか 千葉県三
番瀬円卓・再生会議を追って

永尾俊彦/［著］ 岩波書店 2007 西部 ○

94
地域環境の再生と円卓会議 東京
湾三番瀬を事例として

三上直之 日本評論社 2009 西部 ○

95 醬油から世界を見る 田中則雄 崙書房出版 1999 東部 ○

96 自然災害をのり越えて
千葉県立関宿城博物館
/編

千葉県立関宿城博物
館

2008 東部 ○



No. タイトル 著者 出版者 出版年 所蔵館 貸出

97
関東灘礼賛 利根川下流域の酒
文化

千葉県立中央博物館大
利根分館/編

千葉県立中央博物館 2010 西部 ○

98
遺しておきたい伝えたい千葉の水
辺

ちば河川交流会 2009 中央

99 谷津干潟はこうして残った
「谷津干潟はこうして
残った」編集委員会

2010 中央

100 ちばのおいもレシピ
千葉県農林水産部生
産販売振興課

[2010] 中央

101 千葉県の日本なし
関東農政局千葉統計情
報事務所/編

関東農政局千葉統計
情報事務所

1989 西部 ○

102 千葉県の特産品 ［千葉県物産協会］ [2008] 西部 ○

103 千葉特産品
千葉県商工労働部観
光物産課

[1992] 西部 ○

104 江戸幕府の直営牧
大谷貞夫/著　大谷貞夫
遺稿集刊行委員会/編

岩田書院 2009 東部 ○

105 小金牧を歩く 青木更吉 崙書房出版 2003 東部 ○

106
利根川舟運と利根運河 平成22年
度企画展

千葉県立関宿城博物館
/編

千葉県立関宿城博物
館

2010 東部 ○

107 高瀬船物語 平成17年度企画展
千葉県立関宿城博物館
/編

千葉県立関宿城博物
館

2005 東部 ○

108 くじらと散歩 江戸東京湾 小松正之 ごま書房 2004 東部 ○

109

Kioroshi（木下）の蒸気船銚港丸
三館合同企画展「川の上の近代
川蒸気船とその時代」 平成19年
度企画展図録

木下まち育て塾 2007 西部 ○

110
木下街道展 江戸と利根川を結ぶ
道

市立市川歴史博物館/
［ほか］編

鎌ケ谷市郷土資料館 1999 西部 ○

111 東葛飾の野菜
関東農政局千葉統計情
報事務所柏出張所/編

関東農政局千葉統計
情報事務所柏出張所

1983 中央

112 Chiba Yasai 創刊（2008春夏）
千葉県農林水産部生
産振興課

[2008] 中央

113
野菜ハンドブック 農林水産技術
会議技術指導資料

千葉県農林水産技術推
進会議農林部会/企画

千葉県 2009 中央

114 ちば発！おいしい野菜の選び方
千葉県農林水産部生
産販売振興課

[2010] 中央

115 Chiba's Flower 千葉県園芸協会 [2008] 中央

116
小金牧と御鹿狩 展示解説 松戸
市文化ホール特別展

松戸市文化ホール/編 松戸市文化ホール 1978 中央

117
房総おもてなし花のラインづくり事
業 報告書

千葉県 2007 中央

118
大規模「国家プロジェクト」の構想と
現実 「東京湾アクアライン」・「つくば
エクスプレス」・「本州四国連絡橋」

田口　正己 本の泉社 2008 西部 ○

119 千葉県の主要農産物
関東農政局千葉統計・
情報センター/編

関東農政局千葉統計・
情報センター

2005 中央 ○

120 矢切の渡し 江戸川のほとり 林良一 光村印刷 1993 西部 ○

121 真間の手児奈 中津攸子 新人物往来社 1995 西部 ○

122 手賀沼と文人 秋谷 半七 崙書房 1984 西部 ○

123 手賀沼を愛した文人展 ［朝日新聞社］ [1992] 中央
124 白樺文学館 創造の地－我孫子 ［白樺文学館/編］ 白樺文学館 [2001] 中央
125 山本周五郎全集 第14巻 山本周五郎 新潮社 1981 中央 ○

126 川を旅する 池内紀 筑摩書房 2007 中央 ○

127
どろんこサブウ 谷津干潟を守る
戦い

松下　竜一文  鈴木　ま
もる絵

講談社 1990 中央 ○


	東葛

