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1　上総掘りについて

番号 　　　　　　　　　タイトル 　　　　　　　著者名 　　出版社 出版年 　　  　　請求記号 所蔵館

1 上総掘り関係文献集成 上総掘りを記録する会[編]
上総掘りを記
録する会

2010.3 C384 /9/3 西部

2 上総掘り 千葉県立上総博物館[編]
千葉県教育委
員会

2000.3 C384 /4 西部

3 上総掘り記録・史料集 上総掘りを記録する会[編]
上総掘りを記
録する会

2011.3 C384 /9/4 西部

4 上総システム [F.J.ノーマン 著]
上総掘りを記
録する会

2009.3 C384 /9/2 西部

5 上総掘りの過去・現在・未来 上総掘りを記録する会[編] 上総掘りを記録する会2009.3 C384 /9/1 西部

6 上総掘り 君津市立久留里城址資料館
君津市立久留
里城址資料館

2011.1 C384 /37 中央

7 上総掘りの民俗 大島 暁雄[著] 未来社 1986.1 C3800 /1 西部

8 なるほど水と上総掘り 君津市[編] 君津市 2005.3 J452 /ｷﾐ 中央

9 千葉文化 千葉県立中央図書館〔編〕
千葉県立中央
図書館

〔1993〕 162 /C42/197-223 中央

２　上総掘りの遺跡について

1 市原市内遺跡発掘調査報告＊ 市原市文化財センタ-[編]
市原市教育委
員会

1996.3 C222 /C01- 1/95 中央

2 富津市鳥井戸遺跡＊ 千葉県君津都市計画事務所
千葉県君津都
市計画事務所

2001.3 C221 /B03- 30 中央

3 市原市中潤ケ広遺跡＊ 千葉県県土整備部
千葉県県土整
備部

2007.3 C222 /C01- 72/2 中央

4
一般国道464号県単道路改良事業
埋蔵文化財調査報告書＊

千葉県文化財センター[編] 千葉県土木部 1996 C233 /I09- 2 中央

5 東金市井戸ケ谷遺跡＊ 千葉県文化財センタ-[編]
水資源開発公
団房総導水路
建設所

1992.3 C225 /F01- 7 中央

6 市原市内遺跡群発掘調査報告＊ 市原市文化財センター[編]
千葉県市原市
教育委員会

1990.3 C222IC /I13/35-89 中央

7 市原市潤井戸西山遺跡C地点＊ 佐藤清一 2004.1 C222 /C01- 75/3 中央

8 市原市潤井戸西山遺跡D地点＊ 諏訪商店 2005.2 C222 /C01- 75/4 中央

9 千葉県柏市尾井戸遺跡調査報告書＊尾井戸遺跡調査団／[編]
尾井戸遺跡発
掘調査団

1980 C232KA /O31/1 中央



10 日本の産業遺産 前田 清志[編]
玉川大学出版
部

2000.1 6021 /22/2 中央

11 千葉県佐倉市宮内井戸作遺跡＊ 三菱地所 2009.3 C233 /I01- 101 中央

３　井戸について井戸の文化について

1 電子メディアの近代史 塚本　芳和（他）著 ニューメディア 1996.1 36145 /1 西部

2 無形民俗文化財の保護 大島 暁雄[著] 岩田書院 2007.1 38681 /34 東部

3 水 KBI出版[編] KBI出版 1994.7 389 /MI94 中央

4 技と形と心の伝承文化 岩井 宏実[編] 慶友社 2002.3 3821 /79 東部

5 井戸の民俗
都留文科大学民俗学研
究会[編]

都留文科大学
民俗学研究会

1979.1 38215 /TS84 中央

4　自然湧水について

1 湧き水めぐり１ 湧き水サーベイ関西[編] 東方出版 2006.1 45295 /6/1 東部

2 湧き水めぐり２ 湧き水サーベイ関西[編] 東方出版 2007.1 45295 /6/2 東部

3 地下水と水循環の科学 高村 弘毅[編] 古今書院 2011.1 45295 /13 中央

4 水 小谷 博哉[著]
日本図書刊行
会

1999.2 5194 /23 東部

5 水 清水 竜光[著] 西田書店 1999.3 4529 /8 東部

6 水 ラザフォード・プラット[著] 紀伊国屋書店 1977 468 /P97 中央

7 首都圏地下水<深井戸>資料台帳
経済企画庁総合開発局
国土調査課[編]

経済企画庁総
合開発局国土
調査課

1973.3 4529 /KE29 中央

8 井戸と水みち 水みち研究会[編] 北斗出版 1998.8 45295 /3 中央

9 水はめぐる 大場 英樹[著] 社会思想社 1980 435 /O11 中央

10 水資源の保全 吉良 竜夫[著] 人文書院 1987.8 4529 /MI96 中央

11 水と人間の共生 大崎 正治[著]
農山漁村文化
協会

1986.4 4529 /O73 中央

12 水
東京大学出版
会

1980 4529 /MI94 中央

13 水 塚本 治弘[著] あかね書房 2005.4 J452 /ﾂﾊ 中央



14 わが国の地下水 地下水政策研究会[編] 大成出版社 1994.1 4529 /C44 中央

15 地下水の世界 榧根 勇[著]
日本放送出版
協会

1992.1 4529 /KA98 中央

16 東京の自然水 早川 光[著]
農山漁村文化
協会

1988.7 4529 /H46 中央

17 近畿圏地下水(深井戸)資料台帳 国土庁土地局国土調査課
国土庁土地局
国土調査課

1975 4529 /KO45 中央

18 全国地下水<深井戸>資料台帳 国土庁土地局国土調査課
国土庁土地局
国土調査課

1980序
文

4529 /KO45 中央

19 中部圏地下水<深井戸>資料台帳
経済企画庁総合開発局
国土調査課[編]

経済企画庁総
合開発局国土
調査課

1974.3 4529 /KE29 中央

20 地下水資源の開発と保全 榧根 勇[編]
水利科学研究
所

1973 4529 /C44 中央

21 井戸・滝・池泉 上原 敬二[著] 加島書店 1958.1 6296 /U36/5 中央

22 神秘の水と井戸 山本 博[著] 学生社 1978.5 2102 /Y31 中央

23 玉川上水と分水 小坂 克信[著] 新人物往来社 1995.5 J517 /ｺｶ 中央

24 地下水入門
地下水入門編集委員会
[編]

土質工学会 1983 4529 /C44 中央

５　井戸について

1 井戸 秋田 裕毅[著]
法政大学出版
局

2010.3 51812 /17 西部

2 古い記憶の井戸 本多 秋五[著] 武蔵野書房 1982.5 9146 /H84 西部

3 古井戸の骸骨 塩見 鮮一郎[著] 河出書房新社 2008.1 9136 /ｼｾ 24 東部

4 海水井戸 山本 竜太郎[著] 東京図書出版 2013.2 5587 /4 東部

5 水井戸のはなし 村下 敏夫[著] ラテイス 1968.3 5191 /MU58 中央

6 井戸と水道の話 堀越 正雄[著] 論創社 1981.2 5191 /H89 中央

６　井戸水を汲む技術や概論について

1 ポンプ随想 大島 忠剛[著] 信山社出版 1995.8 534 /O77 東部

2 手押しポンプ探訪録 大島 忠剛[著] 信山社 2006.1 5344 /4 東部

3 深井戸用水中モータポンプ工学講義 地下水技術協会
地下水技術協
会

[197‐] 534 /F71 中央



4 井戸の考古学 鐘方 正樹[著] 同成社 2003.1 21002 /132 東部

5 地下水学要論 村下 敏夫[著] 昭晃堂 1979 4529 /MU58 中央

6 上水・井戸水の分析 小島 貞男[共著] 講談社 1974.5 5191 /KO39 中央

7 最新地下水学 山本 荘毅[監修] 山海堂 1977.9 4529 /SA22 中央

8 地下水資源学 水収支研究グループ[編] 共立出版 1979 4529 /MI96 中央

9 水車の技術史 出水 力[著]／著 思文閣出版 1987.1 534 /D56 中央

10 水力学・水力機械 草間 秀俊[著]／著
日刊工業新聞
社

1965.4 534 /KU83 中央

11 地下水解析の基礎と応用 P.S.フヤコーン[著] 現代工学社 1988.1 4529 /F99/2 中央

12 地下水解析の基礎と応用 P.S.フヤコーン[著] 現代工学社 1987.9 4529 /F99/1 中央

13 河川水文学 高瀬 信忠[著] 森北出版 1978.6 45294 /2 中央

7 井戸にまつわる様々な話

1 珍妃の井戸 浅田 次郎[著] 講談社 1997.1 9136 /A81 西部

2 空の井戸 高野 民雄[著] 思潮社 2012.9 91156 /ﾀﾀ 3 東部

3 数えずの井戸 京極 夏彦[著] 中央公論新社 2010.1 9136 /ｷﾅ 36 東部

4 井戸のある街 つか こうへい[著] 角川書店 1985.8 9136 /TS51/1 西部

5 井戸のある街 つか こうへい[著] 角川書店 1989.1 9136 /TS51/3 東部

6 井戸の星 吉行 理恵[著] 講談社 1981.2 9136 /Y94 東部

7 井戸の底に落ちた星 小池 昌代[著] みすず書房 2006.1 199 /155 東部

8 デモクリトスの井戸 北川 透[著] 思潮社 1995.1 91156 /ｷﾄ 1 中央

9 花ぐるまの井戸 はやふね ちよ[文] 国土社 1997.4 JE /ﾌｴ 中央

10 井戸の中のコンピューター 鬼塚 りつ子[他] 国土社 1993.3 J913 /ｲﾄ 中央



８　海外へ活躍する井戸掘りの技術

1 エチオピアで井戸を掘る 諸石 和生[著] 草思社 1991.1 3338 /MO76 中央

2 手づくり井戸に挑戦! 曽我部 正美[著] 文葉社 2003.1 51812 /8 西部

3 カンボジアに心の井戸を 井上 こみち[文] 学研 2003.9 J369 /ｲｺ 中央

4 手づくり井戸に挑戦! 曽我部 正美[著] 文葉社 2006.7 51812 /10/06 東部

5 医者よ、信念はいらないまず命を救え!中村 哲[著] 羊土社 2003.1 49802 /28 西部

6 医者井戸を掘る 中村 哲[著] 石風社 2001.1 49802 /32 東部

９　環境を考える

1
調べてみようふるさとの産業・文化・
自然

中川 重年[監修]
農山漁村文化
協会

2007.3 J291 /ｼﾗ/6 中央

2 水はめぐる ロシェル・ストラウス[作] 汐文社 2008.8 J452 /ｽﾛ 中央

3 マイ・サイエンス・ブック Neil Ardley[著] 創隆社 1992.2 J408 /ｱﾆ/3 中央

4 地形探検図鑑 目代 邦康[著] 誠文堂新光社 2011.9 J454 /ﾓｸ 中央

5 わたしたちの地球環境 高野 尚好[監修] 小峰書店 1999.4 J519 /ﾜﾀ/1 中央

6 エコQ&A100 石川　英輔[著] ポプラ社 2010.3 J519 /ｴｺ/4 中央

8 いま、地球の子どもたちは 本木 洋子[著] 新日本出版社 2005.6 J369 /ﾓﾖ/3 中央

9 環境とつきあう50話 森住 明弘[著] 岩波書店 2005.3 J519 /ﾓｱ 中央

10 井戸の中の虎 フィリップ・プルマン[著] 東京創元社 2010.1 J933 /ﾌﾌ/2 中央

11 水と人 日下 譲[著] 思文閣出版 1987.8 4529 /KU82 中央

12 水問題を考える 増岡 康治[著] 日本能率協会 1976.1 517 /MA68 中央

13 死の水道 藤田 修司[著] 酣灯社 1992.4 5191 /F67 中央

14 くらしと飲み水 アクア研究会[著] 芽ばえ社 1989.8 5191 /A39 中央

15 飲み水を考える 鈴木 紀雄[著] 家の光協会 1994.3 5191 /SU96 中央



16 飲み水が危ない! 明日の健康を考える会[編] 徳間書店 1984.3 5191 /N94 中央

17 おいしい水は宝もの 大野の水を考える会[著] 築地書館 1988.1 5191 /O67 中央

18 いま環境を考える 瀬川 道治[編] 共立出版 1983.6 468 /SE16 中央

19 山岳 森林 生態学 加藤 泰安[ほか]編 中央公論社 1979 468 /SA63 中央

20 水琴窟の話 竜居庭園研究所[編]
建築資料研究
社

1990.8 6296 /SU91 中央

21 水質汚濁の生態学 津田 松苗[著]
公害対策技術
同友会

1979 468 /TS34 中央


