
　　＜銚子と近代の文人文豪たち＞

No. 書           名　 　（関連部分） 著         者 出版者 出版年 請求番号 所蔵館

1 家族連れの旅 谷口 梨花／著 博文館 1923.7 KY291/TA87 中央

2 芝居と地蹟  趣味の旅 谷口 梨花／著 歌舞伎出版部 1928 49/TA87 中央

3 旅行礼讃 谷口 梨花／著 実業之日本社 1928.5 KY291/TA87 中央

4
江戸文人のスクラップブック
  (大槻磐渓が１１冊の切抜帳に残した断片の数々など)

工藤 宜／著 新潮社 1989.8 1214/O89 東部

5 近古史談全注釈 若林 力／著 大修館書店 2001.11 21048/40 東部

6
幕末明治　移行期の思想と文化
　（「大槻磐渓と福澤諭吉」　合山 林太郎）

前田 雅之／編集 勉誠出版 2016.5 21058/319 東部

7 大槻磐渓  東北を動かした右文左武の人 一関市博物館／編集 一関市博物館 2004 2891/ｵﾊ     1 中央

8 大槻磐渓の世界  昨夢詩情のこころ 大島 英介／著 宝文堂 2004.3 2891/ｵﾊ     3 東部

9
江戸漂流記総集　第4巻
　（「呂宋国漂流記」大槻磐渓）

石井 研堂／[編] 日本評論社 1992.9 29092/1 東部

10 近世風俗・地誌叢書 第2巻
　（「西遊紀程」大槻磐渓）

竜渓書舎 1996.5 29108/4 東部

11 史料京都見聞記　第3巻
　（「西遊記程」大槻磐渓）

駒 敏郎／[ほか]編集 法蔵館 1991.11 29162/4 東部

12
日本庶民生活史料集成　第5巻
　（「呂宋國漂流記」大槻清崇）

三一書房 1968.9 3821/1 東部

13 定本花袋全集    第15巻 田山 録弥／著 臨川書店 1994.6 91868/ﾀｶ     3 東部

14 近代作家研究叢書 32　蒲原有明研究　新訂版 吉田 精一／監修 日本図書センター 1984.9 91026/22/32 東部

15 近代作家研究叢書 103　国木田独歩 吉田 精一／監修 日本図書センター 1990.3 91026/22/103 東部

16 定本国木田独歩全集    第2巻 国木田 独歩／著 学研 1995.7 91868/ｸﾄ     1 東部

17 野菊の墓・忘れ得ぬ人々 伊藤 左千夫／著 明治図書出版 1970.6 91368/88 東部

18 新潮日本文学 11　山本有三集 新潮社 1980 9186/14/2 東部

19 山本有三全集  定本版  第5巻 山本 有三／著 新潮社 1976 91868/ﾔﾕ     1 東部

20 房総の近代文学 1（ 「海のほとり」芥川龍之介、「海鳴
り」有吉佐和子、「紅黄録」伊藤左千夫　他）

葉山 修平／[ほか]編集 なのはな出版 1995.4 C936/2 東部

　千葉県立東部図書館　展示コーナー

  歴史講座関連

 「銚子周辺をめぐる  人と文化」

展示期間 : 平成28年9月 1日(木)～11月5日(土)

国指定名勝「屏風ヶ浦」 

 ～銚子半島をめぐる文人文豪たちの遊歴と観光～ 

○谷口梨花（たにぐち・りか） ○国木田独歩（くにきだ・どっぽ） 

11/5（土）開催 【歴史講座】 
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No. 書           名　 　（関連部分） 著         者 出版者 出版年 請求番号 所蔵館

21 岡本家の人びと  一平・かの子・太郎 平凡社 1996.7 28104/22 東部

22 一平全集    第1巻 岡本 一平／著 大空社 1990.1 7261/7 西部

23
漫画と小説のはざまで  現代漫画の父・岡本
一平

清水 勲／著 文芸春秋 1994.2 7261/15 東部

24 近代作家研究叢書　109　かの子の記 長谷川 泉／監修 日本図書センター 1992.1 91026/22 東部

25 かの子の記 岡本 一平／著 チクマ秀版社 1996.11 91026/ｵｶ     1 東部

26 岡本かの子 三枝 和子／著 新典社 1998.5 91026/ｵｶ     5 東部

27
日本の名随筆　別巻17　遺言
　（「非凡人と凡人の遺書」岡本一平）

作品社 1992.7 91468/N71 東部

28 錦絵はいかにつくられたか  企画展示 人間文化研究機構国立歴史民俗博物館／編集 人間文化研究機構国立歴史民俗博物館 2009.2 C721/9 東部

29
シンポジウム「近世版画の色と技」講演録  学
校法人城西大学創立45周年事業・城西大学
水田美術館建設記念

城西大学／編集 城西大学 2012.3 C721/16 東部

30
浮世絵にみる自然とくらし  房総地方を中心
にして

千葉県立上総博物館／編集 千葉県立上総博物館 2001.3 C7218/1 東部

　　＜銚子と文学＞

No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 所蔵館

31 外房-文学のふるさと 斎藤 弥四郎／著 崙書房 1987 C90/1 東部

32 房総文学散歩  描かれた作品と風土 毎日新聞千葉支局／編著 崙書房出版 2011.12 C902/12 東部

33
銚子と文学者とのふれ合い  銚子の文学碑め
ぐり

銚子市文化財審議会／編集 銚子市教育委員会 2005.3 C902/4 東部

34 銚子と文学  甦る言葉の海流 岡見 晨明／編 東京文献センター 2001.6 C902/5 東部

35
公開講座『文学史と房総』  開学10周年記念
特別講座  2

城西国際大学 2003.12 C902/7 東部

36 ふさの国 文学めぐり 千葉県高等学校教育研究会国語部会／編 富士出版印刷 2010.2 C9026/10 東部

○谷口梨花（たにぐち・りか） 
 ：本名、満雄。明治～昭和の紀行文作家。鉄道省事務官。

名所旧跡を訪ねる旅の紹介本は当時のベストセラーに

なった。 

 

○大槻磐渓（おおつき・ばんけい） 
：江戸から明治の幕末に活躍した漢学者。蘭学者、詩人、

文章家、砲術家でもあった。 

 

○田山花袋（たやま・かたい） 
：明治～昭和初期の小説家。明治42年刊行の 

『インキ壺』に、独歩とともに銚子で遊んだとの記述。 

○国木田独歩（くにきだ・どっぽ） 
：明治の小説家。詩人。銚子生まれ。上京後も銚子を訪れたり、

犬吠埼の暁雞館で病気療養したりしていた。 

 

○伊藤左千夫（いとう・さちお） 

：上総国（現・山武市）の農家出身。明治の歌人・小説家。正岡子

規に師事。小説『野菊の墓』は漱石にも評価された。 

 

○山本有三（やまもと・ゆうぞう） 
：昭和3年7～11月、朝日新聞連載小説『波』に、飯岡の海での場

面あり。 

〇岡本一平（おかもと・いっぺい）：明治～昭和の漫画家、小説家。 

      漫画に解説文を添えた「漫画漫文」という独自のスタイルを築いた。妻は小説家の岡本かの子、長男は芸術家の岡本太郎。 

 
〇歌川広重（うたがわ・ひろしげ）：江戸時代末期の浮世絵師。ヨーロッパでも高く評価され、ゴッホやモネに影響を与えた。 
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No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 所蔵館

37 房総文学散歩    下巻 鳥海 宗一郎／[著] 千秋社 1978 C9026/2 東部

38 房総を描いた作家たち    4 中谷 順子／著 暁印書館 2008.12 C9026/4/2 東部

39 暁雞館を訪れた文人たち　社員研修テキスト 永沢 謹吾／著 2000 C9026/7 東部

40 房総文学事典 荒川 法勝／編 東京学芸館 1983 C903/1 東部

41 房総文人散歩  梁川星巌篇 鶴岡 節雄／著 千秋社 1977 C9152/ﾔｾ     1 東部

　　＜銚子と自然＞

No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 所蔵館

42 口訳 利根川図志    巻6 赤松 宗旦／著 崙書房 1982 C293/4 東部

43 新・利根川図志    下 山本 鉱太郎／著 崙書房出版 1998.3 C293/2 東部

44 銚子の自然 銚子市観光協会／編 銚子市観光協会 1965 C40/1 東部

45 銚子の自然誌  生き物と環境のガイド・ブック 銚子の自然誌・編集委員会／編著 たけしま出版 2002.3 C402/2 東部

46 犬吠埼の自然 銚子の自然保護を知る会／編著 銚子の自然保護を知る会 2008.9 C402/5 東部

47
屏風ヶ浦の自然、屏風ヶ浦の植物・動物、屏
風ヶ浦の地質

銚子の自然保護を知る会／編著 銚子の自然保護を知る会 2013.1 C402/6 東部

48 豊饒の房総  千葉県立中央博物館展示案内 千葉県立中央博物館／編 千葉県立中央博物館 2015.3 C402/7 東部

49
海辺の人々からみた天文・気象方言と天気の
言い伝え

川名 興／[著] [千葉県立安房博物館] [2003] C440/1 東部

50 千葉県 地学のガイド  千葉県の地質  続 千葉県地学のガイド編集委員会／編 コロナ社 1982.2 C45/1 東部

51
新・千葉県地学のガイド  千葉県の地質とそ
のおいたち

浅賀 正義／編 コロナ社 1993.1 C45/1 東部

52 房総半島の地学散歩-海から山へ    第1巻 宮内 崇裕／編 千葉日報社 2008.8 C45/2 東部

53 房総半島の地学散歩-海から山へ    第2巻 宮内 崇裕／編 千葉日報社 2009.3 C45/2 東部

54
千葉県立中央博物館分館海の博物館展示解
説書

千葉県立中央博物館分館海の博物館／編集 千葉県立中央博物館分館海の博物館 2000.3 C4520/1 東部

55 千葉の自然をたずねて 築地書館 1992.2 C455/2 東部

56 千葉県自然観察ガイド  97コース+9トピックス 千葉県生物学会／編 たけしま出版 1998.2 C462/3 東部

57 水郷の鳥たち  平成11年度収蔵品展 千葉県立大利根博物館／編集 千葉県立大利根博物館 1999.9 C488/12 東部

58
海辺の鳥たち  豊かな房総の海に舞う 平成
20年度収蔵資料展展示解説書

千葉県立中央博物館分館海の博物館 2008.7 C488/13 東部

59 房総の記念物  史跡・名勝・天然記念物 千葉県教育庁生涯学習部文化課／編集 千葉県教育委員会 1990.1 C709/8 東部

「名洗浦」の項に、屏風ヶ

浦についての記述あり。 
 

「屏風ヶ浦」が、平成28年3月、国の名勝及び天然記念物に指定。 プチ情報① 
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　　＜銚子と芸術・文化＞

No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 所蔵館

60 古きを訪ねる銚子の絵はがき 大里 健／編著 東京文献センター 1999.6 C235/K02-   7 東部

61 銚子の絵はがき    続 大里 健／編著 東京文献センター 2002.5 C235/K02-   7 東部

62 銚子の歴史と伝説 銚子市郷土史談会／編 銚子市青少年文化会館 1993.8 C235/K02-  25 東部

63 銚子の歴史と伝説    続 銚子市郷土史談会／企画・編集 秀英社 2009.9 C235/K02-  25 東部

64
房総美術の往還  近代日本美術の黎明を
追って

中地 昭男／著 求竜堂 1991.8 C702/1 東部

65 銚子の指定文化財 銚子市教育委員会／編集 銚子市教育委員会 1996 C7091/3 東部

66 望月定子画集  九十九里を描き続けて 望月 定子／[画] 望月定子美術館 [2009] C723/15 東部

67 房総の人と海  失われた房総への挽歌 遠藤 健郎／[画] 千葉日報社 2002.6 C7231/6 東部

68 書でめぐる房総文学の旅 幕田 魁心／書 木耳社 2010.7 C728/7 東部

69 旅の版画家川瀬巴水房総風景画集 川瀬 巴水／[作] 城西国際大学水田美術館 2010.5 C733/2 東部

　　＜銚子の今＞

No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 所蔵館

70
とっておき、銚子散歩  銚子を愛する人のため
のハンドブック

稲葉 豊和／編著 アクセス出版 2005.8 C2935/K02-   1 東部

71
銚子人  千葉県銚子市明日に一番近い町の
人々に出会う旅

英治出版 2015.3 C235/K02-  30 東部

72 銚子散歩  銚子市観光マップ 銚子市 2011.3 C2935/K02-   8/2 東部

73
クジラが元気をくれるまち  千葉県銚子市発<
まちおこし>のヒント

信田 臣一／編著 寿郎社 2001.8 C6011/3 東部

74
がんばれ!銚子電鉄  ローカル鉄道とまちづく
り

向後 功作／著 日経BP社 2008.2 C686/8 東部

75 銚子まぼろし  石の橋の向こう ひがし ふみ／写真 袖山裕子 2009.6 C748/27 東部

76 銚子のことば 銚子市教育委員会／編集 銚子市教育委員会 1996 C8183/5 東部

77 トモシビ  銚子電鉄の小さな奇蹟 吉野 翠／著 TOブックス 2015.3 C936/ﾖﾐ     1 東部

78 銚子風景  エッセー グループあたごやま／編集 グループあたごやま 2007.2 C946/2 東部

「屏風ヶ浦」が、平成28年3月、国の名勝及び天然記念物に指定。 

かつて百万都市として賑わった江戸の情緒を今も体感できる、

銚子・香取・成田・佐倉の４市が、「北総四都市江戸紀行・江

戸を感じる北総の町並み」として、平成28年4月、日本遺産に

認定。 
 

プチ情報② 

プチ情報③ 

関東の最東端・千葉県銚子市を走るローカル線「銚

電」。小さな列車にまつわる人々の奇蹟の物語を描い

た小説、『トモシビ』を原作とした映画化が決定！ 
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