
   本の舞台を旅してみよう　(千葉県ゆかりの作品）

No. 書　名 著　者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

1 市川の文学    散文編 「市川の文学」調査研究会　編集 市川市文学プラザ 2012.3 C902/6/2 郷土開架

2 おはなし千葉の歴史    千葉県歴史教育者協議会　編 岩崎書店 2012.8 C20/23 郷土開架

3 仮名垣魯文の成田道中記    仮名垣 魯文　著 千秋社 1984 C935/ｶﾛ1 郷土開架

4 鑑賞 房総の古典文学    江口 孝夫　著 崙書房 1985.3 C90/2 郷土開架

5 島崎藤村  房州・『巡礼』  千葉 宣朗　著 千秋社 1980 C9026/ｼﾄ1 郷土開架

6 書でめぐる房総文学の旅    幕田 魁心　書 木耳社 2010.7 C728/7 郷土開架

7 漱石の夏やすみ  房総紀行『木屑録』  高島 俊男　著 朔北社 2000.2 C996/ﾀﾄ1 郷土開架

8
千葉県謎解き散歩  海と山、歴史と伝説からプロ
スポーツまで魅力と不思議がよくわかる

森田 保　編著 新人物往来社 2011.10 C29/34 郷土開架

9
千葉歴史探訪ウォーキング  県内各地で気
軽に楽しめるルートガイド

歴史街道歩きの会　著 メイツ出版 2010.7 C2909/81 郷土開架

10 鉄さんぽ  首都圏版  交通新聞社 2012.8 2913/68 一般開架

11 夏目漱石の房総旅行  『木屑録』を読む  斎藤 均　著 崙書房出版 1992.3 C996/ｻﾋ2 郷土開架

12 『成田道中膝栗毛』を読む    斎藤 均　編 崙書房 1990.11 C935/1 郷土開架

13 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 郷土開架

14 フレンチブルドッグぶるるんの銚子電鉄一匹旅!    田中 流　写真 イースト・プレス 2009.3 C686/9 郷土開架

15 房総の文学風土    坂本 哲郎　著 笠間書院 1980.4 C9026/3 郷土開架

16 房総の文芸探訪  安房・富津篇  池田 逸雄　著 [池田逸雄] 2010はしがき C902/9/2 郷土開架

17 房総文学散歩    上巻 鳥海 宗一郎　著 千秋社 1978 C9026/2/1 郷土開架

18 房総文学散歩    中巻 鳥海 宗一郎　著 千秋社 1978 C9026/2/2 郷土開架

19 房総文学散歩    下巻 鳥海 宗一郎　著 千秋社 1978 C9026/2/3 郷土開架

20 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 郷土開架

21 房総を描いた作家たち    中谷 順子　著 暁印書館 1998.12 C9026/4 郷土開架

22 房総を描いた作家たち    続 中谷 順子　著 暁印書館 2000.8 C9026/4/2 郷土開架

23 房総を描いた作家たち    3 中谷 順子　著 暁印書館 2007.8 C9026/4/3 郷土開架

24 房総を描いた作家たち    4 中谷 順子　著 暁印書館 2008.12 C9026/4/4 郷土開架

25 まつど文学散歩総集編    宮田 正宏　編 [宮田正宏] 2011.3 C902/11 郷土開架

＜文学散歩＞

展示期間：平成25年7月19日～10月17日

千葉県東部図書館　資料紹介コーナー



＜民話・昔話・伝説＞

No. 書　名 著　者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

26 千葉県妖怪奇異史談    荒川 法勝　編 暁印書館 1997.4 C388/2 郷土開架

27 千葉市の民話・伝説・歴史ばなし    安藤 操　編著 千秋社 1979 C388/26 郷土開架

28 千葉ふるさとむかし話    千葉興業銀行 1992 C388/30 郷土開架

29 手児奈伝説  万葉に歌われた真間の娘子  千野原 靖方　著 崙書房 1977 C388/8 郷土開架

30 東金の昔ばなし    東金市教育委員会　編集 日本電信電話株式会社東金支店 1989 C388/32 郷土開架

31 利根川おばけ話    加藤 政晴　著 崙書房出版 1991 C388/13 郷土開架

32 ふるさと千葉県の民話    安藤 操　著 千秋社 1980 C388/6 郷土開架

33 房総の伝承奇談    杉谷 徳蔵　著 暁印書館 1997.6 C388/3 郷土開架

34 房総の伝説民話紀行    さいとう はるき　著 崙書房出版 2008.11 C388/27 郷土開架

35 房総の秘められた話、奇々怪々な話    大衆文学研究会千葉支部　編著 崙書房 1983.7 C388/15 郷土開架

36 飯盛り大仏  船橋三番瀬物語  津賀 俊六　著 東銀座出版社 2007.9 C936/ﾂｼ1 郷土開架

＜ドキュメンタリー・人物＞

No. 書　名 著　者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

37
朝の読書が奇跡を生んだ  毎朝10分、本を
読んだ女子高生たち

船橋学園読書教育研究会　編著 高文研 1993.12 C3758/1 郷土開架

38 朝の読書が奇跡を生んだ    続 林 公　編 高文研 1996.12 C3758/1/2 郷土開架

39 あの夏、西の風が吹いた  銚子西高野球部の青春物語  小林 信也　著 ベースボール・マガジン社 2008.3 C783/11 郷土開架

40 石川倉次物語  日本点字の創始者  永嶋 まつ子　著 永嶋まつ子 2009.11 C289/ｲｸ1 郷土開架

41 伊能忠敬を歩いた    佐藤 嘉尚　著 新潮社 2001.10 C936/ｻﾖ2 郷土開架

42 浦安の図書館と共に    竹内 紀吉　著 未来社 1989.7 C016/20 一般書庫

43 上総下総千葉一族    丸井 敬司　著 新人物往来社 2000.1 C288/10 郷土開架

44 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 郷土開架

45 君ならできる 小出 義雄　著 幻冬舎 2000.10 C7823/3 郷土開架

46 クイズ長嶋茂雄    チームねじめ正一　編著 光文社 2000.10 C783/8 郷土開架

47 小湊鉄道の今昔  レールは人生を乗せて  遠山 あき　著 崙書房出版 2004.11 C686/6 郷土開架

48 小説名侠飯岡助五郎    新井 愚太郎　著 新人物往来社 1990.4 9136/A62 書庫ＣＬ

49 鈴木貫太郎  昭和天皇から最も信頼された海軍大将  立石 優　著 PHP研究所 2000.3 C936/ﾀﾕ1 郷土開架

50 ゾウが泣いた日    坂本 小百合　著 祥伝社 2004.3 C645/2 郷土開架

51 千葉県歴史の人物    荒川 法勝　編 暁印書館 1988.11 C281/7 郷土開架

52 千葉常胤    福田 豊彦　著 吉川弘文館 1987.1 C289/ﾁﾂ1 郷土開架



No. 書　名 著　者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

53 千葉マリンスタジアム物語    石毛 博 著 千葉日報社 1999.3 C601/5 郷土開架

54 津田梅子    大庭 みな子　著 朝日新聞社 1990.6 C289/ﾂｳ3 郷土開架

55 図書館の街 浦安  新任館長奮戦記  竹内 紀吉　著 未来社 1985.6 C016/21 一般書庫

56 ドン・ロドリゴの幸運  ー交流の始まりー  小倉 明　作 千葉県総合企画部報道広報課 〔2008〕 C936/ｵｱ1 郷土開架

57
ドン・ロドリゴの日本見聞録  スペイン
人の見た400年前の日本の姿

ドン・ロドリゴ　著 たにぐち書店 2009.10 29109/269 一般開架

58 長島茂雄大年鑑  燃える男、長島茂雄の熱球譜23年!  勁文社 2000.4 C783/3 郷土開架

59 波の伊八  北斎に影響を与えた房州の彫工  七海 敦子　著 千葉日報社出版局 2004.7 C936/ﾅｱ1 郷土開架

60 「ナリタ」の物語  1978年開港から  大和田 武士　著 崙書房出版 2010.4 C316/31 郷土開架

61 成田ゆかりの人物伝    小川 国彦　著 平原社 2002.10 C281/19 郷土開架

62 埋火  謙映院幾千子と堀田正睦  秋本 喜久子　著 新人物往来社 2007.1 9136/ｱｷ1 一般開架

63 四千万歩の男    1 井上 ひさし　著 講談社 1992.11 C936/ｲﾋ1/1 郷土開架

64 四千万歩の男    2 井上 ひさし　著 講談社 1992.12 C936/ｲﾋ1/2 郷土開架

65 四千万歩の男    3 井上 ひさし　著 講談社 1993.1 C936/ｲﾋ1/3 郷土開架

66 四千万歩の男    4 井上 ひさし　著 講談社 1993.2 C936/ｲﾋ1/4 郷土開架

67 四千万歩の男    5 井上 ひさし　著 講談社 1993.3 C936/ｲﾋ1/5 郷土開架

<物語＞

No. 書　名 著　者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

68 青べか物語    山本 周五郎　著 新潮社 1979 9136/Y31 書庫ＣＬ

69 足(あしょ)んこの歌    第3詩集 高野 つる　詩・絵 らくだ出版 2005.9 C9156/ﾀﾂ1/3 郷土開架

70 あぽやん    新野 剛志　著 文藝春秋 2008.4 9136/ｼﾀ 22 一般開架

71 伊藤左千夫集    伊藤 左千夫　著 あさひふれんど千葉 1990.8 C936/ｲｻ 1 郷土開架

72 雨月物語    [上田 秋成　著] 三弥井書店 2009.12 91356/88 一般開架

73 海を感じる時    中沢 けい　著 講談社 1980 9136/ﾅｹ 2 一般書庫

74 海風通信  カモガワ開拓日記  村山 由佳　絵と文 集英社 1996.8 C946/ﾑﾕ 1 郷土開架

75 通い路  夢二、一夏の恋  市田 祥子　著 近代文芸社 2001.9 C936/ｲﾅ 1 郷土開架

76 木更津キャッツアイ    宮藤 官九郎　著 角川書店 2002.4 C927/ｸｶ 1 郷土開架

77 銀座諸事折々    鈴木 真砂女　著 角川書店 2000.3 9146/ｽﾏ 4 一般開架

78 九十九里  幕末真忠組事件  林 清継　著 崙書房 1981.5 C936/ﾊｷ 2 郷土開架

79 九十九里叛乱    林 清継　著 東邦出版社 1972 C936/ﾊｷ 1 郷土開架

80 栗本薫の里見八犬伝    [曲亭 馬琴　作] 講談社 2001.12 91356/42 一般開架

81 恋する空港  あぽやん 2  新野 剛志　著 文藝春秋 2010.6 9136/ｼﾀ 26 一般開架



No. 書　名 著　者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

82 凍える牙    乃南 アサ　著 新潮社 1996.4 9136/ﾉｱ 1 一般書庫

83 削除ボーイズ0326    方波見 大志　著 ポプラ社 2006.10 9136/ｶﾀ 22 一般開架

84 里見八犬伝    川村 二郎　著 岩波書店 1997.12 C935/2 郷土開架

85 ジェネラル・ルージュの凱旋    海堂 尊　著 宝島社 2007.4 9136/ｶﾀ 25 一般開架

86 ジーン・ワルツ    海堂 尊　著 新潮社 2008.3 9136/ｶﾀ 28 一般開架

87 重力ピエロ    伊坂 幸太郎　著 新潮社 2003.4 9136/ｲｺ 7 一般書庫

88 スケッチブック    里川 憐菜　著 彩図社 2003.1 C9156/ｻﾚ 1 郷土開架

89 大河の九姉妹    舘 のり子　著 みやび出版 2008.4 9136/ﾀﾉ 23 一般開架

90 太平洋沿岸地区集　1 鳥海 宗一郎　編 あさひふれんど千葉 1995.6 C936/５/１ 郷土開架

91 千葉県立海中高校    青柳 碧人　著 講談社 2010.5 9136/ｱｱ38 一般開架

92 終の住処    磯崎 憲一郎　著 新潮社 2009.7 9136/ｲｹ25 一般開架

93 手児奈    西川 日恵　著 五月書房 1998.12 C936/ﾆﾆ 1 郷土開架

94 鉄のあけぼの    上 黒木 亮　著 毎日新聞社 2012.6 9136/ｸﾘ 12/1 一般開架

95 鉄のあけぼの    下 黒木 亮　著 毎日新聞社 2012.6 9136/ｸﾘ 12/2 一般開架

96 天国までの百マイル    浅田 次郎　著 朝日新聞社 1998.12 9136/ｱｼ20 一般書庫

97 東京湾岸地区集    1 小山 光一　編 あさひふれんど千葉 1995.2 C936/1 郷土開架

98 利根のみえる丘    高野 つる　著 らくだ出版 1992.12 C936/ﾀﾂ 1 郷土開架

99 南総里見八犬傳    上 滝沢 馬琴　作 言海書房 2007.11 91356/78/1 一般開架

100 南総里見八犬傳    下 滝沢 馬琴　作 言海書房 2007.11 91356/78/2 一般開架

101 南総里見八犬伝名場面集    湯浅 佳子　編 三弥井書店 2007.9 91356/77 一般開架

102 野菊の墓    伊藤 左千夫　著 勉誠社 1983.7 9136/I89 書庫ＣＬ

103 ハーモニー    伊藤 計劃　著 早川書房 2008.12 9136/ｲｹ23 一般開架

104 PK    伊坂 幸太郎　著 講談社 2012.3 9136/ｲｺ 28 一般開架

105 フィッシュストーリー    伊坂 幸太郎　著 新潮社 2007.1 9136/ｲｺ 17 一般開架

106 帽子と花束    下 葉山 修平　著 竜書房 2000.9 C936/ﾊｼ 3/2 郷土開架

107 帽子と花束    上 葉山 修平　著 竜書房 2000.9 C936/ﾊｼ 3/1 郷土開架

108 澪つくし    上巻 ジェームス三木　著 実業之日本社 1985.6 9136/J35/1 書庫ＣＬ

109 澪つくし    下巻 ジェームス三木　著 実業之日本社 1985.8 9136/J35/2 書庫ＣＬ

110 むこうだんばら亭    乙川 優三郎　著 新潮社 2005.3 9136/ｵﾕ16 一般開架

111 夕顔将門記    常世田 令子　著 崙書房出版 1997.10 C936/ﾄﾚ 1 郷土開架


