
平成27年11月テーマ展示（郷土）

　　　　・会期：平成27年10月31日～11月29日　　　　・会場：茨城県立図書館

＜司書一押しの本＞ ※貸出郷土＝貸出用郷土資料コーナー

書名 著者 出版社 請求記号 場所区分
長谷川 伸三(1937ー)／ 山川出版社 ｲ200/43/(2) 貸出郷土

高橋 達央／作画 茨城新聞社
ｲ200/44/
ｲ200/63/1～5

閉架積層／
貸出郷土

山本 博文(1957ー)／監
修

洋泉社
イ200/120
B213.1/ﾔﾏ/

貸出郷土／
大活字・ベスト

茨城新聞社出版局／編
集

茨城新聞社 ｲ280/ｲﾊﾞ/ 貸出郷土

茨城地方史研究会／編
集

茨城新聞社 ｲ289/84/ 貸出郷土

ジェイアクト／著 メイツ出版 ｲ289/316/ 貸出郷土

岡島 慎二(1968ー)／編 マイクロマガジン社 ｲ302/16/ 貸出郷土

赤城 毅彦(1930ー2009)
／編

東京堂出版 ｲ818/7/ 貸出郷土

＜お勧めの本＞ ※貸出郷土＝貸出用郷土資料コーナー

書名 著者 出版社 請求記号 場所区分
資料が語る日本の歴史茨城の
あゆみ

〔茨城県立歴史館〕 ｲ069.6/ｲﾚ-3/2013-12 貸出郷土

新編常陸国誌 中山 信名／修 宮崎報恩会 ｲ200/3/ 貸出郷土

茨城県の歴史散歩
茨城県地域史研究会／
編

山川出版社 ｲ200/10/(3) 貸出郷土

茨城の歴史ものがたり
「茨城の歴史ものがた
り」刊行会／編

日本標準 ｲ200/16/ こどもとしょしつ

史料で探る茨城の歴史
茨城県高等学校教育研
究会歴史部／編

山川出版社 ｲ200/33/ 貸出郷土

図説茨城県の歴史
所 理喜夫／〔ほか〕責
任編集

河出書房新社 ｲ200/64/ 閉架積層

あったら受かる?茨城検定

茨城方言民俗語辞典

激突!北関東3県「だっぺ」の
本気(マジ)バトル!!

茨城の史跡は語る

茨城歴史探訪ウォーキング

【内容紹介】茨城県の歴史を１冊の本で深く知りたいあなたにお勧めです。
この１冊に，古代から現代までの茨城県の歴史が凝縮されています。重要な事件や茨城で活躍
した人物を中心に，分かりやすく書かれています。

【内容紹介】入門に最適です。茨城県の歴史を学びたいけど，どれから読んでいいかわからな
いあなたにオススメ。
茨城県の歴史（古代・原始から近・現代まで）が漫画で描かれているので，とても読みやすく
分かりやすいです。原始時代の茨城県の様子から，筑波研究学園都市の誕生までが１冊もしく
は５分冊になっています。

【内容紹介】この本を読めば、あなたも茨城通！
みんなが知っているようで知らない，意外な茨城県の歴史を知ることができます。古代から近
代まで，Ｑ＆Ａ形式でわかりやすく紹介されているので，読みやすく、お勧めです。

マンガで学ぶ茨城の歴史

あなたの知らない茨城県の歴
史

茨城県の歴史　県史 ８

【内容紹介】例えば，１問目。この問題あなたにはわかりますか？
茨城の海岸線の総延長は何ｋｍでしょう？
①約１６０ｋｍ　②約１９０ｋｍ　③約２２０ｋｍ　④約２５０ｋｍ
まずは，挑戦してみてください。本当にあったらいいですね。茨城検定。

【内容紹介】霞ケ浦から江戸への水運が物流の中心だった江戸時代、松波勘十郎は藩の命運を
かけた運河の開削に着手するが・・・（続きは本編で）
県内１００史跡について詳細に解説されています。史跡が何を語りだすのか耳を澄まして聴い
てください。

【内容紹介】「水戸藩士の屋敷が立ち並んでいた城東エリアをめぐるコース」など、エリア別
に28のモデルコースが紹介されています。
お好みのコースを選んで歩いてみてはいかがでしょうか。歴史を知ることで、見慣れた街の色
彩が少しだけ変わってくるはずです。

【内容紹介】永遠の好敵手（？）、茨城・栃木・群馬が、歴史の偉人・農業・Ｂ級グルメと
いった様々なテーマで対決しています。「やっぱり茨城が一番だっぺよ！」と言いたいところ
ですが、果たして勝負の行方は・・・？

【内容紹介】県別方言としては異例の３万語が収録された，１０１５ページというボリューム
に驚かされます。エバラキケン？じゃなくてイバラキケンの言語の奥義に触れてみてくださ
い。「あつこい本だけど，おもしーから読んでみっぺ」
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平成27年11月テーマ展示（郷土）

書名 著者 出版社 請求記号 場所区分

茨城の歴史　県北編 茨城地方史研究会／編 茨城新聞社 ｲ200/71/1 貸出郷土

茨城の歴史　県西編 茨城地方史研究会／編 茨城新聞社 ｲ200/71/2 貸出郷土

茨城の歴史　県南・鹿行編 茨城地方史研究会／編 茨城新聞社 ｲ200/71/3 貸出郷土

茨城100年グラフ 茨城県県民室／編 茨城県 ｲ200/84/ 貸出郷土

茨城100年写真集 茨城県広報研究会／編 茨城県広報研究会 ｲ200/86/ 貸出郷土

茨城県風土記 旺文社 ｲ200/118/ 貸出郷土

茨城県大百科事典 茨城新聞社／編集 茨城新聞社 ｲ200/119/ 貸出郷土

あなたの知らない茨城県の歴
史

山本 博文(1957ー)／監
修

洋泉社
ｲ200/120/
B213.1/ﾔﾏ/

貸出郷土／
大活字本・ベスト

もっと知りたい茨城県の歴史 小和田 哲男／監修 洋泉社 ｲ200/133/ 貸出郷土

図説那珂・久慈・多賀の歴史
瀬谷 義彦(1914ー)／監
修

郷土出版社 ｲ200.1/9/ 貸出郷土

図説水戸・笠間の歴史
佐久間 好雄(1932ー)／
監修

郷土出版社 ｲ200.2/1/ 貸出郷土

図説鹿行の歴史
植田 敏雄(1929ー)／監
修

郷土出版社 ｲ200.3/6/ 貸出郷土

図説土浦・石岡・つくばの歴
史

佐久間 好雄(1932ー)／
監修

郷土出版社 ｲ200.4/5/ 貸出郷土

図説稲敷・北相馬の歴史
佐久間 好雄(1932ー)／
監修

郷土出版社 ｲ200.4/6/ 貸出郷土

図説古河・岩井・水海道・猿
島の歴史

佐久間 好雄(1932ー)／
監修

郷土出版社 ｲ200.5/4/ 貸出郷土

図説結城・真壁・下館・下妻
の歴史

佐久間 好雄(1932ー)／
監修

郷土出版社 ｲ200.5/8/ 貸出郷土

遺跡が語る茨城の歴史 茨城県教育財団／編集 茨城県教育財団 ｲ204/ｲﾊﾞ/ 貸出郷土

写真記録茨城20世紀 茨城新聞社／編集 茨城新聞社 ｲ208/ｲﾊﾞ/ 貸出郷土

茨城県の百年 金原 左門／〔ほか〕著 山川出版社 ｲ208/ｷﾝ/ 貸出郷土

明治・大正・昭和の郷土史
8

昌平社 ｲ208/ｻｸ/ 貸出郷土

戦後70年茨城の記録 茨城新聞社 ｲ209/ｲﾊﾞ/ 貸出郷土

茨城県の昭和史　上巻 奥村 芳太郎／編 毎日新聞社 ｲ209.1/ﾏｲ/1 貸出郷土

茨城県の昭和史　下巻 奥村 芳太郎／編 毎日新聞社 ｲ209.1/ﾏｲ/2 貸出郷土

茨城の考古学散歩
茨城県考古学協会／編
集

東泠書房 ｲ250/31/ 貸出郷土

輝く茨城の先人たち 茨城県立歴史館／編集
茨城県生活環境部生
活文化課

ｲ273/ｲﾊﾞ/ 貸出郷土

茨城の先人たち
茨城県地域学習資料研
究会／編著

光文書院 ｲ273/ｲﾊﾞ/ こどもとしょしつ

20世紀茨城の群像
茨城新聞社編集局／編
集

茨城新聞社 ｲ273/ｲﾊﾞ/ 貸出郷土

郷土史にかがやく人びと
郷土史にかがやく人び
と編集委員会／編

青少年育成茨城県民
会議

ｲ273/ｷﾖ/ 貸出郷土

郷土歴史人物事典 茨城
佐久間 好雄(1932ー)／
編著

第一法規出版 ｲ273/ｻｸ/ 閉架積層

茨城の顔
室伏 勇(1934ー)／
〔著〕

茨城新聞社 ｲ273/ﾑﾛ/ 貸出郷土

いばらき44 茨城新聞社 ｲ280/ｲﾊﾞ/ 貸出郷土

茨城の地理ものがたり
「茨城の地理ものがた
り」編集委員会／編

日本標準 ｲ280/ｲﾊﾞ/ こどもとしょしつ
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書名 著者 出版社 請求記号 場所区分

茨城地名のはなし 江原 忠昭(1935ー)／著 叢葉書房 ｲ281/7/ 閉架積層

るるぶ茨城　'15 JTBパブリッシング ｲ289/2/2015 貸出郷土

茨城 '15-'16 昭文社 ｲ289/3/2015 貸出郷土

茨城の滝 水嶋 保／写真
読売茨城タウン
ニュース社

ｲ289/28/ 貸出郷土

茨城名所図絵　県北編 山本 秋広(1893ー)／著 歴史図書社 ｲ289/70/1 貸出郷土

茨城名所図絵　県南編 山本 秋広(1893ー)／著 歴史図書社 ｲ289/70/2 貸出郷土

ふるさといばらきの道
ふるさといばらきの道
編集委員会／編集

茨城県 ｲ289/121/ 閉架積層

ふるさといばらきの山
ふるさといばらきの山
編集委員会／編

茨城新聞社 ｲ289/132/ 閉架積層

ふるさといばらきの海
ふるさといばらきの海
編集委員会／編

茨城新聞社 ｲ289/136/ 閉架積層

茨城108景をめぐる
「日研」新聞編集委員
会／編集

筑波書林 ｲ289/142/ 貸出郷土

茨城の歴史紀行 園部 公一(1929ー)／著 暁印書館 ｲ289/149/ 貸出郷土

茨城県の不思議事典 石塚 真(1944ー)／編 新人物往来社 ｲ289/290/ 貸出郷土

茨城県謎解き散歩 石塚 眞／編著 新人物往来社 ｲ289/290/(2) 貸出郷土

大好きいばらき ふるさと自
慢　平成２４年度

大好きいばらき県民会
議／編

大好きいばらき県民
会議

ｲ289/315/2012 貸出郷土

懐かしの街さんぽ茨城
懐かしの街さんぽ製作
委員会／編

幹書房 ｲ289/321/ 貸出郷土

思わず人に話したくなる茨城
学

県民学研究会／編 洋泉社 ｲ289/325/ 貸出郷土

茨城「地理・地名・地図」の
謎

小野寺 淳(1955ー)／監
修

実業之日本社 ｲ289/333/ 貸出郷土

郷土資料事典　8 ゼンリン 291.0/ｷﾖ/8 人文２　（２９）

これでいいのか茨城県 岡島 慎二(1968ー)／編 マイクロマガジン社 ｲ302/10/1 貸出郷土

これでいいのか茨城県　第2
弾

岡島 慎二(1968ー)／編 マイクロマガジン社 ｲ302/10/2 貸出郷土

茨城の逆襲 岡村 青(1949ー)／著 言視舎 ｲ302/15/ 貸出郷土

茨城県市町村ガイド　2015 茨城県市長会／企画 茨城県市長会 ｲ327.1/1/2015 貸出郷土

茨城県市町村概況　平成27年
度版

茨城県総務部地域支援
局市町村課／編

茨城県総務部地域支
援局市町村課

ｲ331/1/2015 貸出郷土

郷土百年
茨城広報センター／編
集

茨城県議会事務局 ｲ334.1/14/ 閉架積層

茨城早わかり　〔2015〕
茨城県企画部統計課／
編集

茨城県企画部統計課 ｲ350/1/2015 貸出郷土

市町村早わかり　〔2015〕
茨城県企画部統計課／
編集

茨城県企画部統計課 ｲ350/8/2015 貸出郷土

茨城人
読売新聞社水戸支局／
編

鶴屋書店 ｲ361/7/ 閉架積層

茨城のおきて
茨城県地位向上委員会
／編

アース・スターエン
ターテイメント

ｲ361/18/ 貸出郷土

茨城あるある 広田 光治(1982ー)／著 TOブックス ｲ361/19/ 貸出郷土

茨城の法則
茨城の法則研究委員会
／編

泰文堂 ｲ361/20/ 貸出郷土

わたしたちの茨城県
茨城県教育研究会社会
科教育研究部／編

ひばり出版 ｲ372.2/63/2011 貸出郷土

日本の民俗　8 第一法規 ｲ382.1/14/ 貸出郷土
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平成27年11月テーマ展示（郷土）

書名 著者 出版社 請求記号 場所区分
日本の食生活全集　8　聞き
書 茨城の食事

農山漁村文化協会 ｲ383/1/ 貸出郷土

いばらきの祭りと民俗芸能
茨城県生活福祉部総合
県民室／編集

茨城県生活福祉部総
合県民室

ｲ386/22/ 貸出郷土

茨城県の祭り・行事
茨城県教育庁文化課／
編集

茨城県教育委員会 ｲ386/24/ 貸出郷土

茨城の科学史
朝日新聞水戸支局／編
集

常陸書房 ｲ402/1/ 閉架積層

茨城の科学史　続
朝日新聞水戸支局／編
集

常陸書房 ｲ402/1/2 貸出郷土

ふるさといばらきの川
ふるさといばらきの川
編集委員会／編集

茨城新聞社 ｲ440.2/17/ 閉架積層

茨城の海の生き物 茨城新聞社／編 茨城新聞社 ｲ452/5/ こどもとしょしつ

茨城県自然紀行 山崎 睦男(1930ー)／著 東泠書房 ｲ461/2/ 貸出郷土

ふるさと茨城の自然
茨城県生活環境部環境
保全課／編

茨城県生活環境部環
境保全課

ｲ461/22/ 貸出郷土

地球再発見
ミュージアムパーク茨
城県自然博物館／編

茨城新聞社 ｲ461/30/ 貸出郷土

茨城の野草  春-初夏編 茨城新聞社／編 茨城新聞社 ｲ462/16/1 こどもとしょしつ

茨城の野草  夏-秋編 茨城新聞社／編 茨城新聞社 ｲ462/16/2 こどもとしょしつ

茨城の花
安原 修次(1936ー)／撮
影・著

ほおずき書籍 ｲ462/32/ 貸出郷土

茨城の昆虫 茨城新聞社／編 茨城新聞社 ｲ463/26/ こどもとしょしつ

茨城の蝶 茨城新聞社／編 茨城新聞社 ｲ463/27/ こどもとしょしつ

茨城の野鳥 茨城新聞社／編 茨城新聞社 ｲ463/28/ こどもとしょしつ

図説茨城の城郭 茨城城郭研究会／編 国書刊行会 ｲ521/7/ 閉架積層

茨城県の近代化遺産
茨城県教育庁文化課／
編集

茨城県教育委員会 ｲ602/19/ 貸出郷土

茨城の美術史
茨城県立美術博物館／
編

茨城県立美術博物館 ｲ702/1/+2 閉架積層

茨城の芸能史 茨城文化団体連合／編 茨城文化団体連合 ｲ702/3/+2 閉架積層

ふるさといばらきのうた
茨城県生活福祉部総合
県民室／編

茨城県生活福祉部総
合県民室

ｲ767/16/ 貸出郷土

茨城方言再発見 遠藤 忠男(1918ー)／著 葵倶楽部 ｲ818/1/ 貸出郷土

ごじゃっペディア 青木 智也(1973ー)／著 茨城新聞社 ｲ818/14/ 貸出郷土

茨城の文学史 茨城県教育委員会／編 茨城県教育委員会 ｲ910.2/ｲﾊﾞ/ 閉架積層

いばらき文学紀行 今瀬 文也(1933ー)／著 東泠書房 ｲ910.2/ｲﾏ/ 貸出郷土

茨城の文学碑 室伏 勇(1934ー)／著 暁印書館 ｲ910.2/ﾑﾛ/(2) 閉架積層

茨城の文学碑百選 続
堀込 喜八郎(1921ー)／
編著

筑波書林 ｲ910.2/ﾎﾘ/2 閉架積層

茨城の文学碑百選　3
堀込 喜八郎(1921ー)／
編著

筑波書林 ｲ910.2/ﾎﾘ/3-+2 閉架積層

茨城の文学碑百選　4
堀込 喜八郎(1921ー)／
編著

筑波書林 ｲ910.2/ﾎﾘ/4 貸出郷土

いばらぎじゃなくていばらき 青木 智也(1973ー)／著 茨城新聞社 ｲB361/1/ 閉架積層

いばらぎじゃなくていばらき
続

青木 智也(1973ー)／著 茨城新聞社 ｲB361/1/2 閉架積層

作成：茨城県立図書館（平成27年10月）
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