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番号 種類 資　料　情　報 請求記号 資料番号

1 一般○茨 茨城県風土記　旺文社　1987.11　31cm　592p ｲ200/118/ 001051803904

2 一般○茨
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
1997　30cm　62p

ｲ204/ｲﾊﾞ/ 001054134349

3 一般○茨
茨城の考古学散歩　茨城県考古学協会／編集　東〓書房　2010.5
21cm　382p

ｲ250/31/ 001053973952

4 児童○茨
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　1982.5　21×19cm　207p

ｲ280/ｲﾊﾞ/ 001140213511

5 一般○茨 ふるさと茨城の景観　茨城県生活福祉部総合県民室　1984　26cm　52p ｲ280/ｲﾊﾞ/B 001051797171

6 一般○茨
茨城地名のはなし　　（茨城現代新書 2）　江原 忠昭(1935ー)／著　叢葉
書房　1978.6　18cm　48p

ｲ281/7/ 001053870000

7 一般○茨
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　1989.3　19cm　218p

ｲ289/121/ 001051618088

8 一般○茨
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　1990.4　19cm　215p

ｲ289/132/ 001051621017

9 一般○茨
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　1991.5　19cm　215p

ｲ289/136/ 001051621033

10 一般○茨
茨城県の山　　（新・分県登山ガイド 7）　武村 岳男／著　山と渓谷社
2010.8　21cm　127p

ｲ289/143/2010 001053897755

11 一般○茨
茨城県の山　　（分県登山ガイド 07）　酒井 國光／著　山と溪谷社
2016.10　21cm　143p

ｲ289/143/2016 001054370596

12 一般○茨
るるぶ茨城　'15　　（るるぶ情報版）　JTBパブリッシング　2014.12　26cm
113p

ｲ289/2/2015 001054259773

13 一般○茨
るるぶ茨城　'16　　（るるぶ情報版 関東 3）　JTBパブリッシング
2015.12　26cm　115p

ｲ289/2/2016 001054321177

14 一般○茨
茨城の滝　水嶋 保／写真　読売茨城タウンニュース社　2005.9　22cm
128p

ｲ289/28/ 001053362859

15 一般○茨
茨城　'15-'16　　（マップルマガジン 関東 01）　昭文社　2015.2　26cm
143p

ｲ289/3/2015 001054273246

16 一般○茨 茨城　'16　　（まっぷるマガジン 関東 01）　昭文社　2016.1　26cm　143p ｲ289/3/2016 001054331366

17 一般○茨 茨城ゆったり湯めぐり　茨城新聞社　2013.11　21cm　135p ｲ289/329/ 001054182710

18 一般○茨
茨城「地理・地名・地図」の謎　　（じっぴコンパクト新書 207）　小野寺 淳
(1955ー)／監修　実業之日本社　2014.11　18cm　191p

ｲ289/333/ 001054252950
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19 一般○茨
いばらき旅のモノサシ　鈴木　隆文／編　ゆたり出版　2015.5　23cm
101p

ｲ289/343/ 001054362718

20 一般○茨 ふるさとの散歩道　茨城県　国土地理協会　1982.4　21cm　325p ｲ289/61/1982 001051797155

21 一般○茨
茨城名所図絵　県北編　山本 秋広(1893ー)／著　歴史図書社　1981.1
20cm　273p

ｲ289/70/1 001051797098

22 一般○茨
茨城名所図絵　県南編　山本 秋広(1893ー)／著　歴史図書社　1981.2
20cm　262p

ｲ289/70/2 001051797106

23 一般○茨 茨城の山と渓谷　岡野 重一／執筆　茨城新聞社　1983.5　19cm　183p ｲ289/73/ 001051797189

24 一般○茨 博学紀行茨城県　福武書店　1984.1　21cm　205p ｲ289/76/ 001052975776

25 一般○茨
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　1988.11　19cm　197p

ｲ440.2/17/ 001051797429

26 一般○茨
茨城の海の生き物　　（カラー自然シリーズ 7）　茨城新聞社／編　茨城
新聞社　1985.5　19cm　252p

ｲ452/5/ 001051800744

27 一般○茨 茨城の海なぜ?なぜ?　友定 彰／著　広報出版社　1992.9　19cm　157p ｲ452/6/ 001051800470

28 一般○茨
茨城の自然をたずねて　　（日曜の地学 8）　天野 一男(1949ー)／編著
築地書館　1994.2　19cm　249p

ｲ455/5/ 001054308240

29 一般○茨
茨城県自然紀行　山崎 睦男(1930ー)／著　東〓書房　2005.7　21cm
237p

ｲ461/2/ 001053347819

30 一般○茨
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　1996.3　26cm　176p

ｲ461/22/ 001053863245

31 一般○茨 茨城いきもの図鑑　前田 信二　メイツ出版　2016.6　19cm　271p ｲ461/32/ 001054362411

32 一般○茨
茨城の野草　春ー初夏編　　（カラー自然シリーズ 1）　茨城新聞社／編
茨城新聞社　1984.6　19cm　268p

ｲ462/16/1 001051803425

33 一般○茨
茨城の野草　夏ー秋編　　（カラー自然シリーズ 2）　茨城新聞社／編
茨城新聞社　1985　19cm　268p

ｲ462/16/2 001051800686

34 一般○茨
茨城のきのこ　　（カラー自然シリーズ 6）　茨城新聞社／編　茨城新聞
社　1984.11　19cm　287p

ｲ462/17/ 001051754495

35 一般○茨 茨城の海藻　中庭 正人／著　暁印書館　2008.10　19cm　127p ｲ462/27/ 001053704381

36 一般○茨
茨城の花　安原 修次(1936ー)／撮影・著　ほおずき書籍　2011.7　22cm
204p

ｲ462/32/ 001053996011

37 一般○茨
茨城の昆虫　　（カラー自然シリーズ 3）　茨城新聞社／編　茨城新聞社
1985.5　19cm　250p

ｲ463/26/ 001051800710

38 一般○茨
茨城の蝶　　（カラー自然シリーズ 4）　茨城新聞社／編　茨城新聞社
1985.5　19cm　180p

ｲ463/27/ 001051800728

39 一般○茨
茨城の野鳥　　（カラー自然シリーズ 5）　茨城新聞社／編　茨城新聞社
1985.6　19cm　252p

ｲ463/28/ 001051800777



2016/11/1

番号 種類 資　料　情　報 請求記号 資料番号

1 一般○茨
茨城県大百科事典　茨城新聞社／編集　茨城新聞社　1981　27cm
1099,138p

ｲ200/119/ 001051688941

2 一般○茨
あったら受かる?茨城検定　茨城新聞社出版局／編集　茨城新聞社
2009.4　18cm　253p

ｲ280/ｲﾊﾞ/ 001053741037

3 一般○茨 いばらき44　茨城新聞社　2009.4　26cm　183p ｲ280/ｲﾊﾞ/ 001053741094

4 一般○茨
いばらきっ子郷土検定　平成27年度　常陽銀行／〔編〕　常陽銀行
〔2016〕　30cm　91p

ｲ280/ｲﾊﾞ/2015 001054369366

5 一般○茨
茨城県の不思議事典　石塚 真(1944ー)／編　新人物往来社　1995.6
22cm　239p

ｲ289/290/ 001051665881

6 一般○茨
茨城県謎解き散歩　　（新人物文庫 い-8-1）　石塚 眞／編著　新人物
往来社　2012.1　15cm　287p

ｲ289/290/(2) 001054049596

7 一般○茨
思わず人に話したくなる茨城学　　（歴史新書）　県民学研究会／編　洋
泉社　2013.9　18cm　190p

ｲ289/325/ 001054173362

8 一般○茨
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
2011.8　26cm　139p

ｲ302/10/ 001054006158

9 一般○茨
これでいいのか茨城県　第2弾　　（日本の特別地域特別編集 46）　岡
島 慎二(1968ー)／編　マイクロマガジン社　2013.6　26cm　139p

ｲ302/10/2 001054163108

10 一般○茨 茨城の逆襲　岡村 青(1949ー)／著　言視舎　2011.9　19cm　189p ｲ302/15/ 001054021306

11 一般○茨
激突!北関東3県「だっぺ」の本気(マジ)バトル!!　　（対決シリーズ 1）　岡
島 慎二(1968ー)／編　マイクロマガジン社　2013.9　21cm　171p

ｲ302/16/ 001054175524

12 一般○茨
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
2004.5　19cm　203p

ｲ361/1/ 001053197644

13 一般○茨
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
2006.4　19cm　255p

ｲ361/1/2 001053416754

14 一般○茨
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　2014.2　18cm　174p

ｲ361/18/ 001054209208

15 一般○茨
茨城あるある　広田 光治(1982ー)／著　TOブックス　2014.10　18cm
159p

ｲ361/19/ 001054252927

16 一般○茨
茨城の法則　　（リンダパブリッシャーズの本）　茨城の法則研究委員会
／編　泰文堂　2015.6　18cm　158p

ｲ361/20/ 001054291248
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