
袖ケ浦市の郷土についての資料を紹介します
　※複本が3冊以上ある本は貸し出ししていますが、本の状態によっては貸し出せないものもあります。職員にお問い合わせください。

●飯富（あきとみ）神社の筒粥神事について

タイトル サブタイトル・該当ページ 著者・編者 出版 請求記号 出版年

根形地区の民俗
ｐ119　第四章　信仰と儀礼　第一節　民
間信仰　一　村の神　（一）飯富の飯富神
社

袖ケ浦町民俗文化財調査会
／編　者

袖ケ浦町教育委員会 K 382 Sﾐ 3 1988年

袖ケ浦市史　自然・民俗編
ｐ514　第４章　信仰と行事　第２節　年中
行事　筒粥神事

袖ケ浦市史編纂委員会／編
集

袖ケ浦市 K 213 S ｼ 1999年

袖ケ浦町史　通史編　下巻
ｐ777　第７編　宗教　第１章　神社　第六
節　飯富地区　飯富神社

袖ケ浦町史執筆委員会／編
集

袖ケ浦町 K 213 Sﾁ 2 1990年

袖ケ浦町史研究　第五号
年中行事特集号　ｐ46　飯富神社の年中
行事

袖ケ浦町史編纂委員会／著
者

袖ケ浦町 K213　Sﾁ　5 1982年

千葉県の文化財 ｐ416　飯富神社の筒粥 千葉県教育委員会／編　者 千葉県教育委員会 K 709 Cｷ 1990年

タイトル サブタイトル・該当ページ 著者・編者 出版 請求記号 出版年

袖ケ浦市史　通史編１
ｐ508　第６章　第二節　市内の中世交通
一鎌倉街道

袖ケ浦市史編纂委員会／編
集

袖ケ浦：袖ケ浦市 K 213 Sｼ 1 2001年

袖ケ浦市史　自然・民俗編
ｐ661　第６章　第三節　道しるべ　鎌倉街
道

袖ケ浦市史編纂委員会／編
集

袖ケ浦：袖ケ浦市 K 213 S ｼ 1999年

市民のための『袖ケ浦の歴史』 p15　第２章　中世の袖ケ浦　１鎌倉時代 袖ケ浦市教育委員会／編集 袖ケ浦：袖ケ浦市 K 213 Sｷ 1992年

房総の頼朝伝説 ｐ115　袖ケ浦市 笹生　浩樹／著 鎌倉：冬花社 K 289.1 Sﾐ 2013年

袖ケ浦町史　通史編　上巻
ｐ303　第一章　鎌倉時代　第一節　源頼
朝と房総

袖ケ浦町史編さん委員会／
編集

袖ケ浦町（千葉県）：袖ケK 213 Sﾁ 1 1985年

古街道を往く　　房総路Ⅱ ｐ97　鎌倉街道 千葉県広報協会／編　者 千葉県広報協会 K 291.3 Cｺ 1984年

歴史の道調査報告書集成　１９ 関東地方の歴史の道９　千葉３ 服部　英雄／編集委員 東京：海路書院 K 682 ﾚ 19 2007年

●袖ケ浦市の頼朝伝説と鎌倉街道について



●袖ケ浦市の地名について

タイトル サブタイトル・該当ページ 著者・編者 出版 請求記号 出版年

袖ケ浦の地名 袖ケ浦市史基礎資料調査報告書  ８ 袖ケ浦市教育委員会 K 291 Sｷ 1997年

袖ケ浦町史研究　第４号 地名特集号
袖ケ浦町史編纂委員会／著
者

袖ケ浦町 K 213 Sﾁ 4 1981年

袖ケ浦市史　自然・民俗編 ｐ639　第６章　資料　第二節　地名
袖ケ浦市史編纂委員会／編
集

袖ケ浦：袖ケ浦市 K 213 S ｼ 1999年

袖ケ浦市史研究　第７号
ｐ74　袖ケ浦市の地名について－大字
名・錯綜地・最近の地名

袖ケ浦市史編纂委員会／編
集

袖ケ浦市教育委員会 K 213 Sｼ 1999年

角川日本地名大辞典　１２ 千葉県
「角川日本地名大辞典」編
纂委員会／編

角川書店 K 291 ｶ 1984年

日本歴史地名大系　１２ 千葉県 平凡社 R 291 ﾆ 12 1996年

●袖ケ浦市の昔話について

　　笠上の観音様（久保田）
　　永地の文殊様（永地）
　　子は清水（蔵波）
　　横田の児宮（ちごみや）（横田）
　　兵庫どんのむじな（神納）
　　坂戸神社の話（坂戸市場）

タイトル サブタイトル・該当ページ 著者・編者 出版 請求記号 出版年

袖ケ浦市史　自然・民俗編
ｐ596　第五章　第一節　民話・伝説・昔
話・世間話

袖ケ浦市史編纂委員会／編
集

袖ケ浦市 K 213 S ｼ 1999年

西かずさ昔むかし ｐ103　袖ケ浦町　地名の由来
木更津青年会議所社会開
発委員会／編者

木更津青年会議所 K 388 ｷ 1983年

ふるさと「そでがうら」のくらしと味 ｐ1　ふるさと「そでがうら」の民話
袖ケ浦町環境経済部経済課
／編　者

袖ケ浦町環境経済部
経済課

K 590 Sｶ 1988年

市民のための『袖ケ浦の歴史』 ｐ188　昔ばなし 袖ケ浦市教育委員会／編集 袖ケ浦市 K 213 Sｷ 1992年

袖ケ浦のおもな昔話には以下のものがあります



●戦時下の袖ケ浦市について

タイトル サブタイトル・該当ページ 著者・編者 出版 請求記号 出版年

君津地方四市の戦時下の状況 p１　戦時下の状況〈袖ケ浦市〉
房総の会ピーススタッ
フきみつ

K 213 Sﾎﾞ 2012年

明日の君たちへ 袖ケ浦市民の戦争体験
袖ケ浦市総務部総務課／編
集

K 916 Sｿ 1997年

戦時の体験 軍歴と手記
袖ケ浦市三ツ作在住・出身
者／著　者

袖ケ浦市三ツ作有志 K 916 Sｾ 1991年

君津地域の昭和史 ～戦前から戦後のはざまに 栗原　克榮／著 やまがら企画 K 210.7 Sｸ 2014年

袖ケ浦市史　通史編３ ｐ151　第五章　戦時体制下の地域社会
袖ケ浦市史編纂委員会／編
集

袖ケ浦市 K 213 Sｼ 3 2000年

ふるさと発掘袖ケ浦 ｐ67　第五章　語り継ぐべき戦時のこと 間山　久弥／著 ＭＢＣ２１ K 291.3 Sﾏ 2003年

市民のための『袖ケ浦の歴史』
ｐ69　第５章　現代の袖ケ浦　１苦難の昭
和初期　（2）戦争と袖ケ浦

袖ケ浦市教育委員会／編集 袖ケ浦市 K 213 Sｷ 1992年

袖ケ浦市史研究　第１６号
ｐ3　木更津海軍航空基地・第二海軍航空
廠と袖ケ浦

袖ケ浦市郷土博物館／編集 袖ケ浦市郷土博物館 K 213 Sｷ 16 2013年

ふるさと高谷　第１５集 戦争とふるさと
ふるさと高谷を調べる会／
編著

ふるさと高谷を調べる
会

K 213 S ﾌ 15 2001年

高谷区戦役従軍者調書 「ふるさと高谷」別冊
ふるさと高谷を調べる会／
編著

ふるさと高谷を調べる
会

K 213 Sﾌ-ﾍﾞﾂ1994年

戦没者名簿 袖ケ浦町 K 210.7 S 1977年

戦没者名簿 袖ケ浦市 K 210.7 S 1995年



●袖ケ浦市の読書教育について

タイトル サブタイトル・該当ページ 著者・編者 出版 請求記号 出版年

袖ケ浦市の読書教育
平成１０．１１．１２年度文部省指定「学校
図書館情報化・活性化推進モデル地域事
業」最終報告書

袖ケ浦市教育委員会学校教
育課／編者

袖け浦市教育委員会
学校教育課

K 375 Sｶﾞ 2001年

学校図書館が変わる 教育委員会の支援 鴇田　道雄／著 図書館流通センター K 017 Sﾄ 2002年

変わる学び方、変わる図書館　Ｖｏｌ．６
千葉県袖ケ浦市教育委員会の実践～読
書教育の推進～　Ｐａｒｔ．１

図書館流通センター K 017 Sﾄ 2002年

袖ケ浦市読書指導員実践記録「読書
指導員が授業を変える」

袖ケ浦市読書指導員連絡協
議会／編集

袖ケ浦市読書指導員
連絡協議会

K 019 Sﾄﾞ 2004年

１００さつのおくりもの ～きっとみつかるよお気に入りの一冊～
袖ケ浦市学校図書館支援セ
ンター／編集

袖ケ浦市学校図書館
支援センター

K 028 Sｶﾞ 2007年

袖ケ浦市の読書教育 袖ケ浦市教育委員会／編者 袖ケ浦市教育委員会 K 019 Sｷ 2007年

読書教育サミットｉｎそでがうら開催報
告書

文部科学省指定研究「学校図書館支援
センター推進事業」中間報告

袖ケ浦市学校図書館支援セ
ンター／編集

読書教育サミットｉｎそ
でがう

K 019 Sﾄﾞ 2007年

袖ケ浦市小学校学び方ガイド　第２版 ―さあ　学びの大海原へ―
袖ケ浦市立総合教育セン
ター／編者

袖ケ浦市立総合教育
センター

K 375 Sｿ 2008年

袖ケ浦市中学校学び方ガイド　第２版 ―学びの羅針盤―
袖ケ浦市立総合教育
センター

K 375 Sｿ 2008年

「こども読書の街」への取り組み
平成１９．２０年度文部科学省指定「読む・
調べる」習慣の確立に向けた実践研究事
業報告書

子ども読書の街そでがうら
事務局／編集

袖ケ浦市教育委員会 K 019 Sｺ 2009年

豊かな心と自ら学ぶ力を育む学校図
書館をめざして

文部科学省指定研究「学校図書館支援
センター推進事業」報告報告書

袖ケ浦市学校図書館支援セ
ンター／編者

袖ケ浦市学校図書館
支援センター

K 017 Sｶﾞ 2009年

袖ケ浦市子ども読書活動推進計画
平成１９年度～平成２２年度

袖ケ浦市教育委員会生涯学
習課／編集

袖ケ浦市教育委員会
生涯学習課

K 019 Sｷ 2007年

袖ケ浦市子ども読書活動推進計画
平成２３年度～平成２７年度

袖ケ浦市教育委員会生涯学
習課／編集

袖ケ浦市教育委員会
生涯学習課

K 019 Sｷ 2011年

学校図書館と連携した授業実践報告
集

研究主題「主体的に活動できる生徒の育
成」～思考力、判断力、表現力の向上を
目指して～

長嶌　美紀／編集
袖ケ浦市立昭和中学
校

K 017 Sｼ 2014年



●深川元儁(ふかがわ・もととし）について

タイトル サブタイトル・該当ページ 著者・編者 出版 請求記号 出版年

市民のための『袖ケ浦の歴史』 ｐ79　第６章　文化　１　人物　　深川元儁 袖ケ浦市教育委員会／編集 袖ケ浦市 K 213 Sｷ 1992年

講談社日本人名大辞典 ｐ1593 上田　正昭／〔ほか〕監修 講談社 R281　コ 2001年

国書人名辞典　第４巻 ｐ155 市古　貞次／〔ほか〕編 岩波書店 R281　コ　4 1998年

千葉大百科事典 ｐ798　ふかがわ・げんしゅん 千葉日報社／編集 千葉日報社 Ｋ291.3　チ 1982年

日本人名大事典　５ ｐ302 平凡社 Ｒ281　ニ　5 1979年

日本洋学人名事典 ｐ321　ふかがわせんぞう 武内　博／編著 柏書房 Ｒ402　タ 1994年

著書 収録

埴生郡聞県漫録
房総叢書 ―紀元二千六百年記念
第６巻　地誌　其一

房総三州漫録一名房総雑記
房総叢書 ―紀元二千六百年記念
第７巻　地誌　其ニ

房総遊覧誌
房総叢書 ―紀元二千六百年記念　第８
巻　紀行及び日記

関連論文
タイトル サブタイトル・該当ページ 著者・編者 出版 請求記号 出版年

房総郷土研究　新訂
ｐ612～615 中山音弥「深河元儁とその本
草学的方面」

小原　大衛／編 青史社 Ｋ213　オ 1982年

袖ケ浦市史研究　第１１号
ｐ7～30 川名興「深川元儁の『房総三州
漫録』の動植物方言と民俗」

袖ケ浦市郷土博物館／編集 袖ケ浦市郷土博物館
Ｋ213　Ｓｷ
11

2004年

袖ケ浦市史研究　第１２号
ｐ66～81 川名興「深川元儁の『房総三州
漫録』に記録したｋ子音脱落と今」

袖ケ浦市郷土博物館／編集 袖ケ浦市郷土博物館
Ｋ213　Ｓｷ
12

200年5

文化７年（１８１０）～安政３年（１８５６）。飯富村に生まれる。江戸末期、和漢蘭の学問を極めた学者。
別名／通称／号　初名；基親、通称；銑次郎／仙次郎／千次郎／潜蔵／大学、号；霽宇／霽雨／柴の戸の誰也良たれやら／馬来田国造、法号；放光院

著書（活字で読めるもの）　※当館には所蔵がありませんが、千葉県立図書館の「菜の花ライブラリー」で電子書籍が読めます。（無料）

http://e-library.gprime.jp/lib_pref_chiba/

千葉県立図書館＞菜の花ライブラリー



●袖ケ浦の過去の災害について

タイトル 該当ページ 著者・編者 出版 請求記号 出版年

平川町史

ｐ722～756　第二章　第十節　災害
◆1890（明治23）年2月8日　野里大火災
記録（第一回)
◆1899（明治32）年8月19日　野里大火災
記録（第二回)
◆1913（大正2）年3月7日　根形村岩井の
大火災記録
◆1923（大正12）年9月1日　関東大震災
の被害
◆1970（昭和45）年7月1日　関東南部集
中豪雨災害

平川町史編纂委員会／編
者

袖ケ浦町 K 213 Sﾁ 1973年

袖ケ浦町史　通史編　下巻

ｐ691～696　第１４章　災害　第一節　関
東大震災
◆1923（大正12）年9月1日　関東大震災

ｐ696～701　第１４章　災害　第二節　風
水害
◆1870（明治3）年9月8日　暴風
◆1910（明治43）年8月11日　豪雨
◆1917（大正6）年10月1日　暴風
◆1921（大正10）年10月10日　豪雨

ｐ701～707　第１４章　災害　第三節　そ
の他の災害
◆1870（明治3）年3月17日　奈良輪の火
災
◆1884（明治17）年3月17日　大曽根の火
災
◆1891（明治24）年12月16日　蔵波の林
野火災
◆1913（大正2）年　勝の火災
◆1912（大正元）年8月21日　汽車による
火災
◆1894（明治27）年の干ばつ

袖ケ浦町史執筆委員会／編
集

袖ケ浦町 K 213 Sﾁ 2 1990年



袖ケ浦市史　通史編２

ｐ417～421　第８章　幕藩制の動揺と市
域の村々　第２節　幕末の政治･社会情
勢と市域
安政大地震と市域の村々
◆1954（安政元）年11月4日　安政大地震
◆1955（安政2）年10月2日　安政大地震
安政三年の台風被害
◆1856（安政3）年8月25日　台風

袖ケ浦市史編纂委員会／編
集

袖ケ浦市 K 213 Sｼ 2 2001年

袖ケ浦市史　通史編３

ｐ381～384　第1章　地区の歴史　第４節
平岡村の相互扶助と農村構造　　二
◆1890（明治23）年2月8日　野里の大火
◆1917（大正6）年9月30日～10月1日　高
谷の台風
　
ｐ388～390　第５節　青年団体の活動に
みる中川村の歴史
二　関東大震災とその後の中川村
◆1923（大正12）年9月1日　関東大震災

袖ケ浦市史編纂委員会／編
集

袖ケ浦市 K 213 Sｼ 3 2000年

袖ケ浦市史　自然・民俗編

ｐ50～57　第１章　袖ケ浦の大地－地形と
地質－　第四節　地震災害－その地学的
背景－
◆1923（大正12）年9月1日　関東地震
◆1987（昭和62）年12月17日　千葉県東
方沖地震

袖ケ浦市史編纂委員会／編
集

袖ケ浦市 K 213 S ｼ 1999年

市民のための『袖ケ浦の歴史』

ｐ49　第３章　近世の袖ケ浦　４　幕末の
袖ケ浦　（3）安政の大地震
◆1855（安政2）10月2日　安政の大地震

ｐ67　第４章　近代の袖ケ浦　５　天災
（1）災害
◆1870（明治3）年9月8日　暴風
◆1910（明治43）年8月11日　豪雨
◆1917（大正6）年10月1日　暴風
◆1920（大正10）年10月10日　豪雨

ｐ37～68　第４章　近代の袖ケ浦　５　天
災　（2）関東大震災
◆1923（大正12）年9月1日　関東大震災

袖ケ浦市教育委員会／編集 袖ケ浦市 K 213 Sｷ 1992年



ふるさと神納

ｐ105　時代史　三　近世　（五）村の主な
出来ごと　天災地変

ｐ154～157　天災地変
◆1864（明治27）年　明治の大干ばつ
◆1910（明治43）年8月　神蔵寺の倒壊
（豪雨水害）
◆1917（大正6）年9月30日　暴風
◆1923（大正12）年9月1日　関東大震災

多田　憲美／著者 多田憲美 K 213 Sﾀ 1995年

袖ケ浦市史研究　第４号
p34～37 「関東大震災の記録」　積田喜
久
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