資料展示

ぐんまの鉄道・いま むかし
期間：平成２２年７月１６日（金）〜９月２６日(日)
会場：群馬県立図書館 ３階展示コーナー

群馬県立図書館では、県内の郷土資料の重点的な収集・保存・利用提供に努めており、
これら貴重な郷土資料の中から、年４回テーマを決めて、特色ある資料を幅広く紹介する
資料展示を行っています。
特に、今年は「国民読書年」であり、読書への関心を高め、その魅力や価値を見直す記
念すべき年となっています。
この資料展示では、 わたらせ渓谷鉄道、上毛電鉄、上信電鉄など現在も活躍する群馬
の私鉄や廃線となった草軽電鉄や伊香保軌道線の資料など、群馬における鉄道の歩みを振
り返ります。

【 展示資料について】

本展示は、群馬の鉄道に関する図書資料等の一端を紹介するもので、全ての資料等を網羅的に
紹介するものではありません。ここに示した１０１点の資料は、所蔵資料の一部です。
展示資料は通常主に２階調査相談室の郷土資料コーナーにあり、いつでも閲覧できます。複本
がある場合には、展示期間中でも貸出のできるものがあります。「＊」記号の付いたものは、一冊
のみ所蔵あるいは雑誌類のため、貸出できない資料です。
なお、展示されていない所蔵資料のことや展示資料の貸出等のご相談は、２階調査相談室で受
け付けておりますので、お申付けください。

○群馬の鉄道・駅に関する資料
群馬の鉄道の歴史は１８８４年（明治１７年）、上野―高崎間が全通したことにより、日本でも比較的に早い時期
に始まります。江戸時代より交通の要所であった高崎はさらに陸上交通の中心地となり、高崎を起点に県内の鉄道
網が張り巡らされました。鉄道の開通は上州の蚕糸業・鉱山業などをはじめ群馬の発展に大きな役割を果たし、人
々の生活を支えてきました。
大正、昭和期にかけ数多く敷設され、様々な役割を果たしてきた群馬の鉄道ですが、なかには廃線となってしま
った路線も数多く存在します。今回の資料展示では群馬の鉄道について廃線となってしまった路線および現役で活
躍している路線の資料を展示し、群馬の発展に寄与してきた鉄道について振り返ります。
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北関東の鉄道４０年
プレスアイゼンバーン 2004
駅 上州の鉄道
読売新聞前橋支局／編 煥乎堂 1979
全国鉄道汽車便覧 明治３５年版復刻 松尾弘毅 2003
群馬の鉄道 1884-2006
あかぎ出版／編 あかぎ出版 2006
駅物語 旅のスケッチ ＪＲ東日本編
大須賀一雄／著
日貿出版社 1995
両毛を結んで 前橋駅100年の歩み 前橋駅100年の歩み編さん委員会／編 上毛新聞社 1989
旅もよう 駅でみつけた物語 群馬編
ジェイアール東日本企画／編 東日本旅客鉄道 1989
街とともに歩み明日へ伊勢崎駅100年史
伊勢崎駅開業100周年記念事業実行委員会／編 上毛新聞社 1989
十億人の足跡 高崎駅百年史
朝雲久児臣／編
風土記出版委員会 1984
絵葉書に見る懐かしの鉄道 上信越・中央線編
白土貞夫／著
ほおずき書籍 2003
古写真にみる日本の鉄道 日本鉄道史を語る貴重な古写真・絵葉書を一挙掲載!
三宅俊彦／[編]著
新人物往来社 2008
古写真で見る明治の鉄道 保存版
原口 隆行／編著
世界文化社 2001

○廃線に関する資料１（碓氷線・伊香保軌道）
◎ＪＲ信越本線（碓氷線）
１８８５年（明治１８年）に高崎駅〜横川駅間が開通。横川駅〜軽井沢駅間は碓氷峠という難所を挟むた
め、工事が遅れ８年後の１８９３年に開通しました。信越本線は群馬県高崎駅から長野県直江津駅を経て新
潟駅まで至る路線でしたが、１９９７年、長野新幹線の開業にともない、横川駅〜軽井沢駅間が廃止されまし
た。
同区間にある通称めがね橋は現存する煉瓦造りの橋としては国内最大規模であり、１９９３年に重要文化
財に指定され、２００７年６月にはユネスコの世界遺産の暫定リスト入りを果たしました。
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さよなら碓氷線
あかぎ出版 1997
ありがとう、信越線 写真記録 思い出が心に生きる永遠のふるさと鉄道
郷土出版社 1998
碓氷線・ＥＦ63の道 峠の廃線紀行 写真集
浦野護／編・著 あかぎ出版 1999
アプトの道 旧碓氷線
浦野護／編
あかぎ出版 1998
碓氷線物語 急勾配とのたたかい
八木富男／著
あさを社 1989
碓氷峠の一世紀 運転史から見た横軽間の104年 上
三宅俊彦／著 ﾈｺ･ﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ 2002
碓氷峠の一世紀 運転史から見た横軽間の104年 下
三宅俊彦／著 ﾈｺ･ﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ 2002
阿武止氏機関車
アブト式写真集編集会 1983
アブト式鉄道資料 アブトの記録を残すために
平田一夫／〔編〕 平田一夫 1991
駅 出会い 別れ そして旅立ち
〔上毛新聞社／編〕
上毛新聞社 1987
想い出の電気機関車
岩沙克次／〔ほか〕著
誠文堂新光社 1997
さようならＥＦ６２
小口喜生／著
ＰＨＰ研究所 1997

◎伊香保軌道
伊香保軌道線は高崎市・前橋市から渋川市を経て伊香保までを結んでいた東武鉄道運営の路面電車の
一つ。高崎駅前〜渋川新町間の高崎線、前橋駅前〜渋川駅前間の前橋線、渋川駅前〜伊香保間の３路
線ありました。１８９３年（明治２６）に馬車鉄道として開通し、その後、１９１０年に全線が電化されました。
チンチン電車の愛称で親しまれ、田山花袋などの文豪にも愛された伊香保軌道でしたが、バスの発達など
により、年々経営が厳しくなり１９５３年に高崎線が廃止され、最後に残っていた伊香保線も１９５６年に廃止
されました。
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東京電力伊香保軌道線
東武鉄道社史編纂室／編
群馬県立図書館(自館複製) 1999
群馬のチンチン電車（絵はがき）
あかぎ出版 2004
思い出のチンチン電車伊香保軌道線 写真集
狩野信利／〔ほか〕共編 あかぎ出版 1998
レイル Ｎｏ．１０
〔ﾌﾟﾚｽ･ｱｲｾﾞﾝﾊﾞｰﾝ／編〕
ﾌﾟﾚｽ･ｱｲｾﾞﾝﾊﾞｰﾝ 1983
渋川のチンチン電車の歴史 東武鉄道伊香保軌道線調査報告書
渋川市教育委員会生涯学習課／編
渋川市教育委員会 1997
中原軽便鉄道（上州鉄道） 東武鉄道社史編纂室／編集
群馬県立図書館（自館複製） 2000
写真で見る東武鉄道８０年 明治．大正．昭和三代の変遷
東武鉄道株式会社／編 東武鉄道 1977
東武鉄道百年史
東武鉄道社史編纂室／編集
東武鉄道 1998
ＲＡＩＬＷＡＹ １００ 東武鉄道が育んだ一世紀の軌跡
東武鉄道社史編纂室／編
東武鉄道株式会社 1998
東武鉄道65年史
東武鉄道年史編纂事務局／編集
東武鉄道 1964

○現存する鉄道に関する資料
群馬は自動車王国であり、車中心の生活となっていますが、電車は現在も人々の足となり群馬県の生活を支え
ています。また群馬県内、ＪＲや私鉄３社（上信電鉄、上毛電気電鉄、わたらせ渓谷鐵道）はＳＬ・トロッコ電車など
の記念列車の運行やスタンプラリー等のイベントを行い鉄道ファンの人気を集めています。
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上越線建設概要
鉄道省／編
鉄道省 1931
上越線の８０年 保存版 時代を越えて新潟と関東をつなぐ鉄道
郷土出版社 1997
上越線（高崎−越後湯沢）信越本線（高崎−横川） 関東１ JTBパブリッシング 2006
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上越線全通記念画報
東京日日新聞社／編
東京日日新聞社 1931
上越新幹線
高崎鉄道管理局／編
高崎鉄道管理局 1982
上越新幹線 トンネルと豪雪に挑む男たち
萩原良彦／著
新潮社 1983
栄光の蒸気機関車 上州路を走ったＳ・Ｌたち 写真集 第１巻
あさを社 1976
信越本線120年 高崎‐軽井沢 高崎駅開業120周年記念
あかぎ出版／編
あかぎ出版 2004
信越線の百年
伊沢和馬／著
信濃路出版 1987
信越線の名列車
イカロス出版 2004
ＣＡＯ！吾妻 吾妻観光情報マガジン 第8号
吾妻観光連盟／監修
上毛新聞社出版局
吾妻線利用活性化調査報告書 吾妻線開通50周年記念 改訂版
群馬県中之条財務事務所地域振興室／編 発行 1995
栄光の蒸気機関車 上州路を走ったＳ・Ｌたち 写真集 第２巻
あさを社 1976
両毛鉄道会社の研究
石井常雄／著
〔石井常雄〕 1987
八高線 手紙と写真で綴る東京ローカル線ノスタルジア
武相高校鉄道研究会／著 グループ・エイト・ハイライン／著
のんぶる舎 1995
八高線の詩（うた） 写真集赤い気動車最後の1年間を追う
田口聡史／著
まつやま書房 1997
企画展 第76回開館25周年記念ぐんまの鉄道 上信・上電・わ鉄のあゆみ
群馬県立歴史博物館／編
群馬県立歴史博物館
山峡の鼓動 足尾線〜わたらせ渓谷鐵道
関口立美／写真
関口立美 2006
わたらせ渓谷鉄道の10年
わたらせ渓谷鉄道10年史編集委員会／編
わたらせ渓谷鉄道連絡協議会 2000
私のわたらせ渓谷鉄道 もう一つの１０年史
わたらせ渓谷鉄道社員誌編集委員会／編
わたらせ渓谷鉄道 ２０００
わたらせコンシェルジュ わたらせ渓谷鐵道沿線ガイドマップ
わたらせ渓谷鉄道連絡協議会／〔編〕
2008
わたらせ紀行
わたらせ渓谷鉄道連絡協議会 2004
わたらせ渓谷鉄道沿線 絶景ポイント３０選
わたらせ渓谷鉄道連絡協議会 2004
わたらせ渓谷鉄道 守ろう鉄路を
大穂 耕一郎／著
まつやま書房 2007
わたらせ渓谷鉄道 なつかしき足尾線の風景 布施隆宏写真集
布施隆宏／著
布施隆宏 1990
上信電鉄三十年誌 昭和３０年１２月１日創業６０周年記念
上信電気鉄道株式会社／編
上信電気鉄道 1955
上信電鉄百年史 グループ企業とともに
上信エージェンシー／編
上信電鉄 1995
上信電鉄沿線見どころガイド ぶらり、でかけよう
上信電鉄沿線ガイドマップ作成委員会／編 上信電鉄 2006
上信電鉄沿線みどころﾏｯﾌﾟ めざせ世界遺産〜富岡製糸場周辺観光案内
群馬県富岡行政事務所 2008
キミト、ドコカヘ Vol.1
森本 美絵／写真 谷 郁雄／詩 横見 浩彦／路線監修 マーブルトロン 2006
郷土のしおり 史跡探訪 上信電鉄沿線の巻
清水要次／著
郷土誌刊行会 1982
退避線 Ｎｏ．５７
神奈川大学鉄道研究部／〔編〕
神奈川大学鉄道研究部 1990
ローカル私鉄車輌20年 東日本編
寺田 裕一／著
JTB 2001
戦後を走った木造車 1
若尾 侑／編著
大正出版 1999
上毛電気鉄道株式会社要項
上毛電気鉄道株式会社／編
上毛電気鉄道 1924
駅の旅物語 関東の駅百選
「鉄道の日」関東実行委員会／監修
人文社 2000
東武鉄道 私鉄電車ビジュアルガイド
東武電車研究会／編著
中央書院 2003
東武
広田 尚敬／写真 吉川 文夫／解説
山と渓谷社 1982

○廃線に関する資料２（草軽電気鉄道・足尾鉄道ほか）
◎草軽電気鉄道
群馬県吾妻郡草津町の草津温泉駅と長野県北佐久郡軽井沢町の新軽井沢駅を結ぶ軽便鉄道。大正期
の１９１４年〜１９２６年に順次路線を開通させました。高原列車として観光に大きな功績を残し、また農産物
硫黄鉱石の輸送など沿線町村の活性化にも重要な役割を果たしました。

国鉄バスや国鉄長野原線の開業、台風被害などの影響で１９６２年（昭和３７年）に全線廃線となりまし
た。廃線後、長い時間を経て自然に還ってしまった区間も多いですが、遺構の北軽井沢駅舎は２００７年、文
化庁より登録有形文化財として認可されました。
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草軽のどかな日々
宮田道一／著
ネコ・パブリッシング 2003
草軽電鉄の詩 写真集
思い出のアルバム草軽電鉄刊行会／編
郷土出版社 1995
軽便鉄道時代 北海道から沖縄まで せまいせんろ の軌跡
岡本 憲之／著
JTBパブリッシング 2010
軽便鉄道
青木 栄一／著 三宅 俊彦／著
大正出版 2004
思い出のアルバム草軽電鉄 写真集 思い出のアルバム草軽電鉄刊行会／編著 郷土出版社 1987

◎ＪＲ足尾線
１９１１年（明治４４年）に足尾銅山から産出される鉱石輸送のために足尾鉄道が下新田連絡所〜大間々
町間を敷設。当時、鉱石事業は重要国策だったため、１９１８年には国有化されました。最盛期には国内の
銅産出量の４割を誇った足尾銅山の繁栄に大きな役割を果たし、桐生駅〜足尾本山駅を結びました。
混合(旅・貨）列車で沿線住民に親しまれてきましたが、銅山の衰退とともに輸送量は減少を続け、１９８９
年にＪＲ足尾線は廃止され、わたらせ渓谷鉄道わたらせ渓谷線が開業されました。
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足尾線四季 過ぎさりし日々
木村健一／撮影
足尾線存続期成同盟会 1988
足尾線75年祝わたらせ渓谷鉄道開業記念 足尾ＡＶ企画センター／編 足尾ＡＶ企画センター 1989
懐かしの蒸気機関車 足尾線を支えて９５年
川田勉／〔ほか〕編 足尾鉄道全通95周年記念事業実行委員会 2006
＊８１ 足尾線７０年のあゆみ
足尾町文化財調査委員会／編
足尾町文化財調査委員会 1981
８２ 足尾鐵道の一世紀
小野崎 敏／ほか編著
新樹社 2008
８３ 足尾線の詩 写真集 思い出のＳＬと子供たち
斎藤利江／写真
あかぎ出版 2001
８４ 廃線跡の旅 ｖｏｌ．１ Historic remains 四季日本の鉄道「特別編」〔ビデオ）
八峯テレビ／制作・著作
マクザム 1999
８５ 最後のシェルパＥＦ63 碓氷線最終章〔ビデオ〕
ジェイアール東日本企画／制作・著作 ﾊﾟｲｵﾆｱLDC／制作・著作 ﾊﾟｲｵﾆｱLDC 1998
８６ わたらせ渓谷鉄道〔ビデオ〕
ＰＰＬ／製作
テイチク 1995
８７ 昭和10年東京郊外電車ハイキング 下
荻原 二郎／著
ﾈｺ･ﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ 2005
＊８８ 探検鉄道 ２
吉川文夫／編著
大正出版 1986
＊８９ 鉄道廃線跡を歩く 失われた鉄道実地踏査６０ 全国廃線鉄道史全データ
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