資 料 展 示

群 馬 の 交 通
期間：平成１８年７月２８日（金）～９月２４日（日）

場所：群馬県立図書館３階展示コーナー

群馬県立図書館では、群馬県関連の郷土資料を重点的に収集、利用提供、保存に努めており、
これらの中から、特色ある地域資料を幅広く紹介しています。
今回の資料展示では、「群馬の交通」と題し、鉄道を中心に群馬県内の交通に関する資料を展示
します。

展示資料について
本展示は、関連の図書・雑誌・視聴覚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。ここに展示した９２点の資料は、所蔵資料の一部です。
展示資料は、一般資料を除き郷土資料です。通常は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。「＋」記号の付いたものは複本があるもので、展示期間中でも貸出で
きます。「＊」記号の付いたものは、通常は貸出可能な一般資料です。また、「◎」は視聴覚
資料で、「◇」は特別文庫です。
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、お申し付けください。
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上野前橋高崎間各駅乗車運賃表
正田治兵 １８８４
両毛汽車発着時間表（明治２５年１１月２１日改正）
内国通運会社代理店 １８９２
上越線全通記念画報
東京日日新聞社 １９３１
管内線路一覧略図
高崎鉄道管理局 １９５２
十億人の足跡 高崎駅百年史
高崎駅百年史出版委員会 １９８４
写真集思い出のアルバム 草軽電鉄
思い出のアルバム草軽電鉄刊行会／編 郷土出版社 １９８７
轣轆１１４－高鉄運転史
日本国有鉄道高崎鉄道管理局 １９８７
信越線の百年
信濃路出版 １９８７
足尾線四季 過ぎ去りし日々
足尾線存続期成同盟会 １９８８
碓氷アプト鉄道
中村勝実／著 櫟 １９８８
碓氷線物語
八木富男／著 あさを社 １９８９
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
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
旅もよう 駅でみつけた物語
東日本旅客鉄道 １９８９
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 １９８９
わたらせ渓谷鉄道 なつかしき足尾線の風景
布施隆宏／著 山と渓谷社 １９９０
群馬の鉄道
群馬県立文書館 １９９２
今日ものんびり八高線
武相高校鉄道研究同好会 １９９４
八高線 手紙と写真で綴る東京ローカル線ノスタルジア
武相高校鉄道研究同好会ほか／著 のんぶる舎 １９９５

＋２０
＋２１
＊２２
＊２３
＊２４
＊２５
＋２６
２７
＋２８
＋２９
３０
＋３１
＋３２
＋３３
＊３４
＊３５
＊３６
＊３７
＋３８
＋３９
＊４０
＊４１
＊４２
＊４３
＋４４
＊４５
＋４６
＋４７
＋４８
＋４９
＋５０
５１
＋５２

草軽電鉄の詩
思い出のアルバム草軽電鉄刊行会／編 郷土出版社 １９９５
鉄道廃線跡を歩く 全国廃線鉄道史データ
宮脇俊三／編著 ＪＴＢ １９９５
鉄道廃線跡を歩くⅡ 全国廃線私鉄の停車場一覧
宮脇俊三／編著 ＪＴＢ １９９６
鉄道廃線跡を歩くⅣ 国鉄廃線区間の変遷史
宮脇俊三／編著 ＪＴＢ １９９７
鉄道廃線跡を歩くⅨ 全国主要線路変更区間地図
宮脇俊三／編著 ＪＴＢ ２００２
軽便追想
高井薫平／著 ネコ・パブリッシング １９９７
上越線の８０年－時代を超えて新潟と関東をつなぐ鉄道
瀬古龍雄ほか／監修 郷土出版社 １９９７
北陸新幹線高崎～長野間建設の歩み
山海道 １９９７
さよなら碓氷線
あかぎ出版 １９９７
ＲＡＩＬＷＡＹ１００ 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 １９９８
思い出のチンチン電車 伊香保軌道線
狩野信利・高橋潔・大島史郎／著 あかぎ出版 １９９８
碓氷線 アプトの道
浦野護／編 あかぎ出版 １９９８
写真記録 ありがとう、信越線
郷土出版社 １９９８
写真集峠の廃線紀行 碓氷線・ＥＦ６３の道
浦野護／編著 あかぎ出版 １９９９
国鉄・ＪＲ 廃線４０００キロ
三宅俊彦／編著 新人物往来社 １９９９
全国軽便鉄道 失われたナローゲージ物語３００選
岡本憲之／著 ＪＴＢ １９９９
日本のローカル私鉄
寺田裕一／著 ネコ・パブリッシング ２０００
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
わたらせ渓谷鐵道の１０年
わたらせ渓谷鐵道 ２０００
車王国群馬の公共交通とまちづくり
高崎経済大学附属産業研究所／編 日本経済評論社 ２００１
古写真で見る明治の鉄道
原口隆行／編著 世界文化社 ２００１
昭和４０年代の鉄道 第３集／関東編
渡辺芳夫・田島常雄／著 ＢｅｅＢｏｏｋｓ ２００１
全国トロッコ列車 ファミリーで楽しむ愉快なレイルウェイたち
笹田昌宏・岸由一郎／著 ＪＴＢ ２００１
東北・上越新幹線 東北･上越から山形･秋田･長野新幹線まで２０年のあゆみ
山之内秀一郎／著 ＪＴＢ ２００２
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
鉄道古写真帖
三宅俊彦／著 新人物往来社 ２００３
私鉄電車ビジュアルガイド 東武鉄道
東武電車研究会／編著 中央書院 ２００３
上越線の名列車
イカロス出版 ２００３
群馬の鉄道 上信・上電・わ鐵のあゆみ
群馬県立歴史博物館 ２００４
全国鉄道事情大研究 群馬・栃木篇
川島令三／著 草思社 ２００４
信越本線１２０年 高崎－軽井沢
あかぎ出版 ２００４
群馬のチンチン電車 伊香保軌道線
あかぎ出版 ２００４
足尾沿線を支えて９５年 懐かしの蒸気機関車
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足尾鉄道全通９５周年記念事業実行委員会 ２００６
碓氷峠に挑む～峠のシェルパを支える男達～
ジェイアール東日本企画 １９９５
碓氷峠・ここに鉄路あり 難所に挑む列車たち
ジェイアール東日本企画 １９９６
信越本線「横川～軽井沢」物語
ジェイアール東日本企画高崎支店 １９９６
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木曾街道六十九次
楢崎宗重／著 講談社 １９６４
例幣使街道
みやま文庫 １９６８
三国街道
みやま文庫 １９６８
中仙道
みやま文庫 １９７０
考証 中山道六十九次
戸羽山瀚／著 秋田書店 １９７５
群馬の道路
群馬県 １９７７
関越自動車道 赤城に架ける
日本道路公団東京第二建設局高崎工事事務所 １９８３
新編 碓氷峠と坂本宿
森田与四郎／著 吾妻書館 １９８４
街道
群馬県立歴史博物館 １９８４
ぐんまのみち
群馬県 １９８５
関東の道 関東歴史街道
建設省関東地方建設局道路部／編 関東建設弘済会 １９８８
碓氷峠：足柄峠への古道
蜂矢敬啓／著 高文堂出版社 １９９２
ぐんまの道
群馬県 １９９４
小泉澄男写真集【中山道】
小泉澄男／著 日本カメラ社 １９９５
関所のまち・よこかわ
うすいの歴史を残す会 １９９５
ぐんまの橋１００選
群馬県土木部道路建設課 １９９５
中山道ウォッチング
岡村知彦／著 郷土出版社 １９９６
日本の浮世絵美術館 巻一
永田生慈／編 角川書店 １９９６
上信越ハイウェー
毎日新聞地方部特捜班／編 毎日新聞社 １９９６
関東の道路史
建設省関東地方建設局／編 関東建設弘済会 １９９８
群馬の土木遺産
群馬県建設技術センター １９９８
風ひかる道 三国街道を歩く
上毛新聞社 １９９９
旅－馬と人 浮世絵にみる東海道と木曾街道の旅
馬の博物館／編 馬事文化財団 ２０００
古代のみち－たんけん！東山道駅路－
群馬県立歴史博物館 ２００１
中山道 武州・西上州・東信州
山田忠雄／編 吉川弘文館 ２００１
中山道の歩き方 武州路・上州路をゆく
児玉幸多／監修 学習研究社 ２００１
文化庁選定 歴史の道百選 森田敏隆写真集
森田敏隆／著 講談社 ２００２
街道開設四百年記念 中山道展
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板橋区立郷土資料館ほか／編 ２００２
日本百名道 美しい日本の道、堂々１００選！！
須藤英一／著 大泉書店 ２００２
中山道・１（週刊日本の街道９０）
講談社 ２００４
群馬の土木遺産 第二集
群馬県建設技術センター ２００５
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関東河川水運史の研究
丹治健蔵／著 法政大学出版局 １９８４
群馬の水運史
川名登／編著 上毛新聞社 １９８７
上州利根川の水運
群馬県立歴史博物館 １９９２
渡良瀬川の水運
広瀬武／著 随想舎 １９９５
近世利根川水運史の研究
渡辺英夫／著 吉川弘文館 ２００２
近世の利根川舟運と上野国
富田雅之／著 東洋大学国際地域学部国際地域学科
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