群馬の近代化遺産
－旧官営富岡製糸場を中心に－
期間：平成１６年１０月７日（木）～１１月１７日（水）

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、県内の事柄に関する資料や県内で出版された資料を「郷土資料」
として重点的に収集しています。その資料の紹介と利用促進のため、今年度は６回、
テーマを変えて資料展示を行っています。
３回目の今回は文化の日にちなみ、郷土の貴重な文化遺産であり世界文化遺産登録への
活動が始まっている旧官営富岡製糸場や、レンガのアーチ橋としては日本一の高さの
碓氷第三橋梁（通称めがね橋）等の群馬の近代化遺産に関する資料８４点を展示します。
群馬県近代化遺産とは
（１）近代的手法でつくられた建造物（各種構築物、工作物を含む）で、産業・交通
・土木にかかわるもの
（２）（１）で江戸時代末期から第二次大戦終了時（１９４５年）までに造られたもの
「群馬県近代化遺産総合調査報告書」平成４年３月発行より
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＋ 17 図説群馬県の歴史 （図説日本の歴史 １０）
西垣晴次／〔ほか〕編 河出書房新社 １９８９
＋ 18 近代群馬の蚕糸業
高崎経済大学附属産業研究所／編 日本経済評論社 １９９９
＋ 19 群馬史再発見
近藤義雄〔ほか〕／著 あさを社 ２００１
働いた人々の記録

＋

20

＋

21

＋

22

＋

23

＋

24

＋

25

＋

26
27

＋

28

精解富岡日記
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玉川寛治／著 新日本出版社 ２００２
工女への旅
早田リツ子／著 かもがわ出版 １９９７
製糸工女のエートス
山崎益吉／著 日本経済評論社 ２００３
官営富岡製糸所工女史料
たかせとよじ／〔著〕 たいまつ社 １９７９
一すじの糸
井上善治郎／著 井上善治郎 １９９３
異郷に散った若い命
高瀬豊二／著 上武大学出版会 １９７２

群馬の近代化遺産
＋ 29 颯爽たる上州
清水慶一／編著 村田敬一，松浦利隆／ 群馬銀行 １９９５
＋ 30 近代化遺産への旅
司修／画 伊藤幸雄／写真 上毛新聞社 １９９８
◇ 31 日本近代化遺産を歩く （ＪＴＢキャンブックス）
日本ナショナルトラスト／監修 ＪＴＢ ２００１
＋ 32 群馬県近代化遺産総合調査報告書
群馬県教育委員会文化財保護課 群馬県教育委員会 １９９２
＋ 33 群馬県近代化遺産総覧 平成３年度
群馬県教育委員会文化財保護課 群馬県教育委員会 １９９２
◇ 34 近代を創った７７人 （別冊歴史読本 ７７）
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群馬県建設技術センタ－／監修 群馬県建設技術センター １９９８
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＋ 38 産業遺跡を訪ねる 下 （上州路選書）
丸山知良／編集 あさを社 １９８７
39 守ろう伝えよう 古里の近代化遺産
群馬県立図書館 １９９３
◇ 40 産業遺跡を歩く
中川浩一／編著 産業技術センター １９７８
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群馬県教育委員会 １９
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45 映画「群馬の近代化遺産 シルクカントリー」（平成１１年度制作） ［映像資料］
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群馬県 教育委員会／企画
その他の近代化遺産 国指定重要有形文化財（安中教会は予定）
＋ 47 碓氷峠の歴史物語
小林収／著 櫟（いちい）
48 群馬今昔１００景
原田恒弘／監修 あかぎ出版 ２００２
＋ 49 さよなら碓氷線
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平田一夫／撮影・編集 平田一夫 １９９５
写真集成日本の近代化遺産 １ 関東編
増田彰久／編著 日本図書センター ２０００
重要文化財碓氷峠鉄道施設変電所（旧丸山変電所）２棟
文化財建造物保存技術協会／編 松井田町 ２００２
碓氷アプト鉄道
中村勝実／著 櫟 １９８８
帰郷
［群馬県］総務部広報課／企画 群馬県 １９９７
資料安中市の文化財 第３版
安中市文化財調査委員会／編 安中市教育委員会 １９８９
安中教会史
新島学園女子短期大学，新島文 日本基督教団安中 １９８８
旧群馬県衛生所保存修理工事報告書 〔本編〕
桐生市教育委員会，文化財建造 桐生市教育委員会 １９８６
旧群馬県衛生所保存修理工事報告書 史料編
桐生市教育委員会／編 桐生市教育委員会 １９８６
明治の学舎 （Ｓｈｏｔｏｒ ｔｒａｖｅｌ）
中村哲夫，『サライ』編集部／編 小学館 １９９７

その他の近代化遺産 県指定重要有形文化財
60 群馬県指定重要文化財臨江閣本館及び茶室保存修理工事報告書
〔前橋市教育委員会／編〕 文化財建造物保存技術協会／編 前橋市教育委員会 １９９１
＋ 61 芸術化都市 彼らがみた前橋
日本文化デザインフォーラム／編 日本文化デザイン会議 １９９５
＋ 62 群馬県指定重要文化財旧アメリカン・ボード宣教師館保存修理工事報告書
〔共愛学園／編〕 関建世／編 共愛学園 １９９０
＋ 63 アメリカン・ボード宣教師文書
新島学園女子短期大学新島文化研究所 新教出版社 １９９９
＋ 64 前橋の文化財 増補
前橋市教育委員会管理部文化財 前橋市教育委員会 １９９９
＋ 65 文化財調査報告書 第２７集（平成８年度）
〔前橋市教育委員会／編〕 前橋市教育委員会文化財保護課
66 群馬県指定重要文化財旧吾妻第三小学校保存修理工事報告書
〔中之条町／編〕 中之条町 １９８２
67 中之条町の文化財
〔中之条町教育委員会／編〕 中之条町教育委員会 ２００３
68 おかげさまで３００年 四万温泉 積善館
関善兵衛／編 四万温泉積善館 1990
69 上毛モスリン株式会社
上毛モスリン株式会社／〔編〕 上毛モスリン １９１０
＋ 70 旧上毛モスリン（株）関連 近代化遺産調査報告書
［館林市教育委員会／編］ 館林市教育委員会文化 １９９７
＋ 71 碓氷社五十年史
宮口二郎 碓氷社 １９２７
＋ 72 群馬の文化財美ふるさとを誇る
上毛新聞社／編 上毛新聞社 １９８５
世界遺産登録への取り組み
73 ぐんま広報 Ｎｏ．１８３
群馬県広報課 ２００４
旧官営富岡製糸場設立の歴史
74 富岡製糸場工女勉強之図
朝孝／筆
再版
渡辺版画店 １９２６
＋ 75 目で見る群馬の１００年
〔煥乎堂／編〕 煥乎堂 １９８２
76 写真集明治大正昭和 富岡・甘楽 （ふるさとの想い出
今井幹夫／編 国書刊行会 １９８１
＋ 77 日本近代産業発祥１００年祭
富岡市／編 富岡市 １９７２
＋ 78 群馬世相１００年
設楽光弘／執筆 あかぎ出版 １９９２
＋ 79 目でみる群馬県の大正時代 西・北毛編
斎田朋雄，根岸謙之助／編 国書刊行会 １９８６
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目で見る群馬の二０００年
あかぎ出版 １９９９
81 上毛かるた 再々改訂版
上毛かるた編集委員会／〔編〕 群馬文化協会

１９８１

教科書にみる富岡製糸場
82 新中学校 歴史 日本の歴史と世界 平成１４年度用
大口勇次郎ほか 清水書院 ２００１
83 社会６上 小学校社会科
森隆夫ほか編 光村図書出版 ２００１
84 新しい社会６上
佐々木毅ほか 東京書籍 ２００１
☆展示資料について
展示資料の多くは調査相談室（２階）の郷土資料コーナーにあり、いつでも閲覧できます。
番号の前に「＋」印のついた資料は１階中央読書室に貸出し用があり、展示期間中でも
ご利用いただけます。また「◇」印のついた資料は一般資料で、通常は貸出可能です。
どうぞご利用ください。
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