資料展示

群馬の温泉
期間：平成１７年１１月２４日（木）～平成１８年１月８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、「群馬の温泉」と題し、天与の恵みである温泉をとりあげます。
温泉地大小１８０余を有する全国屈指の温泉県である群馬。地学や歴史、観光といった様々な
視点から、吾妻・利根・西部・中部・東部の５つの地域に分け、それぞれの地区の代表的な温泉
に関連の所蔵資料を展示します。
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８０点の資料は、所蔵資料の一部です。
展示資料のうち、「＋」記号の付いたものは郷土資料です。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。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、通常は貸出可能な一般資料です。
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、お申し付けください。

吾妻地域の代表的な温泉
○川原湯温泉
所在地：吾妻郡長野原町川原湯
泉 質：含硫黄－カルシウム・ナトリウム－硫酸塩・塩化物泉
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上州川原湯温泉真景 訂正４版
川原湯鉱泉取締所 １９１９．６
関東耶馬渓上州川原湯温泉栄橋の風光（「名勝絵葉書」より）
出版者不明 出版年不明

○草津温泉
所在地：吾妻郡草津町
泉 質：酸性－アルミニウム・鉄（Ⅱ）－硫酸塩－硫酸塩泉
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風光明美草津温泉誌
東京鉄道タイムス社 １９２２．７
くさ津
布施広雄／著 草津温泉組合 １９３７．７
草津温泉史
萩原進／著 文進社 １９４８．８
草津温泉史話
川合勇太郎／著 シゲハラ １９６６．８
ベルツと草津温泉
市川善三郎／著 草津ベルツ協会 １９８０．１
草津温泉ガイドブック版画集
郷土新聞社 １９８０．６
上州草津温泉往来 復刻版
十返舎一九／撰 横山秀夫／編 草津民俗館 １９８１．１
草津温泉 草津白根火山・気象・微生物・歴史・医学
白倉卓夫／編著 草津町温泉研究会 １９９７．７
草津観光要覧
草津町観光商工課／編 草津町観光商工課 ２００２
草津温泉が丸ごとわかる本（エイムック ４６５）
枻出版社 ２００２．３
日本近代医学の父 ベルツ博士と草津
ベルツ記念館／編 ベルツ記念館 ２００３．３
草津温泉（週刊日本の名湯 第１号）
昭文社 ２００３．９
草津温泉（るるぶグラフにっぽんの温泉１）
ＪＴＢ ２００３．１０

○沢渡温泉

所在地：吾妻郡中之条町上沢渡
泉 質：カルシウム・ナトリウム－硫酸塩・塩化物泉
＋１６

沢渡温泉の古事来歴
屋代周二／著 １９６２．１２
＋１７ 群馬の温泉医学
屋代周二／編著 群馬県医師会 １９７３．３

○四万温泉
所在地：吾妻郡中之条町四万
泉 質：ナトリウム－塩化物泉、カルシウム－硫酸塩泉
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四万温泉誌
石倉重継／著 田村茂三郎 １８９８．５
１９ 上州四万温泉全図
田村茂三郎 １９１８．５
２０ 上州四万温泉風景
出版者不明 出版年不明
２１ 上州四万温泉名勝
小檜商店／製作 出版年不明
２２ 温泉権の研究
川島武宜、潮見俊隆、渡辺洋三／編著 勁草書房 １９６４．２
＋２３ 思い出の記 －明治末期頃の四万ほか－
関一路／著 四万温泉協会 １９７６．６
２４ 四万温泉史
丸山知良／編 四万温泉協会 １９７７．８
＋２５ 四万温泉 伊香保温泉（週刊日本の名湯 第１１号）
昭文社 ２００３．１２
＋２６ 四万温泉（るるぶグラフにっぽんの温泉１３）
ＪＴＢ ２００４．１

○尻焼温泉
所在地：吾妻郡六合村入山
泉 質：カルシウム・ナトリウム－硫酸塩・塩化物泉
＋２７

ルポ湯けむりの里
朝日新聞前橋支局／編 煥乎堂 １９８５．７

○万座温泉
所在地：吾妻郡嬬恋村干俣
泉 質：単純温泉
＋２８

万座温泉風土記（萩原進著作選集）
萩原進／著 国書刊行会 １９８０．１０

利根地域の代表的な温泉
○老神温泉
所在地：沼田市利根町老神
泉 質：含硫黄－カルシウム・ナトリウム－炭酸水素塩・塩化物泉
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ルポ湯けむりの里・続
朝日新聞前橋支局／編 煥乎堂 １９８６．１２
３０ 祭礼行事 群馬県
高橋秀雄、板橋春夫／編 おうふう １９９６．１

○川場温泉
所在地：利根郡川場村湯原
泉 質：単純温泉
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＋３２

湯のくにむかしむかし かわば温泉郷
青柳千年／著 アトリエとまと １９８９．３
ぐんま湯けむりプラン百湯百泉
上毛新聞社／編 上毛新聞社 ２００１．５

○猿ヶ京温泉
所在地：利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉
泉 質：ナトリウム－硫酸塩・塩化物泉、カルシウム－硫酸塩泉
＋３３

猿ケ京温泉史
持谷靖子／編 １９９１．１２

○谷川温泉
所在地：利根郡みなかみ町谷川
泉 質：カルシウム－硫酸塩泉、単純温泉
３４

奥利根谷川温泉絵はがき

３５

出版社不明 出版年不明
谷川温泉名勝
谷川館 出版年不明

○法師温泉
所在地：利根郡みなかみ町永井
泉 質：カルシウム－硫酸塩泉
＊３６

与謝野晶子「法師温泉の記」（「定本与謝野晶子全集第２０巻」より）
与謝野晶子／著 講談社 １９８１．４
３７ 日本の宿『湯の華名鑑』
佐々木惠子／著 サーモン出版 １９９４．２

○水上温泉
所在地：利根郡みなかみ町湯原
泉 質：単純温泉、カルシウム・ナトリウム－硫酸塩・塩化物泉
３８
３９
＋４０
＋４１
＊４２

奥利根水上温泉
出版社不明 出版年不明
水上温泉郷
出版者不明 出版年不明
湯のくにむかしむかし みなかみ温泉郷
青柳千年／著 アトリエとまと １９８８．１１
若山牧水「みなかみ紀行」（「群馬文学全集第２０巻」より）
伊藤信吉／監修 群馬県立土屋文明記念文学館 ２００３．３
水上温泉 とっておき周遊紀
ビデオカセット 群馬県水上町商工会

西部地域の代表的な温泉
○磯部温泉
所在地：安中市磯部
泉 質：ナトリウム－塩化物・炭酸水素塩泉
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上州磯部鉱泉場之略図
成立舎支店／編 鳳来館 １９０３．７
磯部案内
日本温泉協会代理部 １９２６
磯部温泉誌
安中市観光協会 １９８２．３
思い出のアルバム安中・碓氷 下巻 昭和編
あかぎ出版 １９８９．１０
群馬・信州・佐渡・越後 ぐるっと温泉の旅
上毛新聞社 １９９６．４

○霧積温泉
所在地：碓氷郡松井田町坂本
泉 質：カルシウム－硫酸塩泉、ナトリウム－硫酸塩・塩化物泉
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霧積温泉名勝絵はがき
金湯館 出版年不明
思い出のアルバム安中・碓氷 上巻
あかぎ出版 １９８９．８

明治・大正編

中部地域の代表的な温泉
○伊香保温泉
所在地：北群馬郡伊香保町
泉 質：カルシウム－硫酸塩泉､含鉄－二酸化炭素－カルシウム･炭酸水素塩泉
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伊香保志 巻１
大月栖霞／著 国文社 １８８２
伊香保志 巻２
大月栖霞／著 国文社 １８８２
伊香保志 巻３
大月栖霞／著 国文社 １８８２
伊香保案内
田山花袋／著 日本温泉協会代理部 １９１７．５
伊香保みやげ
高木角治郎／編 伊香保書院 １９１９．８
伊香保案内
戸丸暁鐘／編 日本温泉協会代理部 １９２０．８
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温泉世界 第１２号 伊香保号
日本温泉協会 １９２０．９
上州伊香保温泉場全景
日本温泉協会代理部 １９３３
群馬県史蹟名勝写真帳
出版者不明 出版年不詳
伊香保とわたし
俵萠子／著 伊香保グランドホテル １９７５
弓屋倭文子「伊香保の道ゆきぶり」（江戸時代女流文学全集
古谷知新／編 日本図書センター １９７９
伊香保かるた
伊香保町教育委員会 １９８８
設立５０周年記念誌
伊香保温泉旅館協同組合 ２００２．１２
伊香保温泉（るるぶグラフにっぽんの温泉１１）
ＪＴＢ ２００３．１２

第３巻）

○忠治温泉
所在地：前橋市苗ヶ島町
泉 質：ナトリウム・カルシウム－炭酸水素塩泉
＋６４

厳選！群馬のいい湯やど 一度は行きたい憧れの温泉宿
ニューズ・ライン ２００３．１１

東部地域の代表的な温泉
○梨木温泉
所在地：桐生市黒保根町
泉 質：ナトリウム－炭酸水素塩・塩化物泉
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絵葉書と鳥瞰図で見る日本の温泉 東日本篇
木暮金太夫，中島松樹／編集 国書刊行会 １９９２．３

○藪塚温泉
所在地：太田市藪塚町
泉 質：メタケイ酸及び炭酸水素ナトリウム
６６

群馬県新田郡藪塚鉱泉場之全図
今井喜三郎／作 精行社 出版年不明
＋６７ やぶづかかるた
薮塚本町 １９８７．３
※泉質については、展示資料７３「群馬の温泉」を参考にしています。

その他群馬県の温泉に関する資料
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諸国温泉鑑
三島屋 １８４９
群馬県管内鉱泉一覧表
中島尚友 １８８５．５
温泉伝説の群馬 １９５１年版
萩原進／著 とね川民主新聞社 １９５０．１２
上毛かるた
群馬文化協会 １９５２
群馬の温泉
群馬県観光課／編 群馬県 出版年不明
群馬の温泉
木暮敬，萩原進／編著 上毛新聞社 １９８０．１０
上州の温泉（第２５回企画展図録）
群馬県立歴史博物館 １９８６．１０
群馬県温泉誌
群馬県温泉協会 １９８７．７
ベルツ博士と群馬の温泉（上毛文庫 ２０）
木暮金太夫，中沢晃三／編著 上毛新聞社 １９９０．６
ぐんま国際温泉フェスティバル’９０報告書
ぐんま国際温泉フェスティバル実行委員会 １９９１．３
群馬県温泉協会二十年史
群馬県温泉協会 １９９７．１２
群馬県温泉協会誌
群馬県温泉協会 １９７８．２より不定期刊行

＊８０

温泉と健康（ふるさと群馬）
ビデオカセット 群馬県教育委員会

