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　６．我孫子の農業・漁業・産業　・・１１ページ
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　※　小：のついている本は、小学生からでも読めます。

　※　参：のついている本は、もっと詳しくしらべたい方にお薦めします。

★郷土コーナー

　市内各図書館には、郷土に関する本を集めたコーナーがあります。我孫子に

関してはもとより、千葉県や県内の市町村、隣接する茨城県取手市・利根町等

に関連した資料を収集しています。

　アビスタ本館には「ＮＰＯ・まちおこし・まちづくり」に関する本のコー

ナーもあります。

　　 　　アビスタ本館　　　　　　　　湖北台分館　　　　　　　　布佐分館

　 （我孫子市民図書館HPから抜粋）

　http://www.library.city.abiko.chiba.jp/



１．我孫子の史跡・歴史

書　名 著　者 出版社 刊年 資料番号

あびこ風土記 古谷　治 北総郷土研究会 1973 117378643

あびこ歴史散歩
我孫子市教育委員会

／編集
我孫子市教育委員会 2011 117908969

ふるさとあびこ（改訂版） 中村　脩 湖畔情報社 1982 117353442

我孫子の地名と歴史
我孫子市史研究セン

ター／編
崙書房出版 2015 118039503

1983 117777118

1983 117777136

1991 117777127

1996 117777109

我孫子市史，原始・古代・中世篇
我孫子市教育委員会
市史編さん室／編

我孫子市教育委員会 2005 118128702

我孫子市史，近世篇
我孫子市教育委員会
市史編さん室／編

我孫子市教育委員会 2005 117752025

我孫子市史，近現代篇
我孫子市教育委員会
市史編さん室／編

我孫子市教育委員会 2004 111736597

我孫子市史，民俗・文化財篇
我孫子市教育委員会
市史編さん室／編

我孫子市教育委員会 1990 118170327

我孫子古墳群
東京大学文学部
考古学研究室／編

我孫子町教育委員会 1969 111424313

我孫子の民俗・文化財について詳しい１冊。民家と民具については、具体的な間取りや民具の名前・使い方が解
説され、図や写真が付けられています。また神社・寺を１ケ所ずつ詳しく解説し、年表が付いています。

昭和33～42年に市内で古墳を中心に発掘調査した報告書です。報告書には前方後円墳や円墳から石室などの埋
葬施設が多数発見され、埴輪・勾玉・鉄製品などの副葬品が数多く出土した様子が報告されています。

「市民の手で創る市民の歴史」という指針に基づく我孫子市史編さん事業として昭和４９年から開催されてきた
市史講演会の講演録。我孫子の歴史を学ぶ人のために編まれた市史研究の手引書です。

我孫子の歴史を詳しく調べるならこの１冊。原始・古代・中世編は旧石器時代から安土桃山時代までの我孫子の
様子を８篇に分けて詳しく解説しています。

我孫子の歴史を詳しく調べるならこの１冊。近世篇では江戸時代を中心に一部前後時代を加えてまとめていま
す。村民の暮らしや利根川、手賀沼の洪水、産業や交通の発展など１３章に分けて解説しています。

我孫子の歴史を詳しく調べるならこの１冊。近現代篇は明治維新から現代までをまとめたもので、手賀沼干拓や
町村合併などをとりあげて解説。巻末には年表と歴代市長・助役・収入役・議員の名簿が付いています。

我孫子のなりたちや地名の由来、地域のくらしを紹介した本。郷土のあけぼのから、文学の里、まちの社寺等、
随所に写真や図があり、中学生にも理解しやすく書かれています。巻末に我孫子市全図が付いています。（地図
は刊行当時のものです）

我孫子の歴史を学ぶ人のために
（１）・（２）・（３）・（４）

我孫子市教育委員会
市史編さん室／編

我孫子市教育委員会

市内４１ヶ所の史跡・文化財をコンパクトに紹介した本。豊富なカラー図版と関連したコラムで、我孫子の歴史
やゆかりのある人々への関心が高まります。詳細なアクセスマップは、散策にも役立ちます。

我孫子市の歴史に関する基本的資料の１つです。年代順にコンパクトにまとめられています。我孫子の歴史、白
樺派等ゆかりのある文学者たち、字名の由来、手賀沼の干拓、明治期以降の年表等について書かれています。



書　名 著　者 出版社 刊年 資料番号

我孫子の史跡を訪ねる 我孫子市教育委員会／編 我孫子市教育委員会 1995 117859441

郷土あびこ
我孫子市史

研究センター／編
我孫子市史
研究センター

我孫子市史研究
我孫子市教育委員会
市史編さん室／編

我孫子市教育委員会

手賀沼周辺を訪ねる
我孫子市史

研究センター／編
崙書房 1990 117416352

手賀沼１００話 相原　正義 崙書房 1983 117403392

我孫子市教育委員会 2014 117992173

小：学習図鑑　ふるさと手賀沼
第８版

「学習図鑑ふるさと手
賀沼」編集委員会／編

我孫子市教育委員会 2021 118181127

参：湖北村誌 菅井　敬之助／編 1974 117378580

我孫子市文化財保存活用地域計画
我孫子市教育委員会／

編
我孫子市教育委員会 2021 118180830

手賀沼に関わる事項―歴史、遺跡、水害、祭りと芸能、漁業の歴史、動物・植物・鳥と手賀沼と手賀沼周辺（５
市３町―当時）の史跡、文化財を１００ケ所ほど紹介。浄化についても触れていて、写真・図表等も付いていま
す。

手賀沼の成り立ち・地層など地理的なことから、干拓・水害の歴史、公害・環境問題まで、手賀沼にまつわるあ
らゆることが書かれています。手賀沼周辺の史跡や、我孫子市ゆかりの文人の紹介などもあります。

市内の小中学校での学習のためにつくられた本。手賀沼周辺の自然環境、歴史、文化、水質浄化の取組みについ
て写真や図を多く用いて分かりやすくまとめています。植物、動物、歴史・社会・文化の項目別索引、「あびこ
史跡まっぷ」付き。タイトルどうり手賀沼について詳しい１冊です。

創刊号・２号・３号・４号・５号・６号・７号

1976～1998

創刊号・２号・３号・４号・５号・６号・７号・８号・９号・１０号・１１号・１２号・１３号・１４号・１５
号・１６号

３号　特集は「旧湖北村のあゆみ」。旧湖北村は、現在の中峠・中里・日秀・古戸・新木地区である。通史では
　　　なく、市民講座での市民自身による市史研究。村の水害史、新田開発、七ツ井戸、住民運動、行商などの
　　　論考を発表。
４号　特集は「旧我孫子町のあゆみ」。旧我孫子町に関する様々なテーマの論文を収録。地名、災害、行商…。
　　　約６６０ページという厚さの中に、当時の市民による地域史研究運動の隆盛が感じられます。
５号　特集は「旧布佐町のあゆみ」。柳田國男、地名、家並と生活、祭祀、延命寺、水害、日露戦争、栄橋など
　　　１８項目を詳細な資料にあたって記述。今では想像もつかない江戸・明治・大正期の布佐の町の賑わいが
　　　目に浮かぶ内容です。

　　　小：わたしたちの我孫子(改訂版）

市内小学校３・４年生の副読本です。

「時は流れて歴史となり 時を刻んで文化が生まれる（本文から）」手賀沼に面した我孫子には、先史時代から
現代まで数多くの史跡が残されています。それらの史跡を季節の移り変わりとともに、地図や写真、当時のエピ
ソードなども交えて紹介しています。

1979～1985

『我孫子市史』 『我孫子市史研究３』 『我孫子市史研究４』 『我孫子市史研究５』



書　名 著　者 出版社 刊年 資料番号

我孫子市史研究　第４号
我孫子市教育委員会
市史編さん室／編

我孫子市教育委員会 1979 117387229

我孫子市史研究　第１３号 
我孫子市教育委員会
市史編さん室／編

我孫子市教育委員会 1989 117386897

我孫子の史跡を訪ねる
我孫子市教育委員会

／編
我孫子市教育委員会 1995 117859441

あびこむかしむかし 古谷　治 湖畔情報社 1967 117943753

あびこ風土記 古谷　治 　北総郷土研究会 1973 117378643

我孫子人物誌 野口　澄夫／編著 文芸社 2011 117912559

[我孫子市」あびこ人物事典 Ｃｉｔｉａ 2002 111694152

あびこガイド余話 野口　澄夫／編著 野口　澄夫 2000 111386497

あびこガイド余話　続 野口　澄夫／編著 野口　澄夫 2001 117314832

あびこガイド余話　続続 野口　澄夫／編著 野口　澄夫 2004 111691092

あびこガイド余話　続続続 野口　澄夫／編著 野口　澄夫 2006 117792706

あびこガイド余話　続続続続 野口　澄夫／編著 野口　澄夫 2009 117867640

小：学習図鑑ふるさと手賀沼
 第８版

「学習図鑑ふるさと手賀
沼」編集委員会／編

我孫子市教育委員会 2021 118181127

大正期我孫子在住の作家たち 兵藤　純二 我孫子の文化を守る会 1979 117484050

手賀沼と文人 秋谷　半七／編 崙書房 1978 117417667

明治・大正・昭和の頃、我孫子に住んだ著名人１４人と我孫子ゴルフクラブを紹介する。各人物の功績や一生を
知ることができる人物誌。今も残る風景や史跡の絵・写真が掲載してありガイドブックにもなっています。

４号特集は「旧我孫子町のあゆみ」。旧我孫子町に関する様々なテーマの論文を収録。地名、災害、行商…。
約６６０ページという厚さの中に、当時の市民による地域史研究運動の隆盛が感じられます。

我孫子で生まれ育った著者が、手賀沼の自然と生活、そこで過ごした文人たちについて記した１冊。大正時代の
我孫子や手賀沼の様子、文人たちの生活が身近に感じられます。著者とバーナード・リーチや志賀直哉とのエピ
ソードも収録。

　市内の小学校での学習のためにつくられた本。手賀沼周辺の自然環境、歴史、文化、水質浄化の取組みについ
て写真や図を多く用いて分かりやすくまとめています。植物、動物、歴史・社会・文化の項目別索引、「あびこ
史跡まっぷ」付き。ゆかりの人々については、第Ⅲ章の５文化を育てた人々で紹介。

２．我孫子にゆかりの人々

大正期我孫子にゆかりの文人たちの、我孫子を訪れた経緯、我孫子での生活、そして我孫子を離れた状況が様々
な資料を基に論じられています。当時の作家の住居図もあり便利です。「我孫子市史研究第四号」に掲載された
論文を１冊にまとめたものです。

「時は流れて歴史となり 時を刻んで文化が生まれる（本文から）」。手賀沼に面した我孫子には、先史時代か
ら現代まで数多くの史跡が残されています。それらの史跡を季節の移り変わりとともに、地図や写真、当時のエ
ピソードなども交えて紹介。史跡にまつわるゆかりの人々を紹介しています。

我孫子のなりたちや地名の由来、地域のくらしを紹介した本。郷土のあけぼのから、文学の里、まちの社寺等、
随所に写真や図があり、中学生にも理解しやすく書かれています。巻末に我孫子市全図が付いています。 （地
図は刊行当時のものです）「あびこむかしむかし」の改訂版。

近年我孫子市に住む人たちを、アート、カルチャー、フードの３つの分野に分け紹介しています。「鉄造形家」
「江戸神輿御輿師」「日本刺繍師」「コーヒー焙煎職人」など、訪ねてみたくなる職人ばかりです。



書　名 著　者 出版社 刊年 資料番号

手賀沼周辺を訪ねる
我孫子市史研究センター

／編 崙書房 1990 117416352

手賀沼読本
流山市立博物館友の会

／編
流山市立博物館友の会 1991 117448906

ふるさとあびこ（改訂版） 中村　脩 湖畔情報社 1982 117353442

小：ふるさと我孫子の先人たち
改訂増補版

我孫子市教育委員会教
育総務部指導課／編集

我孫子市教育委員会 2016 118059899

我孫子にゆかりの先人たちについて、カラーイラストで紹介しています。市内の中学生向けの副読本として作成
されました。（一般市民への配布は行っておりません。図書館では貸出用を複冊ご用意しています。ご利用くだ
さい。）

我孫子市の歴史に関する基本的資料の１つ。年代順にコンパクトにまとめられています。我孫子の歴史、白樺派
等ゆかりのある文学者たち、字名の由来、手賀沼の干拓、明治期以降の年表等について書かれています。北の鎌
倉の項でゆかりの人々を紹介。

手賀沼に関わる事項―歴史、遺跡、水害、祭りと芸能、漁業の歴史、動物・植物・鳥と手賀沼と手賀沼周辺（５
市３町―当時）の史跡、文化財を１００ケ所ほど紹介。浄化についても触れていて、写真・図表等も付いていま
す。手賀沼周辺の史跡にまつわるゆかりの人々を紹介。

手賀沼を２５のテーマで詳しく紹介した本。手賀沼を核に、人々が往き交う様子や地理、歴史、沼の生態系等が
書かれています。手賀沼歴史年表や手賀沼文献目録が付いています。

『手賀沼と文人』『我孫子の史跡を訪ねる』 『あびこ人物事典』 『ふるさと我孫子の先人たち』



岡田　武松　Okada, Takematsu（１８７４～１９５６） 加瀬　完　Kase, Kan（１９１０～１９９５)

気象学者。布佐に生まれる。日本の気象観測事業
の確立に貢献した気象学界のパイオニアである。

教育者。政治家。昭和１３年我孫子第二小学校校長
就任。以後市内小中学校長を歴任。後に参議院議
員となり、教育の充実に尽力する。

嘉納　治五郎　Kano, Jigoro（１８６０～１９３８） 志賀　直哉　Shiga, Naoya（１８８３～１９７１）

柔道家。教育家。天神山に別荘を建てる。講道館を
創設し、柔道の発展に貢献する。

作家。大正４年から１２年までに弁天山在住。雑誌
「白樺」の創刊に参加。「小説の神様」とも称される。

坂西　志保　Sakanishi, Shiho（１８９６～１９７６） 杉村　楚人冠　Sugimura, Sojinkan（１８７２～１９４５）

評論家。杉村楚人冠邸内に一時期過ごす。終戦後、
国家公安委員、放送番組向上委員長を務める。

ジャーナリスト。大正１３年から我孫子に永住。随筆
「湖畔吟」などで、手賀沼周辺を全国に紹介。俳句結
社湖畔吟社を作るなど、地元の文化向上に努めた。

滝井　孝作　Takii, Kosaku（１８９４～１９８４） 田口　静　Taguchi,Shizuka（１９０７～１９７７）

作家。志賀直哉にすすめられ、大正１１年から１２年
にかけて我孫子に移り住む。この間に代表作「無限
抱擁」を執筆。

医師。湖北に生まれる。当時無医村だったこの地区
に医院を開業。地域住民に「赤ひげ先生」と慕われ、
献身的な医療活動を行なった。

血脇 守之助　Chiwaki, Morinosuke（１８７０～１９４７） 中　勘助　Naka, Kansuke（１８８５～１９６５）

歯科医師。我孫子に生まれる。日本の歯科医学の
発展に貢献し、後進を育てた。野口英世もその門弟
のひとり。

作家。大正９年から１１年まで白山在住。幼年時代の
思い出をもとにした「銀の匙」で世に認められる。

中野　治房　Nakano, Harufusa（１８８３～１９７３） バーナード・リーチ Bernard Leach（１８８７～１９７９）

植物学者。中里に生まれる。手賀沼も含めた湖沼の
植物研究から出発し、幅広い研究活動を展開。大正
９年に「湖北村誌」を発刊。

イギリスの著名な陶芸家。柳宗悦らの民芸運動に参
加。我孫子の柳邸に窯を開き、大正５年～大正８年
の間、作陶に励んだ。

武者小路 実篤 Mushanokoji,Saneatsu（１８８５～１９７６） 柳　兼子　Yanagi, Kaneko（１８９２～１９８４）

作家。大正５年から７年まで根戸在住。雑誌「白樺」
の創刊に参加。白樺派の代表的存在となる。

声楽家。大正３年柳宗悦と結婚し１０年まで我孫子に
住む。晩年まで声楽の教師を務める傍ら、数々の独
唱会・演奏会を開き、海外でも絶賛を博した。その歌
声は「日本の声楽の母」と称えられている。

柳　宗悦　Yanagi, Muneyosi（１８８９～１９６１） 柳田　國男　Yanagita, Kunio（１８７６～１９６２）

民芸研究家。大正３年から１０年まで緑在住。雑誌
「白樺」の創刊に参加。日本民芸運動の創始者。日
本民藝館を設立。

民俗学者。布佐に実家の松岡家があり、青少年時代
によくこの地を訪れた。日本民俗学の創立者。

山下　清　Yamashita, Kiyoshi（１９２２～１９７１）

画家。昭和１６年頃から昭和２１年頃まで、駅弁屋
「弥生軒」のもとに身を寄せ、雑用に従事しながら暮
らしていた。色鮮やかな貼り絵で有名。放浪の画家
と呼ばれる。

我孫子市の歴史をひもとくと、そこには多くの学者・文人達の足跡が記されています。
明治時代にはすぐれた科学者・文化人がこの地で育ち、多方面で活躍しました。
大正時代になると、雑誌「白樺」の同人をはじめ、多くの文人・芸術家が手賀沼周辺の自然に惹かれてこの
地に居を構え、創作活動を行ないました。
我孫子市の文化はこのような人々とともに育まれてきました。市民図書館（アビスタ本館）郷土コーナーには、
我孫子市にゆかりのある人々の著作と研究書等を集めてあります。



３．我孫子のくらし

書　名 著　者 出版社 刊年 資料番号

我孫子市生活環境図集Ⅳ
我孫子市企画財政部

企画課／編
我孫子市 2015 118023762

我孫子市第四次総合計画 我孫子市／編 我孫子市 2022 118194123

我孫子市地域防災計画
(令和３年度修正)

我孫子市市民危機管理
対策会議

2022 118191883

［我孫子市］暮らしの便利帳
２０１６（平成２８年度版）

我孫子市 2016 118059592

［我孫子市］統計 ２０２１
我孫子市企画総務部

行政管理課／編
我孫子市 2022 118195078

我孫子の教育　令和４年度版
我孫子市教育委員会

教育総務部総務課／編
我孫子市教育委員会 2022 118197463

広報あびこ縮刷版１～５
我孫子市企画課広報係

／編
我孫子市 1978～

広報あびこ
平成３年～令和３年度

我孫子市総務部
秘書広報課広報室／編

我孫子市総務部
秘書広報課広報室

1998～

わくわくすくすく　令和４年
我孫子市子育てガイドブック

株式会社サイネックス
(制作)

我孫子市 2022 118191207

我孫子市役所ホームページはこちら　　　https://www.city.abiko.chiba.jp/

各年度ごとで１冊になっています。

１（１号～４１５号)、  ２（４１６号～５３７号)
３（５３７号：昭和５５年４月～６３３号：昭和５９年３月)
４（６３４号：昭和５９年４月～７２９号：昭和６３年３月)
５（７３０号：昭和６３年４月～８０１号：平成３年３月)

明治１４年頃から平成８年頃までの我孫子市の地形図です。航空写真から都市計画図、道路、公共施設の位置図
など、 我孫子市の全形を知るのに便利な図集です。２０１５年３月にⅣが発行されました。



４．郷土芸能・民話・方言

書　名 著　者 出版社 刊年 資料番号

我孫子市史，民俗・文化財篇
我孫子市教育委員会
市史編さん室／編

我孫子市教育委員会 1990 118170327

柏・我孫子のむかし話 岡崎　柾男 単独舎 1984 117196177

小：学習図鑑ふるさと手賀沼
第８版

「学習図鑑ふるさと手
賀沼」編集委員会／編

我孫子市教育委員会 2021 118181127

手賀沼周辺を訪ねる
我孫子市史研究
センター／編

崙書房 1990 117416352

手賀沼読本
流山市立博物館友の会

／編
崙書房 1991 117448906

新版 手賀沼周辺生活語彙 星野　七郎／編著 崙書房 2005 117754825

商Ｄｏ（あきんど）！あびこ
商店街マップ作成

委員会／編
我孫子市 2010 117896800

あびこ市民の歌
-市制施行50周年記念-

小椋　佳／歌 我孫子市

かっぱ音頭 藤島　恒夫／歌 我孫子市

［我孫子市］ふるさとの歌 我孫子市社会教育課 我孫子市 1982 117203736

我孫子町郷土民話（かっぱ音頭） 藤島垣夫/歌 我孫子市

湖北音頭誕生 星野　保／著 ＮＰＯ法人ｉ＆ｉ 2011 117906835

湖北音頭 我孫子市

竹内神社例大祭　ＤＶＤ
（株）ラフターズ／撮

影編集・制作
榎本新聞店 2019 118134039

手賀沼小唄／湖北音頭 我孫子市

布佐の祭り
－御輿・山車の歴史と運行のしきたり－

香取武/講演 板倉博/発行責任者 2018 118109000

140027358（ＣＤ）

 117891788（踊り方）

140024306(テープ)

民俗・文化財について詳しい１冊。民家と民具については、具体的な間取りや民具の名前・使い方が解説され、
図や写真が付けられています。また神社・寺を１ケ所ずつ詳しく解説し、年表が付いています。文芸の項で、我
孫子市に伝わる伝説について書かれています。

市内の小中学校での学習のためにつくられた本。手賀沼周辺の自然環境、歴史、文化、水質浄化の取組みについ
て写真や図を多く用いて分かりやすくまとめています。植物、動物、歴史・社会・文化の項目別索引「あびこ史
跡まっぷ」付き。第Ⅲ章で郷土芸能、わらべうた、伝説、方言を紹介しています。

手賀沼に関わる事項―歴史、遺跡、水害、祭りと芸能、漁業の歴史、動物・植物・鳥と手賀沼と手賀沼周辺（５
市３町―当時）の史跡、文化財を１００ケ所ほど紹介。浄化についても触れていて、写真・図表等も付いていま
す。手賀沼周辺の祭りと芸能についても書かれています。

手賀沼を２５のテーマで詳しく紹介した本。手賀沼を核に、人々が往き交う様子や地理、歴史、沼の生態系等が
書かれています。手賀沼歴史年表や手賀沼文献目録が付いています。

140171709（ＣＤ）

140172942（ＣＤ）



書　名 著　者 出版社 刊年 資料番号

あびこ版新編利根川図志 赤松　宗旦／原著 我孫子市教育委員会 1990 117416505

我孫子市自然環境調査昆虫調査
報告書

我孫子市環境保全課
／著、新緑研究所／著

我孫子市環境保全課 1992 117193891

我孫子市自然環境調査植物調査
報告書

我孫子市環境保全課
／著、新緑研究所／著

我孫子市環境保全課 1991 117193954

我孫子市自然環境調査水生生物調
査報告書

我孫子市環境保全課
／著

我孫子市環境保全課 1993 117396553

我孫子市自然環境調査鳥類調査
報告書

我孫子市環境保全課
／著、山階鳥類研究所

／著
我孫子市環境保全課 1995 117206742

[我孫子市]環境年報　第３８号
令和２年（２０２０年）度の

まとめ

我孫子市環境経済部
手賀沼課／編

我孫子市環境経済部
手賀沼課

2022 118191351

我孫子　みんなのアルバムから
第3刷

みんなのアルバム
同好会

2014 117993983

我孫子市植生報告書／我孫子市の
植生

我孫子市環境保全課 1991 117205464

アーカイブス利根川
アーカイブス利根川編

集委員会／編
信山社サイテック 2001 117293665

印旛沼・手賀沼 山田　安彦／ほか編 古今書院 1993 117395716

小：学習図鑑ふるさと手賀沼
第８版

「学習図鑑ふるさと手
賀沼」編集委員会／編

我孫子市教育委員会 2021 118181127

写真集私の古利根 板橋 一好 板橋 一好 1988 117416893

手賀沼に暮らす生き物 我孫子市手賀沼課／企画 我孫子市 2010 117885811

手賀沼ブックレット たけしま出版

手賀沼周辺を訪ねる
我孫子市史研究
センター／編

崙書房 1990 117416352

５．手賀沼・古利根・利根川

市内の小中学校での学習のためにつくられた本。手賀沼周辺の自然環境、歴史、文化、水質浄化の取組みについ
て写真や図を多く用いて分かりやすくまとめています。植物、動物、歴史・社会・文化の項目別索引、「あびこ
史跡まっぷ」付き。タイトルどうり手賀沼について詳しい１冊です。

印旛沼と手賀沼の水環境について、１６人の学者が１８のテーマに しぼって分析し、提言としてまとめたもの
（データの数値は１９８５年～１９８９年）。植物、洪水、水質、漁業、魚、農業用水源等の記述があります。

この本は、赤松宗旦原著の「利根川図誌」初版を底本に市史編さん室で編集したもの。誌面の上に原文、下に同
項目の現代語訳を配し１３０年の「時間」を対比。原文以外にも、「後篇草稿巻一」等も付した読み応えある１
冊です。

広報あびこ（特集記事より）
昭和56.1.1、昭和61.1.1、昭和64.1.1、平成5.1.1、平成
昭和56.1.1（広報あびこ縮刷版３）、昭和61.1.1（広報あびこ縮刷版４）
昭和64.1.1（広報あびこ縮刷版５）、平成５.1.1（広報あびこ,平成３～５年度）
平成９.1.1（広報あびこ,平成９～12年度）

手賀沼に関わる事項―歴史、遺跡、水害、祭りと芸能、漁業の歴史、動物・植物・鳥と手賀沼と手賀沼周辺（５
市３町―当時）の史跡、文化財を１００ケ所ほど紹介。浄化についても触れていて、写真・図表等も付いていま
す。巻頭に手賀沼の歴史、巻末に漁業、農業、民族、自然などの紹介があります。

№１　元漁協組合長深山正巳による一つの手賀沼　　　　№２　手賀沼をめぐる中世１
№３　利根川水系の鮭と環境学習　　　　　　　　　　　№４　手賀沼をめぐる中２
№５　ボート屋の手賀沼歳時記　　　　　　　　　　　　№６　手賀沼開発の虚実
№７　手賀沼エコマラソン　　　　　　　　　　　　　　№８　手賀沼の生態学
№９　千葉の戦後７０年　　　　　　　　　　　　　　　№10 下総・原氏・高城氏の歴史　上
№１１歴史ロマン利根運河



書　名 著　者 出版社 刊年 資料番号

手賀沼１００話 相原　正義 崙書房 1983 117403392

手賀沼の生態学 浅間　茂 崙書房 1989 117196474

手賀沼の魚 我孫子市環境保全課 1988 117205914

手賀沼の鳥
我孫子市野鳥を守る会

／編著
我孫子野鳥を守る会 1994 118073172

手賀沼の鳥，Ⅱ
手賀沼の鳥Ⅱ編纂

委員会／編
我孫子野鳥を守る会 2004 111702486

手賀沼の鳥，Ⅲ
手賀沼の鳥Ⅲ編纂

委員会／編
我孫子野鳥を守る会 2012 117930496

手賀沼の鳥，Ⅳ
手賀沼の鳥Ⅳ編纂

委員会／編
我孫子野鳥を守る会 2022 118192855

手賀沼の鳥
創立50周年記念事業実

行委員会／編
我孫子野鳥を守る会 2022 118192864

利根川と木下河岸 山本　忠良 崙書房 1988 117198526

利根川百年史
利根川百年史編集

委員会／編
建設省関東地方建設局 1987 111451575

利根川の歴史 金井　忠夫 日本図書刊行会 1997 111409653

参：利根川東遷 沢口　宏 上毛新聞社 2000 119088661

参：利根川　人と技術文化
北野　進・是永　定美

／編
雄山閣出版 1999 119064739

参：変貌する利根川 鈴木　久仁直 崙書房 1989 117201152

村の記憶 星野　七郎 崙書房 2008 117840973

我孫子市役所ホームページ内の手賀沼水族館もご利用ください。
（トップページ→イベント・文化・スポーツ→自然の中で楽しむ→手賀沼）

長年我孫子で農業に従事してきた著者が綴る生活・労働の記録。昭和はじめの風習、農業や漁業の手法が克明に
描かれています。また「ぺーぺー言葉」で会話を交わし、支え合い暮らす人々の様子も生きいきと伝わってきま
す。

江戸時代、利根川河岸として賑わった木下界隈について具体的に描き出されている。利根川・手賀沼の接続の様
子や、手賀沼新田の村での争いごと、鮮魚輸送の変遷をたどることができます。堀や堤の配置が図示され、略年
表も付いています。

手賀沼の成り立ち・地層など地理的なことから、干拓・水害の歴史、公害・環境問題まで、手賀沼にまつわるあ
らゆることが書かれています。手賀沼周辺の史跡や、我孫子市ゆかりの文人の紹介などもあります。巻頭に昔の
手賀沼の様子がわかる貴重な写真が載っています。

『あびこ版新編利根川図志』 『利根川と木下河岸』 『村の記憶』



６．我孫子の農業・漁業・産業

書　名 著　者 出版社 刊年 資料番号

我孫子市商店街振興ガイドライン
我孫子市商業振興推進

研究会
我孫子市商工観光課 1990 117370056

商Ｄｏ（あきんど）！あびこ
ＶＯＬ．１１（以降休刊）

商店街マップ作成
委員会／編

我孫子市 2010 117896800

おばちゃんたちの野菜行商 小林　裕美／執筆
千葉県博図公連携事業

実行委員会／発行
2019 118135498

漁村に見る魚つき林と漁民の森 小沼　勇／編著 創造書房 2000 117360264

白樺派のカレーご案内
白樺派のカレー普及会

／作成
白樺派のカレー普及会 2010 117880537

千葉の鉄道物語 内田　龍哉／原稿執筆
千葉県博図公連携事業

実行委員会／発行
2019 118149295

星野七郎さんの「手賀沼の漁業と
農耕」について聞き取り

星野 七郎 我孫子市市史編纂室 2002 111586891

郷土あびこ，４ 我孫子の生業
「郷土あびこ」編集

委員会／編
我孫子市史研究

センター
1982 117816402

我孫子市ふるさと産品
伝統の味と匠

我孫子市あゆみの郷
公社

111677692

参：[我孫子市]あびこ人物事典  Ｃｉｔｉａ 2002 111694152

村の記憶 星野　七郎 崙書房 2008 117840973

我孫子でいとなまれていた仕事をまとめた１冊。生業から見た生活史です。明治・大正・昭和初期時代が中心に
書かれています。

食の研究家が当時の文献を丹念に調べて「白樺派のカレー」を再現。誕生の経緯、白樺派のカレー年表、レシピ
付き。

長年我孫子で農業に従事してきた著者が綴る生活・労働の記録。昭和はじめの風習、農業や漁業の手法が克明に
描かれている。また「ぺーぺー言葉」で会話を交わし、支え合い暮らす人々の様子も生きいきと伝わってくる。
米づくり、沼の漁業について手書きの絵や写真を使い詳しく書かれています。



７．我孫子市各種ガイドブック

書　名 著　者 出版社 刊年 資料番号

我孫子遺産をご存知ですか？
我孫子地区／湖北地区／布佐地区

我孫子市教育委員会 2022 118191063

Ａｂｉｋｏ　Ｇｕｉｄｅｂｏｏｋ
ＡＢＩ　ＲＯＡＤ

我孫子市役所秘書広報
課／編集

我孫子市 2021 118199272

あびこガイドブック
ＡＢＩ　ＲＯＡＤ

我孫子市役所秘書広報
課あびこの魅力発信室

／編集
我孫子市 2021 118181505

あびこガイドブック
ＡＢＩ　ＲＯＡＤ

（中国語）/（韓国語）

我孫子市役所秘書広報
課／編集

我孫子市 2021
118199254
118199263

あびこガイドまっぷ
2017(平成29)年度版

我孫子市環境経済部
商業観光課／編

我孫子市 2017 118147585

あびこ洪水避難情報ハザ-ドマップ
我孫子市市民生活部市

民安全課/作成
我孫子市 2022 118194871

2013 117955291

2014 117982958

2015 118017327

我孫子のいろいろ八景歩き
我孫子の景観を

育てる会
我孫子市都市計画課

景観推進室

2016 118167934

2017 118100423

2015 118048440

2016 118167916

2017 118100388

2015 118048422

2015 118048486

2016 118167880

2017 118100432

2017 118048468

2016 118165701

2017 118100397

［我孫子市］桜八景マップ
我孫子のいろいろ八景歩き

我孫子の景観を育てる
会／企画・編集

我孫子市都市計画課
景観推進室

2016 118050889

我孫子のさくらマップ（第３版）
我孫子の景観を育てる

会／編
我孫子の景観を育てる

会
2010 117885406

我孫子の「大正・昭和文化遺産」
ＭＡＰ

我孫子市教育委員会
文化・スポーツ課

2018 118126092

我孫子ふるさと散歩ガイド 我孫子市役所 2001 117309036

我孫子市名所旧跡案内
（英語・日本語）

我孫子市社会福祉協議
会・我孫子市ボラン
ティアセンター／編

我孫子市社会福祉
協議会

1998 117416532

我孫子エリア２　白山のまちなみと船戸の森・湧き水の小径コース

我孫子のいろいろ八景
其の一其の二・其の三

我孫子の景観を育てる
会／企画・編集

我孫子市

我孫子エリア３　マンションストリートから森をぬける
　　　　　　　　つくし野コース

高野山台地の八景と古墳を巡るコース

白樺派の散歩道と水辺のまちなみコース

布佐・新木　三大緑地公園コース

布佐・新木エリア３　利根川と布佐の里道を歩くコース

湖北エリア３　将門伝説の地と中里市民の森を行くコース

湖北台のまちなみと田園コース

天王台・東我孫子エリア３　ハケの道と坂道の岡発戸こもれびコース

天王台・東我孫子エリア２　”守られた自然”
　　　　　　　　　　　　　かじ池・谷津を巡るコース

湖北エリア２　古道をたどり森と水辺が招く古利根コース

布佐・新木エリア２　新木・古戸の古社と里を巡るコース



書　名 著　者 出版社 刊年 資料番号

Abiko and Neighborhood　Tour Guide
(我孫子と近隣・ツアーガイド)

ポプラの会 ポプラの会 2001 111423116

あびこハザ-ドマップ
我孫子市市民生活部
市民安全課/作成

我孫子市 2020 118170534

あびこ防災マップ（平成２５年）
我孫子市環境生活部
市民活動支援課／編

我孫子市 2013 117958793

あびこ景観マップ
我孫子市都市部
都市計画課／編

我孫子市都市部
都市計画課

2000 117008076

商Ｄｏ（あきんど）！
あびこ　ＶＯＬ．１１

商店街マップ作成
委員会／編

我孫子市 2010 117896800

あびバス景観散策ＭＡＰ
新木ルート編

我孫子の景観を
育てる会／企画・編集

我孫子市都市計画課
景観推進室

2015 118039323

あびバス景観散策ＭＡＰ
栄・泉・並木ルート編

我孫子の景観を
育てる会／企画・編集

我孫子市都市計画課
景観推進室

2015 118014393

あびバス景観散策ＭＡＰ
布施ルート・根戸ルート編

我孫子の景観を
育てる会／企画・編集

我孫子市都市計画課
景観推進室

2017 118100487

あびバス景観散策ＭＡＰ
船戸・台田ルート編

我孫子の景観を
育てる会／企画・編集

我孫子市都市計画課
景観推進室

2014 117987043

北新田のﾊﾞｰﾄﾞｳｵｯﾁﾝｸﾞ・ｶﾞｲﾄﾞ
我孫子市鳥の博物館

／編
我孫子市鳥の博物館 2003 111668467

旧村川別荘
我孫子市教育委員会

文化課／編
我孫子市教育委員会

文化課
2007 117811641

旧村川別荘ガイド
我孫子の景観を育てる

会／作成
我孫子市教育委員会 2009 117880483

［我孫子市］暮らしの便利帳
２０１６（平成２８年度版）

我孫子市 2016 118059583

志賀直哉　我孫子の文学足跡 白樺文学館 白樺文学館 117861736

新四国相馬霊場八十八ヶ所
を訪ねる

我孫子市史研究セン
ター／編

つくばね舎 2013 112396369

楽しい東葛ウォーク事典
流山市立博物館友の会

／編著
崙書房出版 2010 117884236

[地図]TeGaマップ
柏市役所企画調整課・
我孫子市役所企画課／

編
柏市・我孫子市 2019 118170651

手賀沼浄化マップ
手賀沼水質浄化対策

協議会／編
手賀沼水質浄化対策

協議会
2003 111669844

　東葛流山研究　第38号
東葛坂道事典

流山市立博物館友の会
／編

流山市立博物館友の会 2020 118164649

成田線車窓八景マップ
我孫子のいろいろ八景

我孫子の景観を育てる
会／企画・編集

我孫子市都市計画課
景観推進室

2018 118126056

［我孫子市］人と鳥が共存するま
ち（我孫子市ガイドマップ）

我孫子市 1999 117008265

最新の「我孫子市医療マップ」「我孫子市公園マップ」が見られます。

http://www.library.city.abiko.chiba.jp/ABCLIB/servlet/search.detail_list?tilcod=9910002931


書　名 著　者 出版社 刊年 資料番号

［我孫子市］水八景マップ
我孫子のいろいろ八景歩き

我孫子の景観を育てる
会／企画・編集

我孫子市都市計画課
景観推進室

2017 118095907

リビング快適生活ガイドブック
（かしわ・まつど版）２００５年

サンケイリビング
新聞社

2004 111705005

Ｌｉｖｉｎｇ ｉｎ Ａｂｉｋｏ（英語） 我孫子市 2011 117907465

らっく楽！あびこ、２００７年版
バリアフリーおでかけマップ

バリアフリー推進市民委員
会・我孫子市保健福祉部
生活支援課／企画、
アルメック／編

我孫子市 2007 117820335



８．我孫子市市民活動支援

書　名 著　者 出版社 刊年 資料番号

[我孫子市]オトナのための
地域参加ガイドブック

我孫子市保健福祉部
介護支援課

我孫子市 2016 118050348

［我孫子市］ボランティア・市民
活動ガイドブック２０２１－２０

２２

ボランティア市民活動
相談窓口て・と・り・

あ

我孫子市社会福祉協議
会

2021 118186979

※我孫子市内市民活動団体の情報は、我孫子市役所ホームページ「生涯学習」をご覧ください。
http://www.city.abiko.chiba.jp/kosodate/manabi_shogai/jinzaijoho/ichiran.html

「我孫子を調べる」我孫子市民図書館

２００６年 ７月発行

２０２３年 ３月第１４回改訂


