
請求記号 書名 著者 出版社 出版年 展示 読み札

S290.1/ｻ
さいたま郷土かるた
埼玉を知り埼玉を愛する県民のかるた

埼玉県教育局社会教育課制
作・著作

埼玉県教育委員会 1982 ○ ―

S290.1/ｻｲ
彩の国21世紀郷土かるた
埼玉を知り埼玉を愛する県民のかるた

埼玉県教育委員会制作・著
作

埼玉県子ども会育成連絡協
議会

2002 〇 ―

新聞記事
「お父さんお母さんと郷土かるたを作ろう
県教委が読み札募集」
（『埼玉新聞　1982年4月9日　13面』）

― 埼玉新聞社 ― ○ ―

新聞記事
「「さいたま郷土かるた」　読み札決まる
県教委が小・中学生から募集」
（『埼玉新聞　1982年7月13日　1面』）

― 埼玉新聞社 ― ○ ―

新聞記事
「絵札用原画決まる　さいたま郷土かるた
小中生が手づくり　県教委」
（『埼玉新聞　1982年10月9日　13面』）

― 埼玉新聞社 ― ○ ―

新聞記事
「爆発的な人気呼ぶ　県教委発行のさいた
ま郷土かるた」（『埼玉新聞　1982年12月5
日　7面』）

― 埼玉新聞社 ― ○ ―

新聞記事
「21世紀郷土かるた完成　県教委」
（『埼玉新聞　2002年5月28日　1面』）

― 埼玉新聞社 ― ○ ―

請求記号 書名 著者 出版社 出版年 展示 読み札

S288.6/ｻ 埼玉県のシンボル
埼玉県県民室県民文化課
〔編〕

埼玉県県民室県民文化課 1977 ○
〈く〉
〈け〉
〈さ〉

S462/ｻｲ
埼玉の自然誌　埼玉の自然を知る・学ぶ
埼玉県立自然の博物館展示解説書

埼玉県立自然の博物館編 埼玉県立自然の博物館 2019 ○
〈く〉
〈け〉
〈さ〉

S317/ｻ 埼玉県行政史　第4巻 埼玉県編 埼玉県 1988 ○
〈く〉
〈け〉
〈さ〉

新聞記事
「県旗と県章きまる　『幸魂」と希望を象
徴　来月19日県民祭で発表　色は白地に
赤」（『埼玉新聞　1964年8月25日　1

― 埼玉新聞社 ― ○ 〈ま〉

請求記号 書名 著者 出版社 出版年 展示 読み札

S221/ｵｵ 大江戸・小江戸川越時の鐘ものがたり 小泉功共著，青木一好共著 子どもと教育社 2001 ○ 〈か〉

S290.8/ｻ 埼玉叢書　第1巻 稲村坦元編，柴田常恵編 国書刊行会 1970 〈か〉

S261/ﾃﾂ
徹底解剖！埼玉古墳群
副葬品から探る被葬者像　企画展

埼玉県立さきたま史跡の博
物館編

埼玉県立さきたま史跡の博
物館

2019 ○ 〈こ〉

S261/ｻｷ
埼玉古墳群の謎　東国を治めた古代豪族
シンポジウム

さきたま魅力アップ実行委
員会編

さきたま魅力アップ実行委
員会

2014 〈こ〉

S261/ﾃﾂ 鉄剣銘一一五文字の謎に迫る・埼玉古墳群 高橋一夫著 新泉社 2005 ○ 〈こ〉

S188/ｻﾝ
山上の霊地
子ノ権現・竹寺・高山不動・岩殿観音　特
別展

飯能市郷土館 飯能市郷土館 2012 ○ 〈そ〉

S291.1/ﾐﾇ 見沼・その歴史と文化 浦和市立郷土博物館編 さきたま出版会 2000 〈つ〉

S291.1/ﾐﾇ 見沼　水と人の交流史　第43回特別展 さいたま市立博物館編 さいたま市立博物館 2019 ○ 〈つ〉〈み〉

S519.81/ﾐﾇ
見沼田んぼ龍神への祈り
環境保護の市民政治学　3

村上明夫著 幹書房 2012 〈み〉

S291.1/ﾐﾇ 見沼見て歩き　見沼田んぼ散策ガイド
見沼保全じゃぶじゃぶラボ
編

幹書房 2007 ○ 〈み〉

S259.6/ﾊﾁ 鉢形城指南 鉢形城歴史館 鉢形城歴史館 2007 ○ 〈な〉

S259.6/ﾀﾏ
玉淀今昔物語　―田山花袋が絶賛した渓谷
美―

埼玉県立川の博物館 埼玉県立川の博物館 2019 ○ 〈な〉

S175/ﾔ 玉敷神社　騎西 山田実文，吉口法幸写真 さきたま出版会 1991 ○ 〈ぬ〉

S206/ﾁﾁ 秩父事件　圧制ヲ変ジテ自由ノ世界ヲ 秩父事件研究顕彰協議会編 新日本出版社 2004 ○ 〈の〉

令和2年度第4回埼玉県立熊谷図書館資料展示
「いろはで発見！郷土かるたに見る埼玉名物」 資料リスト

開催期間：令和2年11月28日（土）～令和3年2月25日（木）
※展示資料の貸出はできませんが、貸出用がある場合は取り寄せのうえご利用いただけます。
　展示スペースの都合上、リストの「展示＝〇」の資料のみ展示しています。
　「読み札」欄の記号は「『彩の国21世紀郷土かるた』読み札一覧」と対応しています。

展示ケース①「郷土かるた」とは？／埼玉のシンボル

◆埼玉のシンボル

◆埼玉の歴史

◆「郷土かるた」とは？

展示ケース②　埼玉の歴史



請求記号 書名 著者 出版社 出版年 展示 読み札

S206/ﾁﾁ 秩父事件　自由困民党の戦い 古林安雄著 埼玉新聞社 2014 ○ 〈の〉

S238/ﾖｼ
吉見の百穴と東日本の横穴墓
埼玉考古学の幕開け　特別展

埼玉県立さきたま史跡の博
物館編

埼玉県立さきたま史跡の博
物館

2007 ○ 〈ひ〉

S239/ﾖ 吉見の百穴　吉見町史資料篇 吉見町史編纂委員会編 吉見町 1975 〈ひ〉

S188/ﾍｲ 平林寺　特別展 埼玉県立博物館編 埼玉県立博物館 2003 ○ 〈む〉

S748/ｳﾂ 美しき瞑想　平林寺 原槙春夫写真 光村印刷 2003 〈む〉

S718/ｻﾄ 里山の石仏巡礼 田中英雄著 山と渓谷社 2006 〈ら〉

S718/ﾊ 飯能の石仏　ふるさとの証言者 飯能市教育委員会 飯能市教育委員会 1989 ○ 〈ら〉

請求記号 書名 著者 出版社 出版年 展示 読み札

S289/ｸﾏ 郷土の雄・熊谷次郎直実
熊谷市立熊谷図書館美術、
郷土係編

熊谷市立熊谷図書館 2010 ○ 〈い〉

デジタル
ライブラ
リー

熊谷蓮生一代記 葛原斎仲通著 ― 1811 ○ 〈い〉

SA538.9/ﾎｸ ぼくの仕事は宇宙飛行士 若田光一著 東京書籍 2001 ○ 〈う〉

S762/ｼﾓ
下總皖一
「野菊」「たなばたさま」などの作曲家

中島睦雄著 さきたま出版会 2018 ○ 〈め〉

S762/ｼﾓ 下總皖一　生誕百周年記念誌
大利根町政策調整課，下總
皖一百周年記念事業推進委
員会編

大利根町 1999 〈め〉

S289/ﾎﾝ
本多靜六　緑豊かな社会づくりのパイオニ
ア

遠山益著 さきたま出版会 2018 ○ 〈り〉

S289/ﾎﾝ
本多静六
森と公園を愛した人　生誕百五十年記念誌

本多静六博士を顕彰する会
編

本多静六博士を顕彰する会 2017 〈り〉

S280/ｻｲ 埼玉ゆかりの三偉人
埼玉県総合政策部文化振興
課

埼玉県総合政策部文化振興
課

2006 ○
〈え〉
〈は〉
〈を〉

S289/ｼﾌ
めざせ日本の近代化
日本の産業育てた渋沢栄一　特別展

埼玉県立博物館編 埼玉県立博物館 2002 ○ 〈え〉

S289/ｼ 埼玉の先人渋沢栄一 韮塚一三郎著，金子吉衛著 さきたま出版会 1983 〈え〉

S596/ｺﾁ ごちそう埼玉　71市町村のうまいもの 埼玉県市町村振興協会 埼玉県市町村振興協会 2006 ○ 〈え〉

S289/ﾊﾅ 塙保己一と「群書類従」 さいたま文学館編 さいたま文学館 1999 ○ 〈は〉

S289/ﾊﾅ
奇跡の人・塙保己一
ヘレン・ケラーが心の支えとした日本人

堺正一著 埼玉新聞社 2001 〈は〉

S289/ｵｷ
日本最初の女医荻野吟子
不屈の精神と大いなる愛

〔熊谷市教育委員会〕社会
教育課文化財保護係作成

熊谷市教育委員会 2013 ○ 〈を〉

S289/ｵ 荻野吟子　実録・日本の女医第一号 奈良原春作著 国書刊行会 1984 〈を〉

請求記号 書名 著者 出版社 出版年 展示 読み札

S386.41/ﾖｼ
吉田龍勢保存会50周年記念誌
龍勢とともに　国重要無形民俗文化財秩父
吉田の龍勢

― 吉田龍勢保存会 2018 ○ 〈す〉

S386/ﾘﾕ
龍勢の系譜と起源　世界のバンブーロケッ
ト

野外調査研究所編 吉田町教育委員会 2005 〈す〉

S767/ﾁﾁ
秩父音頭のしおり　秩父音頭のふるさと・
皆野町

皆野町 皆野町 2010 ○ 〈た〉

S318.243/ﾁﾁ
秩父音頭のふるさとみなの
埼玉県皆野町総合ガイドブック

皆野町 皆野町 2012 〈た〉

S386.8/ｳﾀ うたう獅子舞　人々の心をつなぐ・伝える 野村ささら獅子舞保存会 野村ささら獅子舞保存会 2010 ○ 〈て〉

S386.8/ｲﾉ 祈りと願い　彩る獅子　久喜市の獅子舞展 久喜市立郷土資料館編 久喜市立郷土資料館 2018 〈て〉

S386.294/ﾔﾌ
やぶさめ紀行
毛呂の流鏑馬・児のやぶさめ　第15回特別
展

毛呂山町歴史民俗資料館編 毛呂山町歴史民俗資料館 2006 ○ 〈や〉

展示ケース③　埼玉の偉人／祭／伝統

◆埼玉の偉人

◆埼玉の祭



請求記号 書名 著者 出版社 出版年 展示 読み札

S386.8/ﾜｼ 鷲宮催馬楽神楽 鷲宮町教育委員会編 鷲宮町教育委員会 2001 ○ 〈れ〉

請求記号 書名 著者 出版社 出版年 展示 読み札

S585/ｵｶ 小川和紙（細川紙） 埼玉県産業労働部観光課 埼玉県産業労働部観光課 2012 ○ 〈お〉

S585/ｵ 和紙のふるさと小川町 小川町経済課商工観光係編 小川町経済課商工観光係 1991 〈お〉

S585/ｻ 小川和紙見本帖
埼玉県小川和紙技術研究会
編

埼玉県小川和紙技術研究会 1960 ○ 〈お〉

S774/ｵｶ 小鹿野歌舞伎写録
小鹿野歌舞伎後援会編　山
口清文写真

小鹿野歌舞伎後援会 2010 ○ 〈ち〉

S774/ｵ 小鹿野の歌舞伎芝居　埼玉県指定文化財
小鹿野町歌舞伎保存会編，
小鹿野町教育委員会編

小鹿野町教育委員会 1975 〈ち〉

S759/ｺｼ 越谷張子だるま 埼玉県産業労働部観光課 埼玉県産業労働部観光課 2012 ○ 〈に〉

S759/ｺｼ
越谷だるま　江戸時代より伝承される手工
芸品

越谷市だるま組合 越谷市だるま組合 〔198-〕 ○ 〈に〉

S566/ｲﾓ 鋳物のできるまで ― 川口工業会館 2016 ○ 〈へ〉

S798/ﾍｺ ベーゴマ物語 畦上百合子著 畦上百合子 2006 ○ 〈へ〉

S583/ｶｽ 春日部桐箪笥 埼玉県産業労働部観光課 埼玉県産業労働部観光課 2012 ○ 〈よ〉

S583/ｶ 桐の春日部　手作りの特産品 春日部市環境経済部商工課 春日部市環境経済部商工課 1984 〈よ〉

S759/ﾋﾔ 百年誌岩槻の人形
『百年誌岩槻の人形』編纂
委員会編集

さきたま出版会 2017 ○ 〈わ〉

S759/ｺｳ
鴻巣のひな人形の歴史
鴻巣人形の隆盛と起源説の謎

コスモス大学校第22期生編 コスモス大学校第22期生 2011 〈わ〉

請求記号 書名 著者 出版社 出版年 展示 読み札

S748/ｺﾀ 古代蓮　咲き誇る古代の華　第1集 前野勝美撮影・編集 幹書房 2007 ○ 〈あ〉

S479/ｺﾀ 古代蓮　大賀ハスと行田ハス 中谷俊雄著 新風舎 2005 ○ 〈あ〉

S292.91/ｷﾝ 巾着田　日本一の曼珠沙華群生地 日高市，日高市観光協会 日高市 〔20--〕 ○ 〈き〉

S294.9/ﾐ 両神
三宅修写真・文，川添修司
スケッチ，渡辺千昭写真，
両神村観光協会

両神村 1994 ○ 〈し〉

294.9/ﾘ 両神山 両神村史編さん委員会 両神村 1990 〈し〉

S487/ｹﾝ
みんなで守ろう県の魚ムサシトミヨ
世界で熊谷市だけに生きのこった奇跡の魚

埼玉県環境部自然環境課 埼玉県環境部自然環境課 2010 ○ 〈せ〉

S487/ﾑｻ
ムサシトミヨと熊谷の自然
くまがやの自然図鑑2

熊谷市立図書館美術、郷土
係編

熊谷市立図書館 1999 〈せ〉

S902/ﾄﾈ
利根川と文学　生活・風土・人物・災害を
めぐる作品　企画展展示解説図録

さいたま文学館 さいたま文学館編 2014 ○ 〈と〉

S290.1/ﾄﾈ
利根川322キロの旅　流域の自然とその営み
を求めて

上毛新聞社〔ほか〕編集
「利根川322キロの旅」刊行
委員会

1997 ○ 〈と〉

デジタルラ
イブラリー

利根川図志 第1巻 赤松宗旦著 山田屋佐助 1855 ○ 〈と〉

S296.2/ｶｿ
かぞYou（悠）遊 加須市観光ガイドブック
ちょっと日帰り

加須市商業観光課編
加須市観光協会編

加須市 2015 ○ 〈ね〉

S279.2/ｺﾝ
権現堂堤の歴史
幸手市郷土資料館開設記念特別展

幸手市郷土資料館編 幸手市郷土資料館 2018 ○ 〈ふ〉

S450/ﾐﾗ
未来に残したい大地の神秘
埼玉の地質・鉱物・古生物

埼玉県立自然史博物館 埼玉県立自然史博物館 2001 〈ろ〉

S455/ｻｲ
埼玉・大地のふしぎ　オールカラーガイド
ブック

埼玉県立自然史博物館編 埼玉新聞社 2004 ○ 〈ろ〉

◆埼玉の伝統

展示ケース④　埼玉の自然



請求記号 書名 著者 出版社 出版年 展示 読み札

S783.4/ｻｲ 埼玉スタジアム2002 埼玉スタジアム2002 埼玉スタジアム2002 2002 ○ 〈ほ〉

S783.4/ｻｲ 埼玉スタジアム2002のできるまで 嶋田和則著 さきたま出版会 2002 ○ 〈ほ〉

S292/ｻﾔ
狭山丘陵見て歩き　トトロのふるさと
詳細マップ付き・散策コースガイド15選

トトロのふるさと財団編 幹書房 2008 ○ 〈も〉

S519.8/ﾅｼ
ナショナル・トラスト・ガイドブック
各地の運動団体を紹介する

日本ナショナルトラスト協
会

日本ナショナルトラスト協
会

1997 ○ 〈も〉

S760/ﾁ 音楽堂野外ステージ
秩父ミューズパーク音楽堂
埼玉県秩父公園建設事務所

秩父ミューズパーク音楽堂 1992 ○ 〈ゆ〉

新聞
秩父ミューズパークだより　［新聞］
2019年

―
秩父ミューズパーク連絡会
議

2019 ○ 〈ゆ〉

S748/ﾊｼ 橋のある風景　写真集　2 秩父写友会 秩父写友会 2010 ○ 〈る〉

S682.4/ｶﾘ
雁坂トンネルと秩父往還
甦る古道　明日を拓く二十一世紀の新往還

山梨県道路公社 山梨県道路公社 1998 ○ 〈る〉

S521/ﾄｼ
都市を創る建築への挑戦
設計組織のデザインと技術

埼玉県立近代美術館編 埼玉県立近代美術館編 2008 〈ん〉

S526/ｻｲ Saitama Super Arena
埼玉県住宅都市部新都心施
設調整室監修

大成建設 2001 ○ 〈ん〉

S317.9/ｻｲ
さいたま新都心
新たなる都市・誕生の記録　写真集
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展示ケース⑤「埼玉の新名所」

頭文字 句 頭文字 句
〈あ〉 朝露に ぬれて輝く 古代蓮 〈は〉 版木にて 歴史を刻み 名を残す
〈い〉 いざ出陣 太平めざし 直実公 〈ひ〉 百穴の 自然の宝庫 ひかり苔跡
〈う〉 宇宙まで 夢を届けた 若田光一 〈ふ〉 ふるさとの 桜の名所 権現堂
〈え〉 栄一も 食べたネギ入り にぼうとう 〈へ〉 ベーゴマは 鋳物のふるさと 川口産
〈お〉 おりづるに 願いを込めて 小川和紙 〈ほ〉 ホイッスル ひびけ心の スタジアム

〈か〉 川越の 音なりひびく 時の鐘 〈ま〉 まが玉は 過去と未来の 首飾り
〈き〉 巾着田 真っ赤に染める 彼岸花 〈み〉 見沼の田 歴史を映し 空かつぐ
〈く〉 雲よりも 高く飛んでけ シラコバト 〈む〉 武蔵野の 面影残る 平林寺
〈け〉 ケヤキの木 セミも木陰の 夏休み 〈め〉 メロディに ふるさとのせて 下總皖一
〈こ〉 古墳群 武蔵の豪族 眠る墓 〈も〉 森の中 トトロをさがす 大冒険

〈さ〉 サクラソウ かれんに優しく 県の花 〈や〉 流鏑馬で 矢を射る子らの 武者姿
〈し〉 初夏つつじ 秋は紅葉の 両神山
〈す〉 澄み切った 空に向かって 竜の舞 〈ゆ〉 夢の森 笑顔あふれる ミューズパーク
〈せ〉 清流に 生きながらえよ ムサシトミヨ
〈そ〉 そびえ立つ 高山不動 大イチョウ 〈よ〉 嫁に行く 娘に親から 桐タンス

〈た〉 体育祭 秩父音頭で 盛り上がる 〈ら〉 羅漢様 どこか似ている 友だちに
〈ち〉 町民が 歌舞伎役者の 小鹿野町 〈り〉 林業に 命捧げた 本多静六
〈つ〉 通船堀 江戸まで結ぶ 川の道 〈る〉 ループ橋 雁坂越えて 桃の里
〈て〉 伝統の ささら獅子舞 受け継ぐ子 〈れ〉 連綿と 催馬楽神楽 響きあり
〈と〉 遠い旅 道筋語る 利根の水 〈ろ〉 ローム層 赤土吹き上げ 風に舞う

〈な〉 夏の夜 鉢形城に 咲く花火 〈わ〉 和装の美 今に伝える ひな人形
〈に〉 にらめっこ 武州だるまの 目を入れて
〈ぬ〉 ぬくもりが 藤からあふれる 玉敷神社 〈を〉 女医一号 未来を開いた 荻野吟子
〈ね〉 眠りから さめたオニバス 北川辺
〈の〉 農民の 苦しみの形 秩父事件 〈ん〉 シンボルは さいたまアリーナ 新都心
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