
４ヶ月で消えた川越県
書名 著者名 出版社 出版年 資料番号
近代埼玉の黎明　廃藩置県とその時代　第２５回特別展 埼玉県立文書館 埼玉県立文書館 1990 310007356
新編埼玉県史図録 埼玉県 埼玉県 1993 310159843
太政官日誌　第５巻 石井良助 東京堂出版 1981 111760997
府藩県制史 宮武外骨 名取書店 1941 112948732

「川越市」の成立
書名 著者名 出版社 出版年 資料番号
川越市制祝賀会実況絵葉書　甲 早川アサヒ堂 1922 310201694
川越市制祝賀会実況絵葉書　乙 早川アサヒ堂 1922 310201702
川越市史資料　第２集　川越市・村合併聞き書 川越市臨時市史編纂室 川越市臨時市史編纂室 1966 320831910
川越市合併史稿 川越市総務部市史編纂室 川越市 1966 310201512
川越市制三十年誌 川越市制３０周年祝賀委員会 川越市 1952 310201579
川越写真大観　市制四十周年記念　写真集 飯島謙輔 日刊埼玉新聞社 1963 310187513
川越歴史展　川越市制施行５０周年記念 川越市，川越市商工会議所 川越市・川越商工会議所 1972 310090428
川越　川越市市制施行６０周年記念要覧 川越市企画財政部企画課 川越市 1982 320832058
川越のあゆみ　川越市市制施行７０周年記念誌 川越市 川越市 1992 310090410
資料でたどる川越市の歩み　市制施行８０年　第２０回企画展図録 川越市立博物館 川越市立博物館 2002 300386026
かわごえ郷土カルタ 川越市教育委員会 川越市教育委員会 2002 300415502
川越百の顔　川越市市制施行九十周年記念 人物新報社 人物新報社 2012 300921681
図説　川越の歴史 小泉功 郷土出版社 2001 300321528
写真展 川越市立博物館 川越市立博物館 1990 310090337
目で見る川越の１００年 青木一好［ほか］ 郷土出版社 1998 300108701
川越市史写真集 川越市庶務課市史編纂室 川越市 1986 310015342

時代の最先端を行く川越
書名 著者名 出版社 出版年 資料番号
川越商工会議所１００周年記念事業写真集 川越商工会議所 川越商工会議所 2000 300334547
写真集明治大正昭和川越 岡村一郎 国書刊行会 1978 310089370
川越第八十五国立銀行の創立過程 佐々木寛司 埼玉県立浦和図書館 1982 310245212
第八十五銀行史 第八十五銀行 第八十五銀行 1944 320853450

時の鐘
書名 著者名 出版社 出版年 資料番号
川越のミカタ 水戸一斎 水戸一斎 2020 301254140
川越市指定有形文化財時の鐘耐震化工事報告書 文化財工学研究所 川越市教育委員会文化財保護課 2018 301161576
大江戸・小江戸川越時の鐘ものがたり 小泉功［ほか］ 子どもと教育社 2001 300396280
川越の蔵造り時の鐘 川越市観光協会 川越市観光協会 197- 300928868

雑誌
書名 著者名 出版社 出版年 資料番号
ぶぎんレポート　２０１８年１０月号「遂に埼玉県の誕生」 松本博之 ぶぎん地域経済研究所 2018 580767101

ＤＶＤ

書名 著者名 出版社 出版年 資料番号
風のスケッチ 関東建設弘済会 関東建設弘済会 2010 740013560

②川越の観光
図書
書名 著者名 出版社 出版年 資料番号
散歩の達人 散歩の達人 交通新聞社 2017 301062709
うつくしの街川越 山野二郎 一色出版 2019 301066148
埼玉Ｗａｌｋｅｒ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020 301066783
散歩の達人 交通新聞社 2020 301068698
るるぶ埼玉 ＪＴＢパブリッシング 2021 301071056
東京周辺ご朱印めぐり旅乙女の寺社案内 「江戸楽」編集部 メイツユニバーサルコンテンツ 2021 301071643
御朱印でめぐる関東の聖地 地球の歩き方編集室 地球の歩き方 2021 301071684
埼玉 昭文社 2021 301073912
小江戸川越散策マップ 小江戸川越観光協会 小江戸川越観光協会 2017 301149175
川越市案内図 川越市広報室 川越市広報室 2020 301213963
川越のグリーンツーリズムのご紹介 蔵 in ガルテン川越グリーンツーリズム推進協議会蔵 in ガルテン川越グリーンツーリズム推進協議会 2020 301215828
８０th Anniversary １９４０－２０２０ 東日本旅客鉄道株式会社 東日本旅客鉄道株式会社 2020 301218830
川越の自然 かわごえ環境ネット「川越の自然」編集委員会 かわごえ環境ネット 2021 301231908
ブラタモリ ＮＨＫ「ブラタモリ」制作班 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016 301062840
小江戸川越まち歩き公式ガイドブック 溝尾良隆 小江戸川越検定委員会 2008 300581667
小江戸「川越」を歩こう 越谷市郷土研究会 越谷市郷土研究会 2008 300598406
ぴあ川越食本 ぴあ 2015 301020608
くらら 六三四堂印刷株式会社 2009 300747631
「神様はじめました」川越ご当地マップ 鈴木ジュリエッタ 白泉社 2013 300927282
川越道中すごろく 川越青年会議所 川越青年会議所 1989 310210158
川越通信 東武鉄道東上業務部 東武鉄道 2009 300741956

雑誌
書名 著者名 出版社 出版年 資料番号
小江戸探検隊 第３４号～第４９号（欠号：４３～４４） 川越市教育委員会生涯学習課 2004 580730422
小江戸ものがたり　２００６年春・夏　第１０号（特集　川越発ちいさな旅） 川越むかし工房 2006 580704476

①川越の歴史

県立熊谷図書館　令和3年度第5回資料展

「川越百歳　～川越市市制100周年記念展示～」
展示資料リスト



③川越の名物・名産

図書
書名 著者名 出版社 出版年 資料番号

紅赤１２０年の魅力 山田英次 川越いも友の会 2018 301167979
川越とサツマイモ 川越市立博物館 川越市立博物館 2018 301168035
サツマイモの話 川越イモとその周辺 井上浩 たなか屋出版部 1984 310681895
昭和甘藷百珍 川越いも祭実行委員会 川越いも祭実行委員会 1983 320929433
埼玉きもの散歩 藤井美登利 さきたま出版会 2016 301021663
平成の川越唐棧 上 川越唐桟手織りの会 2018 301185393
平成の川越唐棧 下 川越唐桟手織りの会 2018 301185401
川越商都の木綿遺産 川越織物市場の会 川越織物市場の会 2012 300911401
駄菓子屋横丁の昭和史 松平誠 小学館 2005 300355005
川越・菓子屋横丁の駄菓子 埼玉県立民俗文化センター 埼玉県立民俗文化センター 1999 300360294

雑誌
書名 著者名 出版社 出版年 資料番号
小江戸ものがたり　２００４年春・秋　第６号（私の川越名物特集） 川越むかし工房 2004 580704443
小江戸ものがたり　２００９年秋・冬　第１２号（特集 埼玉きもの散歩） 川越むかし工房 2009 580704492
博物館だより 44号　「川越の「菓子文化」について」」 小茂鳥貴夫 川越市立博物館 2005 580448785

④川越の建築
図書
書名 著者名 出版社 出版年 資料番号
川越の建物　近代建築編 仙波書房 2021 301071023
建築家保岡勝也の軌跡と川越　市制施行９０周年記念 川越市立博物館 川越市立博物館 2012 300866712
川越スカラ座 川越スカラ座 2017 301158127
蔵・倉・くら 川越市立博物館 川越市立博物館 2017 301119442
蔵のある街 高橋金治 高橋金治 1977 320992654
川越の蔵造り 川越市教育委員会 川越市教育委員会 200- 300304672
蔵 川越市役所写真部 川越市観光協会 1980 320711807
小江戸蔵里 小江戸蔵里 小江戸蔵里 2010 301031431
川越の寺院建築 川越市教育委員会 川越市教育委員会 2008 300759024
川越の神社建築 川越市教育委員会 川越市教育委員会 2004 300504396
川越市指定有形文化財広済寺金比羅堂修理工事報告書 文化財工学研究所 広済寺 2003 300465382
川越市指定有形文化財元町二丁目六塚稲荷神社本殿修理工事報告書文化財工学研究所 六塚稲荷神社 2017 301118303

雑誌
書名 著者名 出版社 出版年 資料番号
小江戸ものがたり　２００３年春・夏　第４号（川越の洋風建築特集） 川越むかし工房 2003 580704427


