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茨城県立図書館パスファインダー              ２０１９年３月作成 

 

 

 

 

 

 １．本で調べる    ①茨城県全般の観光地のガイドブック 

            ②茨城県の特定の地域・市町村の観光地のガイドブック 

            ③自治体の観光計画・観光統計等についての本 

２．雑誌で調べる  

３．Ｗｅｂで調べる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪①茨城県全般の観光地のガイドブック≫ 

 

『るるぶ茨城‘１９ 大洗 水戸 笠間』（JTBパブリッシング，２０１８年） 

本の場所：２Ｆ貸出用郷土資料コーナー  本のラベル：イ２８９/２/２０１９（貸出可能） 

本の場所：２Ｆ郷土資料室        本のラベル：L２８９/２/２０１９（貸出不可） 

 

『茨城‘１９ 大洗・水戸・つくば まっぷるマガジン』（昭文社，２０１８年） 

本の場所：２Ｆ貸出用郷土資料コーナー  本のラベル：イ２８９/３/２０１９（貸出可能） 

本の場所：２Ｆ郷土資料室        本のラベル：L２８９/３/２０１９（貸出不可） 

 

『いばらき観光マイスターガイドブック 茨城をもっと知るための 平成２９年度改訂版』 

（茨城県商工労働観光部観光局観光物産課，２０１７年） 

本の場所：２Ｆ貸出用郷土資料コーナー  本のラベル：イ２８９/３４５/２０１７（貸出可能） 

本の場所：２Ｆ郷土資料室        本のラベル：L２８９/３４５/２０１７（貸出不可） 

 茨城県の観光案内に必要な地域の観光資源に関する情報やおもてなし向上のために必要な心得等 

を紹介しています。「いばらき観光マイスター認定試験」の問題も，このテキストをベースに出 

題されます。 

 

茨城県の観光情報を調べるには 

１．本で調べる 

 

 

 

 

＊関連する主な分類番号（ラベルの番号） 

    ２８９，６８９ 

＊検索するときの件名（キーワード） 

    紀行・案内記，観光 など 
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『サーベイ茨城 まるごとクチコミの９５６件』 

（いばらき観光サーベイ委員会/監修，昭文社，２００６年） 

本の場所：２Ｆ貸出用郷土資料コーナー  本のラベル：イ２８９/４（貸出可能） 

本の場所：２Ｆ郷土資料室        本のラベル：L２８９/４（貸出不可） 

アンケートで集めたクチコミを情報源として作成されたガイドブックです。茨城県を「水戸・大

洗・笠間」，「日立・高萩・北茨城」，「常陸太田・奥久慈」，「鹿嶋・潮来」，「つくば・土浦」，「結

城・筑西・下妻・古河」の６つのエリアにわけ，エリア内の施設・店舗を「見る遊ぶ」，「食べる」，

「買う」，「泊まる」の４つのジャンルに分類して紹介しています。 

 

『いばらきとあそぼ。 いばらきのグリーン・ツーリズム体験ガイドブック』 

（茨城県商工労働観光部観光局観光物産課，２０１８年） 

本の場所：２Ｆ貸出用郷土資料コーナー  本のラベル：イ２８９/１９１/２０１８（貸出可能） 

本の場所：２Ｆ郷土資料室        本のラベル：L２８９/１９１/２０１８（貸出不可） 

 農村地域において自然，文化，人々との交流を楽しみ，その地域ならではの体験をする滞在型レジャ 

 ー「グリーン・ツーリズム」を楽しめる施設が紹介されています。 

 

『懐かしの街さんぽ茨城』（懐かしの街さんぽ製作委員会/編，幹書房，２０１３年） 

本の場所：２Ｆ貸出用郷土資料コーナー  本のラベル：イ２９８/３２１（貸出可能） 

本の場所：２Ｆ郷土資料室        本のラベル：L２９８/３２１（貸出不可） 

水戸，笠間など１４の街のさんぽコースが「街のコンシェルジュ」がすすめる寄り道にピッタリ

の店とともに紹介されています。 

 

『常磐線さんぽ 上野～いわきの魅力満載！』（交通新聞社，２０１３年） 

本の場所：２Ｆ貸出用郷土資料コーナー  本のラベル：イ２９８/３２７（貸出可能） 

本の場所：２Ｆ郷土資料室        本のラベル：L２９８/３２７（貸出不可） 

 常磐線沿線に連なるさまざまな街の魅力が紹介されています。 

 

『子どもとでかける茨城あそび場ガイド ‘１０～’１１』 

（子育てサークル we・net/著，メイツ出版，２０１０年） 

本の場所：２Ｆ貸出用郷土資料コーナー 本のラベル：イ２８９/３７/２０１０（貸出可能） 

本の場所：２Ｆ郷土資料室       本のラベル：L２８９/３７/２０１０（貸出不可） 

子育て中のママたちが実際に子どもと一緒に取材をして，ママの視点で情報を伝えている本です。 

 

『茨城ぶらり歴史探訪ルートガイド』（ジェイアクト/著，メイツ出版，２０１７年） 

本の場所：２Ｆ貸出用郷土資料コーナー  本のラベル：イ２８９/３１６/（２）（貸出可能） 

本の場所：２Ｆ郷土資料室        本のラベル：L２８９/３１６/（２）（貸出不可） 

「筑波山とその信仰を巡る」「戦国時代の関東首府・古河を歩く」等，茨城県内の歴史を感じながら 

巡るコースが，歴史解説を交え詳しく紹介されています。 
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『茨城県の歴史散歩 歴史散歩８』（茨城県地域史研究会/編，山川出版社，２００６年） 

本の場所：２Ｆ貸出用郷土資料コーナー  本のラベル：イ２００/１０/（３）（貸出可能） 

本の場所：２Ｆ郷土資料室        本のラベル：L２００/１０/（３）（貸出不可） 

都道府県別のシリーズとなっている，史跡・文化財を訪ね歩くための本です。「県都水戸とその

周辺」，「霞ヶ浦をのぞむ」，「筑波山を仰ぐ」，「日立の海と久慈の清流」，「鹿島の社と水郷」の６

つの章で構成されています。 

 

≪②茨城県の特定の地域・市町村の観光地のガイドブック≫ 

 

『るるぶ』（JTBパブリッシング） 

茨城県内の市町村等を特集した『るるぶ』について，一覧にて当館の所蔵をご紹介します。 

 

※本のラベルで頭にＬがついているものは，貸出できない本です。 

地域・市町村 

(五十音順) 

出版年 本の場所 本のﾗﾍﾞﾙ 備考 

茨城県北 2016 2F貸出用郷土資料ｺｰﾅｰ ｲ 289.1/53  

郷土資料室 L289.1/53  

石岡 2015 2F貸出用郷土資料ｺｰﾅｰ ｲ 289.4/ｲｼ/2015  

郷土資料室 L289.4/ｲｼ/2015  

大洗 2017 郷土資料室 L289.2/ｵｵ/2017  

小美玉市 2016 2F貸出用郷土資料ｺｰﾅｰ ｲ 289.2/ｵﾐ/2016  

郷土資料室 L289.2/ｵﾐ/2016  

北茨城市 2015 2F貸出用郷土資料ｺｰﾅｰ ｲ 289.1/ｷﾀ/2015  

郷土資料室 L289.1/ｷﾀ/2015  

大子町 2015 郷土資料室 L289.1/ﾀﾞｲ/2015  

高萩 2013 郷土資料室 L289.1/ﾀｶ  

筑西市 2017 2F貸出用郷土資料ｺｰﾅｰ ｲ 289.5/ﾁｸ  

郷土資料室 L289.5/ﾁｸ  

つくばｴｸｽﾌﾟﾚｽ 2016 2F貸出用郷土資料ｺｰﾅｰ ｲ 289.4/33  

郷土資料室 L289.4/33  

つくば 2013 2F貸出用郷土資料ｺｰﾅｰ ｲ 289.4/ﾂｸ 1/2013  

郷土資料室 L289.4/ﾂｸ 1/2013  

取手 2017 2F貸出用郷土資料ｺｰﾅｰ ｲ 289.4/ﾄﾘ  

郷土資料室 L289.4/ﾄﾘ  

常陸太田市 2015 2F貸出用郷土資料ｺｰﾅｰ ｲ 289.1/ﾋﾀ 1/2015  

郷土資料室 L289.1/ﾋﾀ 1/2015  

涸沼 2016 2F貸出用郷土資料ｺｰﾅｰ ｲ 289/346  

郷土資料室 L289/346  

水戸市 2017 2F貸出用郷土資料ｺｰﾅｰ ｲ 289.2/ﾐﾄ  

郷土資料室 L289.2/ﾐﾄ  

水戸市 2017 2F貸出用郷土資料ｺｰﾅｰ ｲ Y289.2/MI/2017 中国語の簡体字版 

郷土資料室 LY289.2/MI/2017  

水戸市 2017 2F貸出用郷土資料ｺｰﾅｰ ｲ Y289.2/MI/2017 中国語の繁体字版 

郷土資料室 LY289.2/MI/2017  
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八千代町 2017 2F貸出用郷土資料ｺｰﾅｰ ｲ 289.5/ﾔﾁ/2017  

郷土資料室 L289.5/ﾔﾁ/2017  

結城市 2015 2F貸出用郷土資料ｺｰﾅｰ ｲ 289.5/ﾕｳ/2015  

郷土資料室 L289.5/ﾕｳ/2015  

 

『ニッポンのじてんしゃ旅 Vol.03 つくば霞ケ浦りんりんロード完全走破!いばらきサイクリン 

グガイド』（八重洲出版，２０１８年） 

本の場所：２Ｆ貸出用郷土資料コーナー  本のラベル：イ２８９．４/４１（貸出可能） 

本の場所：２Ｆ郷土資料室        本のラベル：L２８９．４/４１（貸出不可） 

 茨城県を象徴する 2つのスポット「筑波山」や「霞ケ浦」の周辺に整備されている全長 180kmの 

 自転車道「つくば霞ケ浦りんりんロード」とその周辺のエリアのオススメスポットやルートが紹 

介されています。 

 

『高萩アウトドア BOOK いばらきの県北地域を遊びつくそう』 

（探出版社/編集，茨城県教育委員会，２０１７年） 

本の場所：２Ｆ貸出用郷土資料コーナー 本のラベル：イ２８９．１/タカ/２０１７（貸出可能） 

本の場所：２Ｆ郷土資料室       本のラベル：L２８９．１/タカ/２０１７（貸出不可） 

高萩地域で楽しめるアウトドアが，「キャンプ」，「ハイキング」，「オリエンテーリング」，「マウ

ンテンバイク」，「山登り」，「ロープ遊び」，「川遊び」，「海遊び」のジャンル別に紹介されていま

す。 

 

『常陸太田を歩こう 歴史と自然５０コース』 

（常陸太田歴史自然探訪の会/編著，金砂大田楽研究会，２００９年） 

本の場所：２Ｆ貸出用郷土資料コーナー  本のラベル：イ２８９．１/ヒタ１（貸出可能） 

本の場所：２Ｆ郷土資料室        本のラベル：L２８９．１/ヒタ１（貸出不可） 

歴史と自然の魅力にあふれた常陸太田市域から，ウォークやハイキングに適した場所を選定し 

５０のコースにまとめた本です。 

 

『城下町古河を歩く 茨城県古河市「古河地区」まち歩きガイド』 

（古河の都市観光を推進する会，２００７年） 

本の場所：２Ｆ貸出用郷土資料コーナー  本のラベル：イ２８９．５/コガ（貸出可能） 

本の場所：２Ｆ郷土資料室        本のラベル：L２８９．５/コガ（貸出不可） 

古河の歴史・文化・産業をはじめ自然や街の景観等をさまざまな角度から調査・研究し「都市観

光」の観点から関係各方面へ提言し活動している「古河の都市観光を推進する会」より刊行され

た，古河のまち歩きのためのガイドブックです。 
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『まるごと！筑波山こだわり完全ガイド』（スタジオパラム/著，メイツ出版，２０１５年） 

本の場所：２Ｆ貸出用郷土資料コーナー  本のラベル：イ２８９．４/ツク１（貸出可能） 

本の場所：２Ｆ郷土資料室        本のラベル：L２８９．４/ツク１（貸出不可） 

日本百名山でもある秀峰，筑波山の情報を網羅したガイドブックです。豊富な自然と変化に富ん 

だハイキングコースをはじめ，筑波山神社，パワースポット，グルメなどを紹介しています。 

 

≪②自治体の観光計画・観光統計等についての本≫ 

 

『茨城県観光振興基本計画』（茨城県商工労働観光部観光局観光物産課/編，２０１６年） 

本の場所：２Ｆ貸出用郷土資料コーナー  本のラベル：イ６８９．１/６/２０１６（貸出可能） 

本の場所：２Ｆ郷土資料室        本のラベル：L６８９．１/６/２０１６（貸出不可） 

 

『つくば市観光基本計画 第２次 つくばの資源をいかし，世界を魅了するまちへ』 

（つくば市経済部観光推進課/著，２０１７年） 

本の場所：２Ｆ貸出用郷土資料コーナー 本のラベル：イ６８９．１/１３/２０１７（貸出可能） 

本の場所：２Ｆ郷土資料室       本のラベル：L６８９．１/１３/２０１７（貸出不可） 

 

『土浦市観光基本計画 市民とはぐくむ「観光・交流のまち」土浦の実現』 

（土浦市産業部商工観光課/編集，２００９年） 

本の場所：２Ｆ貸出用郷土資料コーナー 本のラベル：イ６８９．１/９（貸出可能） 

本の場所：２Ｆ郷土資料室       本のラベル：L６８９．１/９（貸出不可） 

 

『茨城の観光レクリエーション現況 平成１９年度観光客動態調査報告』 

（茨城県商工労働部観光物産課/編，２００８年） 

本の場所：２Ｆ貸出用郷土資料コーナー  本のラベル：イ６８９．２/１/２００７（貸出可能） 

本の場所：２Ｆ郷土資料室        本のラベル：L６８９．２/１/２００７（貸出不可） 

平成１９年度に実施した観光客動態調査の結果を取りまとめた報告書です。なお，平成２０年度

以降は冊子としての報告書の発行はありませんが，茨城県営業戦略部観光物産課のホームページ

から結果の確認をすることができます。 

 

 

 

                              

                          

『いばらき観光・レジャー情報』（茨城県東京事務所いばらき観光物産センター） 

雑誌の場所：２Ｆ郷土資料室 （貸出不可） 

毎月発行されており，茨城県で行われるイベントなどの最新の情報が掲載されています。 

 

２．雑誌で調べる 
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「観光いばらき」（一般社団法人茨城県観光物産協会） 

 https://www.ibarakiguide.jp/ 

茨城県の観光情報が「旬の特集」，「モデルコース」，「観光まとめ」，「観光スポット」，「イベント

情報」，「グルメ・みやげ」，「泊まる」のジャンル別に紹介されています。 

 

「水戸観光コンベンション協会」（一般社団法人 水戸観光コンベンション協会） 

http://www.mitokoumon.com/ 

水戸のイベント・観光スポットや，食べる，泊まる等の情報が掲載されています。 

 

「観光物産課ホームページ」（茨城県営業戦略部観光物産課） 

http://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/kanbutsu/kikaku/index.html 

茨城県の観光に関する計画・条例・統計等が掲載されています。 

 

 

３．Ｗｅｂで調べる 

 

 

https://www.ibarakiguide.jp/
http://www.mitokoumon.com/
http://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/kanbutsu/kikaku/index.html

