栃木県立図書館
パスファインダー
（調べ方案内）

栃木県の農業を調べる

(2015.2作成 2018.12改訂)
《地-5 》

栃木県の農業や特産物を調べる際に役立つ資料・情報をご紹介します。

＜本文中の記号について＞
【 】 ： 請求記号
〈 〉 ： 資料のある場所
(館内) ： 館内閲覧扱い
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１．調べるためのキーワード
図書館の所蔵検索や各種データベースを検索する際に利用するキーワードの例です。

《キーワード》

農業，農業史，特産物（品），生産出荷／作物＋統計，イチゴ，カンピョウ，二条大麦 など

２．図書を探す

３．栃木県の農業史を調べる

○書架を探す

・『栃木県史』 （栃木県史編さん委員会／編 栃木県）

栃木県に関する資料は、３階地域資料室〈地公〉また
は書庫〈地庫〉にあります。
なお、栃木県立図書館の地域資料（栃木県に関する
資料）は、「栃木県立図書館郷土資料分類表」の分類
順に並んでいます。
《関連分野の分類記号》 ※背ラベルの1段目の数字です。

・①通史編７（近現代２）【T209/24/7C】〈地公〉
・②通史編８（近現代３）【T209/24/8C】〈地公〉
・③栃木県史 史料編 近世８【T209/24/3.14C】〈地公〉
①には、「第二章 明治期の農業」「第五章 大正・昭和前期
の産業」、②には、「第一編 那須野が原開拓」などが含まれて
いる。③には、近世に記された代表的な農書『農家捷径抄』
『農業自得』や農民教訓書『民家分量記』『農喩』などが活字
で収録されている。

T611

農業経済

T612

農業史

T613

農業理化学，肥料，土壌， 土性調査

T614

農業工学

・『栃木縣史 第９巻（産業編）』
（田代善吉／著 臨川書店 1972）【T209/2/2-9C】〈地公〉
※下野史談会刊の複製
栃木県の農工商鉱業の諸産業を扱う。「第六章 舊藩時代
の開拓」「第二十七章 那須開墾」の開拓史や、「第七章 朝鮮
人参栽培」「第十九章 扁蒲（干瓢）」などの特産物についての
章が含まれている。

T615

作物栽培，農業災害， 病虫害

・『全国の伝承江戸時代人づくり風土記

T616

食用作物

T617

工芸作物（特用作物）

T618

繊維作物（棉，麻，紙料など）

T619

農産製造（うどん，コンニャク，
茶，香辛料など）

T610

T620

農業

園芸

聞き書き
による知恵シリーズ ９（ふるさとの人と知恵栃木）』
（加藤秀俊／〔ほか〕編纂 農山漁村文化協会 1989）
【T209.5/58/C】〈地公〉
産業、交通、開墾、教育など人と地域づくりに関わる視点か
ら書かれた近世の栃木県史。「下野のかんぴょう」「野州産朝
鮮種人参の栽培」などの項を含む。

○農業関係団体の歴史
明治以降の農業関係団体の動向を知る上で、以下の
資料が役に立ちます。

T625

果樹園芸

T626

蔬菜園芸

T627

花卉栽培

（栃木県農務部／編 栃木県農務部 1954）【T611.6/28/C】
〈地公〉

T628

園芸利用 （かんぴょう，漬物など）

・『栃木県農業協同組合史』

市町村史誌でも、地域の農業史や特産物に関する
情報を得ることができます。市町村史誌の多くは、地域
資料室「T210～T279」の棚にあります。

・『栃木県農業団体史』

（栃木県農業協同組合史編さん委員会／編、発行 1970）
【T611.6/3/B】〈地公〉（館内）

・『経済連のあゆみ 創立４０周年記念誌』
（栃木県経済農業協同組合連合会／編、発行 1993）
【T611.6/4/40B】〈地公〉（館内）

４．特産物について調べる

５．農業に関わる統計を調べる

〇全国の特産物を調べる
・『日本の名産事典』

〇地域資料
・『栃木県統計年鑑』

（遠藤元男／〔ほか〕編 東洋経済新報社 1977）【603/10】
〈公２〉（館内）

（栃木県県民生活部統計課／編 栃木県 2014 ）
【T350/3】
昭和３０年度刊の第１回から続く、本県統計の基礎資料。
ほとんどの回について貸出可能ですが、一部、館内閲覧の
資料があります。

・『日本の伝統産業 物産編』
（通産企画調査会／編、発行 1978）【603/11/2】〈公２〉
（館内）
・『４７都道府県・地野菜／伝統野菜百科』
（成瀬宇平，堀知佐子／著 丸善 2009）【626/161】〈公２〉
※同シリーズには以下のような資料もあります。
・『47都道府県・米／雑穀百科』
（井上繁／著 丸善 2017） 【616.1/3】〈公２〉
・『47都道府県・くだもの百科』
（井上繁／著 丸善 2017） 【625/115】〈公２〉

○栃木県の特産物を調べる
・『享保・元文諸国産物帳集成 第２巻（常陸・下
野・武蔵・伊豆七島）』（盛永俊太郎／共編，安田健／共
編 科学書院 1985）【T602/17/B】〈地公〉（館内）
幕府の命により各地域の農作物等を報告した「産物帳」を
まとめたもの。「下野国諸村産物帳」を含む。

・『栃木県農業白書 平成２５年度版』
（栃木県農政部農政課農政戦略推進室／編 栃木県
2013）【T610.5/71/013C】〈地公〉

〇国の統計資料 ※最新号は公開資料室２階にあります
・『食料・農業・農村の動向 食料・農業・農村施策』
（農林水産省）【610.5/5】

・『農林水産省統計表』（農林水産省）【605/3】
・『作物統計 （普通作物・飼料作物・工芸農作物） 』
（農林水産省）【610/50】

・『果樹生産出荷統計』（農林水産省）【621/10】
・『野菜生産出荷統計』（農林水産省）【621/14】
・『農業構造動態調査報告書』（農林水産省）【610.5/24】
バックナンバーのご利用を希望する場合は、職員にお申し出ください。

・『とちぎ農作物はじまり物語』
（橋本智／著 随想舎 2009 ）【T612/18/C】〈地公〉
「干瓢」「二条大麦」「煙草」「苺」などの栽培の歴史を詳述
する。また、第８章では、本県にゆかりのある「韓国農業近
代化の父」禹長春（う・ながはる）を紹介する。

・『下野の地場産業』

（やしお文庫 第２号） （小林
博彦／著 栃木県連合教育会 1985 ）【T602/14/C】〈地公〉
「栃木いちご」「真岡台地の落花生」「清原トマト」など、図表
を交えて紹介する。
○特産物ごとに書かれた資料
・『栃木県ビール麦契約栽培史』
（栃木県ビール麦契約栽培史刊行会／編、発行 1977 ）
【T616/16/B】〈地公〉（館内）

・『麦のあるくらし 第５１回企画展』（小山市立博物館／
編、発行 2007）【T069/9/51】〈地庫〉（館内）

・『栃木の唐がらし』
（渡辺龍雄／〔ほか〕著 栃木県輸出とうがらし生産販売連
絡協議会 1971 ）【T626/3/C】〈地公〉

～イチゴ関連の書籍～
・『聞き書き栃木のいちご半世紀 草創の人たちの記
録』（川里宏／著、発行 2008）【T209/27】〈地庫〉（館内）
栃木県でのイチゴ栽培の歴史をまとめる。昭和２０年代以
降、草創期の栽培に携わった人物への聞き取りを行った労
作。

地域資料以外でも、以下のような資料があります。
・『イチゴ大事典』（農文協／編 農山漁村
文化協会 2016）【626.2/15】〈公２〉

・『まるごとわかるイチゴ』（西澤隆／著
誠文堂新光社 201７）【626.2/19】〈公２〉

★最新の統計情報については、インターネットでも入手する
ことができます。

・「栃木県統計年鑑」（栃木県統計課）
<http://www.pref.tochigi.lg.jp/c04/pref/toukei/toukei/tochi
gikentoukeinenkan.html>

・「農林水産省 統計情報」（農林水産省）
<http://www.maff.go.jp/j/tokei/>

６．関係機関
・栃木県農業試験場
〒320-0002 宇都宮市瓦谷町1080
<http://www.pref.tochigi.lg.jp/g59/index.html>
ホームページ上で「農業試験場ニュース」「最近の研究成果」
等の情報を提供しています。
・栃木県農業大学校
〒321-3233 宇都宮市上籠谷町1145-1
<http://www.pref.tochigi.lg.jp/g63/index.html>
就農希望者を対象とする農業教育施設。「栃木農業未来塾」
や「農業ビジネススクール」などのコースも開設しています。
栃木県立図書館では、さまざまなテーマや
課題に関する資料・情報の調べ方、入手方
法に関する相談に応じています。お気軽に
ご相談ください。

栃木県立図書館

調査相談課

レファレンスサービス担当
火-金 9:00-19:00 土日祝 9:00-17:00
〒320-0027 栃木県宇都宮市塙田1-3-23
URL：http://www.lib.pref.tochigi.lg.jp/
TEL：028-622-5112 FAX：028-624-7855
E-Mail ： chousaka@lib.pref.tochigi.lg.jp

