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1 121.6 ﾀ 山と漂泊 ﾔﾏ ﾄ ﾋｮｳﾊｸ 谷川 徹三 ﾀﾆｶﾜ ﾃﾂｿﾞｳ 1958 朋文堂 380.00 19cm 312p Ｍ－１１ 初

2 163.1 ｻ 武州御岳山史の研究 ﾌﾞｼｭｳ ﾐﾀｹｻﾝｼ ﾉ ｹﾝｷｭｳ 斎藤 典男 ｻｲﾄｳ ﾐﾁｵ 1970 隣人社 1,800.00 22cm 303p O-7 初

3 180.9 ﾗ 第三の眼 ﾀﾞｲｻﾝ ﾉ ﾒ ロブサン・ランパ ﾛﾌﾞｻﾝ･ﾗﾝﾊﾟ 今井 幸彦 1957 光文社 280.00 19cm 257p O-２ 8

4 180.9 ｶ 苦行詩聖ミラシェパ ヒマーラヤ山の光 ｸｷﾞｮｳ ｼｾｲ ﾐﾗ ｼｪﾊﾟﾋﾏｰﾗﾔ ﾔﾏ ﾉ ﾋｶﾘ 河口 慧海 ｶﾜｸﾞﾁ ｴｶｲ 1931 日本蔵梵学会 1.80 19cm 329p O-4 初

5 180.9 ﾗ 第三の眼 秘境チベットに生まれて ﾀﾞｲｻﾝ ﾉ ﾒ ﾋｷｮｳ ﾁﾍﾞｯﾄ ﾆ ｳﾏﾚﾃ ロブサン・ランパ ﾛﾌﾞｻﾝ ﾗﾝﾊﾟ 今井幸彦 1957 光文社 280.00 19cm 257p Ｍ－３３ 3

6 188.5 ﾜ 修験道史研究 ｼｭｹﾞﾝﾄﾞｳｼ ｹﾝｷｭｳ 和歌森 太郎 ﾜｶﾓﾘ ﾀﾛｳ 1972 平凡社 650.00 18cm 14,393,22p S-13 東洋文庫２１１

7 188.6 ﾎ 槍岳開祖播隆 ﾔﾘｶﾞﾀｹ ｶｲｿ ﾊﾞﾝﾘｭｳ 穂苅 三寿雄 ﾎｶﾘ ﾐｽｵ 1963 穂苅　貞雄 600.00 22cm 210p O-１３ 初 75/1000

8 214.2 ｴ 越中立山古文書 ｴｯﾁｭｳ ﾀﾃﾔﾏ ｺﾓﾝｼﾞｮ 木倉 豊信編 ｷｸﾗ ﾄﾖﾉﾌﾞ 1962 立山開発鉄道 700.00 21cm 352p O-5 初

9 215 ﾆ 姥捨山新考 ｳﾊﾞｽﾃﾔﾏ ｼﾝｺｳ 西澤 茂二郎 ﾆｼｻﾞﾜ ｼｹﾞｼﾞﾛｳ 1937 信濃郷土誌刊行会 1.00 23cm 8,151,2p O-10 初

10 215.1 ﾐ 富士史　上巻 ﾌｼﾞｼ ｼﾞｮｳｶﾝ 三輪 義熙 ﾐﾜ ﾖｼﾋﾛ 1906 金港堂書籍 1.00 23cm 231p Ｍ－２１ 初

11 215.1 ﾌ 1 富士の研究１ 富士の歴史 ﾌｼﾞ ﾉ ｹﾝｷｭｳ 1 ﾌｼﾞ ﾉ ﾚｷｼ 浅間神社社務所編、井野辺 茂雄著 ｱｻﾏ ｼﾞﾝｼﾞｬ ｼｬﾑｼｮ ﾍﾝ ｲﾉﾍﾞ ｼｹﾞｵ ﾁｮ 1928 古今書院 4.20 23cm 22,7,504,1p Ｍ－２１ 初

12 215.1 ｵ 大月市史 資料編 ｵｵﾂｷｼｼ ｼﾘｮｳﾍﾝ 大月市史編纂委員会 ｵｵﾂｷｼｼ ﾍﾝｻﾝ ｲｲﾝｶｲ 1976 大月市役所 非売品 22cm 1102p ２２２ 初版

13 215.1 ﾅ 1 中道町史 上 ﾅｶﾐﾁﾁｮｳｼ ｼﾞｮｳ 中道町史編纂委員会 ﾅｶﾐﾁﾁｮｳｼ ﾍﾝｻﾝ ｲｲﾝｶｲ 1975 中道町役場 非売品 22cm 1250p ２２２ 初版

14 215.1 ﾅ 2 中道町史 下 ﾅｶﾐﾁﾁｮｳｼ ｹﾞ 中道町史編纂委員会 ﾅｶﾐﾁﾁｮｳｼ ﾍﾝｻﾝ ｲｲﾝｶｲ 1976 中道町役場 非売品 22cm 1180p ２２２ 初版

15 215.1 ﾔ 山梨県史 文化財編 ﾔﾏﾅｼ ｹﾝｼ ﾌﾞﾝｶｻﾞｲﾍﾝ 山梨県編集 ﾔﾏﾅｼｹﾝ 1999 山梨県 27cm 920p ２１８ 初版

16 215.1 ﾔ 山梨県史 資料編１  原始・古代１・考古（遺跡） ﾔﾏﾅｼ ｹﾝｼ ｼﾘｮｳﾍﾝ1 山梨県編集 ﾔﾏﾅｼｹﾝ 1998 山梨県 27cm 1085p ２１８ 初版 附録：山梨県主要遺跡分布図

17 215.1 ﾔ 山梨県史 資料編２ 原始・古代２・考古（遺構・遺物） ﾔﾏﾅｼ ｹﾝｼ ｼﾘｮｳﾍﾝ2 山梨県編集 ﾔﾏﾅｼｹﾝ 1999 山梨県 27cm 1091p ２１８ 初版

18 215.1 ﾔ 山梨県史 資料編３ 原始・古代３ 文献・文字資料 ﾔﾏﾅｼ ｹﾝｼ ｼﾘｮｳﾍﾝ3 山梨県編集 ﾔﾏﾅｼｹﾝ 2001 山梨県 27cm 1224,17p ２１８ 初版

19 215.1 ﾔ 山梨県史 資料編４‐〔１〕 中世１ 県内文書 ﾔﾏﾅｼ ｹﾝｼ ｼﾘｮｳﾍﾝ4‐1 山梨県編集 ﾔﾏﾅｼｹﾝ 1999 山梨県 22cm 1152p ２１８ 初版

20 215.1 ﾔ 山梨県史 資料編４‐〔２〕 中世１ 別冊写真集 ﾔﾏﾅｼ ｹﾝｼ ｼﾘｮｳﾍﾝ4‐2 山梨県編集 ﾔﾏﾅｼｹﾝ 1999 山梨県 22cm 293p ２１８ 初版

21 215.1 ﾔ 山梨県史 資料編６ 中世３上 県内記録 ﾔﾏﾅｼ ｹﾝｼ ｼﾘｮｳﾍﾝ6‐1 山梨県編集 ﾔﾏﾅｼｹﾝ 2001 山梨県 22cm 1050p ２１８ 初版

22 215.1 ﾔ 山梨県史 資料編６ 中世３上 県内記録 ﾔﾏﾅｼ ｹﾝｼ ｼﾘｮｳﾍﾝ6‐1 山梨県編集 ﾔﾏﾅｼｹﾝ 2001 山梨県 22cm 1050p ３００ 初版

23 215.1 ﾔ 山梨県史 資料編６ 中世３下 県外記録 ﾔﾏﾅｼ ｹﾝｼ ｼﾘｮｳﾍﾝ6‐2 山梨県編集 ﾔﾏﾅｼｹﾝ 2002 山梨県 22cm 1013p ２１８ 初版

24 215.1 ﾔ 山梨県史 資料編８ 近世１ 領主 ﾔﾏﾅｼ ｹﾝｼ ｼﾘｮｳﾍﾝ8 山梨県編集 ﾔﾏﾅｼｹﾝ 1998 山梨県 22cm 1496p ２１８ 初版 附録：甲斐国絵図他

25 215.1 ﾔ 山梨県史 資料編９ 近世２ 甲府町方 ﾔﾏﾅｼ ｹﾝｼ ｼﾘｮｳﾍﾝ9 山梨県編集 ﾔﾏﾅｼｹﾝ 1996 山梨県 22cm 1409,9p ２１８ 初版

26 215.1 ﾔ 山梨県史 資料編１０ 近世３ 在方１ ﾔﾏﾅｼ ｹﾝｼ ｼﾘｮｳﾍﾝ10 山梨県編集 ﾔﾏﾅｼｹﾝ 2002 山梨県 22cm 1173p ２１８ 初版

27 215.1 ﾔ 山梨県史 資料編１１ 近世４ 在方２ ﾔﾏﾅｼ ｹﾝｼ ｼﾘｮｳﾍﾝ11 山梨県編集 ﾔﾏﾅｼｹﾝ 2000 山梨県 22cm 1048p ２１８ 初版

28 215.1 ﾔ 山梨県史 資料編１２ 近世５ 在方３ ﾔﾏﾅｼ ｹﾝｼ ｼﾘｮｳﾍﾝ12 山梨県編集 ﾔﾏﾅｼｹﾝ 2001 山梨県 22cm 1019p ２１８ 初版

29 215.1 ﾔ 山梨県史 資料編１２ 近世５ 在方３ ﾔﾏﾅｼ ｹﾝｼ ｼﾘｮｳﾍﾝ12 山梨県編集 ﾔﾏﾅｼｹﾝ 2001 山梨県 22cm 1019p ３００ 初版

30 215.1 ﾔ 山梨県史 資料編１４ 近現代１ 政治行政１ ﾔﾏﾅｼ ｹﾝｼ ｼﾘｮｳﾍﾝ14 山梨県編集 ﾔﾏﾅｼｹﾝ 1996 山梨県 22cm 974p ２１８ 初版

31 215.1 ﾔ 山梨県史 資料編１５ 近現代２ 政治行政２ ﾔﾏﾅｼ ｹﾝｼ ｼﾘｮｳﾍﾝ15 山梨県編集 ﾔﾏﾅｼｹﾝ 1999 山梨県 22cm 1492p ２１８ 初版

32 215.1 ﾔ 山梨県史 資料編１６ 近現代３ 経済社会１ ﾔﾏﾅｼ ｹﾝｼ ｼﾘｮｳﾍﾝ16 山梨県編集 ﾔﾏﾅｼｹﾝ 1998 山梨県 22cm 1050p ２１８ 初版

33 215.1 ﾔ 山梨県史 資料編１７ 近現代４ 経済社会２ ﾔﾏﾅｼ ｹﾝｼ ｼﾘｮｳﾍﾝ17 山梨県編集 ﾔﾏﾅｼｹﾝ 2000 山梨県 22cm 1086p ２１８ 初版

34 215.1 ﾔ 山梨県史 資料編１８ 近現代５ 経済社会３ ﾔﾏﾅｼ ｹﾝｼ ｼﾘｮｳﾍﾝ18 山梨県編集 ﾔﾏﾅｼｹﾝ 2003 山梨県 22cm 1009,38p ２１８ 初版 附録：郡内織物関係資料集・CD-ROM1枚

35 215.1 ﾔ 山梨県史 資料編１９ 近現代６ 教育・文化 ﾔﾏﾅｼ ｹﾝｼ ｼﾘｮｳﾍﾝ19 山梨県編集 ﾔﾏﾅｼｹﾝ 2002 山梨県 22cm 1352p ２１８ 初版 附録：山梨（県）教育会機関紙総目次

36 215.1 ﾔ 山梨県史 資料編１９ 近現代６ 教育・文化 ﾔﾏﾅｼ ｹﾝｼ ｼﾘｮｳﾍﾝ19 山梨県編集 ﾔﾏﾅｼｹﾝ 2002 山梨県 22cm 1352p ３００ 初版 附録：山梨（県）教育会機関紙総目次

37 215.1 ﾔ 山梨県史 民族編 ﾔﾏﾅｼ ｹﾝｼ ﾐﾝｿﾞｸﾍﾝ 山梨県編集 ﾔﾏﾅｼｹﾝ 2003 山梨県 22cm 1170,32p ２１８ 初版

38 215.2 ﾌ 遥かなる信濃 ﾊﾙｶﾅﾙ ｼﾅﾉ 藤森 栄一 ﾌｼﾞﾓﾘ ｴｲｲﾁ 1970 学生社 580.00 19cm 225p Ｍ－８ 初

39 220 ﾌ シルクロードー過去と現在ー ｼﾙｸﾛｰﾄﾞ ｶｺ ﾄ ｹﾞﾝｻﾞｲ 深田 久弥・長沢 和俊 ﾌｶﾀﾞ ｷｭｳﾔ・ﾅｶﾞｻﾜ ｶｽﾞﾄｼ 1968 白水社 1,200.00 21cm 277p O-11 初

40 222.8 へ 楼蘭 ﾛｳﾗﾝ A・ﾍﾙﾏﾝ ﾍﾙﾏﾝ・ｱﾙﾊﾞｰﾄ 松田 寿男 1963 平凡社 350.00 18cm 248p S-13 東洋文庫１

41 280.8 ﾆ 14 ２０世紀を動かした人々 １４ 未知への挑戦者　 ﾆｼﾞｯｾｲｷ ｵ ｳｺﾞｶｼﾀ ﾋﾄﾋﾞﾄ 岩村 忍責任編集 ｲﾜﾑﾗ ｼﾉﾌﾞ 1963 講談社 390.00 19cm 418p Ｍ－３０ 初

42 289.1 ｲ アッシュの杖 ｱｯｼｭ ﾉ ﾂｴ 伊藤 弥十郎 ｲﾄｳ ﾔｼﾞｭｳﾛｳ 1975 日本山岳会 非売品 22cm 182p O-３ 初

43 289.1 ｻ アルプスの主 嘉門次 ｱﾙﾌﾟｽ ﾉ ﾇｼ ｶﾓﾝｼﾞ 佐藤 貢 ｻﾄｳ ﾐﾂｷﾞ 1963 朝日新聞社 230.00 18cm 198p O-7 初
44 289.1 ｷ 久登 ﾋｻﾄ 君島 光喜・君島 となみ ｷﾐｼﾏ ﾐﾂｷ・ｷﾐｼﾏ ﾄﾅﾐ 1966 サンニチ印刷 非売品 22cm 136p O-１３ 初

45 289.1 ﾔ 山と人 ﾔﾏ ﾄ ﾋﾄ 山本 明 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾗ 1942 朋文堂 2.80 19cm 361p Ｍ－８ 初

46 289.1 ｻ アルプスの主 嘉門次 ｱﾙﾌﾟｽ ﾉ ﾇｼ ｶﾓﾝﾆ 佐藤 貢 ｻﾄｳ ﾐﾂｷﾞ 1963 朝日新聞社 230.00 18cm 198p Ｍ－８ 初
47 289.1 ｱ ケルン　秋山英二君の想いで ｹﾙﾝ ｱｷﾔﾏ ｴｲｼﾞ ｸﾝ ﾉ ｵﾓｲﾃﾞ 秋山英二追悼録編集委員会 ｱｷﾔﾏ ｴｲｼｼﾞ ﾂｲﾄｳﾛｸ ﾍﾝｼｭｳ ｲｲﾝｶｲ 1976 丸徳組 非売品 22cm 192p Ｍ－２１ 初
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48 289.1 ｱ ケルン　秋山英二君の想いで ｹﾙﾝ ｱｷﾔﾏ ｴｲｼﾞ ｸﾝ ﾉ ｵﾓｲﾃﾞ 秋山英二追悼録編集委員会 ｱｷﾔﾏ ｴｲｼｼﾞ ﾂｲﾄｳﾛｸ ﾍﾝｼｭｳ ｲｲﾝｶｲ 1976 丸徳組 非売品 22cm 192p Ｍ－２１ 初

49 289.1 ﾋ 白嶺に生きる ﾊｸﾚｲ ﾆ ｲｷﾙ 君島 光喜 ｷﾐｼﾏ ｺｳｷ 1967 君島光喜 非売品 22cm 137p Ｍ－２１ 初

50 289.1 ﾋ 白嶺に生きる ﾊｸﾚｲ ﾆ ｲｷﾙ 君島 光喜 ｷﾐｼﾏ ｺｳｷ 1967 君島光喜 非売品 22cm 137p Ｍ－２１ 初

51 289.1 ﾅ 北岳草　中山秀夫追悼集 ｷﾀﾀﾞｹｿｳ ﾅｶﾔﾏ ﾋﾃﾞｵ ﾂｲﾄｳｼｭｳ 中山秀夫追悼集編さん委員会編 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾃﾞｵ ﾂｲﾄｳｼｭｳ ﾍﾝｻﾝ ｲｲﾝｶｲ 1976 中山秀夫追悼集編さん委員会 頒価不明 22cm 307p Ｍ－２１ 初

52 289.1 ﾅ 山に眠る-中澤達夫氏追想録- ﾔﾏ ﾆ ﾈﾑﾙ ﾅｶｻﾞﾜ ﾀﾂｵ ｼ ﾂｲｿｳﾛｸ 中澤 英夫 ﾅｶｻﾞﾜ ﾋﾃﾞｵ 1930 中澤英夫 非売品 19cm 224p Ｍ－２１ 初

53 289.1 ｶ 河口慧海 日本最初のチベット入国者 ｶﾜｸﾞﾁ ｴｶｲ ﾆﾎﾝ ｻｲｼｮ ﾉ ﾁﾍﾞｯﾄ ﾆｭｳｺｸｼｬ 河口 正 ｶﾜｸﾞﾁ ｱｷﾗ 1961 春秋社 380.00 20cm 229p Ｍ－３３ 2
54 289.3 ｱ アムンゼン ｱﾑﾝｾﾞﾝ エドワール・カリック ｴﾄﾞﾜｰﾙ･ｶﾘｯｸ 新関岳雄・松谷健二 1967 白水社 680.00 21cm 262p O-1 初

55 290 ｲ 山の画帳 ﾔﾏ ﾉ ｶﾞﾁｮｳ 茨木 猪吉 ｲﾊﾞﾗｷ ｲﾉｷﾁ 1959 朋文堂 280.00 19cm 250p O-３ 初

56 290 ﾅ 山・よき仲間 ﾔﾏ ﾖｷ ﾅｶﾏ 成瀬 岩雄 ﾅﾙｾ ｲﾜｵ 1962 茗渓堂 800.00 20cm 274p O-10 初

57 290 ｻ 山岳大観 ｻﾝｶﾞｸ ﾀｲｶﾝ 各務 良幸・麻生 武治 ｶｶﾞﾐ ﾘｮｳｺｳ・ｱｿｳ ﾀｹﾊﾙ 1931 木星社書院 2.80 27cm 56p O-１２ 2

58 290 ﾀ 2 わが山旅  コマクサ叢書２ ﾜｶﾞ ﾔﾏﾀﾋﾞ ｺﾏｸｻ ｿｳｼｮ 田部 重治 ﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭｳｼﾞ 1956 朋文堂 280.00 19cm 273p Ｍ－１ 初

59 290 ｾ 1 世界山岳全集　１ ｾｶｲ ｻﾝｶﾞｸ ｾﾞﾝｼｭｳ１ 1961 朋文堂 450.00 20cm 273p Ｍ－１ 初

60 290 ｾ 2 世界山岳全集　２ ｾｶｲ ｻﾝｶﾞｸ ｾﾞﾝｼｭｳ２ 1960 朋文堂 450.00 20cm 389p Ｍ－１ 初

61 290 ｾ 3 世界山岳全集　３ ｾｶｲ ｻﾝｶﾞｸ ｾﾞﾝｼｭｳ３ 1960 朋文堂 450.00 20cm 327p Ｍ－１ 初

62 290 ｾ 4 世界山岳全集　４ ｾｶｲ ｻﾝｶﾞｸ ｾﾞﾝｼｭｳ４ 1961 朋文堂 450.00 20cm 297p Ｍ－１ 初

63 290 ｾ 5 世界山岳全集　５ ｾｶｲ ｻﾝｶﾞｸ ｾﾞﾝｼｭｳ５ 1961 朋文堂 450.00 20cm 325p Ｍ－１ 初

64 290 ｾ 6 世界山岳全集　６ ｾｶｲ ｻﾝｶﾞｸ ｾﾞﾝｼｭｳ６ 1960 朋文堂 450.00 20cm 386p Ｍ－１ 初

65 290 ｾ 7 世界山岳全集　７ ｾｶｲ ｻﾝｶﾞｸ ｾﾞﾝｼｭｳ７ 1960 朋文堂 450.00 20cm 319p Ｍ－１ 初

66 290 ｾ 8 世界山岳全集　８ ｾｶｲ ｻﾝｶﾞｸ ｾﾞﾝｼｭｳ８ 1960 朋文堂 450.00 20cm 338p Ｍ－１ 初

67 290 ｾ 9 世界山岳全集　９ ｾｶｲ ｻﾝｶﾞｸ ｾﾞﾝｼｭｳ９ 1959 朋文堂 450.00 20cm 429p Ｍ－１ 初

68 290 ｾ 10 世界山岳全集　１０ ｾｶｲ ｻﾝｶﾞｸ ｾﾞﾝｼｭｳ１０ 1960 朋文堂 450.00 20cm 311p Ｍ－１ 初
69 290 ｾ 11 世界山岳全集　１１ ｾｶｲ ｻﾝｶﾞｸ ｾﾞﾝｼｭｳ１１ 1960 朋文堂 450.00 20cm 356p Ｍ－１ 初

70 290 ｾ 12 世界山岳全集　１２ ｾｶｲ ｻﾝｶﾞｸ ｾﾞﾝｼｭｳ１２ 1960 朋文堂 450.00 20cm 288p Ｍ－１ 初

71 290 ｾ 13 世界山岳全集　１３ ｾｶｲ ｻﾝｶﾞｸ ｾﾞﾝｼｭｳ１３ 1960 朋文堂 450.00 20cm 401p Ｍ－１ 初

72 290 ｹ 1 現代登山全集１ 日本の山と人 ｹﾞﾝﾀﾞｲ ﾄｻﾞﾝ ｾﾞﾝｼｭｳ1 ﾆﾎﾝ ﾉ ﾔﾏ ﾄ ﾋﾄ 諏訪多 栄蔵〔ほか〕編 ｽﾜﾀ ｴｲｿﾞｳ ﾎｶ ﾍﾝ 1961 東京創元社 380.00 22cm 296p Ｍ－４ 初

73 290 ｹ 1 現代登山全集１ 日本の山と人 改訂 ｹﾞﾝﾀﾞｲ ﾄｻﾞﾝ ｾﾞﾝｼｭｳ1 ﾆﾎﾝ ﾉ ﾔﾏ ﾄ ﾋﾄ ｶｲﾃｲ 諏訪多 栄蔵〔ほか〕編 ｽﾜﾀ ｴｲｿﾞｳ ﾎｶ ﾍﾝ 1961 東京創元社 850.00 22cm 296p Ｍ－４ 初

74 290 ｹ 2 現代登山全集２ 槍 穂高 上高地 ｹﾞﾝﾀﾞｲ ﾄｻﾞﾝ ｾﾞﾝｼｭｳ2 ﾔﾘ ﾎﾀｶ ｶﾐｺｳﾁ 諏訪多 栄蔵〔ほか〕編 ｽﾜﾀ ｴｲｿﾞｳ ﾎｶ ﾍﾝ 1961 東京創元社 380.00 22cm 324p Ｍ－４ 初

75 290 ｹ 3 現代登山全集３ 剣 立山 黒部 ｹﾞﾝﾀﾞｲ ﾄｻﾞﾝ ｾﾞﾝｼｭｳ3 ﾂﾙｷﾞ ﾀﾃﾔﾏ ｸﾛﾍﾞ 諏訪多 栄蔵〔ほか〕編 ｽﾜﾀ ｴｲｿﾞｳ ﾎｶ ﾍﾝ 1961 東京創元社 380.00 22cm 336p Ｍ－４ 初

76 290 ｹ 4 現代登山全集４ 白馬 不帰 鹿島槍 ｹﾞﾝﾀﾞｲ ﾄｻﾞﾝ ｾﾞﾝｼｭｳ4 ｼﾛｳﾏ ｶｴﾗｽﾞ ｶｼﾏﾔﾘ 諏訪多 栄蔵〔ほか〕編 ｽﾜﾀ ｴｲｿﾞｳ ﾎｶ ﾍﾝ 1961 東京創元社 380.00 22cm 296p Ｍ－４ 初

77 290 ｹ 5 現代登山全集５ 北岳 甲斐駒 赤石 ｹﾞﾝﾀﾞｲ ﾄｻﾞﾝ ｾﾞﾝｼｭｳ5 ｷﾀﾀﾞｹ ｶｲｺﾏ ｱｶｲｼ 諏訪多 栄蔵〔ほか〕編 ｽﾜﾀ ｴｲｿﾞｳ ﾎｶ ﾍﾝ 1963 東京創元社 550.00 22cm 335p Ｍ－４ 2

78 290 ｹ 6 現代登山全集６ 八ヶ岳 ｹﾞﾝﾀﾞｲ ﾄｻﾞﾝ ｾﾞﾝｼｭｳ6 ﾔﾂｶﾞﾀｹ 諏訪多 栄蔵〔ほか〕編 ｽﾜﾀ ｴｲｿﾞｳ ﾎｶ ﾍﾝ 1961 東京創元社 380.00 22cm 297p Ｍ－４ 初

79 290 ｹ 7 現代登山全集７ 谷川岳 ｹﾞﾝﾀﾞｲ ﾄｻﾞﾝ ｾﾞﾝｼｭｳ7 ﾀﾆｶﾞﾜﾀﾞｹ 諏訪多 栄蔵〔ほか〕編 ｽﾜﾀ ｴｲｿﾞｳ ﾎｶ ﾍﾝ 1960 東京創元社 380.00 22cm 318p Ｍ－４ 初

80 290 ｹ 8 現代登山全集８ 富士 丹沢 三つ峠 ｹﾞﾝﾀﾞｲ ﾄｻﾞﾝ ｾﾞﾝｼｭｳ8 ﾌｼﾞ ﾀﾝｻﾞﾜ ﾐﾂﾄｵｹﾞ 諏訪多 栄蔵〔ほか〕編 ｽﾜﾀ ｴｲｿﾞｳ ﾎｶ ﾍﾝ 1961 東京創元社 380.00 22cm 274p Ｍ－４ 初

81 290 ｹ 9 現代登山全集９ 山の危険　山の遭難 ｹﾞﾝﾀﾞｲ ﾄｻﾞﾝ ｾﾞﾝｼｭｳ9 ﾔﾏ ﾉ ｷｹﾝ ﾔﾏ ﾉ ｿｳｸﾞｳ 諏訪多 栄蔵〔ほか〕編 ｽﾜﾀ ｴｲｿﾞｳ ﾎｶ ﾍﾝ 1962 東京創元社 480.00 22cm 261p Ｍ－４ 初

82 290 ｹ 10 現代登山全集１０ 登山の基礎と技術 ｹﾞﾝﾀﾞｲ ﾄｻﾞﾝ ｾﾞﾝｼｭｳ10 ﾄｻﾞﾝ ﾉ ｷｿ ﾄ ｷﾞｼﾞｭﾂ 諏訪多 栄蔵〔ほか〕編 ｽﾜﾀ ｴｲｿﾞｳ ﾎｶ ﾍﾝ 1961 東京創元社 380.00 22cm 284,17p Ｍ－４ 初

83 290 ﾆ 10 日本山岳名著全集　１０ ﾆﾎﾝ ｻﾝｶﾞｸ ﾒｲﾁｮ ｾﾞﾝｼｭｳ 10 田部 重治ほか監修 ﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭｳｼﾞ ﾎｶ ｶﾝｼｭｳ 1963 あかね書房 600.00 21cm 328p Ｍ－４ 初

84 290 ｶ 小さき峠 ﾁｲｻｷ ﾄｵｹﾞ 河田 楨 ｶﾜﾀﾞ ﾐｷ 1949 十字屋書店 180.00 19cm 286p Ｍ－８ 初

85 290 ﾔ 歴史の山旅 ﾚｷｼ ﾉ ﾔﾏﾀﾋﾞ 安川 茂雄 ﾔｽｶﾜ ｼｹﾞｵ 1961 有紀書房 580.00 20cm 254p Ｍ－１０ 初

86 290 ｺ 山の素顔 ﾔﾏﾉ ｽｶﾞｵ 河野 不二子 ｺｳﾉ ﾌｼﾞｺ 1942 時代社 1.80 19cm 326p Ｍ－１１ 初

87 290 ｼ 写生地案内 ｼｬｾｲﾁ ｱﾝﾅｲ 大下 正男編 ｵｵｼﾀ ﾏｻｵ 1957 美術出版社 280.00 21cm 136p Ｍ－２２ 初

88 290 ｸ 山の素描 ﾔﾏ ﾉ ｿﾋﾞｮｳ 黒田 正夫・黒田 初子 ｸﾛﾀﾞ ﾏｻｵ ｸﾛﾀﾞ ﾊﾂｺ 1931 山と渓谷社 1.50 21cm 270p Ｍ－２３ 初

89 290 ﾀ 1-1 大日本名所図会 第１輯第１編 都名所図会 上巻 ﾀﾞｲﾆﾎﾝ ﾒｲｼｮ ｽﾞｴ 1-1 ﾐﾔｺ ﾒｲｼｮ ｽﾞｴ ｼﾞｮｳｶﾝ　 鶴岡 五郎編集 ﾂﾙｵｶ ｺﾞﾛｳ 1918 大日本名所図会刊行会 非売品 23cm 712p Ｍ－３１ 初

90 290 ﾀ 1-2 大日本名所図会 第１輯第２編 都名所図会 下巻 ﾀﾞｲﾆﾎﾝ ﾒｲｼｮ ｽﾞｴ 1-2 ﾐﾔｺ ﾒｲｼｮ ｽﾞｴ ｹﾞｶﾝ 日本名所図会刊行会編輯 ﾆﾎﾝ ﾒｲｼｮ ｽﾞｴ ｶﾝｺｳｶｲ 1919 大日本名所図会刊行会 非売品 23cm 634,2p Ｍ－３１ 初

91 290 ﾀ 1-3 大日本名所図会 第１輯第３編 大和名所図会 全 ﾀﾞｲﾆﾎﾝ ﾒｲｼｮ ｽﾞｴ 1-3 ﾔﾏﾄ ﾒｲｼｮ ｽﾞｴ ｾﾞﾝ 日本名所図会刊行会編輯 ﾆﾎﾝ ﾒｲｼｮ ｽﾞｴ ｶﾝｺｳｶｲ 1919 大日本名所図会刊行会 非売品 23cm 712p Ｍ－３１ 初

92 290 ﾀ 1-4 大日本名所図会 第１輯第４編 伊勢参宮名所図会 全 ﾀﾞｲﾆﾎﾝ ﾒｲｼｮ ｽﾞｴ 1-4 ｲｾ ｻﾝｸﾞｳ ﾒｲｼｮ ｽﾞｴ ｾﾞﾝ 日本名所図会刊行会編輯 ﾆﾎﾝ ﾒｲｼｮ ｽﾞｴ ｶﾝｺｳｶｲ 1919 大日本名所図会刊行会 非売品 23cm 695p Ｍ－３１ 初

93 290 ﾀ 1-5 大日本名所図会 第１輯第５編 攝津名所図会 上巻 ﾀﾞｲﾆﾎﾝ ﾒｲｼｮ ｽﾞｴ 1-5 ｾｯﾂ ﾒｲｼｮ ｽﾞｴ ｼﾞｮｳｶﾝ 日本名所図会刊行会編輯 ﾆﾎﾝ ﾒｲｼｮ ｽﾞｴ ｶﾝｺｳｶｲ 1919 大日本名所図会刊行会 非売品 23cm 716p Ｍ－３１ 初

94 290 ﾀ 1-6 大日本名所図会 第１輯第６編 攝津名所図会 下巻 ﾀﾞｲﾆﾎﾝ ﾒｲｼｮ ｽﾞｴ 1-6 ｾｯﾂ ﾒｲｼｮ ｽﾞｴ ｹﾞｶﾝ 日本名所図会刊行会編輯 ﾆﾎﾝ ﾒｲｼｮ ｽﾞｴ ｶﾝｺｳｶｲ 1919 大日本名所図会刊行会 非売品 23cm 578p Ｍ－３１ 初

95 290 ﾀ 1-7 大日本名所図会 第１輯第７編 東海道名所図会 全 ﾀﾞｲﾆﾎﾝ ﾒｲｼｮ ｽﾞｴ 1-7 ﾄｳｶｲﾄﾞｳ ﾒｲｼｮ ｽﾞｴ ｾﾞﾝ 日本名所図会刊行会編輯 ﾆﾎﾝ ﾒｲｼｮ ｽﾞｴ ｶﾝｺｳｶｲ 1920 大日本名所図会刊行会 非売品 23cm 925p Ｍ－３１ 初

96 290 ﾀ 1-8 大日本名所図会  第１輯第８編 尾張名所図会 上巻 ﾀﾞｲﾆﾎﾝ ﾒｲｼｮ ｽﾞｴ 1-8 ｵﾜﾘ ﾒｲｼｮ ｽﾞｴ ｼﾞｮｳｶﾝ 日本名所図会刊行会編輯 ﾆﾎﾝ ﾒｲｼｮ ｽﾞｴ ｶﾝｺｳｶｲ 1919 大日本名所図会刊行会 非売品 23cm 650p Ｍ－３１ 初

97 290 ﾀ 1-9 大日本名所図会 第１輯第９編 尾張名所図会 中巻 ﾀﾞｲﾆﾎﾝ ﾒｲｼｮ ｽﾞｴ 1-9 ｵﾜﾘ ﾒｲｼｮ ｽﾞｴ ﾁｭｳｶﾝ 日本名所図会刊行会編輯 ﾆﾎﾝ ﾒｲｼｮ ｽﾞｴ ｶﾝｺｳｶｲ 1919 大日本名所図会刊行会 非売品 23cm 338,184p Ｍ－３１ 初
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98 290 ﾀ 1-10 大日本名所図会 第１輯第１０編 尾張名所図会 下巻 ﾀﾞｲﾆﾎﾝ ﾒｲｼｮ ｽﾞｴ 1-10 ｵﾜﾘ ﾒｲｼｮ ｽﾞｴ ｹﾞｶﾝ 日本名所図会刊行会編輯 ﾆﾎﾝ ﾒｲｼｮ ｽﾞｴ ｶﾝｺｳｶｲ 1919 大日本名所図会刊行会 非売品 23cm 15,482,11p Ｍ－３１ 初

99 290 ﾀ 2-1 大日本名所図会 第２輯第１編 木曽路名所図会 全 ﾀﾞｲﾆﾎﾝ ﾒｲｼｮ ｽﾞｴ 2-1 ｷｿｼﾞ ﾒｲｼｮ ｽﾞｴ ｾﾞﾝ 日本名所図会刊行会編輯 ﾆﾎﾝ ﾒｲｼｮ ｽﾞｴ ｶﾝｺｳｶｲ 1919 大日本名所図会刊行会 非売品 23cm 568p Ｍ－３１ 初

100 290 ﾀ 2-2 大日本名所図会 第２輯第２編 日光山志 日本名山図会 ﾀﾞｲﾆﾎﾝ ﾒｲｼｮ ｽﾞｴ 2-2 ﾆｯｺｳ ｻﾝｼ ﾆﾎﾝ ﾒｲｻﾞﾝ ｽﾞｴ 日本名所図会刊行会編輯 ﾆﾎﾝ ﾒｲｼｮ ｽﾞｴ ｶﾝｺｳｶｲ 1920 大日本名所図会刊行会 非売品 23cm 181p Ｍ－３１ 初

101 290 ﾀ 2-3 大日本名所図会 第２輯第３編 江戸名所図会 １巻 ﾀﾞｲﾆﾎﾝ ﾒｲｼｮ ｽﾞｴ 2-3 ｴﾄﾞ ﾒｲｼｮ ｽﾞｴ ｲｯｶﾝ 日本名所図会刊行会編輯 ﾆﾎﾝ ﾒｲｼｮ ｽﾞｴ ｶﾝｺｳｶｲ 1919 大日本名所図会刊行会 非売品 23cm 620p Ｍ－３１ 初

102 290 ﾀ 2-4 大日本名所図会 第２輯第４編 江戸名所図会 ２巻 ﾀﾞｲﾆﾎﾝ ﾒｲｼｮ ｽﾞｴ 2-4 ｴﾄﾞ ﾒｲｼｮ ｽﾞｴ ﾆｶﾝ 日本名所図会刊行会編輯 ﾆﾎﾝ ﾒｲｼｮ ｽﾞｴ ｶﾝｺｳｶｲ 1919 大日本名所図会刊行会 非売品 23cm 442p Ｍ－３１ 初

103 290 ﾀ 2-5 大日本名所図会 第２輯第５編 江戸名所図会 ３巻 ﾀﾞｲﾆﾎﾝ ﾒｲｼｮ ｽﾞｴ 2-5 ｴﾄﾞ ﾒｲｼｮ ｽﾞｴ ｻﾝｶﾝ 日本名所図会刊行会編輯 ﾆﾎﾝ ﾒｲｼｮ ｽﾞｴ ｶﾝｺｳｶｲ 1920 大日本名所図会刊行会 非売品 23cm 546p Ｍ－３１ 初

104 290 ﾀ 2-6 大日本名所図会 第２輯第６編 江戸名所図会 4巻 ﾀﾞｲﾆﾎﾝ ﾒｲｼｮ ｽﾞｴ 2-6 ｴﾄﾞ ﾒｲｼｮ ｽﾞｴ ﾖﾝｶﾝ 日本名所図会刊行会編輯 ﾆﾎﾝ ﾒｲｼｮ ｽﾞｴ ｶﾝｺｳｶｲ 1920 大日本名所図会刊行会 非売品 23cm 552p Ｍ－３１ 初

105 290 ﾔ ゴビよりヒマラヤへ ｺﾞﾋﾞ ﾖﾘ ﾋﾏﾗﾔ ｴ Ｆ・Ｅ・ヤングハズバンド F E ﾔﾝｸﾞﾊｽﾞﾝﾄﾞ 筧 太郎 1939 朝日新聞社 1.30 20cm 241p Ｍ－３３ 初

106 290 ﾔ ゴビよりヒマラヤへ ｺﾞﾋﾞ ﾖﾘ ﾋﾏﾗﾔ ｴ Ｆ・Ｅ・ヤングハズバンド F E ﾔﾝｸﾞﾊｽﾞﾝﾄﾞ 筧 太郎 1939 朝日新聞社 1.30 20cm 241p Ｍ－３３ 初

107 290.1 ﾔ 地理学叢話 ﾁﾘｶﾞｸ ｿｳﾜ 山崎 直方 ﾔﾏｻﾞｷ ﾅｵﾏｻ 1932 古今書院 1.80 18cm 262p O-１６ 初

108 290.1 ﾍ 山地地理学 ｻﾝﾁ ﾁﾘｶﾞｸ R・ピティ R・ﾋﾟﾃｨ 奥田 彧・上野 福男 1956 農林協会 380.00 22cm 278p Ｍ－２１ 初

109 290.2 ﾐ 山なみはるかに ﾔﾏﾅﾐ ﾊﾙｶﾆ 三田 幸夫 ﾐﾀ ﾕｷｵ 1954 白水社 300.00 19cm 274p O-１４ 初

110 R 290.3 ｺ コンサイス外国山名辞典 ｺﾝｻｲｽ ｶﾞｲｺｸ ｻﾝﾒｲ ｼﾞﾃﾝ 三省堂編集所 ｻﾝｾｲﾄﾞｳﾍﾝｼｭｳｼﾞｮ 1984 三省堂 3600.00 18cm 613,53p S-15
111 290.3 ﾎ 地図と風土 ﾁｽﾞ ﾄ ﾌｳﾄﾞ 堀 淳一 ﾎﾘ ｼﾞｭﾝｲﾁ 1978 そしえて 1500.00 19cm 319p Ｍ－１１ 初

112 290.4 ｲ 山と探検 ﾔﾏ ﾄ ﾀﾝｹﾝ 今西 錦司 ｲﾏﾆｼ ｷﾝｼﾞ 1970 文芸春秋社 850.00 20cm 557p O-３ 初

113 290.4 ｲ 山と探検 ﾔﾏ ﾄ ﾀﾝｹﾝ 今西 錦司 ｲﾏﾆｼ ｷﾝｼﾞ 1950 岡書院 180.00 19cm 234p Ｍ－２０ 初

114 290.4 ｲ 山と探検（人と思想） ﾔﾏ ﾄ ﾀﾝｹﾝ ﾋﾄ ﾄ ｼｿｳ 今西 錦司 ｲﾏﾆｼ ｷﾝｼﾞ 1970 文芸春秋社 850.00 20cm 557p Ｍ－２３ 初

115 290.8 ｻ 山岳大観 ｻﾝｶﾞｸ ﾀｲｶﾝ 各務 良幸・麻生 武治編 ｶｶﾞﾐ ﾖｼﾕｷ ｱｿｳ ﾀｹﾊﾙ 1931 木星社書院 2.80 27cm 56p Ｍ－３２ 初

116 290.9 ｾ 11 世界探検紀行全集９‐アフリカ探検記 ｾｶｲ ﾀﾝｹﾝ ｷｺｳ ｾﾞﾝｼｭｳ‐ｱﾌﾘｶ ﾀﾝｹﾝｷ リビングストン、デーヴィド ﾘﾋﾞﾝｸﾞｽﾄﾝ、ﾃﾞｰｳﾞｨﾄﾞ 菅原 清治 1954 河出書房 280.00 19cm 368p S-14

117 290.9 ｾ 12 世界探検紀行全集１０‐世界最悪の旅 ｾｶｲ ﾀﾝｹﾝ ｷｺｳ ｾﾞﾝｼｭｳ‐ｾｶｲ ｻｲｱｸ ﾉ ﾀﾋﾞ チェリー、ガラード ﾁｪﾘｰ,ｶﾞﾗｰﾄﾞ 加納 一郎 1953 河出書房 280.00 19cm 335p S-14

118 290.9 ｾ 12 世界最悪の旅-世界探検紀行全集１２ ｾｶｲ ｻｲｱｸ ﾉ ﾀﾋﾞ ｾｶｲ ﾀﾝｹﾝ ｷｺｳ ｾﾞﾝｼｭｳ12 チェリー・ガラード ﾁｪﾘｰ･ｶﾞﾗｰﾄﾞ 加納 一郎 1953 河出書房 280.00 19cm 335p O-1 初

119 290.9 ﾎ わが山々へ ﾜｶﾞ  ﾔﾏﾔﾏ ｴ ワルテル・ボナッティ ﾜﾙﾃﾙ･ﾎﾞﾅｯﾃｨ 近藤 等 1969 白水社 950.00 21cm 304p O-２ 3

120 290.9 ﾛ わが山の生涯 ﾜｶﾞ ﾔﾏ ﾉ ｼｮｳｶﾞｲ トム・ロングスタッフ ﾄﾑ･ﾛﾝｸﾞｽﾀｯﾌ 望月 達夫 1957 白水社 580.00 20cm 412,36p O-２ 初

121 290.9 ｽ 山征かば ﾔﾏﾕｶﾊﾞ 逗子 八郎 ｽﾞｼ ﾊﾁﾛｳ 1941 中央公論社 2.50 19cm 382p O-7 初

122 290.9 ﾅ 日本の探検家 ﾆﾎﾝ ﾉ ﾀﾝｹﾝｶ 長沢 和俊 ﾅｶﾞｻﾜ ｶｽﾞﾄｼ 1966 早川書房 300.00 19cm 217p O-9 初
123 290.9 ﾔ エーデルワイス・シリーズ‐山への愛と思索 ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ ｼﾘｰｽﾞ ﾔﾏ ｴﾉ ｱｲ ﾄ ｼｻｸ 山口 耀久 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷﾋｻ 1968 角川書店 490.00 18cm 114p O-１６ 2

124 290.9 ｶ カラー世界の山々・山渓カラーガイド ｶﾗｰ ｾｶｲ　ﾉ ﾔﾏﾔﾏ ｻﾝｹｲｶﾗｰｇくあいえを 山と渓谷社 ﾔﾏ ﾄ ｹｲｺｸｼｬ 1967 山と渓谷社 480.00 19cm 210p O-１６ 初

125 290.9 ｲ 旅行者宝鑑 ﾘｮｺｳｼｬ ﾎｳｶﾝ 伊藤 銀月 ｲﾄｳ ｷﾞﾝｹﾞﾂ 1908 博文館 0.48 18cm 362p Ｍ－７ 初 水濡れ有

126 290.9 ｶ カメラ片手に地球を駆ける ｶﾒﾗ ｶﾀﾃﾆ ﾁｷｭｳ ｵ ｶｹﾙ 風見 武秀 ｶｻﾞﾐ ﾀｹﾋﾃﾞ 1990 山と渓谷社 2000.00 21cm 256p Ｍ－１０ 初

127 290.9 ﾏ 三井松男　遺稿と追憶 ﾐﾂｲ ﾏﾂｵ ｲｺｳ ﾄ ﾂｲｵｸ 三井松男遺稿集編集委員会 ﾐﾂｲ ﾏﾂｵ ｲｺｳｼｭｳ ﾍﾝｼｭｳ ｲｲﾝｶｲ 1974 三井文恵 非売品 21cm 227p Ｍ－２１ 初

128 290.9 ﾏ 三井松男　遺稿と追憶 ﾐﾂｲ ﾏﾂｵ ｲｺｳ ﾄ ﾂｲｵｸ 三井松男遺稿集編集委員会 ﾐﾂｲ ﾏﾂｵ ｲｺｳｼｭｳ ﾍﾝｼｭｳ ｲｲﾝｶｲ 1974 三井文恵 非売品 21cm 227p Ｍ－２１ 初

129 290.9 ｲ 北米の山 南欧の水 ﾎｸﾍﾞｲ ﾉ ﾔﾏ ﾅﾝｵｳ ﾉ ﾐｽﾞ 石井 柏亭 ｲｼｲ ﾊｸﾃｲ 1958 新紀元社 650.00 22cm 235p Ｍ－２３ 初

130 290.9 ﾄ 6 東西交渉旅行記全集６‐玄奘法師西域紀行‐ ﾄｳｻﾞｲ ｺｳｼｮｳ ﾘｮｺｳｷ ｾﾞﾝｼｭｳ ﾛｸ ｹﾞﾝｼﾞｮｳ ﾎｳｼ ｾｲｲｷ ｷｺｳ 慧立・彦悰 ｴﾘｭｳ ｹﾞﾝｿｳ 長沢 和俊 1965 桃源社 580.00 19cm 345p Ｍ－２３ 初

131 290.9 ｸ 回想の山山 ｶｲｿｳ ﾉ ﾔﾏﾔﾏ 桑原 武夫 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾀｹｵ 1944 七丈書院 2.20 19cm 22１p Ｍ－２３ 初 5000

132 290.9 ﾏ 山で会った人 ﾔﾏ ﾃﾞ ｱｯﾀ  ﾋﾄ 松方 三郎 ﾏﾂｶﾀ  ｻﾌﾞﾛｳ 1975 築地書館 1800.00 22cm 267p Ｍ－２３ 初

133 290.9 ｽ 図説百科 山岳の世界 ｽﾞｾﾂ ﾋｬｯｶ ｻﾝｶﾞｸ ﾉ ｾｶｲ アルベルト・バウムガルトナーほか著 ｱﾙﾍﾞﾙﾄ ﾊﾞｳﾑｶﾞﾙﾄﾅｰ 西堀 栄三郎他監修 1981 大修館 18000.00 33cm 304p Ｍ－２５ 初

134 290.9 ｾ 12 世界探検紀行全集 １２ 世界最悪の旅 ｾｶｲ ﾀﾝｹﾝ ｷｺｳ ｾﾞﾝｼｭｳ 12 ｾｶｲ ｻｲｱｸ ﾉ ﾀﾋﾞ チェリー・ガラード ﾁｪﾘｰ ｶﾞﾗｰﾄﾞ 加納 一郎 1953 河出書房 290.00 19cm 335p Ｍ－２９ 初

135 290.9 ﾗ 極地に逝ける人々 ｷｮｸﾁ ﾆ ｲｹﾙ ﾋﾄﾋﾞﾄ ド・ラ・クロワ ﾄﾞ ﾗ ｸﾛｱ 奥 又四郎 1957 新潮社 350.00 20cm 167p Ｍ－２９ 初

136 290.9 ﾛ わが山の生涯 ﾜｶﾞ ﾔﾏ ﾉ ｼｮｳｶﾞｲ トム・ロングスタッフ ﾄﾑ ﾛﾝｸﾞｽﾀｯﾌ 望月 達夫 1957 白水社 580.00 20cm 412,36p Ｍ－２９ 初

137 290.9 ｾ 14 世界探検紀行全集 第14巻‐エヴェレスト登頂記-  ｾｶｲ ﾀﾝｹﾝ ｷｺｳ ｾﾞﾝｼｭｳ ﾀﾞｲ14ｶﾝ ｴｳﾞｪﾚｽﾄ ﾄｳﾁｮｳｷ 藤木 九三 ﾌｼﾞｷ ｸｿﾞｳ 1955 河出書房 290.00 19cm 348p Ｍ－３３ 初

138 291 ﾓ 1 日本その日その日　１ ﾆﾎﾝ ｿﾉﾋ ｿﾉﾋ E・S・ﾓｰｽ ﾓｰｽ・ｴﾄﾞﾜｰﾄﾞ・ｼﾙｳﾞｪｽﾀ- 石川 欣一 1999 平凡社 2300.00 18cm 258p S-13 東洋文庫１７１

139 291 ﾓ 2 日本その日その日　２ ﾆﾎﾝ ｿﾉﾋ ｿﾉﾋ E・S・ﾓｰｽ ﾓｰｽ・ｴﾄﾞﾜｰﾄﾞ・ｼﾙｳﾞｪｽﾀ- 石川 欣一 1992 平凡社 2300.00 18cm 296p S-13 東洋文庫１７２

140 291 ﾓ 3 日本その日その日　３ ﾆﾎﾝ ｿﾉﾋ ｿﾉﾋ E・S・ﾓｰｽ ﾓｰｽ・ｴﾄﾞﾜｰﾄﾞ・ｼﾙｳﾞｪｽﾀ- 石川 欣一 1988 平凡社 2200.00 18cm 236p S-13 東洋文庫１７９

141 291 ﾊ 日本奥地紀行 ﾆﾎﾝ ｵｸﾁ ｷｺｳ イザベラ・バード ｲｻﾞﾍﾞﾗ･ﾊﾞｰﾄﾞ 高梨 健吉 1994 平凡社 2800.00 18cm 385p S-13 東洋文庫２４０

142 291 ｲ 山旅の素描 ﾔﾏﾀﾋﾞ ﾉ ｿﾋﾞｮｳ 茨木 猪吉 ｲﾊﾞﾗｷ ｲﾉｷﾁ 1940 三省堂 1.20 19cm 164p O-３ 初

143 291 ｵ 偃松帯 ｴﾝｼｮｳﾀｲ 織内 信彦 ｵﾘｳﾁ ﾉﾌﾞﾋｺ 1941 朋文堂 1.80 19cm 300p O-３ 初

144 291 ｶ 静かなる山の旅 ｼｽﾞｶﾅﾙ ﾔﾏ ﾉ ﾀﾋﾞ 河田 楨 ｶﾜﾀﾞ ﾐｷ 1929 自疆館書店 1.50 19cm 279p O-4 4

145 291 ｶ 山に憩ふ ﾔﾏ ﾆ ｲｺｳ 河田 楨 ｶﾜﾀﾞ ﾐｷ 1931 山と渓谷社 1.80 20cm 285p O-4 2

146 291 ｶ 一日二日山の旅 増補（昭和５年版） ｲﾁﾆﾁ ﾌﾂｶ ﾔﾏ ﾉ ﾀﾋﾞ 河田 楨 ｶﾜﾀﾞ ﾐｷ 1930 自疆館書店 2.30 19cm 406p O-4 10

147 291 ｻ 山岳旅行案内-『野球界』第十号 ｻﾝｶﾞｸ ﾘｮｺｳ ｱﾝﾅｲ 菅 五太郎 ｽｶﾞ ｺﾞﾀﾛｳ 1920 博文館 0.50 19cm 288p O-4 初
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148 291 ｶ 渓 ﾀﾆ 冠 松次郎 ｶﾝﾑﾘ ﾏﾂｼﾞﾛｳ 1962 筑摩書房 1,400.00 21cm 263p O-5 初 301/1000

149 291 ｶ 破片岩 ﾊﾍﾝｶﾞﾝ 冠 松次郎 ｶﾝﾑﾘ ﾏﾂｼﾞﾛｳ 1933 耕進社 1.50 20cm 300p O-5 初 ○

150 291 ｶ 峯・瀞・ビンカ ﾐﾈ ﾄﾛ ﾋﾞﾝｶ 冠 松次郎 ｶﾝﾑﾘ ﾏﾂｼﾞﾛｳ 1939 三省堂 2.20 20cm 254p O-5 初

151 291 ｸ 山の素描 ﾔﾏ ﾉ ｿﾋﾞｮｳ 黒田正夫・黒田初子 ｸﾛﾀﾞ ﾏｻｵ・ｸﾛﾀﾞ ﾊﾂｺ 1931 山と渓谷社 1.50 21cm 270p O-6 2

152 291 ｺ 1 山の憶ひ出 上巻 ﾔﾏ ﾉ ｵﾓｲﾃﾞ ｼﾞｮｳｶﾝ 木暮 理太郎 ｺｸﾞﾚ ﾘﾀﾛｳ 1938 龍星閣 7.00 21cm 556p O-6 初 ○ 21/100

153 291 ｺ 2 山の憶ひ出 下巻 ﾔﾏ ﾉ ｵﾓｲﾃﾞ ｹﾞｶﾝ 木暮 理太郎 ｺｸﾞﾚ ﾘﾀﾛｳ 1938 龍星閣 9.00 21cm 608p O-6 初 ○ 21/100

154 291 ｹ 1 日本の山と人-現代登山全集 ﾆﾎﾝ ﾉ ﾔﾏ ﾄ ﾋﾄ ｹﾞﾝﾀﾞｲ ﾄｻﾞﾝ ｾﾞﾝｼｭｳ 諏訪多　栄蔵ほか編 ｽﾜﾀ ｴｲｿﾞｳ 1963 創元新社 550.00 22cm 296p O-7 2

155 291 ｺ 日本山水論（縮刷） ﾆﾎﾝ ｻﾝｽｲﾛﾝ 小島 烏水 ｺｼﾞﾏ ｳｽｲ 1916 隆文館 2.50 16cm 460p O-7 初

156 291 ｻ 1 日本山岳文献ノート 第１輯 ﾆﾎﾝ ｻﾝｶﾞｸ ﾌﾞﾝｹﾝ ﾉｰﾄ ﾀﾞｲｲﾁｼｭｳ 坂戸勝己・清水忠雄 ｯｻｶﾄﾞ ｶﾂﾐ・ｼﾐｽﾞ ﾀﾀﾞｵ 1932 清水書店 非売品 19cm 177p O-7 初 ○

157 291 ｻ 2 日本山岳文献ノート 第２輯 ﾆﾎﾝ ｻﾝｶﾞｸ ﾌﾞﾝｹﾝ ﾉｰﾄ ﾀﾞｲﾆｼｭｳ 坂戸勝己・清水忠雄 ｯｻｶﾄﾞ ｶﾂﾐ・ｼﾐｽﾞ ﾀﾀﾞｵ 1932 清水書店 非売品 19cm 91-177p O-7 初 ○

158 291 ｼ ヤマ ﾔﾏ 志村 寛・前田次郎 ｼﾑﾗ ﾋﾛｼ・ﾏｴﾀﾞ ｼﾞﾛｳ 1907 橋南堂 1.50 19cm 480p O-7 初

159 291 ｼ 千山萬岳 ｾﾝｻﾞﾝ ﾊﾞﾝｶﾞｸ 志村 烏嶺 ｼﾑﾗ ｳﾚｲ 1922 嵩山房 2.20 20cm 350p O-7 3

160 291 ｹ 渓谷　随想と紀行 ｹｲｺｸ ｽﾞｲｿｳ ﾄ ｷｺｳ 田部 重治 ﾀﾍﾞ ｼﾞｭｳｼﾞ 1940 三省堂 1.60 20cm 265p O-8 初

161 291 ﾀ 山を行く ﾔﾏ ｵ ｲｸ 高畑 棟材 ﾀｶﾊﾀ ﾑﾈﾀｶ 1930 朋文堂 2.50 20cm 506p O-8 2

162 291 ﾀ 峠と高原 ﾄｳｹﾞ ﾄ ｺｳｹﾞﾝ 田部 重治 ﾀﾍﾞ ｼﾞｭｳｼﾞ 1931 大村書店 1.50 20cm 246p O-8 初

163 291 ﾀ 山と民族 ﾔﾏ ﾄ ﾐﾝｿﾞｸ 高橋 文太郎 ﾀｶﾊｼ ﾌﾞﾝﾀﾛｳ 1933 山と渓谷社 1.80 20cm 288p O-8 初

164 291 ﾆ 日本山嶽志 高頭　式 高頭 式 ﾀｶﾄｳ ｼｮｸ 1906 博文館 2.00 23cm 674,130p O-8 初

165 Ｒ 291 ｺ コンサイス日本山名辞典 ｺﾝｻｲｽ ﾆﾎﾝ ｻﾝﾒｲ ｼﾞﾃﾝ 徳久 球雄 ﾄｸﾋｻ ﾀﾏｵ 1979 三省堂 2,200.00 19cm 558,51p O-9 初

166 291 ﾀ 山と渓谷 ﾔﾏ ﾄ ｹｲｺｸ 田部 重治編 ﾀﾍﾞ ｼﾞｭｳｼﾞ 1931 第一書房 2.50 20cm 572p O-9 9 ○

167 291 ﾆ 3 日本山岳案内 第３輯 中央線に沿ふ山 御坂山塊 ﾆﾎﾝ ｻﾝｶﾞｸ ｱﾝﾅｲ ﾀﾞｲｻﾝｼｭｳ ﾁｭｳｵｳｾﾝ ﾆ ｿｳ ﾔﾏ ﾐｻｶ ｻﾝｶｲ 鉄道省山岳部編 ﾃﾂﾄﾞｳｼｮｳ ｻﾝｶﾞｸﾌﾞ 1940 博文館 1.80 19cm 366p O-9 初

168 291 ｻ 山河跋渉案内 ｻﾝｶﾞ ﾊﾞｯｼｮｳ ｱﾝﾅｲ 針重 敬喜 ﾊﾘｼｹﾞ ｹｲｷ 1921 武侠世界社 0.60 19cm 288p O-10 初

169 291 ﾄ 東北地方 ﾄｳﾎｸﾁﾎｳ 日本交通公社 ﾆﾎﾝｺｳﾂｳｺｳｼｬ 1953 日本交通公社 90.00 19cm 188p O-10 3

170 291 ﾅ 山岳渇仰 ｻﾝｶﾞｸ ｶﾂｺﾞｳ 中村 清太郎 ﾅｶﾑﾗ ｾｲﾀﾛｳ 1944 生活社 4.28 19cm 302p O-10 初

171 291 ﾔ 山小屋のぬし ﾔﾏｺﾞﾔ ﾉ ﾇｼ 日本経済新聞社 ﾆﾎﾝｹｲｻﾞｲｼﾝﾌﾞﾝｼｬ 1960 日本経済新聞社 160.00 18cm 177p O-10 初

172 291 ﾄ 峠 ﾄｳｹﾞ 深田 久弥 ﾌｶﾀﾞ ｷｭｳﾔ 1941 青木書店 2.00 20cm 542p O-1１ 2

173 291 ﾍ 山のしづく ﾔﾏ ﾉ ｼｽﾞｸ 別所 梅之助 ﾍﾞｯｼｮ ｳﾒﾉｽｹ 1924 警醒社書店 2.30 20cm 292p O-１３ 初

174 291 ﾆ 6 日本山岳全集６-アルプスⅠ ﾆﾎﾝ ｻﾝｶﾞｸ ｾﾞﾝｼｭｳ ﾛｸ ｱﾙﾌﾟｽ ウェストン・小島烏水他 ｳｪｽﾄﾝ・ｺｼﾞﾏｳｽｲ 1960 朋文堂 380.00 20cm 397p,地図１枚 O-１４ 初

175 291 ﾐ 日本登山要覧 ﾆﾎﾝ ﾄｻﾞﾝ ﾖｳﾗﾝ 宮川 順輔 ﾐﾔｶﾜ ｼﾞｭﾝｽｹ 1933 春陽堂 2.50 23cm 400p O-１４ 初

176 291 ﾀ 山と渓谷 ﾔﾏ ﾄ ｹｲｺｸ 田部 重治 ﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭｳｼﾞ 1948 萬葉出版社 130.00 19cm 238p O-１５ 初

177 291 ｲ 登山必携　山嶽めぐり ﾄｻﾞﾝ ﾋｯｹｲ ｻﾝｶﾞｸ ﾒｸﾞﾘ 石上 録之助 ｲｼｶﾞﾐ ﾛｸﾉｽｹ 1919 鈴木書店 1.20 16cm 410p O-１５ 初

178 291 ﾔ 山の幸 ﾔﾏ ﾉ ｻﾁ 山本 徳三郎 ﾔﾏﾓﾄ ﾄｸｻﾌﾞﾛｳ 1921 小川誠文堂 0.55 19cm 134p O-１６ 初

179 291 ﾔ 歴史の山と高原の旅 ﾚｷｼ ﾉ ﾀﾋﾞ ﾄ ｺｳｹﾞﾝ ﾉ ﾀﾋﾞ 安川 茂雄 ﾔｽｶﾜ ｼｹﾞｵ 1963 人物往来社 450.00 19cm 271p O-１６ 初

180 291 ヨ 登高記 ﾄｳｺｳｷ 吉澤 一郎 ﾖｼｻﾞﾜ ｲﾁﾛｳ 1930 古今書院 2.20 20cm 289p O-１６ 初

181 291 ﾜ 山水紀行 ｻﾝｽｲ ｷｺｳ 渡辺 万次郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾝｼﾞﾛｳ 1928 博文館 1.50 15cm 370p O-１７ 初

182 291 ﾜ 山は満員 ﾔﾏ ﾜ ﾏﾝｲﾝ 渡辺 公平 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾍｲ 1975 茗渓堂 頒価不明 22cm 356p O-１７ 初 ○ 98/100 

183 291 ｲ 7 山と雪の日記 コマクサ叢書７ ﾔﾏ ﾄ ﾕｷ ﾉ ﾆｯｷ iｺﾏｸｻ ｿｳｼｮ 板倉 勝宣 ｲﾀｸﾗ ｶﾂﾉﾌﾞ 1958 朋文堂 250.00 19cm 193p Ｍ－１ 初

184 291 ｲ 一日二日山旅案内（登山地図帳） ｲﾁﾆﾁ ﾌﾂｶ ﾔﾏﾀﾋﾞ ｱﾝﾅｲ ﾄｻﾞﾝ ﾁｽﾞﾁｮｳ 山と渓谷社 ﾔﾏ ﾄ ｹｲｺｸｼｬ 1956 山と渓谷社 150.00 18cm 230p Ｍ－５ 初

185 291 ﾔ 山旅新コース案内（登山地図帳)  ﾔﾏﾀﾋﾞ ｼﾝｺｰｽ ｱﾝﾅｲ ﾄｻﾞﾝ ﾁｽﾞﾁｮｳ 山と渓谷社 ﾔﾏ ﾄ ｹｲｺｸｼｬ 1957 山と渓谷社 150.00 18cm 240p Ｍ－５ 初

186 291 ﾔ 山旅百コース案内（登山地図帳)  ﾔﾏﾀﾋﾞ ﾋｬｸｺｰｽ ｱﾝﾅｲ ﾄｻﾞﾝ ﾁｽﾞﾁｮｳ 山と渓谷社 ﾔﾏ ﾄ ｹｲｺｸｼｬ 1954 山と渓谷社 150.00 18cm 204p Ｍ－５ 初

187 291 ﾊ ハイキングガイド ﾊｲｷﾝｸﾞ ｶﾞｲﾄﾞ 中央日本観光協議会 ﾁｭｳｵｳ ﾆﾎﾝ ｶﾝｺｳ ｷｮｳｷﾞｶｲ 1959 朋文堂 120.00 18cm 92,10p Ｍ－５ 5

188 291 ﾃ 鉄道旅行案内 ﾃﾂﾄﾞｳ ﾘｮｺｳ ｱﾝﾅｲ 鉄道院 ﾃﾂﾄﾞｳｲﾝ 1916 博文館 1.00 18cm 330p Ｍ－５ 初
189 291 ﾅ 山と高原の旅 ﾔﾏ ﾄ ｺｳｹﾞﾝ ﾉ ﾀﾋﾞ 中村 謙 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝ 1958 朋文堂 300.00 19cm 434p Ｍ－５ 初

190 291 ﾅ 最新登山案内 ｻｲｼﾝ ﾄｻﾞﾝ ｱﾝﾅｲ 中田 千畝 ﾅｶﾀﾞ ｾﾝﾎﾟ 1923 日本評論社 1.40 19cm 185p Ｍ－５ 初

191 291 ﾆ 日本名山紀行 ﾆﾎﾝ ﾒｲｻﾞﾝ ｷｺｳ 川崎 隆章 ｶﾜｻｷ ﾀｶｱｷ 1944 体育評論社 7.14 22cm 426p Ｍ－７ 初

192 291 ﾍ 山のしづく ﾔﾏ ﾉ ｼｽﾞｸ 別所 梅之助 ﾍﾞｯｼｮ ｳﾒﾉｽｹ 1924 警醒社書店 2.30 20cm 292p Ｍ－８ 初

193 291 ｵ 偃松帯 ｴﾝｼｮｳﾀｲ 織内 信彦 ｵﾘｳﾁ ﾉﾌﾞﾋｺ 1941 朋文堂 1.80 19cm 300p Ｍ－８ 初

194 291 ﾔ 山乃幸 ﾔﾏ ﾉ ｻﾁ 山本 徳三郎 ﾔﾏﾓﾄ ﾄｸｻﾌﾞﾛｳ 1921 小川誠文堂 0.55 19cm 134p Ｍ－８ 初

195 291 ﾆ 1 日本山岳風土記 １ 北アルプス ﾆﾎﾝ ｻﾝｶﾞｸ ﾌﾄﾞｷ ｲﾁ ｷﾀｱﾙﾌﾟｽ 長尾 宏也 ﾅｶﾞｵ ｺｳﾔ 1959 宝文館 430.00 20cm 360p Ｍ－１０ 初

196 291 ﾆ 2 日本山岳風土記 ２ 中央・南アルプス ﾆﾎﾝ ｻﾝｶﾞｸ ﾌﾄﾞｷ ﾆ ﾁｭｳｵｳ ﾐﾅﾐｱﾙﾌﾟｽ 長尾 宏也 ﾅｶﾞｵ ｺｳﾔ 1960 宝文館 430.00 20cm 346p Ｍ－１０ 初

197 291 ﾆ 3 日本山岳風土記 ３ 富士とその周辺 ﾆﾎﾝ ｻﾝｶﾞｸ ﾌﾄﾞｷ ｻﾝ ﾌｼﾞ ﾄ ｿﾉ ｼｭｳﾍﾝ 長尾 宏也 ﾅｶﾞｵ ｺｳﾔ 1960 宝文館 430.00 20cm 379p Ｍ－１０ 初
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198 291 ﾆ 4 日本山岳風土記 ４ 上信越国境の山々 ﾆﾎﾝ ｻﾝｶﾞｸ ﾌﾄﾞｷ ﾖﾝ ｼﾞｮｳｼﾝｴﾂ ｺｯｷｮｳ ﾉ ﾔﾏﾔﾏ 長尾 宏也 ﾅｶﾞｵ ｺｳﾔ 1960 宝文館 430.00 20cm 359p Ｍ－１０ 初

199 291 ﾆ 5 日本山岳風土記 ５ 東北・北越の山々 ﾆﾎﾝ ｻﾝｶﾞｸ ﾌﾄﾞｷ ｺﾞ ﾄｳﾎｸ ﾎｸｴﾂ ﾉ ﾔﾏﾔﾏ 長尾 宏也 ﾅｶﾞｵ ｺｳﾔ 1960 宝文館 430.00 20cm 352p Ｍ－１０ 初

200 291 ﾆ 6 日本山岳風土記 ６ 北海道の山々 ﾆﾎﾝ ｻﾝｶﾞｸ ﾌﾄﾞｷ ﾛｸ ﾎｯｶｲﾄﾞｳ ﾉ ﾔﾏﾔﾏ 長尾 宏也 ﾅｶﾞｵ ｺｳﾔ 1960 宝文館 430.00 20cm 327p Ｍ－１０ 初

201 291 ﾆ 7 日本山岳風土記 ７ 近畿の山々 ﾆﾎﾝ ｻﾝｶﾞｸ ﾌﾄﾞｷ ﾅﾅ ｷﾝｷ ﾉ ﾔﾏﾔﾏ 長尾 宏也 ﾅｶﾞｵ ｺｳﾔ 1960 宝文館 430.00 20cm 299p Ｍ－１０ 初

202 291 ﾆ 8 日本山岳風土記 ８ 中国・四国・九州の山々 ﾆﾎﾝ ｻﾝｶﾞｸ ﾌﾄﾞｷ ﾊﾁ ﾁｭｳｺﾞｸ ｼｺｸ ｷｭｳｼｭｳ ﾉ ﾔﾏﾔﾏ 長尾 宏也 ﾅｶﾞｵ ｺｳﾔ 1960 宝文館 430.00 20cm 282p Ｍ－１０ 初

203 291 ｻ 山河跋渉号-『武侠世界』夏期増刊 ｻﾝｶﾞ ﾊﾞｯｼｮｳｺﾞｳ ﾌﾞｷｮｳ ｾｶｲ ｶｷ ｿﾞｳｶﾝ 針重 敬喜編 針重 敬喜 1919 武侠世界社 0.28 19cm 256p Ｍ－１０ 初

204 291 ﾂ 日本の山水 ﾆﾎﾝ ﾉ ｻﾝｽｲ 辻村 太郎 ﾂｼﾞﾑﾗ ﾀﾛｳ 1958 宝文館 330.00 19cm 213p Ｍ－１０ 初

205 291 ﾂ 日本の景観 辻村太郎 辻村 太郎 ﾂｼﾞﾑﾗ ﾀﾛｳ 1958 東都書房 280.00 19cm 257p Ｍ－１０ 初

206 291 ｻ 山とカメラ ﾔﾏ ﾄ ｶﾒﾗ 酒井 菊雄 ｻｶｲ ｷｸｵ 1953 明玄書房 280.00 19cm 93p Ｍ－１０ 初

207 291 ｻ スキーとカメラ ｽｷｰ ﾄ ｶﾒﾗ 酒井 菊雄 ｻｶｲ ｷｸｵ 1954 明玄書房 280.00 19cm 168p Ｍ－１０ 初

208 291 ｶ 山谷の放浪者 ｻﾝﾔ ﾉ 放浪者 柏 源一郎 ｶｼﾜ ｹﾞﾝｲﾁﾛｳ 1923 三田書房 3.00 20cm 567p Ｍ－１１ 初

209 291 ｺ 山に悟る ﾔﾏ ﾆ ｻﾄﾙ 小西 民治 ｺﾆｼ ﾀﾐｼﾞ 1941 墨水書房 2.40 19cm 245p Ｍ－１１ 初

210 291 ｸ 紀行旅信山水巡礼 ｷｺｳ ﾘｮｼﾝ ｻﾝｽｲ ｼﾞｭﾝﾚｲ 桑田 春風 ｸﾜﾀ ｼｭﾝﾌﾟｳ 1921 隆文館 2.30 15cm 10,456p Ｍ－１４ 初

211 291 ｲ 登山必携山嶽めぐり ﾄｻﾞﾝ ﾋｯｹｲ ｻﾝｶﾞｸ ﾒｸﾞﾘ 石上 録之助 ｲｼｶﾞﾐ ﾛｸﾉｽｹ 1919 鈴木書店 1.20 16cm 410p Ｍ－１４ 初

212 291 ﾀ 海岸めぐり ｶｲｶﾞﾝ ﾒｸﾞﾘ 竹内 霞溪 ﾀｹｳﾁ ｶｹｲ 1919 三徳社 1.20 16cm 370p Ｍ－１４ 初

213 291 ﾖ 山岳めぐり ｻﾝｶﾞｸ ﾒｸﾞﾘ 横井 春野 ﾖｺｲ ﾊﾙﾉ 1923 博文館 1.20 18cm 302p Ｍ－１４ 初

214 291 ﾆ 1 日本山岳案内 １ 丹沢山塊 道志山塊 ﾆﾎﾝ ｻﾝｶﾞｸ ｱﾝﾅｲ １ ﾀﾝｻﾞﾜ ｻﾝｶｲ ﾄﾞｳｼ ｻﾝｶｲ 鉄道省山岳部編 ﾃﾂﾄﾞｳｼｮｳ ｻﾝｶﾞｸﾌﾞ 1940 博文館 1.80 19cm 28,338p Ｍ－１７ 初

215 291 ﾆ 3 日本山岳案内 ３ 中央線に沿ふ山 御坂山塊 ﾆﾎﾝ ｻﾝｶﾞｸ ｱﾝﾅｲ 3 ﾁｭｳｵｳｾﾝ ﾆ ｿｳ ﾔﾏ ﾐｻｶ ｻﾝｶｲ 鉄道省山岳部編 ﾃﾂﾄﾞｳｼｮｳ ｻﾝｶﾞｸﾌﾞ 1940 博文館 1.80 19cm 28,366p Ｍ－１７ 初

216 291 ﾆ 6 日本山岳案内 ６ 箱根火山群 伊豆の山々 ﾆﾎﾝ ｻﾝｶﾞｸ ｱﾝﾅｲ 6 ﾊｺﾈ ｶｻﾞﾝｸﾞﾝ ｲｽﾞ ﾉ ﾔﾏﾔﾏ 鉄道省山岳部編 ﾃﾂﾄﾞｳｼｮｳ ｻﾝｶﾞｸﾌﾞ 1941 博文館 1.80 19cm 26,262p Ｍ－１７ 初

217 291 ﾆ 7 日本山岳案内 ７ 富士山 富士山麓 ﾆﾎﾝ ｻﾝｶﾞｸ ｱﾝﾅｲ 7 ﾌｼﾞｻﾝ ﾌｼﾞｻﾝﾛｸ 鉄道省山岳部編 ﾃﾂﾄﾞｳｼｮｳ ｻﾝｶﾞｸﾌﾞ 1941 博文館 1.80 19cm 28,300p Ｍ－１７ 初

218 291 ﾆ 9 日本山岳案内 ９ 北アルプス（上） ﾆﾎﾝ ｻﾝｶﾞｸ ｱﾝﾅｲ 9 ｷﾀｱﾙﾌﾟｽ ｼﾞｮｳ 鉄道省山岳部編 ﾃﾂﾄﾞｳｼｮｳ ｻﾝｶﾞｸﾌﾞ 1941 博文館 1.80 19cm 32,240p Ｍ－１７ 初

219 291 ﾆ 11 日本山岳案内 １１ 山岳スキー ﾆﾎﾝ ｻﾝｶﾞｸ ｱﾝﾅｲ 11 ｻﾝｶﾞｸ ｽｷｰ 鉄道省山岳部編 ﾃﾂﾄﾞｳｼｮｳ ｻﾝｶﾞｸﾌﾞ 1942 博文館 1.80 19cm 18,296p Ｍ－１７ 初 3000

220 291 ﾆ 12 日本山岳案内 １２ 八ヶ岳火山群 南ア前衛の山々 ﾆﾎﾝ ｻﾝｶﾞｸ ｱﾝﾅｲ12 ﾔﾂｶﾞﾀｹ ｶｻﾞﾝｸﾞﾝ ﾅﾝｱ ｾﾞﾝｴｲ ﾉ ﾔﾏﾔﾏ 鉄道省山岳部編 ﾃﾂﾄﾞｳｼｮｳ ｻﾝｶﾞｸﾌﾞ 1943 博文館 1.80 19cm 25,230p Ｍ－１７ 初
221 291 ｲ 近世名家記行 ｷﾝｾｲ ﾒｲｶ ｷｺｳ 伊藤 公平 ｲﾄｳ ｺｳﾍｲ 1943 健文社 1.00 19cm 191,6p Ｍ－２０ 初 2000

222 291 ﾖ 登高記 ﾄｳｺｳｷ 吉澤  一郎 ﾖｼｻﾞﾜ ｲﾁﾛｳ 1930 古今書院 2.20 19cm 289p Ｍ－２０ 初

223 291 ｱ アルプスと高原 ｱﾙﾌﾟｽ ﾄ ｺｳｹﾞﾝ 日本交通公社 ﾆﾎﾝｺｳﾂｳｺｳｼｬ 1957 日本交通公社 280.00 19cm 207,25p,附録:地図1枚 Ｍ－２０ 初 附録：地図1枚

224 291 ｶ 山に憩ふ ﾔﾏ ﾆ ｲｺｳ 河田 楨 ｶﾜﾀﾞ ﾐｷ 1931 山と渓谷社 1.80 19cm 285p Ｍ－２０ 初

225 291 ｶ 峯・瀞・ビンカ ﾐﾈ ﾄﾛ ﾋﾞﾝｶ 冠 松次郎 ｶﾝﾑﾘ ﾏﾂｼﾞﾛｳ 1939 三省堂 2.20 20cm 253p Ｍ－２０ 初

226 291 ｶ 破片岩 ﾊﾍﾝｶﾞﾝ 冠 松次郎 ｶﾝﾑﾘ ﾏﾂｼﾞﾛｳ 1933 耕進社 1.50 20cm 300p Ｍ－２０ 初

227 291 ｶ 峰・渓々 ﾐﾈ ﾀﾆﾀﾞﾆ 冠 松次郎 ｶﾝﾑﾘ ﾏﾂｼﾞﾛｳ 1938 書物展望社 3.00 20cm 332p Ｍ－２０ 初

228 291 ｶ 峰・渓々 ﾐﾈ ﾀﾆﾀﾞﾆ 冠 松次郎 ｶﾝﾑﾘ ﾏﾂｼﾞﾛｳ 1938 書物展望社 3.00 20cm 332p Ｍ－２０ 初 ○

229 291 ｶ 渓 ﾀﾆ 冠 松次郎 ｶﾝﾑﾘ ﾏﾂｼﾞﾛｳ 1962 筑摩書房 1400.00 21cm 263p Ｍ－２０ 初 914/1000

230 B 291 ﾀ 山に入る心（新潮文庫） ﾔﾏ ﾆ ﾊｲﾙ ｺｺﾛ 田部 重治 ﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭｳｼﾞ 1942 新潮社 0.35 15cm 194p Ｍ－２２ 8 5000
231 B 291 ﾀ 峠と高原（角川文庫） ﾄｳｹﾞ ﾄ ｺｳｹﾞﾝ 田部 重治 ﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭｳｼﾞ 1954 角川書店 70.00 15cm 194p Ｍ－２２ 9

232 B 291 ﾀ 山と渓谷（角川文庫） ﾔﾏ ﾄ ｹｲｺｸ 田部 重治 ﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭｳｼﾞ 1956 角川書店 100.00 15cm 266p Ｍ－２２ 9

233 291 ｶ 山とふるさと ﾔﾏ ﾄ ﾌﾙｻﾄ 河田 楨 ｶﾜﾀﾞ ﾐｷ 1933 山と渓谷社 1.50 21cm 303p Ｍ－２３ 初

234 291 ﾂ 1 日本の山々　塚本閤治作品集　１ ﾆﾎﾝ ﾉ ﾔﾏﾔﾏ ﾂｶﾓﾄ ｺｳｼﾞ ｻｸﾋﾝｼｭｳ 塚本 閤治 ﾂｶﾓﾄ ｺｳｼﾞ 1941 山と渓谷社 5.00 27cm 128p Ｍ－２５ 初

235 291 ﾂ 2 日本の山々　塚本閤治作品集　２ ﾆﾎﾝ ﾉ ﾔﾏﾔﾏ ﾂｶﾓﾄ ｺｳｼﾞ ｻｸﾋﾝｼｭｳ 塚本 閤治 ﾂｶﾓﾄ ｺｳｼﾞ 1950 山と渓谷社 800.00 27cm 133p Ｍ－２５ 初

236 291 ﾌ 風景の驚異-科学画報叢書 第11篇- ﾌｳｹｲ ﾉ ｷｮｳｲ ｶｶﾞｸ ｶﾞﾎｳ ｿｳｼｮ 仲摩 照久編 ﾅｶﾏ ﾃﾙﾋｻ 1932 新光社 1.50 26cm 279p Ｍ－２５ 初

237 291 ﾖ 岩と雪の王国 ｲﾜ ﾄ ﾕｷ ﾉ ｵｳｺｸ 吉田 二郎 ﾖｼﾀﾞ ｼﾞﾛｳ 1959 二玄社 270.00 16cm 220p Ｍ－３０ 初

238 291 ﾔ 歴史の山と高原のたび ﾚｷｼ ﾉ ﾔﾏ ﾄ ｺｳｹﾞﾝ ﾉ ﾀﾋﾞ 安川 茂雄 ﾔｽｶﾜ ｼｹﾞｵ 1963 人物往来社 450.00 19cm 271p Ｍ－３０ 初

239 291 ﾆ 日本山脈縦走 ﾆﾎﾝ ｻﾝﾐｬｸ ｼﾞｭｳｿｳ 読売新聞社 ﾖﾐｳﾘ ｼﾝﾌﾞﾝｼゃ 1960 朋文堂 280.00 20cm 190p Ｍ－３０ 初

240 291 ｱ 日本アルプス縦走記 ﾆﾎﾝ ｱﾙﾌﾟｽ ｼﾞｭｳｿｳｷ 窪田 空穂 ｸﾎﾞﾀ ｳﾂﾎﾞ 1923 まうんてん書房 1.20 20cm 133p Ｍ－３０ 初

241 291 ﾆ 1 日本地理大系 別巻１ 山岳篇 ﾆﾎﾝ ﾁﾘ ﾀｲｹｲ ﾍﾞｯｶﾝ1 ｻﾝｶﾞｸﾍﾝ 改造社編 ｶｲｿﾞｳｼｬ 1930 改造社 頒価不明 27cm 361,5p Ｍ－３２ 初

242 291 ﾆ 5 日本地理大系 別巻５ 富士山 ﾆﾎﾝ ﾁﾘ ﾀｲｹｲ ﾍﾞｯｶﾝ5 ﾌｼﾞｻﾝ 武田 久吉編 ﾀｹﾀﾞ ﾋｻﾖｼ 1931 改造社 頒価不明 27cm 271p Ｍ－３２ 初

243 291 ｱ アルプスは招く 夏山写真傑作集 ｱﾙﾌﾟｽ ﾜ ﾏﾈｸ ﾅﾂﾔﾏ ｼｬｼﾝ ｹｯｻｸｼｭｳ 朋文堂編集部 ﾎｳﾌﾞﾝﾄﾞｳ ﾍﾝｼｭｳﾌﾞ 1956 朋文堂 120.00 26cm 1冊 Ｍ－３２ 初

244 R 291 ｶ 19 角川日本地名大辞典 １９ 山梨県 ｶﾄﾞｶﾜ ﾆﾎﾝ ﾁﾒｲ ﾀﾞｲｼﾞﾃﾝ 19 山梨県 「角川日本地名大辞典」編纂委員会編 ｶﾄﾞｶﾜ ﾆﾎﾝ ﾁﾒｲ ﾀﾞｲｼﾞﾃﾝ ﾍﾝｻﾝ ｲｲﾝｶｲ 1984 角川書店 8400.00 23cm 1206p ２２３ 初版

245 291.1 ﾊ すこし昔の話 ｽｺｼ ﾑｶｼ ﾉ ﾊﾅｼ 初見 一雄 ﾊﾂﾐ ｶｽﾞｵ 1969 茗渓堂 1,200.00 20cm 393p O-10 初

246 291.1 ﾎ 北海道案内 ﾎｯｶｲﾄﾞｳ ｱﾝﾅｲ 日本交通公社 ﾆﾎﾝｺｳﾂｳｺｳｼｬ 1952 日本交通公社 70.00 19cm 164p O-10 初

247 291.1 ｺ 大雪山及石狩川上流探検開発史 ﾀｲｾﾂｻﾝ ｵﾖﾋﾞ ｲｼｶﾘｶﾞﾜ ｼﾞｮｳﾘｭｳ ﾀﾝｹﾝ ｶｲﾊﾂｼ 河野 常吉 ｺｳﾉ ﾂﾈｷﾁ 1926 大雪山調査会 1.30 16cm 131p O-１５ 初
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248 291.1 ｻ 北海道の山々‐マウンテンガイドブックシリーズ３９ ﾎｯｶｲﾄﾞｳ ﾉ ﾔﾏﾔﾏ ﾏｳﾝﾃﾝ ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ ｼﾘｰｽﾞ39 札幌山岳クラブ ｻｯﾎﾟﾛ ｻﾝｶﾞｸ ｸﾗﾌﾞ 1960 朋文堂 180.00 19cm 212p Ｍ－５ 初

249 291.1 ﾊ 千島の山 ﾁｼﾏ ﾉ ﾔﾏ 長谷川 清三郎 ﾊｾｶﾞﾜ ｾｲｻﾞﾌﾞﾛｳ 1934 梓書房 2.00 21cm 108p,図版44枚 Ｍ－８ 初

250 291.1 ﾇ 大雪山と阿寒 ﾀﾞｲｾﾂｻﾞﾝ ﾄ ｱｶﾝ 沼佐 隆次 ﾇﾏｻ ﾘｭｳｼﾞ 1935 北海道庁景勝地協会 2.00 19cm 9,349,5p Ｍ－１６ 初

251 291.1 ﾎ 北海道の山岳　登山案内 ﾊｯｶｲﾄﾞｳ ﾉ ｻﾝｶﾞｸ ﾄｻﾞﾝ ｱﾝﾅｲ 田中 三晴 ﾀﾅｶ ﾐﾂﾊﾙ 1931 晴林堂 2.50 20cm 376p,地図1枚 Ｍ－１６ 初 附録：日高山脈概略図

252 291.1 ﾊ すこし昔の話 ｽｺｼ ﾑｶｼ ﾉ ﾊﾅｼ 初見 一雄 ﾊﾂﾐ ｶｽﾞｵ 1969 茗渓堂 1200.00 20cm 393p Ｍ－３０ 初

253 291.1 ｺ ペテガリ岳遠征記 ﾍﾟﾃｶﾞﾘﾀﾞｹ ｴﾝｾｲｷ 小島 六郎 ｺｼﾞﾏ ﾛｸﾛｳ 1948 サン書房 160.00 19cm 215,10p Ｍ－３０ 初
254 291.2 ｺ 日本の十和田湖と青森の山水 ﾆﾎﾝ ﾉ ﾄﾜﾀﾞｺ ﾄ ｱｵﾓﾘ ﾉ ｻﾝｽｲ 小杉 放庵 ｺｽｷﾞ ﾎｳｱﾝ 1933 日本風景協會 1.20 20cm 4,151p O-6 2

255 291.2 ﾐ 奥羽の名山 ｵｳｳ ﾉ ﾒｲｻﾞﾝ 三田尾 松太郎 ﾐﾀｵ ﾏﾂﾀﾛｳ 1940 冨山房 2.90 20cm 278p O-１４ 初

256 291.2 ﾓ 十和田国立公園 案内、伝説、文学 ﾄﾜﾀﾞ ｺｸﾘﾂ ｺｳｴﾝ ｱﾝﾅｲ ﾃﾞﾝｾﾂ ﾌﾞﾝｶﾞｸ 森田 五成 ﾓﾘﾀ ｺﾞｾｲ 1952 十和田文化研究所 100.00 19cm 189p O-１４ 初

257 291.2 ｱ 東北の山々-時間記録と費用概算 ﾄｳﾎｸ ﾉ ﾔﾏﾔﾏ ｼﾞｶﾝ ｷﾛｸ ﾄ ﾋﾖｳ ｶﾞｲｻﾝ 安齋 徹 ｱﾝｻﾞｲ ﾄｵﾙ 1933 朋文堂 1.40 17cm 351p O-１５ 2

258 291.2 ﾌ 飯豊・朝日連峰‐マウンテンガイドブックシリーズ２９ ｲｲﾃﾞ ｱｻﾋ ﾚﾝﾎﾟｳ ﾏｳﾝﾃﾝ ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ ｼﾘｰｽﾞ29 藤島 玄 ﾌｼﾞｼﾏ ｹﾞﾝ 1958 朋文堂 180.00 19cm 191p Ｍ－５ 初

259 291.2 ﾐ 十和田・八甲田・岩手山‐マウンテンガイドブックシリーズ３３ ﾄﾜﾀﾞ ﾊｯｺｳﾀﾞ ﾏｳﾝﾃﾝ ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ ｼﾘｰｽﾞ33 三浦 敬三 ﾐｳﾗ ｹｲｿﾞｳ 1959 朋文堂 150.00 19cm 140p Ｍ－５ 初

260 291.2 ﾊ 八幡平-国立公園シリーズ１９ ﾊﾁﾏﾝﾀｲ ｺｸﾘﾂ ｺｳｴﾝ ｼﾘｰｽﾞ19 国立公園協会 ｺｸﾘﾂ ｺｳｴﾝ ｷｮｳｶｲ 1957 朋文堂 100.00 19cm 48p Ｍ－５ 初

261 291.2 ｱ 樹氷　東北の山と渓 ｼﾞｭﾋｮｳ ﾄｳﾎｸ ﾉ ﾔﾏ ﾄ ﾀﾆ 安斎 徹 ｱﾝｻﾞｲ ﾄｵﾙ 1942 岡倉書房 1.80 19cm 277p Ｍ－１１ 初 2000

262 291.2 ｳ 羽越線案内 ｳｴﾂｾﾝ ｱﾝﾅｲ 鉄道省 ﾃﾂﾄﾞｳｼｮｳ 1924 博文館 1.20 18cm 192p Ｍ－１４ 2

263 291.2 ﾄ 十和田・田沢・男鹿半島 ﾄﾜﾀﾞ ﾀｻﾞﾜ ｵｼﾞｶ ﾊﾝﾄｳ 鉄道省 ﾃﾂﾄﾞｳｼｮｳ 1937 博文館 0.80 18cm 120p,地図1枚 Ｍ－１４ 2
264 291.2 ｶ 会津の山々・尾瀬 ｱｲｽﾞ ﾉ ﾔﾏﾔﾏ ｵｾﾞ 川崎 隆章 ｶﾜｻｷ ﾀｶｱｷ 1961 修道社 1000.00 23cm 391p Ｍ－２１ 初

265 291.3 ｲ 甲武相山の旅 ｺｳﾌﾞｿｳ ﾔﾏ ﾉ ﾀﾋﾞ 今井 重雄 ｲﾏｲ ｼｹﾞｵ 1940 天佑書房 1.60 19cm 432p O-３ 2

266 291.3 ｼ 谷川岳 ﾀﾆｶﾞﾜﾀﾞｹ 志馬 寛 ｼﾒ ﾋﾛｼ 1936 弘明堂書店 3.00 19cm ４３７p、図版40p、地図１枚 O-6 初

267 291.3 ﾄ 東京中心 徒歩コース七百種 ﾄｳｷｮｳ ﾁｭｳｼﾝ ﾄﾎ ｺｰｽ ﾅﾅﾋｬｸｼｭ 厚生省体力局編 ｺｳｾｲｼｮｳ ﾀｲｲｸｷｮｸ 1939 朋文堂 1.00 18cm 304p O-6 初

268 291.3 ﾀ 尾瀬と鬼怒沼 ｵｾﾞ ﾄ ｷﾇﾇﾏ 武田 久吉 ﾀｹﾀﾞ ﾋｻﾖｼ 1930 梓書房 3.00 20cm 369p,図版100枚、地図1枚 O-8 初

269 291.3 ﾀ 山行記 ｻﾝｺｳｷ 田島 勝太郎 ﾀｼﾞﾏ ｼｮｳﾀﾛｳ 1926 昭文堂 2.50 18cm 418p,附録図秩父山系図1枚 O-8 初

270 291.3 ｶ 上越国境 ｼﾞｮｳｴﾂ ｺｯｷｮｳ 角田 吉夫 ｶｸﾀ ﾖｼｵ 1931 大村書店 2.20 20cm 337p,地図2枚 O-9 3

271 291.3 ﾅ 谷川岳研究 ﾀﾆｶﾞﾜﾀﾞｹ ｹﾝｷｭｳ 長越 茂雄 ﾅｶﾞｺｼ ｼｹﾞｵ 1954 朋文堂 380.00 22cm 276p O-9 初

272 291.3 ﾊ 奥秩父 ｵｸﾁﾁﾌﾞ 原 全教 ﾊﾗ　ｾﾞﾝｷｮｳ 1933 朋文堂 2.50 20cm 618p O-10 2 付録「大秩父山嶽図」

273 291.3 ﾊ 多摩・秩父・大菩薩 ﾀﾏ ﾁﾁﾌﾞ ﾀﾞｲﾎﾞｻﾂ 原 全教 ﾊﾗ　ｾﾞﾝｷｮｳ 1941 朋文堂 2.80 20cm 460p O-10 初

274 291.3 ﾋ 尾瀬 ｵｾﾞ 平野長英・川崎隆章 ﾋﾗﾉ ﾁｮｳｴｲ・ｶﾜｻｷﾀｶｱｷ 1941 龍星閣 3.50 21cm 543p O-11 初

275 291.3 ﾂ 日光国立公園 ﾆｯｺｳ ｺｸﾘﾂ ｺｳｴﾝ 綱島 定治・矢島 市郎 ﾂﾅｼﾏ ﾃｲｼﾞ・ﾔｼﾞﾏ ｲﾁﾛｳ 1936 地人社 1.80 27cm 159p O-１２ 初

276 291.3 ﾌ 秩父山塊 ﾁﾁﾌﾞ ｻﾝｶｲ 福澤　一郎 ﾌｸｻﾞﾜ ｲﾁﾛｳ 1944 アトリエ社 12.29 30cm 88p O-１２ 初 ２０００部

277 291.3 ﾀ 東京附近の山々-時間記録と費用概算 ﾄｳｷｮｳ ﾌｷﾝ ﾉ ﾔﾏﾔﾏ  ｼﾞｶﾝ ｷﾛｸ ﾄ ﾋﾖｳ ｶﾞｲｻﾝ 高畑棟材・河田楨 ﾀｶﾊﾀ ﾑﾈﾀｶ・ｶﾜﾀﾞ ﾐｷ 1931 朋文堂 1.00 17cm 284p O-１５ 10

278 291.3 ﾀ 奥秩父と其附近-時間記録と費用概算 ｵｸﾁﾁﾌﾞ ﾄ ｿﾉ ﾌｷﾝ ｼﾞｶﾝ ｷﾛｸ ﾄ ﾋﾖｳ ｶﾞｲｻﾝ 高畑棟材・河田楨 ﾀｶﾊﾀ ﾑﾈﾀｶ・ｶﾜﾀﾞ ﾐｷ 1931 朋文堂 1.00 17cm 269p O-１５ 2

279 291.3 ヨ 関東の山々 ｶﾝﾄｳ ﾉ ﾔﾏﾔﾏ 横井 春野 ﾖｺｲ ﾊﾙﾉ 1927 白揚社 2.00 18cm 472p O-１６ 初

280 291.3 ｵ 奥秩父-日本山岳写真書 ｵｸﾁﾁﾌﾞ ﾆﾎﾝ ｻﾝｶﾞｸ ｼｬｼﾝｼｮ 塚本 閤治編 ﾂｶﾓﾄ ｺｳｼﾞ ﾍﾝ 1942 山と渓谷社 1.80 19cm 141p Ｍ－５ 初

281 291.3 ｵ 尾瀬-マウンテンガイドブックシリーズ３ ｵｾﾞ ﾏｳﾝﾃﾝ ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ ｼﾘｰｽﾞ3 田辺 和雄他 ﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｵ 1956 朋文堂 130.00 19cm 116p Ｍ－５ 7

282 291.3 ﾅ 谷川岳-マウンテンガイドブックシリーズ６ ﾀﾆｶﾞﾜﾀﾞｹ ﾏｳﾝﾃﾝ ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ ｼﾘｰｽﾞ6 長越 茂雄 ﾅｶﾞｺｼ ｼｹﾞｵ 1955 朋文堂 150.00 19cm 158p Ｍ－５ 初 裏表紙破れ有

283 291.3 ｵ 奥武蔵-マウンテンガイドブックシリーズ８ ｵｸﾑｻｼ ﾏｳﾝﾃﾝ ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ ｼﾘｰｽﾞ8 大石 真人 ｵｵｲｼ ﾏﾋﾄ 1956 朋文堂 130.00 19cm 114p Ｍ－５ 4

284 291.3 ｵ 奥多摩-マウンテンガイドブックシリーズ１１ ｵｸﾀﾏ ﾏｳﾝﾃﾝ ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ ｼﾘｰｽﾞ8 小野 幸 ｵﾉ ﾋｻｼ 1956 朋文堂 130.00 19cm 96p Ｍ－５ 3

285 291.3 ﾜ 箱根・伊豆-マウンテンガイドブックシリーズ１３ ﾊｺﾈ ｲｽﾞ ﾏｳﾝﾃﾝ ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ ｼﾘｰｽﾞ13 渡辺 正臣 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｵﾐ 1957 朋文堂 130.00 19cm 177p Ｍ－５ 3

286 291.3 ﾖ 丹沢-マウンテンガイドブックシリーズ１５ ﾀﾝｻﾞﾜ ﾏｳﾝﾃﾝ ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ ｼﾘｰｽﾞ15 横浜山岳会 ﾖｺﾊﾏ ｻﾝｶﾞｸｶｲ 1956 朋文堂 180.00 19cm 161p Ｍ－５ 2

287 291.3 ﾄ 東京附近の谷あるきマウンテンガイドブックシリーズ２０ ﾄｳｷｮｳ ﾌｷﾝ ﾉ ﾀﾆ ｱﾙｷ ﾏｳﾝﾃﾝ ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ ｼﾘｰｽﾞ20 朋文堂編集部編 ﾎｳﾌﾞﾝﾄﾞｳﾍﾝｼｭｳﾌﾞ 1957 朋文堂 200.00 19cm 236p Ｍ－５ 初

288 291.3 ﾔ 日光とその周辺‐マウンテンガイドブックシリーズ２２ ﾆｯｺｳ ﾄ ｿﾉ ｼｭｳﾍﾝ ﾏｳﾝﾃﾝ ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ ｼﾘｰｽﾞ22 矢島 市郎 ﾔｼﾞﾏ ｲﾁﾛｳ 1957 朋文堂 130.00 19cm 104p Ｍ－５ 初

289 291.3 ﾄ 上信の山と高原‐マウンテンガイドブックシリーズ２５ ｼﾞｮｳｼﾝ ﾉ ﾔﾏ ﾄ ｺｳｹﾞﾝ ﾏｳﾝﾃﾝ ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ ｼﾘｰｽﾞ25 東京山旅倶楽部 ﾄｳｷｮｳ ﾔﾏﾀﾋﾞ ｸﾗﾌﾞ 1958 朋文堂 130.00 19cm 126p Ｍ－５ 2

290 291.3 ﾄ 上信の山と高原‐マウンテンガイドブックシリーズ２５ ｼﾞｮｳｼﾝ ﾉ ﾔﾏ ﾄ ｺｳｹﾞﾝ ﾏｳﾝﾃﾝ ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ ｼﾘｰｽﾞ25 東京山旅倶楽部 ﾄｳｷｮｳ ﾔﾏﾀﾋﾞ ｸﾗﾌﾞ 1959 朋文堂 130.00 19cm 126p Ｍ－５ 2

291 291.3 ﾏ 武蔵野史跡ハイキング‐マウンテンガイドブックシリーズ２６ ﾑｻｼﾉ ｼｾｷ ﾊｲｷﾝｸﾞ ﾏｳﾝﾃﾝ ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ ｼﾘｰｽﾞ26 松井 新一 ﾏﾂｲ ｼﾝｲﾁ 1959 朋文堂 180.00 19cm 147p Ｍ－５ 4

292 291.3 ﾐ 常陸の山‐マウンテンガイドブックシリーズ４０ ﾋﾀﾁ ﾉ ﾔﾏ ﾏｳﾝﾃﾝ ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ ｼﾘｰｽﾞ 御田 琴雄 ﾐﾀ ｺﾄｵ 1960 朋文堂 150.00 19cm 132p Ｍ－５ 初

293 291.3 ﾉ 西上州の山‐ニューガイド４ ﾆｼｼﾞｮｳｼｭｳ ﾉ ﾔﾏ ﾆｭｰｶﾞｲﾄﾞ4 野口 冬人 ﾉｸﾞﾁ ﾌﾕﾄ 1962 朋文堂 180.00 18cm 156p Ｍ－５ 初

294 291.3 ﾀ 丹沢山塊（登山地図帳）  ﾀﾝｻﾞﾜ ｻﾝｶｲ ﾄｻﾞﾝ ﾁｽﾞﾁｮｳ 山と渓谷社 ﾔﾏ ﾄ ｹｲｺｸｼｬ 1955 山と渓谷社 180.00 18cm 259p Ｍ－５ 初

295 291.3 ﾄ 東京附近沢歩き（登山地図帳）  ﾄｳｷｮｳ ﾌｷﾝ ｻﾜｱﾙｷ ﾄｻﾞﾝ ﾁｽﾞﾁｮｳ 山と渓谷社 ﾔﾏ ﾄ ｹｲｺｸｼｬ 1956 山と渓谷社 150.00 18cm 251p Ｍ－５ 初

296 291.3 ﾀ 山行記 ｻﾝｺｳｷ 田島 勝太郎 ﾀｼﾞﾏ ｼｮｳﾀﾛｳ 1926 昭文堂 2.50 18cm 418p Ｍ－５ 初 附図秩父山系図

297 291.3 ｳ 赤城山 ｱｶｷﾞｻﾝ 内田 親章編 ｳﾁﾀﾞ ﾁｶｱｷ 1939 前橋商工会議所観光案内部 5.00 19cm 208p Ｍ－５ 初
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298 291.3 ﾋ 尾瀬　第一部 ｵｾﾞ ﾀﾞｲｲﾁﾌﾞ 平野 長英 ﾋﾗﾉ ﾁｮｳｴｲ 1948 福村書店 120.00 19cm 193p Ｍ－８ 初

299 291.3 ｶ 鳳凰山 ﾎｳｵｳｻﾞﾝ 加賀爪 鳳南 ｶｶﾞﾂﾒ ﾎｳﾅﾝ  1933 ハイキング社 1.20 21cm 208,2p Ｍ－１０ 初
300 291.3 ｲ 地蔵が岳 ｼﾞｿﾞｳｶﾞﾀｹ 池田 光一郎 ｲｹﾀﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ 1969 柳生堂 1000.00 19cm 262p Ｍ－１０ 初 〇

301 291.3 ｶ 関東百名山案内 ｶﾝﾄｳ ﾋｬｸﾒｲｻﾞﾝ ｱﾝﾅｲ 片岡 直次郎 ｶﾀｵｶ ﾅｵｼﾞﾛｳ 1941 体育評論社 0.90 15cm 215p Ｍ－１４ 初

302 291.3 ﾀ 東京附近の山々 時間記録と費用概算 ﾄｳｷｮｳ ﾌｷﾝ ﾉ ﾔﾏﾔﾏ ｼﾞｶﾝ ｷﾛｸ ﾄ ｿﾉ ﾋﾖｳ ｶﾞｲｻﾝ 河田 楨・高畑 棟材 ｶﾜﾀﾞ ﾐｷ ﾀｶﾊﾀ ﾑﾈﾀｶ 1931 朋文堂 1.00 17cm 284p Ｍ－１４ 5 ○

303 291.3 ｵ 奥秩父の山々 ｵｸﾁﾁﾌﾞ ﾉ ﾔﾏﾔﾏ 小野 幸 ｵﾉ ﾋｻｼ 1943 朋文堂 0.96 17cm 163p Ｍ－１４ 2

304 291.3 ﾀ 丹沢山塊 ﾀﾝｻﾞﾜ ｻﾝｶｲ 神奈川県商工部 ｶﾅｶﾞﾜｹﾝｼｮｳｺｳﾌﾞ 1954 神奈川県 頒価不明 18cm 179p Ｍ－１４ 初

305 291.3 ﾎ 東京附近山の旅 ﾄｳｷｮｳ ﾌｷﾝ ﾔﾏ ﾉ ﾀﾋﾞ 朋文堂編集部 ﾎｳﾌﾞﾝﾄﾞｳﾍﾝｼｭｳﾌﾞ 1934 朋文堂 1.50 18cm 5,396,31p Ｍ－１４ 8

306 291.3 ﾄ 東京附近山の旅 日程と費用 ﾄｳｷｮｳ ﾌｷﾝ ﾔﾏ ﾉ ﾀﾋﾞ ﾆｯﾃｲ ﾄ ﾋﾖｳ 朋文堂 ﾎｳﾌﾞﾝﾄﾞｳ 1934 朋文堂 1.50 20cm 519,26p Ｍ－１４ 10
307 291.3 ﾋ 尾瀬 ｵｾﾞ 平野 長英・川崎 隆章 ﾋﾗﾉ ﾁｮｳｴｲ ｶﾜｻｷ ﾀｶｱｷ 1953 福村書店 700.00 19cm 542p Ｍ－２０ 初

308 291.3 ﾀ 谷川岳-シルバー・ブックス- ﾀﾆｶﾞﾜﾀﾞｹ ｼﾙﾊﾞｰ ﾌﾞｯｸｽ 安川 茂雄・多川 精一他 ﾔｽｶﾜ ｼｹﾞｵ ﾀｶﾞﾜ ｾｲｲﾁ 1962 二見書房 450.00 21cm 219p Ｍ－２１ 初 附録：谷川岳と周辺地図、時刻表

309 291.3 ﾅ 谷川岳研究 ﾀﾆｶﾞﾜﾀﾞｹ ｹﾝｷｭｳ 長越 茂雄 ﾅｶﾞｺｼ ｼｹﾞｵ 1954 朋文堂 380.00 22cm 276p Ｍ－２１ 初

310 291.3 ｲ 赤城の四季 猪谷六合雄作品集 ｱｶｷﾞ ﾉ ｼｷ ｲｶﾞﾔ ｸﾆｵ ｻｸﾋﾝｼｭｳ 猪谷 六合雄 ｲｶﾞﾔ ｸﾆｵ 1944 山と渓谷社 6.00 26cm 図版、54p Ｍ－３２ 初

311 291.4 ｶ 黒部渓谷 ｸﾛﾍﾞ ｹｲｺｸ 冠 松次郎 ｶﾝﾑﾘ ﾏﾂｼﾞﾛｳ 1928 アルス 1.80 19cm 273p O-4 初

312 291.4 ｶ 黒部 ｸﾛﾍﾞ 冠 松次郎 ｶﾝﾑﾘ ﾏﾂｼﾞﾛｳ 1930 第一書房 2.50 20cm 466p,地図2枚 O-4 初 ○ 2500

313 291.4 ｶ 剱岳 ﾂﾙｷﾞﾀﾞｹ 冠 松次郎 ｶﾝﾑﾘ ﾏﾂｼﾞﾛｳ 1929 第一書房 2.50 20cm 379p,地図2枚 O-5 初 ○

314 291.4 ｶ 立山群峯 ﾀﾃﾔﾏ ｸﾞﾝﾎﾟｳ 冠 松次郎 ｶﾝﾑﾘ ﾏﾂｼﾞﾛｳ 1929 第一書房 2.50 20cm 367p,地図1枚 O-5 3

315 291.4 ﾂ 白馬岳・立山・黒部峡-登山とハイキング ｼﾛｳﾏﾀﾞｹ ﾀﾃﾔﾏ ｸﾛﾍﾞｷｮｳ ﾄｻﾞﾝ ﾄ ﾊｲｷﾝｸﾞ 綱島 定治 ﾂﾅｼﾏ ﾃｲｼﾞ 1935 地人社 1.00 20cm 162p O-9 初 付録：六万二千分一大地図

316 291.4 ﾀ 剣岳 登攀ルート解説 ﾂﾙｷﾞﾀﾞｹ ﾄｳﾊﾝ ﾙｰﾄ ｶｲｾﾂ 高須 茂・高瀬具康 ﾀｶｽ ｼｹﾞﾙ・ﾀｶｾ ﾄﾓﾔｽ 1958 築地書館 320.00 16cm 166p O-１５ 3

317 291.4 ｶ 5 黒部渓谷 コマクサ叢書５ ｸﾛﾍﾞ ｹｲｺｸ ｺﾏｸｻ ｿｳｼｮ 冠 松次郎 ｶﾝﾑﾘ ﾏﾂｼﾞﾛｳ 1957 朋文堂 280.00 19cm 286p Ｍ－１ 初

318 291.4 ｶ 8 続黒部渓谷 コマクサ叢書８ ｿﾞｸ ｸﾛﾍﾞ ｹｲｺｸ ｺﾏｸｻ ｿｳｼｮ 冠  松次郎 ｶﾝﾑﾘ ﾏﾂｼﾞﾛｳ 1958 朋文堂 300.00 19cm 322p Ｍ－１ 初

319 291.4 ﾀ 立山・劔・黒部-マウンテンガイドブックシリーズ７ ﾀﾃﾔﾏ ﾂﾙｷﾞ ｸﾛﾍﾞ ﾏｳﾝﾃﾝ ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ ｼﾘｰｽﾞ7 田辺 和雄他 ﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｵ 1956 朋文堂 130.00 19cm 109p Ｍ－５ 6

320 291.4 ﾄ 魚沼三山・奥只見・守門‐マウンテンガイドブックシリーズ２４ ｳｵﾇﾏ ｻﾝｻﾞﾝ ｵｸﾀﾀﾞﾐ ｽﾓﾝ ﾏｳﾝﾃﾝ ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ ｼﾘｰｽﾞ24 独標登行会 ﾄﾞｯﾋﾟｮｳ ﾄｺｳｶｲ 1958 朋文堂 150.00 19cm 154p Ｍ－５ 2

321 291.4 ﾑ 白山とその周辺‐マウンテンガイドブックシリーズ３０ ﾊｸｻﾝ ﾄ ｿﾉ ｼｭｳﾍﾝ ﾏｳﾝﾃﾝ ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ ｼﾘｰｽﾞ30 松村 高 ﾏﾂﾑﾗ ﾀｶｼ 1958 朋文堂 150.00 19cm 139p Ｍ－５ 初

322 291.4 ﾑ 白山とその周辺‐マウンテンガイドブックシリーズ３０ ﾊｸｻﾝ ﾄ ｿﾉ ｼｭｳﾍﾝ ﾏｳﾝﾃﾝ ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ ｼﾘｰｽﾞ30 松村 高 ﾏﾂﾑﾗ ﾀｶｼ 1960 朋文堂 150.00 19cm 140p Ｍ－５ 初

323 291.4 ｺ 国定公園白山（郷土研究シリーズ） ｺｸﾃｲ ｺｳｴﾝ ﾊｸｻﾝ ｷｮｳﾄﾞ ｹﾝｷｭｳ ｼﾘｰｽﾞ 山路の会 ﾔﾏﾐﾁ ﾉ ｶｲ 1956 石川県図書館協会 頒価不明 19cm 156p Ｍ－５ 初

324 291.4 ﾖ 立山 ﾀﾃﾔﾏ 吉沢 庄作 ﾖｼｻﾞﾜ ｼｮｳｻｸ 1925 北陸出版 1.20 19cm 194p Ｍ－５ 初

325 291.4 ｸ 黒部遊覧 ｸﾛﾍﾞ ﾕｳﾗﾝ 富山県下新川郡役所 ﾄﾔﾏｹﾝ ｼﾓﾆｲｶﾜｸﾞﾝ ﾔｸｼｮ 1922 富山県下新川郡役所 非売品 16cm 51p Ｍ－１４ 初

326 291.4 ﾀ 剣岳　登攀ルート解説 ﾂﾙｷﾞﾀﾞｹ ﾄｳﾊﾝ ﾙｰﾄ ｶｲｾﾂ 高須 茂・高瀬 具康 ﾀｶｽ ｼｹﾞﾙ ﾀｶｾ ﾄﾓﾔｽ 1956 築地書館 320.00 16×16cm 166p Ｍ－１４ 初
327 291.4 ｼ 上越の山 ｼﾞｮｳｴﾂ ﾉ ﾔﾏ 日本登行会編 ﾆﾎﾝ ﾄｳｺｳｶｲ 1937 三省堂 2.50 20cm 463p,地図8枚 Ｍ－１４ 初 附録地図8枚

328 291.4 ｶ 後立山連峯 ｳｼﾛﾀﾃﾔﾏ ﾚﾝﾎﾟｳ 冠 松次郎 ｶﾝﾑﾘ ﾏﾂｼﾞﾛｳ 1931 第一書房 2.50 20cm 434p,附録:地図1枚 Ｍ－２０ 初 ○ 1300 附録：地図1枚

329 291.4 ｶ 剣岳 ﾂﾙｷﾞﾀﾞｹ 冠 松次郎 ｶﾝﾑﾘ ﾏﾂｼﾞﾛｳ 1929 第一書房 2.50 20cm 379p,附録:地図2枚 Ｍ－２０ 初 ○ 2500 附録：地図2枚

330 291.4 ｶ 黒部 ｸﾛﾍﾞ 冠 松次郎 ｶﾝﾑﾘ ﾏﾂｼﾞﾛｳ 1930 第一書房 2.50 20cm 466p,附録:地図1枚 Ｍ－２０ 初 2500 附録:地図1枚

331 291.4 ｶ 黒部谿谷 ｸﾛﾍﾞ ｹｲｺｸ 冠 松次郎 ｶﾝﾑﾘ ﾏﾂｼﾞﾛｳ 1965 アルス 1.80 20cm 273p Ｍ－２０ 初 ○
332 291.5 ｱ 日本アルプス ﾆﾎﾝ ｱﾙﾌﾟｽ 愛場　秋文 ｱｲﾊﾞ ｼｭｳﾌﾞﾝ 1927 寶文館 2.00 23cm 240p O-２ 初

333 291.5 ｲ 富士の読本 ﾌｼﾞ ﾉ ﾄﾞｸjﾎﾝ 飯野　正太郎 ｲｲﾉ ｼｮｳﾀﾛｳ 1962 教養堂展望社 280.00 19cm 208p O-２ 初

334 291.5 ｳ 日本アルプス登山と探検 ﾆﾎﾝｱﾙﾌﾟｽ ﾄｻﾞﾝ ﾄ ﾀﾝｹﾝ ウォルター・ウエストン ｳｫﾙﾀｰ･ｳｪｽﾄﾝ 岡村 精一 1933 梓書房 2.50 20cm 361,27p O-２ 初

335 291.5 ｲ 地蔵が岳 ｼﾞｿﾞｳｶﾞﾀｹ 池田 光一郎 ｲｹﾀﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ 1969 柳生堂 1,000.00 19cm 262p O-３

336 291.5 ｵ 飛騨山川 ﾋﾀﾞ ﾔﾏｶﾜ 岡村 利平 ｵｶﾑﾗ ﾘﾍｲ 1911 住伊書店 1.50 19cm 543,62p O-4 初

337 291.5 ｶ 鳳凰山 ﾎｳｵｳｻﾞﾝ 加賀爪 鳳南 ｶｶﾞﾂﾞﾒ ﾎｳﾅﾝ 1933 ハイキング社 1.20 20cm 208p O-4 初

338 291.5 ｷ 北アルプス ｷﾀｱﾙﾌﾟｽ 小笠原勇八　他共著 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾕｳﾊﾁ 1934 三省堂 1.80 20cm 361p,地図3枚 O-4 初

339 291.5 ｶ 双六谷 ｽｺﾞﾛｸﾀﾞﾆ 冠 松次郎 ｶﾝﾑﾘ ﾏﾂｼﾞﾛｳ 1930 第一書房 2.50 20cm 412p,地図2枚 O-5 初 ○

340 291.5 ｶ 富士山の旅 ﾌｼﾞｻﾝ ﾉ ﾀﾋﾞ 冠 松次郎 ｶﾝﾑﾘ ﾏﾂｼﾞﾛｳ 1948 富士箱根厚生文化協会 180.00 19cm 266p O-5 ○
341 291.5 ｸ 上高地-登山と研究 ｶﾐｺｳﾁ ﾄｻﾞﾝ ﾄ ｹﾝｷｭｳ 熊澤 正夫 ｸﾏｻﾞﾜ ﾏｻｵ 1930 刀江書院 2.20 19cm 290p O-5 初

342 291.5 ﾌ 富士山大観 ﾌｼﾞｻﾝ ﾀｲｶﾝ 小島 烏水 ｺｼﾞﾏ ｳｽｲ 1907 如山堂書店 0.45 19cm 293p O-6 初

343 291.5 ｽ 富士登山之栞 ﾌｼﾞ ﾄｻﾞﾝ ﾉ ｼｵﾘ 静岡県駿東郡教育会 ｼｽﾞｵｶｹﾝ ｽﾝﾄｳｸﾞﾝ ｷｮｳｲｸｶｲ 1918 警眼社 1.00 19cm 223p O-7 3

344 291.5 ｽ 穂高岳　登攀ルート図集 ﾎﾀｶﾀﾞｹ ﾄｳﾊﾝ ﾙｰﾄ ｽﾞｼｭｳ 諏訪多 栄蔵 ｽﾜﾀ ｴｲｿﾞｳ 1949 朋文堂 280.00 22cm 155p O-7 初

345 291.5 ｿ 富岳志 ﾌｶﾞｸｼ 曽田 文甫（静観道人） ｿﾀﾞ ﾌﾞﾝﾎﾟ 1908 東京堂 0.60 22cm 259p O-7 初

346 291.5 ﾆ 日本アルプス登山要項 ﾆﾎﾝｱﾙﾌﾟｽ ﾄｻﾞﾝ ﾖｳｺｳ 信濃山岳会編 ｼﾅﾉ ｻﾝｶﾞｸｶｲ 1933 信濃山岳会 0.28 18cm 94p O-7 初

347 291.5 ﾀ 浅間山 ｱｻﾏﾔﾏ 長野県小諸尋常高等小学校編纂 ﾅｶﾞﾉｹﾝ ｺﾓﾛ ｼﾞﾝｼﾞｮｳ ｺｳﾄｳ ｼｮｳｶﾞｯｺｳ 1910 田中書籍出版部 1.50 23cm 412p O-8 初
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348 291.5 ﾀ 日本アルプスと秩父巡礼 ﾆﾎﾝｱﾙﾌﾟｽ ﾄ ﾁﾁﾌﾞ ｼﾞｭﾝﾚｲ 田部 重治 ﾀﾍﾞ ｼﾞｭｳｼﾞ 1923 北星堂 1.70 19cm 342p O-8 7

349 291.5 ﾂ 上高地附近-登山とハイキング ｶﾐｺｳﾁ ﾌｷﾝ  ﾄｻﾞﾝ ﾄ ﾊｲｷﾝｸﾞ 綱島 定治 ﾂﾅｼﾏ ﾃｲｼﾞ 1935 地人社 1.00 20cm 126p O-9 初 付録：三万四千分一大地図

350 291.5 ﾄ あの山この山 ｱﾉ ﾔﾏ ｺﾉ ﾔﾏ 土居 通彦 ﾄﾞｲ ﾐﾁﾋｺ 1920 磯部甲陽堂 2.50 20cm 442p O-9 初

351 291.5 ﾊ 富士山９９の謎 ﾌｼﾞｻﾝ ｷｭｳｼﾞｭｳｷｭｳ ﾉ ﾅｿﾞ 春田 俊郎 ﾊﾙﾀ ﾄｼﾛｳ 1977 産報ジャーナル 580.00 18cm 232p O-10 初

352 291.5 ﾆ 観光地図日本アルプス鳥瞰図 ｶﾝｺｳ ﾁｽﾞ ﾆﾎﾝ ｱﾙﾌﾟｽ ﾁｮｳｶﾝｽﾞ 日本交通公社 ﾆﾎﾝｺｳﾂｳｺｳｼｬ 1953 日本交通公社 60.00 19cm 1枚 O-10 初

353 291.5 ﾉ 富士案内 ﾌｼﾞ ｱﾝﾅｲ 野中 至 ﾉﾅｶ ｲﾀﾙ 1912 春陽堂 0.60 19cm 156,40p,地図1枚 O-10 4 地図「富士山絶頂之図」１枚

354 291.5 ﾆ 日本アルプス縦断記 ﾆﾎﾝ ｱﾙﾌﾟｽ ｼﾞｭｳﾀﾞﾝｷ 一戸 直蔵｛他｝ ｲﾁﾉﾍ ﾅｵｿﾞｳ 1917 大鐙閣 1.20 19cm 380p O-11 初 附録「日本アルプス縦断記附略図」1枚

355 291.5 ﾋ 日本アルプス登山案内記 ﾆﾎﾝ ｱﾙﾌﾟｽ ﾄｻﾞﾝ ｱﾝﾅｲｷ 平野 秀吉 ﾋﾗﾉ ｼｭｳｷﾁ 1930 斯文書院 1.00 18cm 201p O-11

356 291.5 ﾌ 上高地 ｶﾐｺｳﾁ 深田 久弥 ﾌｶﾀﾞ ｷｭｳﾔ 1958 修道社 480.00 22cm 259p O-11 初

357 291.5 ﾌ 富士山 ﾌｼﾞｻﾝ 深田 久弥 ﾌｶﾀﾞ ｷｭｳﾔ 1940 青木書店 3.20 20cm 503p O-11 初

358 291.5 ﾋ 不二一周 ﾌｼﾞ ｲｯｼｭｳ 平山 勝熊編 ﾋﾗﾔﾏ ｶﾂｸﾏ 1907 隆文館 1.50 27cm 79p O-１２ 初

359 291.5 ﾆ 日本アルプス ﾆﾎﾝ ｱﾙﾌﾟｽ 仲摩 照久 ﾅｶﾏ ﾃﾙﾋｻ 1930 新光社 3.00 28cm 233p O-１２ 初

360 291.5 ﾆ 日本アルプスの旅 ﾆﾎﾝ ｱﾙﾌﾟｽ ﾉ ﾀﾋﾞ 朋文堂編輯部 ﾎｳﾌﾞﾝﾄﾞｳﾍﾝｼｭｳﾌﾞ 1941 朋文堂 1.60 19cm 287p O-１３ 初

361 291.5 ﾎ 愉しかりし山 ﾀﾉｼｶﾘｼ ﾔﾏ 本多 勝一 ﾎﾝﾀﾞ ｶﾂｲﾁ 1971 仮面社 980.00 21cm 243p O-１３ 初

362 291.5 ﾎ 初めての山 ﾊｼﾞﾒﾃ ﾉ ﾔﾏ 本多 勝一 ﾎﾝﾀﾞ ｶﾂｲﾁ 1970 二見書房 800.00 20cm 272p O-１３ 4

363 291.5 ﾏ 大菩薩連嶺 ﾀﾞｲﾎﾞｻﾂ ﾚﾝﾚｲ 松井 幹雄 ﾏﾂｲ ﾐｷｵ 1929 光大社 2.50 18cm 392p O-１３ 初

364 291.5 ヨ 富士と日本アルプス ﾌｼﾞ ﾄ ﾆﾎﾝｱﾙﾌﾟｽ 横井 春野 ﾖｺｲ ﾊﾙﾉ 1924 博文館 0.80 18cm 198p O-１３ 5

365 291.5 ﾔ 上高地 ｶﾐｺｳﾁ 矢沢 米三郎 ﾔｻﾞﾜ ﾖﾈｻﾞﾌﾞﾛｳ 1929 岩波書店 2.20 20cm 87p O-１４ 2

366 291.5 ﾔ 日本アルプス登山案内 ﾆﾎﾝ ｱﾙﾌﾟｽ ﾄｻﾞﾝ ｱﾝﾅｲ 矢沢 米三郎・河野 齢蔵 ﾔｻﾞﾜ ﾖﾈｻﾌﾞﾛｳ・ｺｳﾉ ﾖﾈｿﾞｳ 1917 岩波書店 1.80 17cm 309p O-１４ 4

367 291.5 ﾔ 槍が岳の美観 ﾔﾘｶﾞﾀｹ ﾉ ﾋﾞｶﾝ 丸山 注連三郎他著 ﾏﾙﾔﾏ ｼﾒｻﾌﾞﾛｳ 1906 高美書店 1.30 23cm 218,17p O-１４ 初

368 291.5 ﾋ 日本アルプス登山案内記 ﾆﾎﾝ ｱﾙﾌﾟｽ ﾄｻﾞﾝ ｱﾝﾅｲｷ 平野 秀吉 ﾋﾗﾉ ｼｭｳｷﾁ 1931 斯文書院 1.30 18cm 201p O-１５ 初

369 291.5 ｵ 富士行 ﾌｼﾞｺｳ 大町 桂月 ｵｵﾏﾁ ｹｲｹﾞﾂ 1919 春陽堂 1.20 16cm 242p O-１５ 初

370 291.5 ﾌ 富士山麓と御岳 ﾌｼﾞｻﾝﾛｸ ﾄ ﾐﾀｹ 山梨県 ﾔﾏﾅｼｹﾝ 1926 朗月堂 1.80 18cm 138p O-１６ 3

371 291.5 ﾌ 富士山の自然界 ﾌｼﾞｻﾝ ﾉ ｼｾﾞﾝｶｲ 山梨県 ﾔﾏﾅｼｹﾝ 1925 東京寶文館 1.50 19cm 216p O-１６ 初

372 291.5 ﾌ 富士山及其の附近 山梨県山林会 山梨県山林会 1928 山梨県山林会 非売品 23cm 121p O-１７ 初

373 291.5 ﾔ 1 史跡名勝天然記念物調査報告第１集 ｼｾｷ ﾒｲｼｮｳ ﾃﾝﾈﾝ ｷﾈﾝﾌﾞﾂ ﾁｮｳｻ ﾎｳｺｸ ﾀﾞｲｲｯｼｭｳ 山梨県 ﾔﾏﾅｼｹﾝ 1925 山梨県 非売品 22cm 87p O-１７ 初

374 291.5 ﾔ 2 史跡名勝天然記念物調査報告第２集 ｼｾｷ ﾒｲｼｮｳ ﾃﾝﾈﾝ ｷﾈﾝﾌﾞﾂ ﾁｮｳｻ ﾎｳｺｸ ﾀﾞｲﾆｼｭｳ 山梨県 ﾔﾏﾅｼｹﾝ 1926 山梨県 非売品 22cm 61p O-１７ 初

375 291.5 ﾐ 南アルプス　八ヶ岳連峯 ﾐﾅﾐｱﾙﾌﾟｽ ﾔﾂｶﾞﾀｹ ﾚﾝﾎﾟｳ 渡辺 公平・細井 吉造他 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾍｲ・ﾎｿｲ ﾖｼｿﾞｳ 1935 三省堂 1.80 20cm 366p O-１７ 初

376 291.5 ｼ 白馬岳-日本山岳写真書 ｼﾛｳﾏﾀﾞｹ ﾆﾎﾝ ｻﾝｶﾞｸ ｼｬｼﾝｼｮ 塚本 閤治編 ﾂｶﾓﾄ ｺｳｼﾞ ﾍﾝ 1942 山と渓谷社 1.80 19cm 150p Ｍ－５ 2

377 291.5 ﾕ 雪の上信国境-日本山岳写真書 ﾕｷ ﾉ ｼﾞｮｳｼﾝ ｺｯｷｮｳ ﾆﾎﾝ ｻﾝｶﾞｸ ｼｬｼﾝｼｮ 塚本 閤治編 ﾂｶﾓﾄ ｺｳｼﾞ ﾍﾝ 1943 山と渓谷社 1.80 19cm 150p Ｍ－５ 3

378 291.5 ﾀ 白馬・後立山連峰-マウンテンガイドブックシリーズ２ ｼﾛｳﾏ ｳｼﾛﾀﾃﾔﾏ ﾚﾝﾎﾟｳ ﾏｳﾝﾃﾝ ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ ｼﾘｰｽﾞ2 田辺 和雄他 ﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｵ 1957 朋文堂 130.00 19cm 115p Ｍ－５ 4

379 291.5 ﾀ 志賀高原-マウンテンガイドブックシリーズ４ ﾏｳﾝﾃﾝ ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ ｼﾘｰｽﾞ4 田中 勝経 ﾀﾅｶ ｶﾂﾂﾈ 1957 朋文堂 130.00 19cm 106p,附録地図1枚 Ｍ－５ 4

380 291.5 ﾔ 菅平・鹿沢‐マウンテンガイドブックシリーズ１６ ｽｶﾞﾀﾞｲﾗ ｶｻﾞﾜ ﾏｳﾝﾃﾝ ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ ｼﾘｰｽﾞ16 山浦 国久他 ﾔﾏｳﾗ ｸﾆﾋｻ 1956 朋文堂 120.00 19cm 93p Ｍ－５ 2

381 291.5 ﾌ 富士とその周辺‐マウンテンガイドブックシリーズ１７ ﾌｼﾞ ﾄ ｿﾉ ｼｭｳﾍﾝ ﾏｳﾝﾃﾝ ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ ｼﾘｰｽﾞ17 伊藤 堅吉他 ｲﾄｳ ｹﾝｷﾁ 1956 朋文堂 130.00 19cm 116p Ｍ－５ 3

382 291.5 ｺ 妙高・戸隠・野尻湖‐マウンテンガイドブックシリーズ１８ ﾐｮｳｺｳ ﾄｶﾞｸｼ ﾉｼﾞﾘｺ ﾏｳﾝﾃﾝ ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ ｼﾘｰｽﾞ18 下平 広恵 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾋﾛｴ 1956 朋文堂 130.00 19cm 120p Ｍ－５ 初

383 291.5 ｲ 安倍川流域の山と谷‐マウンテンガイドブックシリーズ２３ ｱﾍﾞｶﾜ ﾘｭｳｲｷ ﾉ ﾔﾏ ﾄ ﾀﾆ ﾏｳﾝﾃﾝ ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ ｼﾘｰｽﾞ23 石間 信夫 ｲｼﾏ ﾉﾌﾞｵ 1957 朋文堂 130.00 19cm 130p Ｍ－５ 初

384 291.5 ｲ 安倍川流域の山と谷‐マウンテンガイドブックシリーズ２３ ｱﾍﾞｶﾜ ﾘｭｳｲｷ ﾉ ﾔﾏ ﾄ ﾀﾆ ﾏｳﾝﾃﾝ ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ ｼﾘｰｽﾞ23 石間 信夫 ｲｼﾏ ﾉﾌﾞｵ 1960 朋文堂 130.00 19cm 132p Ｍ－５ 初

385 291.5 ｱ 御岳とその周辺‐マウンテンガイドブックシリーズ３４ ﾏｳﾝﾃﾝ ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ ｼﾘｰｽﾞ 新井 清 ｱﾗｲ ｷﾖｼ 1959 朋文堂 150.00 19cm 161p Ｍ－５ 初

386 291.5 ﾁ 中央アルプス‐マウンテンガイドブックシリーズ３７ ﾁｭｳｵｳ ｱﾙﾌﾟｽ ﾏｳﾝﾃﾝ ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ ｼﾘｰｽﾞ37 中京山岳会 ﾁｭｳｷｮｳ ｻﾝｶﾞｸｶｲ 1960 朋文堂 130.00 19cm 108p Ｍ－５ 初

387 291.5 ﾀ 大菩薩とその附近（登山地図帳)  ﾀﾞｲﾎﾞｻﾂ ﾄ ｿﾉ ﾌｷﾝ ﾄｻﾞﾝ ﾁｽﾞﾁｮｳ 山と渓谷社 ﾔﾏ ﾄ ｹｲｺｸｼｬ 1955 山と渓谷社 150.00 19cm 179p Ｍ－５ 初

388 291.5 ﾔ 富士・五湖と山麓-ガイドシリーズ１３ ﾌｼﾞ ｺﾞｺ ﾄ ｻﾝﾛｸ  ｶﾞｲﾄﾞ  ｼﾘｰｽﾞ13　 矢吹勝二 ﾔﾌﾞｷ ｶﾂｼﾞ 1965 日本交通公社 150.00 19cm 77p Ｍ－５ 2

389 291.5 ｼ 白峰 甲斐駒 仙丈-アルパインガイド１９ ｼﾗﾐﾈ ｶｲｺﾏ ｾﾝｼﾞｮｳ ｱﾙﾊﾟｲﾝ ｶﾞｲﾄﾞ19 白簱  史朗 ｼﾗﾊﾀ ｼﾛｳ 1965 山と渓谷社 320.00 19cm 320p Ｍ－５ 初

390 291.5 ﾔ 南アルプス南部-アルパイン・ガイド１２ ﾐﾅﾐｱﾙﾌﾟｽ ﾅﾝﾌﾞ ｱﾙﾊﾟｲﾝ ｶﾞｲﾄﾞ12 山本 朋三郎 ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓｻﾌﾞﾛｳ 1960 山と渓谷社 150.00 18cm 190p Ｍ－５ 初

391 291.5 ｷ 南アルプス北部-アルパイン・ガイド１９ ﾐﾅﾐｱﾙﾌﾟｽ ﾎｸﾌﾞ ｱﾙﾊﾟｲﾝ ｶﾞｲﾄﾞ19 北村 武彦 ｷﾀﾑﾗ ﾀｹﾋｺ 1963 山と渓谷社 150.00 18cm 185p Ｍ－５ 初

392 291.5 ﾔ 南アルプス-アルパイン・ガイド３３ ﾐﾅﾐｱﾙﾌﾟｽ  ｱﾙﾊﾟｲﾝ ｶﾞｲﾄﾞ33 山本 朋三郎 ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓｻﾌﾞﾛｳ 1963 山と渓谷社 210.00 18cm 178p Ｍ－５ 初

393 291.5 ｵ 飛騨の山々 ﾋﾀﾞ ﾉ ﾔﾏﾔﾏ 岡本 胡伊治 ｵｶﾓﾄ ｺｲｼﾞ 1949 飛騨山岳会 120.00 18cm 131p Ｍ－５ 初

394 291.5 ﾏ 中央線に沿ふ　山と高原 ﾁｭｳｵｳｾﾝ ﾆ ｿｳ ﾔﾏ ﾄ ｺｳｹﾞﾝ 松本 重雄 ﾏﾂﾓﾄ ｼｹﾞｵ 1940 登山とスキー社 2.50 19cm 406p Ｍ－５ 初

395 291.5 ﾌ 富士山の自然界 ﾌｼﾞｻﾝ ﾉ ｼｾﾞﾝｶｲ 山梨県編纂 ﾔﾏﾅｼｹﾝ 1925 東京寶文館 1.50 19cm 216p Ｍ－５ 初
396 291.5 ｽ 穂高岳　登攀ルート図集 ﾎﾀｶﾀﾞｹ ﾄｻﾞﾝ ﾙｰﾄ ｽﾞｼｭｳ 諏訪多 栄蔵 ｽﾜﾀ ｴｲｿﾞｳ 1949 朋文堂 280.00 22cm 155p Ｍ－７ 初

397 291.5 ｱ 櫛形山とその付近 ｸｼｶﾞﾀﾔﾏ ﾄ ｿﾉ ﾌｷﾝ 甘利 亀雄 ｱﾏﾘ ｶﾒｵ 1954 櫛形山観光協会 60.00 21cm 48p Ｍ－７ 初
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398 291.5 ﾐ 南アルプス　八ヶ岳連峯 ﾐﾅﾐｱﾙﾌﾟｽ ﾔﾂｶﾞﾀｹ ﾚﾝﾎﾟｳ 渡辺 公平他共著 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾍｲ 1935 三省堂 1.80 20cm 366p,附録地図1枚 Ｍ－７ 初 ○
399 291.5 ﾏ 大菩薩連嶺 ﾀﾞｲﾎﾞｻﾂ ﾚﾝﾚｲ 松井 幹雄 ﾏﾂｲ ﾐｷｵ 1915 光大社 2.50 18cm 392p,附録地図1枚 Ｍ－８ 初

400 291.5 ｼ しなの隋想 ｼﾅﾉ ｽﾞｲｿｳ 下平 広恵 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾋﾛｴ 1956 長野県観光連盟 100.00 18cm 140p Ｍ－８ 初

401 291.5 ｶ かひ　しなの ｶｲ ｼﾅﾉ 河田 楨 ｶﾜﾀﾞ ﾐｷ 1946 山と渓谷社 25.00 19cm 250p Ｍ－８ 初

402 291.5 ｶ １日２日の山の旅 ｲﾁﾆﾁ ﾌﾂｶ ﾔﾏ ﾉ ﾀﾋﾞ 河田 楨 ｶﾜﾀﾞ ﾐｷ 1923 自彊館書店 2.30 19cm 392p Ｍ－８ 初

403 291.5 ｻ 富士と大和民族 ﾌｼﾞ ﾄ ﾔﾏﾄ ﾐﾝｿﾞｸ 佐藤 太平 ｻﾄｳ ﾀﾍｲ 1939 宮越太陽堂書房 1.20 19cm 207p Ｍ－１０ 初

404 291.5 ﾋ 八ヶ岳火山群 ﾔﾂｶﾞﾀｹ ｶｻﾞﾝｸﾞﾝ 平賀 文男 ﾋﾗｶﾞ ﾌﾐｵ 1935 成光館 1.50 20cm 313,3,4p Ｍ－１１ 2 附録八ヶ岳火山群登山図

405 291.5 ｳ 日本アルプス　登山と探検 ﾆﾎﾝ ｱﾙﾌﾟｽ ﾄｻﾞﾝ ﾄ ﾀﾝｹﾝ ｳｫﾙﾀｰ･ｳｪｽﾄﾝ ｳｫﾙﾀｰ･ｳｪｽﾄﾝ 岡村 精一 1953 創元社 285.00 19cm 255p Ｍ－１１ 初

406 291.5 ｷ 北アルプス ｷﾀｱﾙﾌﾟｽ 田部重治・熊沢復六 ﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭｳｼﾞ ｸﾏｻﾞﾜ ﾏﾀﾛｸ 1943 六芸社 2.80 19cm 372,3p Ｍ－１１ 初 4000

407 291.5 ﾂ 信濃の山 信州登山案内 ｼﾅﾉ  ﾉ ﾔﾏ ｼﾝｼｭｳ ﾄｻﾞﾝ ｱﾝﾅｲ 津島壱城 ﾂｼﾏ ｲﾁｼﾞｮｳ 1917 松陽堂書店 0.35 15cm 186p Ｍ－１４ 初

408 291.5 ｷ 北アルプス‐カラーガイド ｷﾀｱﾙﾌﾟｽ ｶﾗｰ ｶﾞｲﾄﾞ 渡辺 公平・船越 好文 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾍｲ ﾌﾅｺｼ ﾖｼﾌﾐ 1963 保育社 200.00 15cm 153p Ｍ－１４ 初 ○

409 B 291.5 ﾌ 富士山‐山渓文庫 ﾌｼﾞｻﾝ ﾔﾏｹｲ ﾌﾞﾝｺ 山本 三郎・川崎 隆章 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾌﾞﾛｳ ｶﾜｻｷ ﾀｶｱｷ 1963 山と渓谷社 230.00 15cm 220p Ｍ－１４ 初

410 291.5 ﾌ 富士山案内 ﾌｼﾞｻﾝ ｱﾝﾅｲ 山梨県南都留郡教育支会 ﾔﾏﾅｼｹﾝ ﾐﾅﾐﾂﾙｸﾞﾝ ｷｮｳｲｸｼﾌﾞｶｲ 1914 東京堂 0.40 15cm 280,6p Ｍ－１４ 2

411 291.5 ﾅ 白峰・仙丈・駒・鳳凰 ｼﾗﾐﾈ ｾﾝｼﾞｮｳ ｺﾏ ﾎｳｵｳ 内藤 八郎 ﾅｲﾄｳ ﾊﾁﾛｳ 1940 三省堂 0.70 16cm 106p Ｍ－１４ 初

412 291.5 ﾔ 中央アルプス・乗鞍・御岳 ﾁｭｳｵｳ ｱﾙﾌﾟｽ ﾉﾘｸﾗ ｵﾝﾀｹ 山下 一夫 ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞｵ 1940 三省堂 0.70 16cm 111p Ｍ－１４ 初

413 291.5 ﾋ 南アルプスと其の渓谷 時間記録と費用概算 ﾐﾅﾐｱﾙﾌﾟｽ ﾄ ｿﾉ ｹｲｺｸ ｼﾞｶﾝ ｷﾛｸ ﾄ ｿﾉ ﾋﾖｳ ｶﾞｲｻﾝ 平賀 文男 ﾋﾗｶﾞ ﾌﾐｵ 1931 朋文堂 1.00 17cm 266p Ｍ－１４ 5

414 291.5 ﾖ 富士と日本アルプス ﾌｼﾞ ﾄ ﾆﾎﾝ ｱﾙﾌﾟｽ 横井 春野 ﾖｺｲ ﾊﾙﾉ 1919 博文館 0.65 18cm 198p Ｍ－１４ 初

415 291.5 ｼ 甲斐の山々 ｶｲ ﾉ ﾔﾏﾔﾏ 島田 武 ｼﾏﾀﾞ ﾀｹｼ 1943 朋文堂 1.06 17cm 213p Ｍ－１４ 2

416 291.5 ﾆ 日本アルプス白馬岳登山案内 ﾆﾎﾝ ｱﾙﾌﾟｽ ｼﾛｳﾏﾀﾞｹ ﾄｻﾞﾝ ｱﾝﾅｲ 高山館編 ﾀｶﾔﾏｶﾝ 1919 梅津書店 0.55 17cm 148p Ｍ－１４ 初

417 291.5 ﾔ 日本アルプス登山案内 ﾆﾎﾝ ｱﾙﾌﾟｽ ﾄｻﾞﾝ ｱﾝﾅｲ 矢澤 米三郎・河野 齢蔵 ﾔｻﾞﾜ ﾖﾈｻﾌﾞﾛｳ ｺｳﾉ ﾚｲｿﾞｳ 1916 岩波書店 1.00 17cm 242p Ｍ－１４ 初

418 291.5 ﾆ 日本北アルプス登山案内 ﾆﾎﾝ ｷﾀ ｱﾙﾌﾟｽ ﾄｻﾞﾝ ｱﾝﾅｲ 鉄道省 ﾃﾂﾄﾞｳｼｮｳ 1924 博文館 1.00 18cm 162p Ｍ－１４ 2

419 291.5 ﾑ 木曽の神秘境-附 甲州身延山 ｷｿ ﾉ ｼﾝﾋﾟｷｮｳ ﾌ ｺｳｼｭｳ ﾐﾉﾌﾞｻﾝ 村井 弦齊 ﾑﾗｲ ｹﾞﾝｻｲ 1920 実業之日本社 1.70 18cm 207p Ｍ－１４ 初

420 291.5 ﾔ 山みち 山梨県内のハイキングコース ﾔﾏﾐﾁ ﾔﾏﾅｼｹﾝﾅｲ ﾉ ﾊｲｷﾝｸﾞ ｺｰｽ 山梨日日新聞社 ﾔﾏﾅｼﾆﾁﾆﾁｼﾝﾌﾞﾝｼｬ 1975 山梨日日新聞社 650.00 19cm 195p Ｍ－１４ 初

421 291.5 ｲ 富士の読本 ﾌｼﾞ ﾉ ﾄﾞｸﾎﾝ 飯野 正太郎 ｲｲﾉ ｼｮｳﾀﾛｳ 1962 教養堂展望社 280.00 19cm 208p Ｍ－１４ 初 ○

422 291.5 ｻ 日本南アルプスと自然界 ﾆﾎﾝ ﾐﾅﾐｱﾙﾌﾟｽ ﾄ ｼｾﾞﾝｶｲ 流石 英治 ｻｽｶﾞ ｴｲｼﾞ 1929 朗月堂 1.80 19cm 307p Ｍ－１４ 初

423 291.5 ﾆ 日本南アルプスと大井川 ﾆﾎﾝ ﾐﾅﾐｱﾙﾌﾟｽ ﾄ ｵｵｲｶﾞﾜ 蘭契会編 ﾗﾝｹｲｶｲ 1930 島田保勝会 0.80 11×２０ｃｍ 150p Ｍ－１７ 3

424 291.5 ﾏ 山登り ﾔﾏﾉﾎﾞﾘ 松永 安左エ門 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾔｽｻﾞｴﾓﾝ 1920 巧芸社 1.50 19cm 153,41p Ｍ－２０ 初 38/140

425 291.5 ｶ 富士山の旅 ﾌｼﾞｻﾝ ﾉ ﾀﾋﾞ 冠 松次郎 ｶﾝﾑﾘ ﾏﾂｼﾞﾛｳ 1949 富士箱根厚生文化協会 180.00 19cm 265p Ｍ－２０ 初

426 291.5 ｶ 双六谷 ｽｺﾞﾛｸﾀﾞﾆ 冠 松次郎 ｶﾝﾑﾘ ﾏﾂｼﾞﾛｳ 1930 第一書房 2.50 20cm 412p,附録:地図1枚 Ｍ－２０ 初 ○ 2000 附録：地図1枚

427 291.5 ｶ 白馬連峯と高瀬渓谷 ｼﾛｳﾏ ﾚﾝﾎﾟｳ ﾄ ﾀｶｾ ｹｲｺｸ 冠 松次郎 ｶﾝﾑﾘ ﾏﾂｼﾞﾛｳ 1935 梓書房 2.50 21cm 397p Ｍ－２０ 2

428 291.5 ﾔ 1 八ヶ岳研究　上　限定版 ﾔﾂｶﾞﾀｹ ｹﾝｷｭｳ ｼﾞｮｳ ｹﾞﾝﾃｲ ﾊﾞﾝ 独標登行会 ﾄﾞｯﾋﾟｮｳ ﾄｺｳｶｲ 1963 朋文堂 2000.00 22cm 403p Ｍ－２１ 初 ○ 38/140

429 291.5 ﾔ 1 八ヶ岳研究　上 ﾔﾂｶﾞﾀｹ ｹﾝｷｭｳ ｼﾞｮｳ 独標登行会 ﾄﾞｯﾋﾟｮｳ ﾄｺｳｶｲ 1963 朋文堂 900.00 22cm 403p Ｍ－２１ 初

430 291.5 ﾔ 山なみを追うて ﾔﾏﾅﾐ ｵ ｵｳﾃ 佐藤 貢 ｻﾄｳ ﾐﾂｷﾞ 1957 信濃山の会 380.00 22cm 360p Ｍ－２３ 初

431 291.5 ｲ 穂高に生きる ﾎﾀﾞｶ ﾆ ｲｷﾙ 今田 重太郎 ｲﾏﾀﾞ ｼﾞｭｳﾀﾛｳ 1974 読売新聞 750.00 19cm 300p Ｍ－２３ 初

432 291.5 ｺ 不二一周 ﾌｼﾞ ｲｯｼｭｳ 国府 犀東 ｺｸﾌﾞ ｻｲﾄｳ 1907 隆文館 1.50 27cm 79p Ｍ－２５ 初

433 291.5 ﾚ 霊峯富士 ﾚｲﾎｳ ﾌｼﾞ 教育学術研究會編 ｷｮｳｲｸ ｶﾞｸｼﾞｭﾂ ｹﾝｷｭｳｶｲ 1927 同文館 1.20 26cm 168p Ｍ－２５ 初

434 291.5 ｳ 極東の遊歩場 ｷｮｳｸﾄｳ ﾉ ﾕｳﾎｼﾞｮｳ ウォルター・ウェストン ｳｫﾙﾀ‐ ･ｳｪｽﾄﾝ 岡村 精一 1970 山と渓谷社 1500.00 22cm 336p Ｍ－２７ 初

435 291.5 ﾄ あの山この山 ｱﾉ ﾔﾏ ｺﾉ ﾔﾏ 土居 通彦 ﾄﾞｲ ﾐﾁﾋｺ 1920 磯部甲陽堂 2.50 20cm 442p Ｍ－３０ 初

436 291.5 ｶ 日本アルプス大観 ﾆﾎﾝ ｱﾙﾌﾟｽ ﾀｲｶﾝ 冠 松次郎 ｶﾝﾑﾘ ﾏﾂｼﾞﾛｳ 1931 木星社書院 3.70 27cm 1冊 Ｍ－３２ 初 ○ 附録：日本アルプス大観図、解説10p

437 F 291.5 ｳ Mountaineering and exploration in the Japanese Alps（復刻日本の山岳名著） Mountaineering and exploration in the Japanese Alps（ﾌｯｺｸ ﾆﾎﾝ ﾉ ｻﾝｶﾞｸ ﾒｲﾁｮ） ウォルター・ウェストン　日本山岳会編 ｳｫﾙﾀｰ･ｳｪｽﾄﾝ ﾆﾎﾝ ｻﾝｶﾞｸｶｲ 1975 大修館 25cm 346p Ｍ－３２ 初 復刻

438 291.5 ﾔ やまなし 光と風と山と ﾔﾏﾅｼ ﾋｶﾘ ﾄ ｶｾﾞ ﾄ ﾔﾏ ﾄ 山梨県広聴広報課企画・編集 ﾔﾏﾅｼｹﾝ ｺｳﾁｮｳ ｺｳﾎｳｶ 1986 山梨県 頒価不明 31cm 198p Ｍ－３２ 初

439 291.5 ｱ 芦安村誌 ｱｼﾔｽｿﾝｼ 芦安村編集 ｱｼﾔｽﾑﾗ 1994 芦安村 非売品       27cm 1226p ２１８ 初版
440 291.5 ｸ 櫛形町誌 ｸｼﾞｶﾞﾀﾁｮｳｼ 櫛形町誌編纂委員会 ｸｼｶﾞﾀﾁｮｳｼ ﾍﾝｻﾝ ｲｲﾝｶｲ 1966 櫛形町役場 非売品 22cm 1856p ２１８ 初版

441 291.5 ｸ 櫛形町誌資料編 ｸｼﾞｶﾞﾀﾁｮｳｼ ｼﾘｮｳﾍﾝ 櫛形町誌編纂委員会 ｸｼｶﾞﾀﾁｮｳｼ ﾍﾝｻﾝ ｲｲﾝｶｲ 1966 櫛形町役場 非売品 22cm 706p ２１８ 初版

442 291.5 ｺ 甲西町誌 ｺｳｻｲﾁｮｳｼ 甲西町誌編纂委員会 ｺｳｻｲﾁｮｳｼ ﾍﾝｻﾝ ｲｲﾝｶｲ 1973 甲西町役場 非売品 27cm 1917p ２１８ 初版

443 291.5 ｺ 甲西町誌資料編 ｺｳｻｲﾁｮｳｼ 甲西町誌編纂委員会 ｺｳｻｲﾁｮｳｼ ﾍﾝｻﾝ ｲｲﾝｶｲ 1973 甲西町役場 非売品 27cm 310p ２１８ 初版

444 291.5 ｼ 白根町誌 ｼﾗﾈﾁｮｳｼ 白根町誌編纂委員会 ｼﾗﾈﾁｮｳｼ ﾍﾝｻﾝ ｲｲﾝｶｲ 1969 白根町役場 非売品 27cm 1455p ２１８ 初版

445 291.5 ｼ 白根町誌資料編 ｼﾗﾈﾁｮｳｼ ｼﾘｮｳﾍﾝ 白根町誌編纂委員会 ｼﾗﾈﾁｮｳｼ ﾍﾝｻﾝ ｲｲﾝｶｲ 1969 白根町役場 非売品 27cm 539p ２１８ 初版

446 291.5 ﾊ 八田村誌 ﾊｯﾀｿﾝｼ 八田村編集 ﾊｯﾀﾑﾗ 1972 八田村役場 非売品 22cm 1024p ２１８ 初版

447 291.5 ﾊ 八田村誌 ﾊｯﾀｿﾝｼ 八田村編集 ﾊｯﾀﾑﾗ 2003 八田村 非売品 27cm 1056p ２１８ 初版
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448 291.5 ﾜ 若草町誌 ﾜｶｸｻﾁｮｳｼ 若草町誌編纂委員会 ﾜｶｸｻﾁｮｳｼ ﾍﾝｻﾝ ｲｲﾝｶｲ 1990 若草町 非売品 27cm 1610p ２１８ 初版

449 291.5 ｲ 一宮町誌 ｲﾁﾉﾐﾔ ﾁｮｳｼ 一宮町誌編纂委員会 ｲﾁﾉﾐﾔﾁｮｳｼ ﾍﾝｻﾝ ｲｲﾝｶｲ 1967 一宮町役場 非売品 27cm 1453p ２１８ 初版

450 291.5 ｲ 一宮町誌資料編 ｲﾁﾉﾐﾔ ﾁｮｳｼ ｼﾘｮｳﾍﾝ 一宮町誌編纂委員会 ｲﾁﾉﾐﾔﾁｮｳｼ ﾍﾝｻﾝ ｲｲﾝｶｲ 1968 一宮町役場 非売品 27cm 477p ２１８ 初版

451 291.5 ｵ 1 大泉村誌　上 ｵｵｲｽﾞﾐｿﾝｼ ｼﾞｮｳ 大泉村誌編纂委員会 ｵｵｲｽﾞﾐｿﾝｼ ﾍﾝｻﾝ ｲｲﾝｶｲ 1989 大泉村 非売品 22cm 1160p ２１８ 初版

452 291.5 ｵ 2 大泉村誌　下 ｵｵｲｽﾞﾐｿﾝｼ ｹﾞ 大泉村誌編纂委員会 ｵｵｲｽﾞﾐｿﾝｼ ﾍﾝｻﾝ ｲｲﾝｶｲ 1989 大泉村 非売品 22cm 1140p ２２２ 初版

453 291.5 ｵ 2 忍野村誌 ｵｼﾉｿﾝｼ 忍野村編集 ｵｼﾉﾑﾗ 1989 忍野村 非売品 27cm 910p ２２２ 初版

454 291.5 ｶ 春日居町誌 ｶｽｶﾞｲﾁｮｳｼ 春日居町誌編纂委員会 ｶｽｶﾞｲﾁｮｳｼ ﾍﾝｻﾝ ｲｲﾝｶｲ 1988 春日居町 非売品 27cm 1419p ２２２ 初版

455 291.5 ｶ 勝沼町誌 ｶﾂﾇﾏﾁｮｳｼ 勝沼町誌編纂委員会 ｶﾂﾇﾏﾁｮｳｼ ﾍﾝｻﾝ ｲｲﾝｶｲ 1962 勝沼町役場 非売品 26cm 1435p ２２２ 初版

456 291.5 ｼ 敷島町誌 ｼｷｼﾏﾁｮｳｼ 敷島町編集 ｼｷｼﾏﾁｮｳ 1966 敷島町役場 非売品 27cm 1223p ２２２ 初版

457 291.5 ｽ 須玉町誌 ｽﾀﾏﾁｮｳｼ 須玉町誌編纂委員会 ｽﾀﾏﾁｮｳｼ ﾍﾝｻﾝ ｲｲﾝｶｲ 1975 須玉町役場 非売品 22cm 1902p ２２２ 初版

458 291.5 ﾀ 1 高根町誌 通史編 上巻 ﾀｶﾈﾁｮｳｼ ﾂｳｼﾍﾝ ｼﾞｮｳｶﾝ 高根町編集 ﾀｶﾈﾁｮｳ 1990 高根町 非売品 27cm 953p ２２２ 初版

459 291.5 ﾅ 南部町誌 ﾅﾝﾌﾞﾁｮｳｼ 南部町誌編纂審議委員会 ﾅﾝﾌﾞﾁｮｳｼ ﾍﾝｻﾝ ｼﾝｷﾞ ｲｲﾝｶｲ 1964 南部町役場 非売品 22cm 1009p ２２２ 初版

460 291.5 ﾆ 1 韮崎市誌 上巻 ﾆﾗｻｷｼｼ ｼﾞｮｳｶﾝ 韮崎市誌編纂専門委員会 ﾆﾗｻｷｼｼ ﾍﾝｻﾝ ｾﾝﾓﾝ ｲｲﾝｶｲ 1978 韮崎市役所 非売品 27cm 641p ２２２ 初版

461 291.5 ﾆ 2 韮崎市誌 中巻 ﾆﾗｻｷｼｼ ﾁｭｳｶﾝ 韮崎市誌編纂専門委員会 ﾆﾗｻｷｼｼ ﾍﾝｻﾝ ｾﾝﾓﾝ ｲｲﾝｶｲ 1978 韮崎市役所 非売品 27cm 758p ２１９ 初版

462 291.5 ﾆ 3 韮崎市誌 下巻 ﾆﾗｻｷｼｼ ｹﾞｶﾝ 韮崎市誌編纂専門委員会 ﾆﾗｻｷｼｼ ﾍﾝｻﾝ ｾﾝﾓﾝ ｲｲﾝｶｲ 1979 韮崎市役所 非売品 27cm 816p ２１９ 初版

463 291.5 ﾆ 韮崎市誌 資料編 ﾆﾗｻｷｼｼ ｼﾘｮｳﾍﾝ 韮崎市誌編纂専門委員会 ﾆﾗｻｷｼｼ ﾍﾝｻﾝ ｾﾝﾓﾝ ｲｲﾝｶｲ 1979 韮崎市役所 非売品 27cm 696p ２１９ 初版 附録：年貢一覧表（20枚）

464 291.5 ﾐ 御坂町誌 本誌編 ﾐｻｶﾁｮｳｼ ﾎﾝｼﾍﾝ 御坂町誌編纂委員会 ﾐｻｶﾁｮｳｼ ﾍﾝｻﾝ ｲｲﾝｶｲ 1971 御坂町役場 非売品 27cm 1909p ２１９ 初版

465 291.5 ﾐ 御坂町誌 資料編 ﾐｻｶﾁｮｳｼ ｼﾘｮｳﾍﾝ 御坂町誌編纂委員会 ﾐｻｶﾁｮｳｼ ﾍﾝｻﾝ ｲｲﾝｶｲ 1972 御坂町役場 非売品 27cm 611p ２１９ 初版

466 291.5 ﾐ 三珠町誌 ﾐﾀﾏﾁｮｳｼ 三珠町誌編纂委員会 ﾐﾀﾏﾁｮｳｼ ﾍﾝｻﾝ ｲｲﾝｶｲ 1980 三珠町役場 非売品 27cm 1497p ２１９ 初版

467 291.5 ﾐ 身延町誌 ﾐﾉﾌﾞﾁｮｳｼ 身延町誌編集委員会 ﾐﾉﾌﾞﾁｮｳｼ ﾍﾝｼｭｳ ｲｲﾝｶｲ 1970 身延町役場 非売品 27cm 1262p ２１９ 初版

468 291.5 ﾑ 1 武川村誌 上 ﾑｶﾜｿﾝｼ ｼﾞｮｳ 武川村誌編纂委員会 ﾑｶﾜｿﾝｼ ﾍﾝｻﾝ ｲｲﾝｶｲ 1986 武川村 非売品 27cm 1123p ２１９ 初版

469 291.5 ﾑ 2 武川村誌 下 ﾑｶﾜｿﾝｼ ｹﾞ 武川村誌編纂委員会 ﾑｶﾜｿﾝｼ ﾍﾝｻﾝ ｲｲﾝｶｲ 1986 武川村 非売品 27cm 1005p ２１９ 初版

470 291.5 ﾑ 武川村誌 資料編 ﾑｶﾜｿﾝｼ ｼﾘｮｳﾍﾝ 武川村誌編纂委員会 ﾑｶﾜｿﾝｼ ﾍﾝｻﾝ ｲｲﾝｶｲ 1989 武川村 非売品 27cm 780p ２１９ 初版

471 291.5 ﾊ 白州町誌 ﾊｸｼｭｳﾁｮｳｼ 白州町誌編纂委員会 ﾊｸｼｭｳﾁｮｳｼ ﾍﾝｻﾝ ｲｲﾝｶｲ 1986 白州町役場 非売品 27cm 1466p ２１９ 初版

472 291.5 ﾊ 白州町誌 資料編 ﾊｸｼｭｳﾁｮｳｼ ｼﾘｮｳﾍﾝ 白州町誌編纂委員会 ﾊｸｼｭｳﾁｮｳｼ ﾍﾝｻﾝ ｲｲﾝｶｲ 1986 白州町役場 非売品 27cm 583p ２１９ 初版

473 291.5 ﾊ 早川町誌 ﾊﾔｶﾜﾁｮｳｼ 早川町教育委員会 ﾊﾔｶﾜﾁｮｳ ｷｮｳｲｸ ｲｲﾝｶｲ 1980 早川町編纂委員会 非売品 22cm 1670p ２１９ 初版 附録：早川の方言（ソノシート2枚）

474 291.5 ﾔ 1 八代町誌 上巻 ﾔﾂｼﾛﾁｮｳｼ ｼﾞｮｳｶﾝ 八代町誌編纂室 ﾔﾂｼﾛﾁｮｳｼ ﾍﾝｻﾝ ｼﾂ 1975 八代町役場 非売品 27cm 1519p ２２３ 初版

475 291.5 ﾔ 2 八代町誌 下巻 ﾔﾂｼﾛﾁｮｳｼ ｹﾞｶﾝ 八代町誌編纂室 ﾔﾂｼﾛﾁｮｳｼ ﾍﾝｻﾝ ｼﾂ 1976 八代町役場 非売品 27cm 1329p ２２３ 初版

476 291.5 ﾔ 1 山梨県市郡村誌 上巻（復刻版） ﾔﾏﾅｼｹﾝ ｼｸﾞﾝｿﾝｼ 久保田 政弘・島崎 博則編纂 ｸﾎﾞﾀ ﾏｻﾋﾛ ｼﾏｻﾞｷ ﾋﾛﾉﾘ 1985 千秋社 12000.00 22cm 1032p ２２３ 初版 附録：甲斐国郡分絵図

477 291.5 ﾔ 2 山梨県市郡村誌 中巻（復刻版） ﾔﾏﾅｼｹﾝ ｼｸﾞﾝｿﾝｼ 島崎 博則編纂 ｼﾏｻﾞｷ ﾋﾛﾉﾘ 1985 千秋社 12000.00 22cm 1085p ２２３ 初版

478 291.5 ﾔ 3 山梨県市郡村誌 下巻（復刻版） ﾔﾏﾅｼｹﾝ ｼｸﾞﾝｿﾝｼ 島崎 博則編纂 ｼﾏｻﾞｷ ﾋﾛﾉﾘ 1985 千秋社 12000.00 22cm 870p ２２３ 初版

479 R 291.5 ﾔ 山梨百科事典 ﾔﾏﾅｼ ﾋｬｯｶ ｼﾞﾃﾝ 1972 山梨日日新聞社 9000.00 27cm 885p ２２３ 初版

480 291.6 ﾀ 六甲 ﾛｯｺｳ 竹中　靖一 ﾀｹﾅｶ ﾔｽｶｽﾞ 1933 朋文堂 3.50 23cm 437p,附〔六甲山の地名と登路〕1枚 O-8 初

481 291.6 ﾅ 大峰山脈と其渓谷 ｵｵﾐﾈ ｻﾝﾐｬｸ ﾄ ｿﾉ ｹｲｺｸ 中川秀次・冨川清太郎共著 ﾅｶｶﾞﾜ ｼｭｳｼﾞ・ﾌｶﾜ ｾｲﾀﾛｳ 1934 朋文堂 2.50 20cm 413,11p O-9 初 地図8枚

482 291.6 ｽ 近畿の山と谷-時間記録と費用概算 ｷﾝｷ ﾉ ﾔﾏ ﾄ ﾀﾆ  ｼﾞｶﾝ ｷﾛｸ ﾄ ﾋﾖｳ ｶﾞｲｻﾝ 住友山岳会 ｽﾐﾄﾓｻﾝｶﾞｸｶｲ 1933 朋文堂 1.20 17cm 365p O-１５ 12
483 291.6 ﾅ 大峯の山と谷‐マウンテンガイドブックシリーズ２１ ｵｵﾀﾆ ﾉ ﾔﾏ  ﾄ ﾀﾆ ﾏｳﾝﾃﾝ ガイドブック21 仲西 政一郎 ﾅｶﾆｼ ｾｲｲﾁﾛｳ 1957 朋文堂 130.00 19cm 126p Ｍ－５ 初

484 291.6 ｵ 大台ケ原山-世界の名山- ｵｵﾀﾞｲｶﾞﾊﾗｻﾞﾝ ｾｶｲ ﾉ ﾒｲｻﾞﾝ 岡本 勇治編 ｵｶﾓﾄ ﾕｳｼﾞ 1923 大台教会本部 1.00 19cm 287p Ｍ－５ 初

485 291.6 ｷ 近畿の登山 ｷﾝｷ ﾉ ﾄｻﾞﾝ 近畿登山研究会 ｷﾝｷ ﾄｻﾞﾝ ｹﾝｷｭｳｶｲ 1924 ヤナギ会 1.50 16cm 15,13,310,20p Ｍ－１４ 7

486 291.6 ｽ 近畿の山と谷 時間記録と費用概算 ｷﾝｷ ﾉ ﾔﾏ ﾄ ﾀﾆ ｼﾞｶﾝ ｷﾛｸ ﾄ ｿﾉ ﾋﾖｳ ｶﾞｲｻﾝ 住友山岳会 ｽﾐﾄﾓ ｻﾝｶﾞｸｶｲ 1932 朋文堂 1.20 17cm 356p Ｍ－１４ 初 ○

487 291.6 ｵ 道つれ　第一輯 わらぢ会旅行集 ﾐﾁｽﾞﾚ ﾀﾞｲｲｯｼｭｳ ﾜﾗｼﾞｶｲ ﾘｮｺｳｼｭｳ 大阪探勝わらじ会 ｵｵｻｶ ﾀﾝｼｮｳ ﾜﾗｼﾞｶｲ 1922 日下伊兵衛 1.00 18cm 360p Ｍ－１４ 2

488 291.6 ｽ 近畿の山と谷 ｷﾝｷ ﾉ ﾔﾏ ﾄ ﾀﾆ 住友山岳会 ｽﾐﾄﾓ ｻﾝｶﾞｸｶｲ 1936 朋文堂 1.80 20cm 547p Ｍ－１４ 初 5000

489 291.6 ｸ 熊野めぐ里 ｸﾏﾉ ﾒｸﾞﾘ 南紀保勝協会 ﾅﾝｷ ﾎｼｮｳ ｷｮｳｶｲ 1926 南紀保勝協会 0.50 11×２０ｃｍ 76p Ｍ－１７ 初

490 291.7 ｱ 秋吉台物語 ｱｷﾖｼﾀﾞｲ ﾓﾉｶﾞﾀﾘ 今田 勉 ｲﾏﾀﾞ ﾂﾄﾑ 1962 秋吉町 頒価不明 16×22cm 57p Ｍ－７ 2

491 291.7 ｱ 秋吉台物語 ｱｷﾖｼﾀﾞｲ ﾓﾉｶﾞﾀﾘ 今田 勉 ｲﾏﾀﾞ ﾂﾄﾑ 1962 秋吉町 頒価不明 16×22cm 57p Ｍ－７ 2

492 291.7 ｱ 秋吉台物語 ｱｷﾖｼﾀﾞｲ ﾓﾉｶﾞﾀﾘ 今田 勉 ｲﾏﾀﾞ ﾂﾄﾑ 1962 秋吉町 頒価不明 16×22cm 57p Ｍ－７ 2

493 291.8 ﾏ 四国の山と谷‐マウンテンガイドブックシリーズ３２ ｼｺｸ ﾉ ﾔﾏ ﾄ ﾀﾆ ﾏｳﾝﾃﾝ ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ ｼﾘｰｽﾞ32 松長 晴利 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾊﾙﾄｼ 1959 朋文堂 150.00 19cm 140p Ｍ－５ 初

494 291.9 ｳ 祖母岳 ｳﾊﾞﾀﾞｹ 百渓　禄郎太 ﾓﾓﾀﾆ ﾛｸﾛｳﾀ 1932 朋文堂 1.50 20cm 119p O-11 2

495 291.9 ｸ 楠郷山誌 ｸｽﾆｵｷｺﾞｳ ｻﾝｼ 南九州山岳会 ﾐﾅﾐｷｭｳｼｭｳｻﾝｶﾞｸｶｲ 1926 白鳳社 3.50 23cm 357p O-１４ 初

496 291.9 ｷ 九州の山々-時間記録と費用概算  ｷｭｳｼｭｳ ﾉ ﾔﾏﾔﾏ ｼﾞｶﾝ ｷﾛｸ ﾄ ﾋﾖｳ ｶﾞｲｻﾝ 北田 正三 ｷﾀﾀﾞ ｼｮｳｿﾞｳ 1932 朋文堂 1.20 17cm 280p O-１５ 3

497 291.9 ｲ 九州アルプスと阿蘇登山 ｷｭｳｼｭｳｱﾙﾌﾟｽ ﾄ ｱｿ ﾄｻﾞﾝ 岩井 尊光編 ｲﾜｲ ｿﾝｺｳ 1928 大阪商船 頒価不明 19cm 19p Ｍ－５ 初
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498 291.9 ﾊ 九州の山旅 ｷｭｳｼｭｳ ﾉ ﾔﾏﾀﾋﾞ 橋本 三八 ﾊｼﾓﾄ ｻﾝﾊﾟﾁ 1954 朋文堂 160.00 18cm 197p Ｍ－１４ 2 ○

499 291.9 ｸ 楠郷山誌 ｸｽﾉｷｺﾞｳ ｻﾝｼ 南九州山岳会編 ﾐﾅﾐｷｭｳｼｭｳ ｻﾝｶﾞｸｶｲ 1926 白鳳社 3.50 23cm 357p Ｍ－２１ 初

500 292 ﾏ 1 東方見聞録　　１ ﾄｳﾎｳ ｹﾝﾌﾞﾝﾛｸ マルコ・ポーロ ﾏﾙｺ･ﾎﾟｰﾛ 愛宕 松男 1994 平凡社 2800.00 18cm 16,358p S-１３ 東洋文庫１５８

501 292 ﾏ 2 東方見聞録　　２ ﾄｳﾎｳ ｹﾝﾌﾞﾝﾛｸ マルコ・ポーロ ﾏﾙｺ･ﾎﾟｰﾛ 愛宕 松男 1994 平凡社 2800.00 18cm 9,350,16p S-１３ 東洋文庫１８３

502 292 ｾ 1 西域探検紀行全集１‐ユーラシア横断紀行 ｾｲｲｷ ﾀﾝｹﾝ ｷｺｳ ｾﾞﾝｼｭｳ‐ﾕｰﾗｼｱ ｵｳﾀﾞﾝ ｷｺｳ アトキンソン・トマス ｱﾄｷﾝｿﾝ・ﾄﾏｽ 水口 志計夫 1966 白水社 850.00 20cm 439p S-１４

503 292 ｾ 2 西域探検紀行全集２‐黄河源流からロブ湖へ ｾｲｲｷ ﾀﾝｹﾝ ｷｺｳ ｾﾞﾝｼｭｳ‐ｺｳｶﾞ ｹﾞﾝﾘｭｳ ｶﾗ ﾛﾌﾞｺ ｴ ブルジェワルスキー、ニコライ・ミハイロヴィチ ﾌﾞﾙｼﾞｪﾜﾙｽｷｰ､ﾆｺﾗｲ・ﾐﾊｲﾛｳﾞｨﾁ 加藤 九祚 1867 白水社 850.00 20cm 334p S-１４

504 292 ｾ 3 西域探検紀行全集３‐西ﾄﾙｷｽﾀﾝへの旅（上） ｾｲｲｷ ﾀﾝｹﾝ ｷｺｳ ｾﾞﾝｼｭｳ‐ﾆｼﾄﾙｷｽﾀﾝ ｴﾉ ﾀﾋﾞ ランスデル・アンリ ﾗﾝｽﾃﾞﾙ･ｱﾝﾘ 大場 正史 1968 白水社 850.00 20cm 316p S-１４

505 292 ｾ 4 西域探検紀行全集４‐西ﾄﾙｷｽﾀﾝへの旅（下） ｾｲｲｷ ﾀﾝｹﾝ ｷｺｳ ｾﾞﾝｼｭｳ‐ﾆｼﾄﾙｷｽﾀﾝ ｴﾉ ﾀﾋﾞ ランスデル・アンリ ﾗﾝｽﾃﾞﾙ･ｱﾝﾘ 大場 正史 1968 白水社 850.00 20cm 293p S-１４

506 292 ｾ 5 西域探検紀行全集５‐カラコルムを越えて ｾｲｲｷ ﾀﾝｹﾝ ｷｺｳ ｾﾞﾝｼｭｳ‐ｶﾗｺﾙﾑ ｵ ｺｴﾃ ヤングハズバンド、フランシス・エドワード ﾔﾝｸﾞﾊｽﾞﾊﾞﾝﾄﾞ、ﾌﾗﾝｼｽ･ｴﾄﾞﾜｰﾄﾞ 石 一郎 1966 白水社 780.00 20cm 381p S-１４

507 292 ｾ 6 西域探検紀行全集６‐内陸アジア縦断 ｾｲｲｷ ﾀﾝｹﾝ ｷｺｳ ｾﾞﾝｼｭｳ‐ﾅｲﾘｸ ｱｼﾞｱ ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ボンヴァロ、ガブリエル ﾎﾞﾝｳﾞｧﾛ､ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ 朝比奈 誼 1967 白水社 950.00 20cm 446p S-１４

508 292 ｾ 7 西域探検紀行全集７‐チベット旅行記 ｾｲｲｷ ﾀﾝｹﾝ ｷｺｳ ｾﾞﾝｼｭｳ‐ﾁﾍﾞｯﾄ ﾘｮｺｳｷ 河口 慧海 ｶﾜｸﾞﾁ ｴｶｲ 1972 白水社 1200.00 20cm 389p S-１４

509 292 ｾ 8 西域探検紀行全集８‐中央アジア踏査記 ｾｲｲｷ ﾀﾝｹﾝ ｷｺｳ ｾﾞﾝｼｭｳ‐ﾁｭｳｵｳｱｼﾞｱ ﾄｳｻｷ スタイン、マーク・オーレル スタイン、マーク・オーレル 沢崎 順之助 1966 白水社 750.00 20cm 320p S-１４

510 292 ｾ 9 西域探検紀行全集９‐シルクロード探検 ｾｲｲｷ ﾀﾝｹﾝ ｷｺｳ ｾﾞﾝｼｭｳ‐ｼﾙｸﾛｰﾄﾞ ﾀﾝｹﾝ 大谷探検隊 ｵｵﾀﾆ ﾀﾝｹﾝﾀｲ 1973 白水社 1200.00 20cm 395p S-１４

511 292 ｾ 10 西域探検紀行全集１０‐シナ奥地を行く ｾｲｲｷ ﾀﾝｹﾝ ｷｺｳ ｾﾞﾝｼｭｳ‐ｼﾅ ｵｸﾁ ｵ ｲｸ ドローヌ、H・M・G ﾄﾞﾛｰﾇ、H・M・G 矢島 文夫 1968 白水社 850.00 20cm 293p S-１４

512 292 ｾ 11 西域探検紀行全集１１‐蒙古と青海 ｾｲｲｷ ﾀﾝｹﾝ ｷｺｳ ｾﾞﾝｼｭｳ‐ﾓｳｺ ﾄ ｾｲｶｲ コズローフ、ピョートル・グズミッチ ｺｽﾞﾛｰﾌ、ﾋﾟｮｰﾄﾙ・ｸﾞｽﾞﾐｯﾁ 西 義之 1967 白水社 800.00 20cm 345p S-１４

513 292 ｾ 12 西域探検紀行全集１２‐西域への砂漠の道 ｾｲｲｷ ﾀﾝｹﾝ ｷｺｳ ｾﾞﾝｼｭｳ‐ｾｲｲｷ ﾍﾉ ｻﾊﾞｸ ﾉ ﾐﾁ ラティモア、オーエン ﾗﾃｨﾓｱ、ｵｰｴﾝ 谷口 睦男 1967 白水社 980.00 20cm 497p S-１４

514 292 ｾ 13 西域探検紀行全集１３‐中央アジア自転車横断 ｾｲｲｷ ﾀﾝｹﾝ ｷｺｳ ｾﾞﾝｼｭｳ‐ﾁｭｳｵｳｱｼﾞｱ ｼﾞﾄﾞｳｼｬ ｵｳﾀﾞﾝ ル・フェーブル ﾙ･ﾌｪｰﾌﾞﾙ 野沢 協 1967 白水社 850.00 20cm 365p S-１４

515 292 ｾ 14 西域探検紀行全集１４‐ダッタン通信 ｾｲｲｷ ﾀﾝｹﾝ ｷｺｳ ｾﾞﾝｼｭｳ‐ﾀﾞｯﾀﾝ ﾂｳｼﾝ フレミング、P ﾌﾚﾐﾝｸﾞ、P 前川 祐一 1968 白水社 980.00 20cm 393p S-１４

516 292 ｾ 15 西域探検紀行全集１５‐コンロン紀行 ｾｲｲｷ ﾀﾝｹﾝ ｷｺｳ ｾﾞﾝｼｭｳ‐ｺﾝﾛﾝ ｷｺｳ スミグノフ、S・I ｽﾐｸﾞﾉﾌ、S・I 須田 正継 1968 白水社 880.00 20cm 331p S-１４

517 292 ｾ 16 西域探検紀行全集別巻‐中央アジア探検史 ｾｲｲｷ ﾀﾝｹﾝ ｷｺｳ ｾﾞﾝｼｭｳ‐ﾁｭｳｵｳｱｼﾞｱ ﾀﾝｹﾝｼ 深田 久弥 ﾌｶﾀﾞ ｷｭｳﾔ 1971 白水社 2000.00 20cm 562p S-１４

518 292 ﾌ シルクロードの旅 ｼﾙｸﾛｰﾄﾞ ﾉ ﾀﾋﾞ 深田 久弥 ﾌｶﾀﾞ ｷｭｳﾔ 1970 朝日新聞社 720.00 20cm 292p O-１１ 初

519 292.1 ｷ 白頭山 京都帝国大学白頭山遠征隊報告 ﾊｸﾄｳｻﾝ ｷｮｳﾄﾃｲｺｸﾀﾞｲｶﾞｸ ﾊｸﾄｳｻﾝ ｴﾝｾｲﾀｲ ﾎｳｺｸ 京都帝国大学白頭山遠征隊  ｷｮｳﾄﾃｲｺｸﾀﾞｲｶﾞｸ ﾊｸﾄｳｻﾝ ｴﾝｾｲﾀｲ 1935 梓書房 3.80 26cm 148,写真40p,地図1枚 O-６ 初

520 292.1 ﾄ 登行　白頭山特集 ﾄｳｺｳ ﾊｸﾄｳｻﾝ ﾄｸｼｭｳ 朝鮮体育振興会登行団 ﾁｮｳｾﾝ ﾀｲｲｸ ｼﾝｺｳｶｲ ﾄｳｺｳﾀﾞﾝ 1943 朝鮮体育振興会登行団 非売品 31cm 228p O-１２ 初

521 292.1 ﾃ 朝鮮鉄道旅行案内 ﾁｮｳｾﾝ ﾃﾂﾄﾞｳ ﾘｮｺｳ ｱﾝﾅｲ 朝鮮総督府鉄道局編 ﾁｮｳｾﾝ ｿｳﾄｸﾌ ﾃﾂﾄﾞｳｷｮｸ 1915 朝鮮総督府鉄道局 0.70 18cm 159,2,32p Ｍ－５ 初

522 292.1 ﾄ 登行 白頭山特輯 ﾄｳｺｳ ﾊｸﾄｳｻﾝ ﾄｸｼｭｳ 城山 正三 ｼﾛﾔﾏ ｼｮｳｿﾞｳ 1943 朝鮮体育振興会 非売品 30cm 228p Ｍ－３２ 初
523 292.2 ﾊ 1 中国奥地紀行　１ ﾁｭｳｺﾞｸ　ｵｸﾁ　ｷｺｳ イザベラ・バード イザベラ・バード 金坂 清則 2002 平凡社 3000.00 18cm 430p S-１３ 東洋文庫７０６

524 292.2 ﾊ 2 中国奥地紀行　２ ﾁｭｳｺﾞｸ　ｵｸﾁ　ｷｺｳ イザベラ・バード イザベラ・バード 金坂 清則 2002 平凡社 3000.00 18cm 418p S-１３ 東洋文庫７０８

525 292.2 ﾓ 蒙古高原横断記 ﾓｳｺ ｺｳｹﾞﾝ ｵｳﾀﾞﾝｷ 東亜考古学会蒙古調査団 ﾄｳｱ ｺｳｺｶﾞｯｶｲ 1941 日光書院 4.00 21cm 318p S-１４

526 292.2 ｶ チベット旅行記 ﾁﾍﾞｯﾄ ﾘｮｺｳｷ 河口 慧海 ｶﾜｸﾞﾁ ｴｶｲ 1980 白水社 1800.00 20cm 389p S-１５

527 292.2 ｶ 第二回チベット旅行記 ﾀﾞｲﾆｶｲ ﾁﾍﾞｯﾄ ﾘｮｺｳｷ 河口 慧海 ｶﾜｸﾞﾁ ｴｶｲ 1966 金の星社 400.00 20cm 249p S-１５

528 292.2 ｱ 西蔵 ﾁﾍﾞｯﾄ 青木 文教 ｱｵｷ ﾌﾞﾝｷｮｳ 1969 芙蓉書房 2000.00 20cm 434p S-１５

529 292.2 ｼ 7 ダッタンの山々‐ヒマラヤ《人と辺境》７ ﾀﾞｯﾀﾝ ﾉ ﾔﾏﾔﾏ‐ﾋﾏﾗﾔ ﾋﾄ ﾄ ﾍﾝｷｮｳ エリック・シプトン ｴﾘｯｸ・ｼﾌﾟﾄﾝ 水野 勉 1975 白水社 1600.00 20cm 276p S-１５

530 292.2 ｱ 秘密之国 西蔵遊記 ﾋﾐﾂ ﾉ ｸﾆ ﾁﾍﾞｯﾄ ﾕｳｷ 青木 文教 ｱｵｷ ﾌﾞﾝｷｮｳ 1920 内外出版 3.50 20cm 463,14p ﾁｽﾞ枚 O-２ 初

531 292.2 ﾆ 1 秘境西域八年の潜行 上巻 ﾋｷｮｳ ｾｲｲｷ ﾊﾁﾈﾝ ﾉ ｾﾝｺｳ 西川 一三 ﾆｼｶﾜ ｶｽﾞﾐ 1970 芙蓉書房 630.00 20cm 356p O-10 7

532 292.2 ﾆ 2 秘境西域八年の潜行 下巻 ﾋｷｮｳ ｾｲｲｷ ﾊﾁﾈﾝ ﾉ ｾﾝｺｳ 西川 一三 ﾆｼｶﾜ ｶｽﾞﾐ 1970 芙蓉書房 670.00 20cm 381p O-10 7

533 292.2 ﾓ 蒙古高原横断記 ﾓｳｺ ｺｳｹﾞﾝ ｵｳﾀﾞﾝｷ 東亜考古学会蒙古調査班 ﾄｳｱ ｺｳｺ ｶﾞｯｶｲ ﾓｳｺ ﾁｮｳｻﾊﾝ 1937 東京朝日新聞社 3.50 27cm 390p O-１８ 初

534 292.2 ﾍ 西蔵探検記 ﾁﾍﾞｯﾄ ﾀﾝｹﾝｷ スウェン・ヘデン ｽｳｪﾝ ﾍﾃﾞｨﾝ 高山 洋吉 1939 改造社 1.60 19cm 319p Ｍ－２０ 初
535 292.2 ﾊ チベットの七年 ﾁﾍﾞｯﾄ ﾉ ﾅﾅﾈﾝ H・ハーラー ﾊｲﾝﾘﾋ ﾊｰﾗｰ 近藤等 1955 新潮社 420.00 20cm 232p Ｍ－２０ 初

536 292.2 ｼ 山と雲と蕃人と 台湾高山行 ﾔﾏ ﾄ ｸﾓ ﾄ ﾊﾞﾝｼﾞﾝ ﾄ ﾀｲﾜﾝ ｺｳｻﾞﾝｺｳ 鹿野 忠雄 ｶﾉ ﾀﾀﾞｵ 1941 中央公論社 2.50 19cm 323p Ｍ－２３ 初

537 292.2 ﾏ チベット ﾁﾍﾞｯﾄ フォスコ・マライーニ ﾌｫｽｺ ﾏﾗｲｰﾆ 牧野 文子 1958 理論社 1000.00 22cm 302p Ｍ－２７ 初

538 292.2 ｺ 台湾の山 ﾀｲﾜﾝ ﾉ ﾔﾏ 児島 勘次 ｺｼﾞﾏ ｶﾝｼﾞ 1934 梓書房 2.00 21cm 62p図版49 Ｍ－２７ 初

539 292.2 ﾀ 台湾の山と蕃人 ﾀｲﾜﾝ ﾉ ﾔﾏ ﾄ ﾊﾞﾝｼﾞﾝ 田中 薫 ﾀﾅｶ ｶｵﾙ 1937 古今書院 3.50 20cm 418p Ｍ－２７ 初

540 292.2 ﾃ ナンダデヴィ登攀 ﾅﾝﾀﾞﾃﾞｳﾞｨ ﾄｳﾊﾝ ティルマン ﾃｨﾙﾏﾝ 池野 一郎 1942 朋文堂 2.50 19cm 299p Ｍ－２７ 初

541 292.2 ｸ 謎の山アムネ・マチン ﾅｿﾞ ﾉ ﾔﾏ ｱﾑﾈ ﾏﾁﾝ レナード・クラーク ﾚﾅｰﾄﾞ ｸﾗｰｸ 水谷 準 1959 ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙマガジン社 570.00 22cm 326p Ｍ－２９ 初

542 292.2 ﾏ ちべつと紀行 ﾁﾍﾞｯﾄ ｷｺｳ マクガヴァン ﾏｸｶﾞｳﾞｧﾝ 妹尾 韶夫 1843 西東社 5.00 22cm 328,8p Ｍ－３３ 初 3000

543 292.3 ﾄ アンコール踏査行 ｱﾝｺｰﾙ ﾄｳｻｺｳ ドラポルト・ルイ ﾄﾞﾗﾎﾟﾙﾄ・ﾙｲ 三宅 一郎 1975 平凡社 1000.00 18cm 6,258p S-13 東洋文庫１６２

544 292.5 ﾃ K２登頂 ｹｰﾂｰ ﾄｳﾁｮｳ アルディート・デジオ ｱﾙﾃﾞｨｰﾄ･ﾃﾞｼﾞｵ 近藤 等 1956 朋文堂 480.00 19cm 320p O-1 初

545 292.5 ﾊ エヴェレスト登頂 ｴｳﾞｪﾚｽﾄ ﾄｳﾁｮｳ ジョン・ハント ｼﾞｮﾝ･ﾊﾝﾄ 朝日新聞社 1954 朝日新聞社 900.00 22cm 290,57,12p O-1 初

546 292.5 ﾋ わがエヴェレスト ﾜｶﾞ ｴｳﾞｪﾚｽﾄ エドマンド・ヒラリー ｴﾄﾞﾏﾝﾄﾞ･ﾋﾗﾘｰ 松方三郎・島田巽 1956 朝日新聞社 500.00 22cm 311p O-1 2

547 292.5 ﾍ ナンガ・パルパット ﾅﾝｶﾞ･ﾊﾟﾙﾊﾞｯﾄ Ｋ・ヘルリヒコｯファー k･ﾍﾙﾘﾋｺｯﾌｧｰ 横川 文雄 1954 朋文堂 380.00 19cm 315p O-1 初
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548 292.5 ﾏ テンジンによる　エヴェレスト征服 ﾃﾝｼﾞﾝ ﾆ ﾖﾙ ｴｳﾞｪﾚｽﾄ ｾｲﾌｸ イヴ・マラルチック ｲﾌﾞ･ﾏﾗﾙﾁｯｸ 近藤 等 1964 新潮社 310.00 19cm 268p O-1 初

549 292.5 ﾉ 未知の山へ ﾐﾁ ﾉ ﾔﾏ ｴ ウィルフリッド・ノイス ｳｨﾙﾌﾘｯﾄﾞ･ﾉｲｽ 野間寛二郎 1963 ベースボール・マガジン社 900.00 22cm 232p O-２ 初

550 292.5 ﾉ エヴェレスト‐その人間的記録 ｴｳﾞｪﾚｽﾄ ｿﾉ ﾆﾝｹﾞﾝﾃｷ ｷﾛｸ ウィルフリッド・ノイス ｳｨﾙﾌﾘｯﾄﾞ･ﾉｲｽ 浦松佐美太郎 1956 文芸春秋社 390.00 20cm 390p O-２ 初

551 292.5 ﾊ ネパールの高地にて ﾈﾊﾟｰﾙ ﾉ ｺｳﾁ ﾆﾃ ノーマン・ハーディ ﾉｰﾏﾝ・ﾊｰﾃﾞｨ 神原達/牧野登 1960 朋文堂 280.00 19cm 242p O-２ 初

552 292.5 ﾏ はるかなるエヴェレスト ﾊﾙｶﾅﾙ ｴｳﾞｪﾚｽﾄ Ｗ・Ｈ・マーリ W・H・ﾏ‐ﾘ 山崎 安治 1963 二玄社 600.00 22cm 187,7p O-２ 初
553 292.5 ﾚ 天国・地獄　ヒマラヤ ﾃﾝｺﾞｸ ｼﾞｺﾞｳ ﾋﾏﾗﾔ ハラルド・レッヒェンペルク ﾊﾗﾙﾄﾞ・ﾚｯﾋｪﾝﾍﾞﾙｸ 福田 宏年 1959 朋文堂 780.00 22cm 352p O-２ 初

554 292.5 ｲ カラコラム ｶﾗｺﾗﾑ 今西 錦司 ｲﾏﾆｼ ｷﾝｼﾞ 1956 文芸春秋社 250.00 19cm 222p O-３
555 292.5 ｴ アピ　悲劇と幸運の山 ｱﾋﾟ ﾋｹﾞｷ ﾄ ｺｳｳﾝ ﾉ ﾔﾏ 江上 康 ｴｶﾞﾐ ｺｳ 1961 東京創元社 350.00 19cm 249p O-３ 初

556 292.5 ｲ ヒマルチュリ日記 ﾋﾏﾙﾁｭﾘ ﾆｯｷ 石坂 昭二郎 ｲｼｻﾞｶ ｼｮｳｼﾞﾛｳ 1959 ベースボール・マガジン社 290.00 19cm 270p O-３ 初

557 292.5 ｶ 森林・草原・氷河 ｼﾝﾘﾝ ｿｳｹﾞﾝ ﾋｮｳｶﾞ 加藤 泰安 ｶﾄｳ ﾀｲｱﾝ 1976 茗渓堂 1,500.00 22cm 446p,図版32ｐ O-4 初

558 292.5 ｶ ネパールの人と文化 ﾈﾊﾟｰﾙ ﾉ ﾋﾄ ﾄ ﾌﾞﾝｶ 川喜田 二郎 ｶﾜｷﾀ ｼﾞﾛｳ 1970 古今書院 450.00 18cm 184p O-4 初

559 292.5 ｱ アンナプルナ日記 ｱﾝﾅﾌﾟﾙﾅ ﾆｯｷ 京都大学学士山岳会 ｷｮｳﾄﾀﾞｲｶﾞｸ ｶﾞｸｼ ｻﾝｶﾞｸｶｲ 1956 茗渓堂 690.00 21cm 167p,地図2枚 O-5 初

560 292.5 ｷ 栄光への挑戦 ｴｲｺｳ ｴ ﾉ ﾁｮｳｾﾝ 菊地 俊朗 ｷｸﾁ ﾄｼﾛｳ 1965 二見書房 380.00 20cm 298p O-5 2

561 292.5 ｷ 砂漠と氷河の探検 ｻﾊﾞｸ ﾄ ﾋｮｳｶﾞ ﾉ ﾀﾝｹﾝ 木原 均編 ｷﾊﾗ ﾋﾄｼ 1956 朝日新聞社 350.00 19cm 298p O-5 初

562 292.5 ﾑ ヒマルチュリ ﾋﾏﾙﾁｭﾘ 村木 潤次郎 ﾑﾗｷ ｼﾞｭﾝｼﾞﾛｳ 1959 毎日新聞社 280.00 20cm 209p O-5 初

563 292.5 ｸ チョゴリザ登頂 ﾁｮｺﾞﾘｻﾞ ﾄｳﾁｮｳ 桑原 武夫 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾀｹｵ 1959 文芸春秋社 270.00 20cm 241p O-6 初

564 292.5 ｺ ヒマラヤ ﾋﾏﾗﾔ 近藤 等 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾄｼ 1953 朋文堂 450.00 24cm 206p O-6 初

565 292.5 ﾁ チョゴリザ ﾁｮｺﾞﾘｻﾞ 京都大学学士山岳会編 ｷｮｳﾄﾀﾞｲｶﾞｸ ｶﾞｸｼ ｻﾝｶﾞｸｶｲ 1959 朝日新聞社 980.00 27cm 138p O-6 初
566 292.5 ｶ ヒマラヤ行 ﾋﾏﾗﾔｺｳ 鹿子木　員信 ｶﾉｺｷﾞ ｶｽﾞﾉﾌﾞ 1920 政教社 1.90 20cm 204p O-7 初

567 292.5 ｻ ヒマラヤを背景に ﾋﾏﾗﾔ ｵ ﾊｲｹｲ ﾆ 澤 英三 ｻﾜ ｴｲｿﾞｳ 1924 大阪時論社出版部 1.80 20cm 253p O-7 初

568 292.5 ﾄ 登頂ゴジュンバ・カン ﾄｳﾁｮｳ ｺﾞｼﾞｭﾝﾊﾞ ｶﾝ 高橋 進編 ﾀｶﾊｼ ｽｽﾑ 1967 茗渓堂 900.00 21cm 324p O-8 初

569 292.5 ﾔ エヴェレスト登山記 ｴｳﾞｪﾚｽﾄ ﾄｻﾞﾝｷ フランシス・ヤングハズバント ﾌﾗﾝｼｽ・ﾔﾝｸﾞﾊｽﾞﾊﾞﾝﾄ 田邊 主計 1930 第一書房 2.50 20cm 436p O-9 初 １５００部

570 292.5 ｶ ネパール・ヒマラヤ探検記録 ﾈﾊﾟｰﾙ ﾋﾏﾗﾔ ﾀﾝｹﾝ ｷﾛｸ 日高 信六郎編・川喜田 二郎本文 ﾋﾀﾞｶ ｼﾝﾛｸﾛｳ・ｶﾜｷﾀ ｼﾞﾛｳ 1967 講談社 680.00 22cm 259,82p O-11 初

571 292.5 ﾌ 雲の上の道 ｸﾓ ﾉ ｳｴ ﾉ ﾐﾁ 深田 久弥 ﾌｶﾀﾞ ｷｭｳﾔ 1959 新潮社 290.00 20cm 271p O-11 初

572 292.5 ﾌ ヒマラヤー山と人ー ﾋﾏﾗﾔ ﾔﾏ ﾄ ﾋﾄ 深田 久弥 ﾌｶﾀﾞ ｷｭｳﾔ 1956 中央公論社 500.00 20cm 408p O-11 初

573 292.5 ﾌ 1 ヒマラヤの高峰　第一巻 ﾋﾏﾗﾔ ﾉ ｺｳﾎｳ ﾀﾞｲｲｯｶﾝ 深田 久弥 ﾌｶﾀﾞ ｷｭｳﾔ 1964 雪華社 480.00 19cm 210p O-11 2

574 292.5 ﾌ 2 ヒマラヤの高峰  第二巻 ﾋﾏﾗﾔ ﾉ ｺｳﾎｳ ﾀﾞｲﾆｶﾝ 深田 久弥 ﾌｶﾀﾞ ｷｭｳﾔ 1964 雪華社 480.00 19cm 229p O-11 初

575 292.5 ﾌ 3 ヒマラヤの高峰　第三巻 ﾋﾏﾗﾔ ﾉ ｺｳﾎｳ ﾀﾞｲｻﾝｶﾝ 深田 久弥 ﾌｶﾀﾞ ｷｭｳﾔ 1964 雪華社 480.00 19cm 214p O-11 初

576 292.5 ﾌ 4 ヒマラヤの高峰  第四巻 ﾋﾏﾗﾔ ﾉ ｺｳﾎｳ ﾀﾞｲﾖﾝｶﾝ 深田 久弥 ﾌｶﾀﾞ ｷｭｳﾔ 1965 雪華社 520.00 19cm 210p O-11 初

577 292.5 ﾌ 5 ヒマラヤの高峰　第五巻 ﾋﾏﾗﾔ ﾉ ｺｳﾎｳ ﾀﾞｲｺﾞｶﾝ 深田 久弥 ﾌｶﾀﾞ ｷｭｳﾔ 1965 雪華社 520.00 19cm 210p O-11 初

578 292.5 ｴ エヴェレストへの闘い １９５１－１９５３ ｴｳﾞｪﾚｽﾄ ｴ ﾉ ﾀﾀｶｲ 朝日新聞社 ｱｻﾋｼﾝﾌﾞﾝｼｬ 1953 朝日新聞社 350.00 26cm 96,20p O-１２ 初

579 292.5 ｾ 1 １９７０年エヴェレスト登山隊報告書１ ｾﾝｷｭｳﾋｬｸﾅﾅｼﾞｭｳﾈﾝ ｴｳﾞｪﾚｽﾄ ﾄｻﾞﾝﾀｲ ﾎｳｺｸｼｮ 日本山岳会 ﾆﾎﾝｻﾝｶﾞｸｶｲ 1972 日本山岳会 2,500.00 27cm 444p O-１２ 初

580 292.5 ｾ 2 １９７１年エヴェレスト登山隊報告書２ ｾﾝｷｭｳﾋｬｸﾅﾅｼﾞｭｳﾈﾝ ｴｳﾞｪﾚｽﾄ ﾄｻﾞﾝﾀｲ ﾎｳｺｸｼｮ 日本山岳会 ﾆﾎﾝｻﾝｶﾞｸｶｲ 1972 日本山岳会 2,500.00 27cm 140p O-１２ 初

581 292.5 ﾆ チョモランマ・チベット ﾁｮﾓﾗﾝﾏ ﾁﾍﾞｯﾄ 日本山岳会珠穆朗瑪登山隊 ﾆﾎﾝｻﾝｶﾞｸｶｲ ﾁｮﾓﾗﾝﾏ ﾄｻﾞﾝﾀｲ 1981 講談社 5,400.00 31cm 149p O-１２ 初

582 292.5 ﾀ ナンダ・コット登攀 ﾅﾝﾀﾞ ｺｯﾄ ﾄｳﾊﾝ 竹節 作太 ﾀｹﾌﾞｼ ｻｸﾀ 1937 大阪毎日新聞社 3.50 27cm 100,図版116p O-１２ 初 ○

583 292.5 ヨ マナスル写真集 １９５２－６ ﾏﾅｽﾙ ｼｬｼﾝｼｭｳ　ｾﾝｷｭｳﾋｬｸｺﾞｼﾞｭｳﾆ ﾛｸ 依田 孝喜 ﾖﾀﾞ ﾀｶﾖｼ 1956 毎日新聞社 1,000.00 31cm 1冊 O-１２ 初

584 292.5 ﾏ マナスル登頂記 ﾏﾅｽﾙ ﾄｳﾁｮｳｷ 槙 有恒編 ﾏｷ ｱﾘﾂﾈ 1956 毎日新聞社 200.00 19cm 231p O-１３ 6 ○

585 292.5 ﾎ 知られざるヒマラヤ ｼﾗﾚｻﾞﾙ ﾋﾏﾗﾔ 本多 勝一 ﾎﾝﾀﾞ ｶﾂｲﾁ 1958 角川書店 330.00 19cm 248p O-１３ 初

586 292.5 ｲ 回想のヒマラヤ ｶｲｿｳ ﾉ ﾋﾏﾗﾔ 伊藤 洋平 ｲﾄｳ ﾖｳﾍｲ 1955 山と渓谷社 100.00 18cm 158p O-１５ 初

587 292.5 ｶ カラコルムへの道（ＮＨＫブックス４） ｶﾗｺﾙﾑ ｴﾉ ﾐﾁ 加藤 誠平 ｶﾄｳ ｾｲﾍｲ 1964 日本放送出版協会 200.00 18cm 218p O-１５ 初

588 292.5 ｳ 1 ヒマラヤの山々 上巻（山岳文庫２） ﾋﾏﾗﾔ ﾉ ﾔﾏﾔﾏ ｼﾞｮｳｶﾝ 宇野 光一 ｳﾉ ｺｳｲﾁ 1939 朋文堂 0.80 17cm 218p O-１５ 初

589 292.5 ｶ ガネッシュの蒼い氷 ｶﾞﾈｯｼｭ ﾉ ｱｵｲ ｺｵﾘ 吉野・木村他 1966 朝日新聞社 300.00 18cm 251p O-１７ 初

590 292.5 ﾏ 1071 毎日グラフ増刊ｴﾍﾞﾚｽﾄ登頂 ﾏｲﾆﾁ ｸﾞﾗﾌ ｿﾞｳｶﾝ ｴﾍﾞﾚｽﾄ ﾄｳﾁｮｳ 毎日新聞社 ﾏｲﾆﾁｼﾝﾌﾞﾝｼｬ 1971 毎日新聞社 450.00 34cm 147p O-１８

591 292.5 ﾏ 1071 毎日グラフ増刊ｴﾍﾞﾚｽﾄ登頂 ﾏｲﾆﾁ ｸﾞﾗﾌ ｿﾞｳｶﾝ ｴﾍﾞﾚｽﾄ ﾄｳﾁｮｳ 毎日新聞社 ﾏｲﾆﾁｼﾝﾌﾞﾝｼｬ 1971 毎日新聞社 450.00 34cm 147p O-１８

592 292.5 ﾊ ヒマラヤの旅 ﾋﾏﾗﾔ ﾉ ﾀﾋﾞ 長谷川 伝次郎 ﾊｾｶﾞﾜ ﾃﾞﾝｼﾞﾛｳ 1932 中央公論社 12.00 32cm 142,図版197,29p O-１８ 初 ５９/２０００ 附録地図4枚

593 292.5 ﾏ 1952 マナスル１９５２～３ ﾏﾅｽﾙ 日本山岳会編 ﾆﾎﾝ ｻﾝｶﾞｸｶｲ 1954 毎日新聞社 800.00 27cm ２１７，１７,図版34p O-１８ 初

594 292.5 ﾏ 1954 マナスル１９５４～６ ﾏﾅｽﾙ 日本山岳会編 ﾆﾎﾝ ｻﾝｶﾞｸｶｲ 1958 毎日新聞社 1,300.00 27cm 353,13,図版2４p O-１８ 初

595 292.5 ﾍ 1 ナンガ・パルパット-エーデルワイス叢書第１巻  ﾅﾝｶﾞ ﾊﾟﾙﾊﾞｯﾄ ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ ｿｳｼｮ ﾀﾞｲ1 ｶﾝ カール・Ｍ・ヘルリヒコッファー ｶｰﾙ Ｍ ﾍﾙﾘﾋｺｯﾌｧｰ 横川 文雄 1954 朋文堂 380.00 19cm 315p Ｍ－４ 2

596 292.5 ﾃ 6 カンチェンジュンガ登頂-エーデルワイス叢書第6巻 ｶﾝﾁｪﾝ ｼﾞｭﾝｶﾞ ﾄｳﾁｮｳ  ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ ｿｳｼｮ ﾀﾞｲ6 ｶﾝ ディレンフルト ﾃﾞｨﾚﾝﾌﾙﾄ 横川 文雄 1956 朋文堂 320.00 19cm 186p Ｍ－４ 初

597 292.5 ﾃ 9 K２登頂-エーデルワイス叢書第９巻 ｹｰﾂｳ ﾄｳﾁｮｳ ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ ｿｳｼｮ ﾀﾞｲ2 ｶﾝ アルディート・デジオ ｱﾙﾃﾞｨｰﾄ ﾃﾞｼﾞｵ 近藤 等 1956 朋文堂 480.00 19cm 320p Ｍ－４ 初
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598 292.5 ﾃ 10 第三の極地-エーデルワイス叢書第１０巻 ﾀﾞｲｻﾝ ﾉ ｷｮｸﾁ ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ ｿｳｼｮ ﾀﾞｲ 10ｶﾝ Ｇ・O・ディレンフルト ｷﾞｭﾝﾀｰ ｵｽｶｰ ﾃﾞｨﾚﾝﾌﾙﾄ 諏訪多 栄蔵他 1956 朋文堂 480.00 19cm 394,写真説明8p Ｍ－４ 初
599 292.5 ﾃ 11 チョー・オユー登頂-エーデルワイス叢書第巻 ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ ｿｳｼｮ ﾀﾞｲ ｶﾝ ヘルベルト・ティッチー 横川 文雄 朋文堂 19cm p Ｍ－４ 初

600 292.5 ｴ 12 雲表に聳ゆる峯々-エーデルワイス叢書第１２巻 ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ ｿｳｼｮ ﾀﾞｲ ｶﾝ アルバート・エグラー 横川 文雄 1958 朋文堂 19cm p Ｍ－４ 初

601 292.5 ｶ 富士山の旅 ﾌｼﾞｻﾝ ﾉ ﾀﾋﾞ 冠 松次郎 ｶﾝﾑﾘ ﾏﾂｼﾞﾛｳ 1949 富士箱根厚生文化協会 180.00 19cm 265p Ｍ－２０ 初 ○ 歌あり

602 B 292.5 ﾌ ヒマラヤ登高史（アテネ文庫119） ﾋﾏﾗﾔ ﾄｳｺｳｼ 藤木 九三 ﾌｼﾞｷ ｸｿﾞｳ 1950 弘文堂 30.00 15cm 78p Ｍ－２２ 初

603 292.5 ﾏ 1952 マナスル １９５２～３ ﾏﾅｽﾙ 1952 1953 日本山岳会編 ﾆﾎﾝ ｻﾝｶﾞｸｶｲ 1954 毎日新聞社 800.00 27cm 217,17p Ｍ－２５ 初
604 292.5 ﾏ 1954 マナスル １９５４～６ ﾏﾅｽﾙ 1954 1956 日本山岳会編 ﾆﾎﾝ ｻﾝｶﾞｸｶｲ 1958 毎日新聞社 1300.00 27cm 353,13p Ｍ－２５ 初

605 292.5 ﾋ エヴェレストの東 ｴｳﾞｪﾚｽﾄ ﾉ ﾋｶﾞｼ サー・エドマンド・ヒラリー、ジョージ・ロウ 藤木 久三 1956 ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙマガジン社 480.00 26cm 138p Ｍ－２５ 初

606 292.5 ﾀ ナンダ・コット登攀 ﾅﾝﾀﾞ ｺｯﾄ ﾄｳﾊﾝ 竹節 作太 ﾀｹﾌﾞｼ ｻｸﾀ 1937 大阪毎日新聞社 3.50 27cm 100p Ｍ－２５ 初 ○

607 292.5 ｴ エヴェレストへの闘い ｴｳﾞｪﾚｽﾄ ｴﾉ ﾀﾀｶｲ 朝日新聞社編 ｱｻﾋｼﾝﾌﾞﾝｼｬ 1953 朝日新聞社 350.00 26cm 95,20p Ｍ－２５ 初

608 292.5 ｻ サルトロ・カンリ ｻﾙﾄﾛ ｶﾝﾘ 京都大学学士山岳会 ｷｮｳﾄ ﾀﾞｲｶﾞｸ ｶﾞｸｼ ｻﾝｶﾞｸｶｲ 1964 朝日新聞社 1500.00 27cm 93,13p Ｍ－２５ 初

609 292.5 ｺ Ｈｉｍａｌａｙａ ﾋﾏﾗﾔ 近藤 等 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾄｼ 1953 朋文堂 450.00 24cm 206p Ｍ－２７ 初

610 292.5 ﾊ ヒマラヤ探査行 ﾋﾏﾗﾔ ﾀﾝｻｺｳ パウル・バウエル ﾊﾟｳﾙ ﾊﾞｳｴﾙ 小池　新二 1938 河出書房 2.10 23cm 199p Ｍ－２７ 初
611 292.5 ﾒ ヒマラヤ ﾋﾏﾗﾔ ケニス・メイスン ｹﾆｽ ﾒｲｽﾝ 田邉 主計・望月 達夫 1957 白水社 1000.00 22cm 473,21p Ｍ－２７ 初 ○

612 292.5 ﾏ GASHERBRUM ４ ｶﾞｯｼｬﾌﾞﾙﾑ ４ フォスコ・マライーニ ﾌｫｽｺ ﾏﾗｲｰﾆ 牧野 文子 1962 理論社 3000.00 23cm 369,10p Ｍ－２７ 初

613 292.5 ﾊ ヒマラヤに挑戦して ﾋﾏﾗﾔ ﾆ ﾁｮｳｾﾝ ｼﾃ パウル・バウアー ﾊﾟｳﾙ ﾊﾞｳｱ- 伊藤 愿 1931 黒百合社 2.80 23cm 125,70p Ｍ－２７ 初

614 292.5 ｽ キャンプ・シックス ｷｬﾝﾌﾟ ｼｯｸｽ Ｆ・Ｓ・スマイス F・S・ｽﾏｲｽ 伊藤 洋平 1959 朋文堂 390.00 20cm 322p Ｍ－２７ 初

615 292.5 ﾉ マチャプチャリ ﾏﾁｬﾌﾟﾁｬﾘ ウィルフリッド・ノイス ｳｨﾙﾌﾘｯﾄﾞ･ﾉｲｽ 深田 久弥 1962 文芸春秋社 390.00 20cm 201p Ｍ－２７ 初
616 292.5 ｱ アンナプルナ日記 ｱﾝﾅﾌﾟﾙﾅ ﾆｯｷ 京都大学学士山岳会 ｷｮｳﾄ ﾀﾞｲｶﾞｸ ｶﾞｸｼ ｻﾝｶﾞｸｶｲ 1956 茗渓堂 690.00 21×22cm 167p Ｍ－２９ 初 附録：地図2枚

617 292.5 ｴ 処女峰アンナプルナ ｼｮｼﾞｮﾎｳ ｱﾝﾅﾌﾟﾙﾅ モーリス・エルゾーグ ﾓｰﾘｽ ｴﾙｿﾞｰｸﾞ 近藤 等 1954 白水社 880.00 21cm 303p Ｍ－２９ 初

618 292.5 ﾃ 11 チョー・オユー登頂-エーデルワイス叢書第１１巻- ﾁｮｰ ｵﾕｰ ﾄｳﾁｮｳ ヘルベルト・ティッチー ﾍﾙﾍﾞﾙﾄ ﾃｨｯﾁｰ 横川 文雄 1957 朋文堂 450.00 19cm 386p Ｍ－２９ 初

619 292.5 ｴ 12 雲表に聳ゆる峯々-エーデルワイス叢書第１２巻- ｳﾝﾋﾟｮｰ ﾆ ｿﾋﾞﾕﾙ ﾐﾈﾐﾈ アルバート・エグラー ｱﾙﾊﾞｰﾄ ｴｸﾞﾗｰ 横川 文雄 1958 朋文堂 480.00 19cm 413p Ｍ－２９ 初

620 292.5 ｴ カンチェンジュンガ その成功の記録 ｶﾝﾁｪﾝｼﾞｭﾝｶﾞ ｿﾉ ｾｲｺｳ ﾉ ｷﾛｸ レナード・クラーク ﾚﾅｰﾄﾞ ｸﾗｰｸ 島田 巽 1957 朝日新聞社 380.00 19cm 273p Ｍ－２９ 初
621 292.5 ｶ ガンガプルナ ｶﾞﾝｶﾞﾌﾟﾙﾅ 八王子ヒマラヤ登山隊 ﾊﾁｵｳｼﾞ ﾋﾏﾗﾔ ﾄｻﾞﾝﾀｲ 1973 八王子ヒマラヤ登山隊 500.00 19cm 84p Ｍ－２９ 初 ○ 1000

622 292.5 ｷ 栄光への挑戦 ｴｲｺｳ ｴﾉ ﾁｮｳｾﾝ 菊地 俊朗 ｷｸﾁ ﾄｼﾛｳ 1965 二見書房 380.00 20cm 298p Ｍ－２９ 3

623 292.5 ﾊ Ｋ２　非情の山 ｹｰﾂｰ ﾋｼﾞｮｳ ﾉ ﾔﾏ チャールズ・Ｃ・ハウストン、ロバート・Ｈ・ベーツ ﾁｬｰﾙｽﾞ Ｓ ﾊｳｽﾄﾝ ﾛﾊﾞｰﾄ Ｈ be-tu 伊藤 洋平 1956 白水社 350.00 19cm 295p Ｍ－２９ 初

624 292.5 ﾊ 最後の青い山 ｻｲｺﾞ ﾉ ｱｵｲ　ﾔﾏ ラルフ・バーカー ﾗﾙﾌ･ﾊﾞｰｶｰ 安東 小千世 1961 二玄社 320.00 19cm 254p Ｍ－２９ 初

625 292.5 ｶ 山に憑かれた男 ﾔﾏ ﾆ ﾂｶﾚﾀ ｵﾄｺ 加藤 喜一郎 ｶﾄｳ ｷｲﾁﾛｳ 1957 文芸春秋社 260.00 20cm 241p Ｍ－３０ 初

626 292.5 ﾎ 女六人ヒマラヤを行く ｵﾝﾅ ﾛｸﾆﾝ ﾋﾏﾗﾔ ｵ ｲｸ 細川 沙多子 ﾎｿｶﾜ ｻﾀﾞｺ 1962 朝日新聞社 230.00 18cm 211p Ｍ－３０ 初

627 292.5 ﾋ 1 ヒマラヤの山々 上巻-山岳文庫２ ﾋﾏﾗﾔ ﾉ ﾔﾏﾔﾏ ｻﾝｶﾞｸ ﾌﾞﾝｺ 2 宇野 光一編 ｳﾉ ｺｳｲﾁ 1939 朋文堂 0.80 17cm 218p Ｍ－３０ 初

628 292.5 ﾌ マカルー 全員登頂 ﾏｶﾙｰ ｾﾞﾝｲﾝ ﾄｳﾁｮｳ ジャン・フランコ ｼﾞｬﾝ ﾌﾗﾝｺ 近藤 等 1956 白水社 580.00 20cm 270p Ｍ－３３ 初

629 292.5 ﾄ 登頂ゴジュンバ・カン 明治大学ヒマラヤ登山隊の記録 ﾄｳﾁｮｳ ｺﾞｼﾞｭﾝﾊﾞ ｶﾝ ﾒｲｼﾞ ﾀﾞｲｶﾞｸ ﾋﾏﾗﾔ ﾄｻﾞﾝﾀｲ ﾉ ｷﾛｸ 高橋 進編 ﾀｶﾊｼ ｽｽﾑ 1967 茗渓堂 900.00 21cm 324p Ｍ－３３ 初

630 292.5 ﾊ カンチェンジュンガをめざして ｶﾝﾁｪﾝｼﾞｭﾝｶﾞ ｵ ﾒｻﾞｼﾃ パウル・バウアー ﾊﾟｳﾙ ﾊﾞｳﾜｰ 田辺 主計・望月 達夫 1956 実業之日本社 390.00 20cm 281p Ｍ－３３ 初

631 292.5 ｲ ヒマルチュリ日記 三度目のヒマラヤ ﾋﾏﾙﾁｭﾘ ﾆｯｷ ｻﾝﾄﾞﾒ ﾉ ﾋﾏﾗﾔ 石坂 昭二郎 ｲｼｻﾞｶ ｼｮｳｼﾞﾛｳ 1959 ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙマガジン社 290.00 19cm 270p Ｍ－３３ 初

632 292.5 ｴ アピ・悲劇と幸運の山 ｱﾋﾟ ﾋｹﾞｷ ﾄ ｺｳｳﾝ ﾉ ﾔﾏ 江上 康 ｴｶﾞﾐ ﾔｽｼ 1961 創元社 350.00 19cm 249,3p Ｍ－３３ 初

633 292.5 ﾊ カンチェンジュンガ登攀記 ｶﾝﾁｪﾝﾁﾞｭﾝｶﾞ ﾄｳﾊﾝｷ パウル・バウエル ﾊﾟｳﾙ バウエル 長井 一男 1943 博文館 2.20 19cm 295p Ｍ－３３ 初 3000

634 292.5 ﾏ テンジンによる エヴェレスト征服 ﾃﾝｼﾞﾝ ﾆ ﾖﾙ ｴｳﾞｪﾚｽﾄ ｾｲﾌｸ イヴ・マラルチック ｲｳﾞ ﾏﾗﾙﾁｯｸ 近藤 等 1955 新潮社 310.00 18cm 268p Ｍ－３３ 2

635 292.5 ﾔ エヴェレスト登山記 ｴｳﾞｪﾚｽﾄ ﾄｻﾞﾝｷ フランシス・ヤングハズバンド ﾌﾗﾝｼｽ ﾔﾝｸﾞﾊｽﾞﾊﾞﾝﾄﾞ 田邉 主計 1931 第一書房 2.50 20cm 436p Ｍ－３３ 2

636 292.5 ﾉ エヴェレスト　その人間的記録 ｴｳﾞｪﾚｽﾄ ｿﾉ ﾆﾝｹﾞﾝﾃｷ ﾐﾘｮｸ ウィルフリッド・ノイス ｳｨﾙﾌﾘｯﾄﾞ ﾉｲｽ 浦松 佐美太郎 1956 文芸春秋社 390.00 20cm 390p Ｍ－３３ 初

637 292.5 ﾋ わがエヴェレスト ﾜｶﾞ ｴｳﾞｪﾚｽﾄ エドマンド・ヒラリー ｴﾄﾞﾏﾝﾄﾞ ﾋﾗﾘｰ 松方 三郎・島田 巽 1956 朝日新聞社 500.00 22cm 311p Ｍ－３３ 2

638 292.5 ﾏ はるかなるエヴェレスト ﾊﾙｶﾅﾙ ｴｳﾞｪﾚｽﾄ Ｗ・Ｈ・マーリ W H ﾏｰﾘ 山崎 安治 1963 二玄社 600.00 22cm 187,7p Ｍ－３３ 初 ○

639 292.5 ﾊ エヴェレスト登頂 ｴｳﾞｪﾚｽﾄ ﾄｳﾁｮｳ ジョン・ハント ｼﾞｮ ﾝ ﾊﾝﾄ 朝日新聞社 1954 朝日新聞社 900.00 22cm 290,12,57p Ｍ－３３ 2 特装本

640 292.5 ﾗ エヴェレスト探險記 ｴｳﾞｪﾚｽﾄ ﾀﾝｹﾝｷ ヒュー・ラットレッヂ ﾋｭｰ ﾗｯﾄﾚｯﾁﾞ 高柳 春之助 1941 岡倉書房 2.20 19cm 294p Ｍ－３３ 初

641 292.5 ﾉ 西蔵を越えて聖峯へ エヴェレスト冒険登攀記-最新世界紀行叢書２- ﾁﾍﾞｯﾄ ｵ ｺｴﾃ ｻｲﾎｳ ｴ ｴｳﾞｪﾚｽﾄ ﾎﾞｳｹﾝ ﾄｳﾊﾝｷ ｻｲｼﾝ ｾｶｲ ｷｺｳ ｿｳｼｮ 2 Ｊ・Ｂ・Ｌノエル J B L ﾉｴﾙ 大木篤夫 1931 博文館 1.50 20cm 366p Ｍ－３３ 初

642 292.5 ｶ ネパール王国探検記 日本人 世界の屋根を行く ﾈﾊﾟｰﾙ ｵｳｺｸ ﾀﾝｹﾝｷ ﾆﾎﾝｼﾞﾝ ｾｶｲ ﾉ ﾔﾈ ｵ ｲｸ 川喜田 二郎 ｶﾜｷﾀ ｼﾞﾛｳ 1957 光文社 180.00 18cm 320p Ｍ－３３ 初

643 292.5 ﾊ ネパールの高地にて シェルパとともに ﾈﾊﾟｰﾙ ﾉ ｺｳﾁ ﾆﾃ ｼｪﾙﾊﾟ ﾄ ﾄﾓ ﾆ ノーマン・ハーディー ﾉｰﾏﾝ ﾊｰﾃﾞｨ 神原 達・牧野 登 1960 朋文堂 280.00 19cm 242p Ｍ－３３ 初

644 292.5 ﾀ 我がヒマラヤの記 ﾜｶﾞ ﾋﾏﾗﾔ ﾉ ｷ 竹節 作太 ﾀｹﾌﾞｼ ｻｸﾀ 1943 博文館 2.50 19cm 301p Ｍ－３３ 初

645 292.5 ﾄ ヒマラヤ 日本人の記録 ﾋﾏﾗﾔ ﾆﾎﾝｼﾞﾝ ﾉ ｷﾛｸ 徳岡 孝夫 ﾄｸｵｶ ﾀｶｵ 1964 毎日新聞社 360.00 20cm 272,7p Ｍ－３３ 初

646 292.5 ｲ ヒマラヤを語る ﾋﾏﾗﾔ ｵ ｶﾀﾙ 今西 錦司 ｲﾏﾆｼ ｷﾝｼﾞ 1954 白水社 260.00 19cm 228p Ｍ－３３ 初

647 292.5 ﾃ ヒマラヤ探検 デイーレンフルト夫人の手記 ﾋﾏﾗﾔ ﾀﾝｹﾝ ﾃﾞｲｰﾚﾝﾌﾙﾄ ﾌｼﾞﾝ ﾉ ｼｭｷ デイーレンフルト夫人 ﾃﾞｲｰﾚﾝﾌﾙﾄ ﾌｼﾞﾝ 坂部 護郎 1943 天佑書房 1.60 19cm 235p Ｍ－３３ 初 3000
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648 292.5 ｺ ヒマラヤを六度こえて ﾋﾏﾗﾔ ｵ ﾛｸﾄﾞ ｺｴﾃ ハンス・コップ ﾊﾝｽ ｺｯﾌﾟ 西 義之 1957 大日本雄弁会講談社 350.00 19cm 223p Ｍ－３３ 初

649 292.5 ﾋ ヒマラヤへの道 京都大学学士山岳会の五十年 ﾋﾏﾗﾔ ｴﾉ ﾐﾁ ｷｮｳﾄ ﾀﾞｲｶﾞｸ ｶﾞｸｼ ｻﾝｶﾞｸｶｲ ﾉ ｺﾞｼﾞｭｳﾈﾝ 今西 錦司編 ｲﾏﾆｼ ｷﾝｼﾞ 1988 中央公論社 1800.00 20cm 427p Ｍ－３３ 初

650 292.5 ﾍ ヒマラヤに挑戦して -ナンガ・パルバット登攀- ﾋﾏﾗﾔ ﾆ ﾁｮｳｾﾝ ｼﾃ ﾅﾝｶﾞ ﾊﾟﾙﾊﾞｯﾄ ﾄｳﾊﾝ フリッツ・ベヒトールト ﾌﾘｯﾂ ﾍﾞﾋﾄｰﾙﾄ 小池 新二 1937 河出書房 1.50 23cm 106p Ｍ－３３ 初

651 292.5 ｼ 未知のカラコラム ﾐﾁ ﾉ ｶﾗｺﾗﾑ レジナルド・ションバーグ ﾚｼﾞﾅﾙﾄﾞ ｼｮﾝﾊﾞｰｸﾞ 志摩 碌郎 1942 生活社 2.80 22cm 206p Ｍ－３３ 初

652 292.5 ﾚ 天国・地獄・ヒマラヤ ﾃﾝｺﾞｸ ｼﾞｺﾞｸ ﾋﾏﾗﾔ ハラルド・レッヒュンペルク ﾊﾗﾙﾄﾞ ﾚｯﾋｭﾝﾍﾟﾙｸ 福田 宏年 1959 朋文堂 780.00 22cm 352p Ｍ－３３ 初

653 292.5 ｱ ヒマラヤへの挑戦 ﾋﾏﾗﾔ ｴﾉ ﾁｮｳｾﾝ Ｃ・E・アンジェル C E ｱﾝｼﾞｪﾙ 近藤 等 1943 朋文堂 5.00 22cm 243p Ｍ－３３ 初 2000

654 292.5 ｶ ネパール・ヒマラヤ探検記録 ﾈﾊﾟｰﾙ ﾋﾏﾗﾔ ﾀﾝｹﾝ ｷﾛｸ 日高 信六郎編・川喜田 二郎本文 ﾋﾀﾞｶ ｼﾝﾛｸﾛｳ ｶﾜｷﾀ ｼﾞﾛｳ 1967 講談社 680.00 22cm 259,82p Ｍ－３３ 初

655 292.6 ﾓ 蒙古高原　前篇 ﾓｳｺ ｺｳｹﾞﾝ ｾﾞﾝﾍﾟﾝ 東亜考古学会 ﾄｳｱ ｺｳｺ ｶﾞｯｶｲ 1943 座右實刊行会 23.00 27cm 249,83p O-１８ 1000

656 292.7 ｱ 玄奘三蔵の道を歩く ｹﾞﾝｿﾞｳ  ｻﾝｿﾞｳ ﾉ ﾐﾁ ｵ ｱﾙｸ 青柳　健 ｱｵﾔｷﾞ ｹﾝ 1970 芙蓉書房 750.00 19cm 286p O-２ 初

657 292.7 ﾔ アフガニスタンの山旅 ｱﾌｶﾞﾆｽﾀﾝ ﾉ ﾔﾏﾀﾋﾞ 安川 茂雄 ﾔｽｶﾜ ｼｹﾞｵ 1968 あかね書房 850.00 21cm 295p O-１４ 初

658 292.7 ﾔ ロシュ・ゴル氷河の旅 ﾛｼｭ ｺﾞﾙ ﾋｮｳｶﾞ ﾉ ﾔﾏﾀﾋﾞ 山本 健一郎 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｲﾁﾛｳ 1969 あかね書房 950.00 21cm 274p O-１６ 初

659 292.7 ｶ カラコラム‐中央アジア探検記録‐ ｶﾗｺﾙﾑ ﾁｭｳｵｳ ｱｼﾞｱ ﾀﾝｹﾝ ｷﾛｸ 日本映画新社監修 ﾆﾎﾝ ｴｲｶﾞ ｼﾝｼｬ 1956 平凡出版 480.00 27cm 132p Ｍ－２５ 初

660 292.9 ｹ 1 大唐西域記　１ ﾀﾞｲﾄｳ　ｻｲｲｷｷ 玄奘 ｹﾞﾝｼﾞｮｳ 水谷 真成 2000 平凡社 2800.00 18cm 380p S-13 東洋文庫６５３

661 292.9 ｹ 2 大唐西域記　２ ﾀﾞｲﾄｳ　ｻｲｲｷｷ 玄奘 ｹﾞﾝｼﾞｮｳ 水谷 真成 2002 平凡社 2800.00 18cm 396p S-13 東洋文庫６５５

662 292.9 ｹ 3 大唐西域記　３ ﾀﾞｲﾄｳ　ｻｲｲｷｷ 玄奘 ｹﾞﾝｼﾞｮｳ 水谷 真成 2002 平凡社 3200.00 18cm 657p S-13 東洋文庫６５７

663 292.9 へ 1 ヘディン中央アジア探検紀行全集１-アジアの砂漠を越えて（上） ﾍﾃﾞｨﾝ/ﾁｭｳｵｳｱｼﾞｱ/ﾀﾝｹﾝ/ｷｺｳ/ｾﾞﾝｼｭｳ-ｱｼﾞｱ/ﾉ/ｻﾊﾞｸ/ｵ/ｺｴﾃ スウェン・ヘディン ｽｳｪﾝ･ﾍﾃﾞｨﾝ 横川 文雄 1964 白水社 580.00 20cm 318p S-13

664 292.9 へ 2 ヘディン中央アジア探検紀行全集２-アジアの砂漠を越えて（下） ﾍﾃﾞｨﾝ/ﾁｭｳｵｳｱｼﾞｱ/ﾀﾝｹﾝ/ｷｺｳ/ｾﾞﾝｼｭｳ-ｱｼﾞｱ/ﾉ/ｻﾊﾞｸ/ｵ/ｺｴﾃ スウェン・ヘディン ｽｳｪﾝ･ﾍﾃﾞｨﾝ 横川 文雄 1964 白水社 600.00 20cm 306p S-13

665 292.9 へ 3 ヘディン中央アジア探検紀行全集３-チベットの冒険 ﾍﾃﾞｨﾝ/ﾁｭｳｵｳｱｼﾞｱ/ﾀﾝｹﾝ/ｷｺｳ/ｾﾞﾝｼｭｳ-ﾁﾍﾞｯﾄ/ﾉ/ﾎﾞｳｹﾝ スウェン・ヘディン ｽｳｪﾝ･ﾍﾃﾞｨﾝ 鈴木 武樹 1964 白水社 700.00 20cm 375p S-13

666 292.9 へ 4 ヘディン中央アジア探検紀行全集４-トランスヒマラヤ（上） ﾍﾃﾞｨﾝ/ﾁｭｳｵｳｱｼﾞｱ/ﾀﾝｹﾝ/ｷｺｳ/ｾﾞﾝｼｭｳ-ﾄﾗﾝｽ/ﾋﾏﾗﾔ スウェン・ヘディン ｽｳｪﾝ･ﾍﾃﾞｨﾝ 青木 秀男 1965 白水社 700.00 20cm 367p S-13

667 292.9 へ 5 ヘディン中央アジア探検紀行全集５-トランスヒマラヤ（下） ﾍﾃﾞｨﾝ/ﾁｭｳｵｳｱｼﾞｱ/ﾀﾝｹﾝ/ｷｺｳ/ｾﾞﾝｼｭｳ-ﾄﾗﾝｽ/ﾋﾏﾗﾔ スウェン・ヘディン ｽｳｪﾝ･ﾍﾃﾞｨﾝ 青木 秀男 1965 白水社 700.00 20cm 344p S-13

668 292.9 へ 6 ヘディン中央アジア探検紀行全集６-ゴビ砂漠横断 ﾍﾃﾞｨﾝ/ﾁｭｳｵｳｱｼﾞｱ/ﾀﾝｹﾝ/ｷｺｳ/ｾﾞﾝｼｭｳ-ｺﾞﾋ/ﾞｻﾊﾞｸ/ｵｳﾀﾞﾝ スウェン・ヘディン ｽｳｪﾝ･ﾍﾃﾞｨﾝ 羽島 重雄 1964 白水社 680.00 20cm 383p S-13

669 292.9 へ 7 ヘディン中央アジア探検紀行全集７-ゴビ砂漠の謎 ﾍﾃﾞｨﾝ/ﾁｭｳｵｳｱｼﾞｱ/ﾀﾝｹﾝ/ｷｺｳ/ｾﾞﾝｼｭｳ-ｺﾞﾋﾞ/ｻﾊﾞｸ/ﾉ/ﾅｿﾞ スウェン・ヘディン ｽｳｪﾝ･ﾍﾃﾞｨﾝ 福田 宏年 1965 白水社 700.00 20cm 354p S-13

670 292.9 へ 8 ヘディン中央アジア探検紀行全集８-戦乱の西域を行く ﾍﾃﾞｨﾝ/ﾁｭｳｵｳｱｼﾞｱ/ﾀﾝｹﾝ/ｷｺｳ/ｾﾞﾝｼｭｳ-ｾﾝﾗﾝ/ﾉ/ｾｲｲｷ/ｵ/ｲｸ スウェン・ヘディン ｽｳｪﾝ･ﾍﾃﾞｨﾝ 宮原 朗 1965 白水社 600.00 20cm 283p S-13

671 292.9 へ 9 ヘディン中央アジア探検紀行全集９-シルクロード ﾍﾃﾞｨﾝ/ﾁｭｳｵｳｱｼﾞｱ/ﾀﾝｹﾝ/ｷｺｳ/ｾﾞﾝｼｭｳ-ｼﾙｸ/ﾛｰﾄﾞ スウェン・ヘディン ｽｳｪﾝ･ﾍﾃﾞｨﾝ 西 義之 1965 白水社 600.00 20cm 301p S-13

672 292.9 へ 10 ヘディン中央アジア探検紀行全集１０-さまよえる湖 ﾍﾃﾞｨﾝ/ﾁｭｳｵｳｱｼﾞｱ/ﾀﾝｹﾝ/ｷｺｳ/ｾﾞﾝｼｭｳ-ｻﾏﾖｴﾙ/ﾐｽﾞｳﾐ スウェン・ヘディン ｽｳｪﾝ･ﾍﾃﾞｨﾝ 関 楠男 1964 白水社 580.00 20cm 318p S-14

673 292.9 へ 11 ヘディン中央アジア探検紀行全集１１-探検家としてのわが生涯 ﾍﾃﾞｨﾝ/ﾁｭｳｵｳｱｼﾞｱ/ﾀﾝｹﾝ/ｷｺｳ/ｾﾞﾝｼｭｳ-ﾀﾝｹﾝｶ/ﾄｼﾃ/ﾉ/ﾜｶﾞ/ｼｮｳｶﾞｲ スウェン・ヘディン ｽｳｪﾝ･ﾍﾃﾞｨﾝ 山口 四郎 1966 白水社 950.00 20cm 538p S-14

674 292.9 ﾌ カフカズの山旅 ｶﾌｶｽﾞ ﾉ ﾔﾏﾀﾋﾞ 袋 一平編 ﾌｸﾛ ｲｯﾍﾟｲ 1969 あかね書房 850.00 21cm 265p O-11 初
675 292.9 ﾔ パミールの短い夏 ﾊﾟﾐｰﾙ ﾉ ﾐｼﾞｶｲ ﾅﾂ 安川 茂雄 ﾔｽｶﾜ ｼｹﾞｵ 1970 朝日新聞社 480.00 20cm 294p O-１６ 初

676 292.9 ﾍ スターリン峰登頂記 ｽﾀｰﾘﾝ ﾎｳ ﾄｳﾁｮｳｷ Ｅ・A・ベレーツキイ E・A・ﾍﾞﾚｰﾂｷｲ 袋 一平 1957 ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙマガジン社 290.00 20cm 224p Ｍ－２７ 初

677 293.3 ﾂ ハイランド ﾊｲﾗﾝﾄﾞ 辻村 伊助 ﾂｼﾞﾑﾗ ｲｽｹ 1930 梓書房 3.00 25cm 255p O-9 初

678 293.4 ｱ アルプス・コーカサス登攀記 ｱﾙﾌﾟｽ ｺｰｶｻｽ ﾄｳﾊﾝｷ Ａ・Ｆ・マンメリー Ａ・Ｆ・ﾏﾝﾒﾘｰ 石 一郎 1955 朋文堂 430.00 19cm 365p O-1 初

679 293.4 ｼ 一登山家の思い出 ｲﾁﾄｻﾞﾝｶ ﾉ ｵﾓｲﾃﾞ エミール・ジャヴェル ｴﾐｰﾙ･ｼﾞｬｳﾞｪﾙ 尾崎 喜八 1937 龍星閣 6.00 20cm 411p O-1 初 ○ 61/70

680 293.4 ﾌ 八千米の上と下 ﾊｯｾﾝﾒｰﾄﾙ ﾉ ｳｴ ﾄ ｼﾀ ヘルマン・ブール ﾍﾙﾏﾝ･ﾌﾞｰﾙ 横川 文雄 1963 朋文堂 590.00 19cm 490p O-1 初

681 293.4 ﾍ アルプス三つの壁 ｱﾙﾌﾟｽ ﾐｯﾂ ﾉ ｶﾍﾞ アンデレル・ヘックマイヤー ｱﾝﾃﾞﾚﾙ･ﾍｯｸﾏｲﾔｰ 長越 茂雄 1955 朋文堂 330.00 19cm 228p O-1 初

682 293.4 ﾗ 山に闘う ﾔﾏ ﾆ ﾀﾀｶｳ レーモン・ランベール ﾚｰﾓﾝ･ﾗﾝﾍﾞｰﾙ 安川 茂雄 1969 三笠書房 680.00 20cm 197p O-1 初

683 293.4 ﾚ 星と嵐 ﾎｼ ﾄ ｱﾗｼ ガストン・レビュファ ｶﾞｽﾄﾝ･ﾚﾋﾞｭﾌｧ 近藤 等 1969 白水社 800.00 21cm 203,17p O-1 11

684 293.4 ｷ アイガー直登 ｱｲｶﾞｰ ﾁｮｸﾄｳ ピーター・ギルマン、ドゥーガル・ハストン ﾋﾟｰﾀｰ･ｷﾞﾙﾏﾝ、ﾄﾞｩｰｶﾞﾙ・ﾊｽﾄﾝ 加島 祥造 1969 早川書房 1,300.00 22cm 231p O-２ 初

685 293.4 ｺ シャモニの休日 ｼｬﾓﾆ ﾉ ｷｭｳｼﾞﾂ 近藤 等 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾄｼ 1963 白水社 650.00 21cm 230p O-7 初

686 293.4 ﾂ スウイス日記 ｽｳｲｽ ﾆｯｷ 辻村 伊助 ﾂｼﾞﾑﾗ ｲｽｹ 1922 横山書店 4.50 24cm 166p O-9 初

687 293.4 ﾌ 雪・岩・アルプス ﾕｷ ｲﾜ ｱﾙﾌﾟｽ 藤木 九三 ﾌｼﾞｷ ｸｿﾞｳ 1930 梓書房 3.50 23cm 408p O-１３ 初

688 293.4 ﾏ 山行 ｻﾝｺｳ 槙 有恒 ﾏｷ ｱﾘﾂﾈ 1923 改造社 3.20 23cm 266p O-１３ 4 ○

689 293.4 ﾏ 山行 ｻﾝｺｳ 槙 有恒 ﾏｷ ｱﾘﾂﾈ 1952 岡書院 750.00 22cm 334p O-１３ 初 ○ 169/300

690 293.4 ﾏ アルプス記 ｱﾙﾌﾟｽｷ 松方 三郎 ﾏﾂｶﾀ ｻﾌﾞﾛｳ 1937 龍星閣 5.00 21cm 326p O-１３ 初 46/70

691 B 293.4 ｳ 1 アルプス登攀記 上（岩波文庫） ｱﾙﾌﾟｽ ﾄｳﾊﾝｷ ｼﾞｮｳ エドワード・ウィンパー ｴﾄﾞﾜｰﾄ・ｳｨﾝﾊﾟｰ 松浦佐美太郎 1936 岩波書店 0.40 16cm 312p O-１５ 初

692 B 293.4 ｳ 2 アルプス登攀記 下（岩波文庫） ｱﾙﾌﾟｽ ﾄｳﾊﾝｷ ｹﾞ エドワード・ウィンパー ｴﾄﾞﾜｰﾄ・ｳｨﾝﾊﾟｰ 松浦佐美太郎 1937 岩波書店 0.40 16cm 293p O-１５ 初

693 B 293.4 ﾃ アルプスの旅より（岩波文庫） ｱﾙﾌﾟｽ ﾉ ﾀﾋﾞ ﾖﾘ ジョン・ティンダル ｼﾞｮﾝ・ﾃｨﾝﾀﾞﾙ 矢島 祐利 1933 岩波書店 0.20 16cm 128p O-１５ 2

694 B 293.4 ﾃ アルプス紀行（岩波文庫） ｱﾙﾌﾟｽ ｷｺｳ ジョン・ティンダル ｼﾞｮﾝ・ﾃｨﾝﾀﾞﾙ 矢島 祐利 1955 岩波書店 160.00 16cm 413p O-１５ 4

695 293.4 ﾍ 3 アルプスの三つの壁‐エーデルワイス叢書第３巻 ｱﾙﾌﾟｽ ﾉ ﾐｯﾂ ﾉ ｶﾍﾞ ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ ｿｳｼｮ ﾀﾞｲ3 ｶﾝ アンデレル・ヘックマイヤー ｱﾝﾃﾞﾚﾙ ﾍｯｸﾏｲﾔｰ 長越 茂雄 1955 朋文堂 330.00 19cm 228p Ｍ－４ 初
696 293.4 ﾏ 5 アルプス・コーカサス登攀記-エーデルワイス叢書第５巻 ｱﾙﾌﾟｽ ｺｰｶｻｽ ﾄｳﾊﾝｷ ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ ｿｳｼｮ ﾀﾞｲ5 ｶﾝ アルバート・フレデリック・マンメリー ｱﾙﾊﾞｰﾄ ﾌﾚﾃﾞｨｯｸ ﾏﾝﾒﾘｰ 石 一郎 1955 朋文堂 430.00 19cm 365p Ｍ－４ 初

697 293.4 ﾚ 7 アルピニズモ・アクロバチコ‐エーデルワイス叢書第７巻 ｱﾙﾋﾟﾆｽﾞﾓ ｱｸﾛﾊﾞﾁｺ ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ ｿｳｼｮ ﾀﾞｲ7 ｶﾝ ギド・レイ ｷﾞﾄﾞ ﾚｲ 河合 亨 1956 朋文堂 380.00 19cm 300p Ｍ－４ 初
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698 293.4 ﾌ 八千米の上と下 ﾊｯｾﾝﾒｰﾄﾙ ﾉ ｳｴ ﾄ ｼﾀ ヘルマン・ブール ﾍﾙﾏﾝ ﾌﾞｰﾙ 横川 文雄 1963 朋文堂 590.00 19cm 490p Ｍ－４ 初

699 293.4 ﾏ アルプス及コーカサス登攀記 ｱﾙﾌﾟｽ ｵﾖﾋﾞ ｺｰｶｻｽ ﾄｳﾊﾝｷ A・Ｆ・マンメリー Ａ・Ｆ・ﾏﾝﾒﾘｰ 石 一郎 1938 朋文堂 2.50 20cm 389p Ｍ－４ 初

700 293.4 ﾌ 雪・岩・アルプス ﾕｷ ｲﾜ ﾐﾅﾐｱﾙﾌﾟｽ 藤木 九三 ﾌｼﾞｷ ｸｿﾞｳ 1930 梓書房 5.50 23cm 403p Ｍ－２１ 初 ○
701 B 293.4 ﾁ アルプス紀行（岩波文庫） ｱﾙﾌﾟｽ ｷｺｳ ジョン・チンダル ｼﾞｮﾝ ﾁﾝﾀﾞﾙ 矢島祏利 1949 岩波書店 100.00 15cm 413p Ｍ－２２ 初

702 B 293.4 ｳ 1 アルプス登攀記 上（岩波文庫） ｱﾙﾌﾟｽ ﾄｳﾊﾝｷ ｼﾞｮｳ エドワード・ウィンパー ｴﾄﾞﾜｰﾄﾞ ｳｨﾝﾊﾟｰ 浦松 佐美太郎 1936 岩波書店 0.40 16cm 312p Ｍ－２２ 2

703 B 293.4 ｳ 2 アルプス登攀記 下（岩波文庫） ｱﾙﾌﾟｽ ﾄｳﾊﾝｷ ｹﾞ エドワード・ウィンパー ｴﾄﾞﾜｰﾄﾞ ｳｨﾝﾊﾟｰ 浦松 佐美太郎 1937 岩波書店 0.40 16cm 293p Ｍ－２２ 2

704 B 293.4 ﾁ 1 アルプスの氷河　第一部 ｱﾙﾌﾟｽ ﾉ ﾋｮｳｶﾞ ﾀﾞｲｲﾁﾌﾞ ジョン・チンダル ｼﾞｮﾝ ﾁﾝﾀﾞﾙ 矢島 祏利 1932 岩波書店 0.40 16cm 223p Ｍ－２２ 初

705 293.4 ｺ 若きアルピニストの魂 ﾜｶｷ ｱﾙﾋﾟﾆｽﾄ ﾉ ﾀﾏｼｲ ジャン・コスト ｼﾞｬﾝ ｺｽﾄ 近藤 等・大森 久雄 1965 二見書房 480.00 21cm 283p Ｍ－２９ 初

706 293.4 ﾊ 白い蜘蛛 アイガ―の北壁 ｼﾛｲ ｸﾓ ｱｲｶﾞｰ ﾉ ﾎｸﾍｷ ハインリヒ・ハーラー ﾊｲﾝﾘﾋ ﾊｰﾗｰ 横川 文雄 1960 白水社 500.00 21cm 277p Ｍ－２９ 初

707 293.4 ﾚ 星と嵐 六つの北壁登行 ﾎｼ ﾄ ｱﾗｼ ﾑｯﾂ ﾉ ﾎｸﾍｷ ﾄｳｺｳ ガストン・レビュファ ｶﾞｽﾄﾝ ﾚﾋﾞｭﾌｧ 近藤 等 1955 白水社 500.00 21cm 185,17p Ｍ－２９ 2

708 293.4 ﾗ 山に闘う レーモン・ランベール レーモン・ランベール ﾚｰﾓﾝ ﾗﾝﾍﾞｰﾙ 安川  茂雄 1956 三笠書房 490.00 21cm 196p Ｍ－２９ 初

709 293.4 ﾗ 若き日の山行 ﾜｶｷ ﾋ ﾉ ｻﾝｺｳ ルイ・ラシュナル、ジェラール・エルゾーグ共著 ﾙｲ ﾗｼｭﾅﾙ ｼﾞｪﾗｰﾙ ｴﾙｿﾞｰｸﾞ 近藤 等 1957 白水社 320.00 19cm 287p Ｍ－２９ 初

710 293.5 ｶ 渓からの山旅 ﾀﾆ ｶﾗ ﾉ ﾔﾏﾀﾋﾞ 冠 松次郎 ｶﾝﾑﾘ ﾏﾂｼﾞﾛｳ 1937 改造社 2.30 20cm 323p Ｍ－２０ 初

711 294 ｱ アフリカ横断１万キロ ｱﾌﾘｶ ｵｳﾀﾞﾝ ｲﾁﾏﾝｷﾛ 早稲田大学赤道アフリカ遠征隊編 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲｶﾞｸ ｾｷﾄﾞｳ ｱﾌﾘｶ ｴﾝｾｲﾀｲ 1958 朝日新聞社 280.00 19cm 264p O-１７ 初

712 295 ﾅ 北米国立公園遊記 ﾎｸﾍﾞｲ ｺｸﾘﾂ ｺｳｴﾝ ﾕｳｷ 中村 秋季 ﾅｶﾑﾗ ｼｭｳｷ 1932 新生堂 2.00 20cm 315p O-10 初

713 295.1 ｲ 花と氷河 ﾊﾅ ﾄ ﾋｮｳｶﾞ 今井 雄二・今井 喜美子 ｲﾏｲ ﾕｳｼﾞ ｲﾏｲ ｷﾐｺ 1972 同信社 1200.00 20cm 246p Ｍ－２３ 初 ○

714 295.3 ｷ 米国アルプス踏破記 ﾍﾞｲｺｸ ｱﾙﾌﾟｽ ﾄｳﾊｷ 木下 糾 ｷｵﾉｼﾀ ﾀﾀﾞｼ 1931 世界堂 2.50 19cm 213p O-5 初

715 295.3 ﾅ ホイットネ征服記  ﾎｲｯﾄﾈ ｾｲﾌｸｷ 中村 秋季 ﾅｶﾑﾗ ｼｭｳｷ 1931 新生堂 1.50 20cm 174p O-10 初

716 295.3 ｱ アラスカの処女峰 ｱﾗｽｶ ﾉ ｼｮｼﾞｮﾎｳ 宮崎 辰雄編 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀﾂｵ 1970 兵庫県山岳連盟 2000.00 25cm 339p Ｍ－２５ 初 72/
717 295.5 ﾎ 南米の旅から ﾅﾝﾍﾞｲ ﾉ ﾀﾋﾞ ｶﾗ 金丸 徳重 ｶﾈﾏﾙ　ﾄｸｼｹﾞ 1972 甲陽書房 700.00 19cm 208p Ｍ－１１ 初

718 296 ﾀ 南アメリカ紀行 ﾐﾅﾐｱﾒﾘｶ ｷｺｳ 多田 道太郎・上田 篤 ﾀﾀﾞ ﾐﾁﾀﾛｳ ｳｴﾀﾞ ｱﾂｼ 1976 サンケイ出版 980.00 19cm 226p Ｍ－２３ 初

719 296.5 ｲ 秘境バタコニア ﾋｷｮｳ ﾊﾟﾀｺﾞﾆｱ 飯山達雄・西村豪 ｲｲﾔﾏ ﾀﾂｵ・ﾆｼﾑﾗ ｺﾞｳ 1970 朝日新聞社 850.00 22cm 184p O-２ 初

720 296.8 ｶ アンデスの白い鷹 ｱﾝﾃﾞｽ ﾉ　ｼﾛｲ ﾀｶ 加藤 幸 ｶﾄｳ ｺｳ 1967 あかね書房 850.00 21cm 285p O-4 初

721 296.8 ﾊ アンデスからヒマラヤへ　早稲田大学登山隊の記録 ｱﾝﾃﾞｽ ｶﾗ ﾋﾏﾗﾔ ｴ ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲｶﾞｸ ﾄｻﾞﾝﾀｲ ﾉ ｷﾛｸ 浜野 吉生 ﾊﾏﾉ ﾖｼｵ 1966 白水社 900.00 21cm 274p O-10 初

722 297.1 ﾑ 恐るべき空白 ｵｿﾙﾍﾞｷ ｸｳﾊｸ アラン・ムーアヘッド ｱﾗﾝ･ﾑｰｱﾍｯﾄﾞ 尾崎 尚 1969 早川書房 530.00 19cm 277p O-1 初

723 297.7 ｶ 氷雪圏の記録-山渓山岳叢書5 ﾋｮｳｾﾂｹﾝ ﾉ ｷﾛｸ ﾔﾏｹｲ ｻﾝｶﾞｸ ｿｳｼｮ ｺﾞ 加納 一郎 ｶﾉｳ ｲﾁﾛｳ 1947 山と渓谷社 20.00 19cm 127p Ｍ－１１ 初
724 297.7 ﾍ 北極圏と南極圏 ﾎｯｷｮｸｹﾝ ﾄ ﾅﾝｷｮｸｹﾝ コーリン・ベルトラム ｺｰﾘﾝ ﾍﾞﾙﾄﾅﾑ 加納 一郎 1942 朋文堂 2.00 19cm 204p Ｍ－２９ 初 2000

725 297.7 ｶ 極地集誌 ｷｮｸﾁ ｼｭｳｼ 加納 一郎 ｶﾉｳ ｲﾁﾛｳ 1941 朋文堂 2.00 19cm 271p Ｍ－３０ 初

726 297.8 ｼ 白い秘境‐グリーンランド探検記 ｼﾛｲ ﾋｷｮｳ ｸﾞﾘｰﾝﾗﾝﾄﾞ ﾀﾝｹﾝｷ 池田　錦重編 ｲｹﾀﾞ ｶﾈｼｹﾞ 1971 あかね書房 780.00 20cm 297,40p O-２ 初

727 297.8 ﾊ 北極点を越えて ﾎｯｷｮｸﾃﾝ ｵ ｺｴﾃ ウォリー・ハーバート ｳｫﾘｰ･ﾊｰﾊﾞｰﾄ 木村 忠雄 1970 朝日新聞社 550.00 19cm 285p O-２ 初

728 297.8 ﾊ 極地に消えた人々　北極探検記 ｷｮｸﾁ ﾆ ｷｴﾀ ﾋﾄﾋﾞﾄ ﾎｯｷｮｸ ﾀﾝｹﾝｷ ワシーリー・パセツキー ﾜｼｰﾘｰ･ﾊﾞｾﾂｷｰ 加藤 九祚 1969 白水社 900.00 21cm 288p O-２ 初

729 297.9 ﾑ 南極点への道 ﾅﾝｷｮｸﾃﾝ ｴ ﾉ ﾐﾁ 村山 雅美 ﾑﾗﾔﾏ ﾏｻﾖｼ 1969 朝日新聞社 580.00 20cm 297p O-１４ 初

730 297.9 ﾌ 謎の大陸 ﾅｿﾞ ﾉ ﾀｲﾘｸ エリ・フヴァト ｴﾘ ﾌｳﾞｧﾄ 佐藤 清郎 1958 ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙマガジン社 300.00 19cm 278p Ｍ－２９ 初

731 297.9 ﾊ バード南極探検誌 ﾊﾞｰﾄﾞ ﾅﾝｷｮｸ ﾀﾝｹﾝｼ リチャード・E・バード ﾘﾁｬｰﾄﾞ E ﾊﾞｰﾄﾞ 遠藤 斌 1956 緑地社 330.00 19cm 304p Ｍ－２９ 初

732 297.9 ﾌ 1 南極横断　上 ﾅﾝｷｮｸ ｵｳﾀﾞﾝ Ｖ・フックス、E・ヒラリー V ﾌｫｯｸｽ E ﾋﾗﾘｰ 山田 晃 1959 光文社 280.00 20cm 211p Ｍ－２９ 初

733 297.9 ﾌ 2 南極横断　下 ﾅﾝｷｮｸ ｵｳﾀﾞﾝ Ｖ・フックス、E・ヒラリー V ﾌｫｯｸｽ E ﾋﾗﾘｰ 山田 晃 1959 光文社 280.00 20cm 214p Ｍ－２９ 初

734 297.9 ﾅ 南極新聞 1956～7 ﾅﾝｷｮｸ ｼﾝﾌﾞﾝ 1956-57 南極新聞社 ﾅﾝｷｮｸ ｼﾝﾌﾞﾝｼｬ 1957 南極研究会・茗渓堂 600.00 19×27cm 217p Ｍ－３２ 初

735 304 ﾏ 手紙の遠足 ﾃｶﾞﾐ ﾉ ｴﾝｿｸ 松方 三郎 ﾏﾂｶﾀ  ｻﾌﾞﾛｳ 1975 築地書館 1800.00 22cm 277p Ｍ－２３ 初

736 360 ｺ 厚生の日本 〔富士山の記事〕 ｺｳｾｲ ﾉ ﾆﾎﾝ ﾌｼﾞｻﾝ ﾉ ｷｼﾞ 日本厚生協会 ﾆﾎﾝ ｺｳｾｲ ｷｮｳｶｲ 1942 厚生の日本 0.50 21cm 143p Ｍ－１０ 初 雑誌

737 382 ﾎ 極限の民族 ｷｮｸｹﾞﾝ ﾉ ﾐﾝｿﾞｸ 本多 勝一 ﾎﾝﾀﾞ ｶﾂｲﾁ 1970 朝日新聞社 520.00 20cm 456p O-１３ 9

738 382.1 ｶ 飛騨の白川村 ﾋﾀﾞ ﾉ ｼﾗｶﾜﾑﾗ 川口 孫治郎 ｶﾜｸﾞﾁ ﾏｺﾞｼﾞﾛｳ 1934 住伊書店 1.20 19cm 255p O-4 初

739 382.1 ﾀ 2 小学生の調べたる 上伊那川島村郷土誌 続編　 ｼｮｳｶﾞｸｾｲ ﾉ ｼﾗﾍﾞﾀﾙ ｶﾐｲﾅ ｶﾜｼﾞﾏﾑﾗ ｷｮｳﾄﾞｼ 竹内 利美 ﾀｹｳﾁ ﾄｼﾐ 1936 アチツク ミユーゼアム 2.80 23cm 251p O-8

740 382.1 ﾑ 3 羽後角館地方に於ける鳥蟲草木の民俗学的資料 アチツクミユーゼアﾑ彙報第３ ｳｺﾞ ｶｸﾉﾀﾞﾃ ﾁﾎｳ ﾆ ｵｹﾙ ﾁｮｳﾁｭｳ ｿｳﾓｸ ﾉ ﾐﾝｿﾞｸｶﾞｸﾃｷ ｼﾘｮｳ  ｱﾁﾂｸﾑｾﾞｱﾑ ｲﾎｳ ﾀﾞｲｻﾝ 武藤 鉄城 ﾑﾄｳ ﾃﾂｼﾞｮｳ 1935 アチツクミユーゼアム 1.80 23cm 354p O-１４

741 382.1 ﾑ 山村小記 ｻﾝｿﾝ ｼｮｳｷ 向山 雅重 ﾑｶｲﾔﾏ ﾏｻｼｹﾞ 1941 山村書院 1.60 19cm 223p O-１４ 初
742 382.1 ｵ 3 岡山県特殊信仰誌-岡山民俗叢書第三篇 ｵｶﾔﾏｹﾝ ﾄｸｼｭ ｼﾝｺｳｼ ｵｶﾔﾏ ﾐﾝｿﾞｸ ｿｳｼｮ ﾀﾞｲｻﾝﾍﾟﾝ 桂 又三郎・江野村茂里一 ｶﾂﾗ ﾏﾀｻﾌﾞﾛｳ・ｴﾉﾑﾗ ﾓﾘｲﾁ 1932 中国民俗学会 非売品 18cm 70p O-１５ 初 100部

743 382.7 ﾎ 極北の放浪者 ｷｮｸﾎｸ ﾉ ﾎｳﾛｳｼｬ Ｇ・ド・ポンサン G ﾄﾞ ﾎﾟﾝｻﾝ 近藤 等 1957 新潮社 360.00 20cm 210p Ｍ－２９ 初

744 384 ﾀ 山と人と生活 ﾔﾏ ﾄ ﾋﾄ ﾄ ｾｲｶﾂ 高橋 文太郎 ﾀｶﾊｼ ﾌﾞﾝﾀﾛｳ 1944 金星堂 3.15 19cm 365p Ｍ－８ 2 2000部

745 384.3 ﾀ 山の生活-民族研究第２０輯 ﾔﾏ ﾉ ｾｲｶﾂ ﾐﾝｿﾞｸ ｹﾝｷｭｳ ﾀﾞｲﾆｼﾞｯｼｭｳ 田中 喜多美 ﾀﾅｶ ｷﾀﾐ 1930 日本民族研究会 1.00 21cm 104p O-8 初 装丁：和装

746 384.3 ﾐ 2 山に生きる人びと-日本民衆史２ ﾔﾏ ﾆ ｲｷﾙ ﾋﾄﾋﾞﾄ ﾆﾎﾝ ﾐﾝｼｭｳｼ ﾆ 宮本 常一 ﾐﾔﾓﾄ ﾂﾈｲﾁ 1964 未来社 380.00 19cm 201p O-１４ 初

747 384.3 ﾐ 11 周防大島を中心としたる海の生活誌 アチツクミユーゼアム彙報第11 ｽｵｳ ｵｵｼﾏ ｵ ﾁｭｳｼﾝ ﾄ ｼﾀﾙ ｳﾐ ﾉ ｾｲｶﾂｼ ｱﾁﾂｸﾑｾﾞｱﾑ ｲﾎｳ ﾀﾞｲｼﾞｭｳｲﾁ 宮本 常一 ﾐﾔﾓﾄ ﾂﾈｲﾁ 1936 アチツクミユーゼアム 2.80 23cm 306p O-１４
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748 384.3 ﾔ 山の人生 ﾔﾏ ﾉ ｼﾞﾝｾｲ 柳田　國男 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ｸﾆｵ 1926 郷土研究社 2.00 20cm 308p O-１６ 初

749 384.3 ﾀ 山村民俗誌 ｻﾝｿﾝ ﾐﾝｿﾞｸｼ 田中 喜多見 ﾀﾅｶ ｷﾀﾐ 1933 一誠社 1.50 20cm 233p O-１６ 初

750 386 ﾔ 山の祭り ﾔﾏ ﾉ ﾏﾂﾘ 伊那民族研究会編 ｲﾅ ﾐﾝｿﾞｸ ｹﾝｷｭｳｶｲ 1933 山村書院 0.90 19cm 174p O-３ 初

751 388 ﾔ 山の伝説と情話 ﾔﾏ ﾉ ﾃﾞﾝｾﾂ ﾄ ｼﾞｮｳﾜ 朝日新聞社 ｱｻﾋｼﾝﾌﾞﾝｼｬ 1922 朝日新聞社 1.00 19cm 300p O-8 初

752 388 ﾔ 山の伝説　日本アルプス編 ﾔﾏ ﾉ ﾃﾞﾝｾﾂ ﾆﾎﾝｱﾙﾌﾟｽ ﾍﾝ 青木 純二 ｱｵｷ ｼﾞｭﾝｼﾞ 1930 丁未出版社 1.80 20cm 300p Ｍ－１０ 初
753 388 ﾆ 日本伝説叢書　信濃の巻 ﾆﾎﾝ ﾃﾞﾝｾﾂ ｿｳｼｮ ｼﾅﾉ ﾉ ﾏｷ 藤沢 衛彦 ﾌｼﾞｻﾜ ﾓﾘﾋｺ 1917 日本伝説叢書刊行会 非売品 19cm 480p Ｍ－１０ 初

754 388 ﾌ 富士北麓昔話集-甲斐民俗叢書 ﾌｼﾞ ﾎｸﾛｸ ﾑｶｼﾊﾞﾅｼｼｭｳ ｶｲ ﾐﾝｿﾞｸ ｿｳｼｮ 土橋 里木 ﾂﾁﾊｼ ﾘｷ 1957 山梨民俗の会 300.00 19cm 281p Ｍ－１０ 初

755 388 ﾔ 山の伝説と情話 ﾔﾏ ﾉ ﾃﾞﾝｾﾂ ﾄ ｼﾞｮｳﾜ 朝日新聞社 ｱｻﾋｼﾝﾌﾞﾝｼｬ 1922 朝日新聞社 1.00 19cm 300p Ｍ－１０ 初
756 388.1 ﾔ アルプスの民話（潮文社新書） ｱﾙﾌﾟｽ ﾉ ﾐﾝﾜ 山田 野理夫編 ﾔﾏﾀﾞ ﾉﾘｵ 1965 潮文社 250.00 18cm 218p O-１６ 初

757 388.1 ﾔ アルプスの民話 ｱﾙﾌﾟｽ ﾉ ﾐﾝﾜ 山田 野理夫編 ﾔﾏﾀﾞ ﾉﾘｵ 1962 潮文社 300.00 19cm 217p Ｍ－３０ 初

758 388.3 ﾔ アルプス伝説集 ｱﾙﾌﾟｽ ﾃﾞﾝｾﾂｼｭｳ 山上 雷鳥 ﾔﾏｶﾞﾐ ﾗｲﾁｮｳ 1932 黒百合社 1.20 19cm 147p O-１６ 初

759 388.3 ﾔ チロル伝説集 ﾁﾛﾙ ﾃﾞﾝｾﾂｼｭｳ 山上 雷鳥 ﾔﾏｶﾞﾐ ﾗｲﾁｮｳ 1932 黒百合社 1.20 19cm 136p O-１６ 初

760 388.9 ﾏ 山の民謡　海の民謡 ﾔﾏ ﾉ ﾐﾝﾖｳ ｳﾐ ﾉ ﾐﾝﾖｳ 松川　二郎 ﾏﾂｶﾜ ｼﾞﾛｳ 1927 博文館 1.60 16cm 432p O-１３ 初

761 402.9 ｵ 針ノ木岳 自然とその保護 ﾊﾘﾉｷﾀﾞｹ ｼｾﾞﾝ ﾄ ｿﾉ ﾎｺﾞ 大町山岳博物館編 ｵｵﾏﾁ ｻﾝｶﾞｸ ﾊｸﾌﾞﾂｶﾝ 1959 大町市役所商工観光課 頒価不明 26cm 185p Ｍ－２５ 初

762 408 ﾗ ライフ ネーチュア ライブラリー 山 ﾗｲﾌ ﾈｰﾁｭｱ ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ ﾔﾏ ローラス・ミルン、マージェリー・ミルン ﾛｰﾗｽ ﾐﾙﾝ ﾏｰｼﾞｪﾘｰ ﾐﾙﾝ 村内 必典 1975 タイム・ライフ 980.00 19cm 261,20p Ｍ－２９ 初
763 440 ﾔ 登山者の天文学 ﾄｻﾞﾝｼｬ ﾉ ﾃﾝﾓﾝｶﾞｸ 山本 一清 ﾔﾏﾓﾄ ｲｯｾｲ 1933 恒星社 1.00 20cm 150p O-１６ 初

764 448.9 ﾀ 日本地図測量小史 ﾆﾎﾝ ﾁｽﾞ ｿｸﾘｮｳ ｼｮｳｼ 高木 菊三郎 ﾀｶｷﾞ ｷｸｻﾞﾌﾞﾛｳ 1931 古今書院 1.60 23cm 170p O-７ 初

765 448.9 ﾜ 地図と地形 ﾁｽﾞ ﾄ ﾁｹｲ 渡辺 万次郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾝｼﾞﾛｳ 1933 新光社 4.00 23cm 336p O-１７ 初

766 450 ﾀ 写山要訣 ｼｬｻﾞﾝ ﾖｳｹﾂ 高島 得三（北海） ﾀｶｼﾏ ﾄｸｿﾞｳ（ﾎｯｶｲ） 1903 東陽堂 頒価不明 22cm 78p,図版178p O-８ 初 装丁：和装

767 450 ﾂ 自然人文 地理学辞典 ｼｾﾞﾝ ｼﾞﾝﾌﾞﾝ ﾁﾘｶﾞｸ ｼﾞﾃﾝ 塚田 忠泰 ﾂｶﾀﾞ ﾀﾀﾞﾔｽ 1934 大同館書店 3.30 23cm 365,12p O-９ 初

768 450 ﾔ 日本アルプスの研究 ﾆﾎﾝ ｱﾙﾌﾟｽ ﾉ ｹﾝｷｭｳ 矢沢 米三郎 ﾔｻﾞﾜ ﾖﾈｻﾌﾞﾛｳ 1935 三省堂 2.80 23cm 247p O-１４ 初

769 R 450.3 ﾄ 英和和英 地学字彙 ｴｲﾜ ﾜｴｲ ﾁｶﾞｸ ｼﾞｲ 東京地学協会 ﾄｳｷｮｳ ﾁｶﾞｸ ｷｮｳｶｲ 1916 東京地学協会 2.00 19cm 274p Ｍ－１９ 2

770 450.4 ｸ 野帖余白 ﾔﾁｮｳ ﾖﾊｸ 蔵田 延男 ｸﾗﾀ ﾉﾌﾞｵ 1941 朋文堂 2.00 19cm 331p O-5 初

771 450.4 ｸ 野帖余白 ﾔﾁｮｳ ﾖﾊｸ 蔵田 延男 ｸﾗﾀ ﾉﾌﾞｵ 1941 朋文堂 2.00 19cm 331p Ｍ－８ 初

772 450.9 ﾀ 山梨県地学のガイド ﾔﾏﾅｼｹﾝ ﾁｶﾞｸ ﾉ ｶﾞｲﾄﾞ 田中 収 ﾀﾅｶ ｵｻﾑ 1987 コロナ社 2400.00 19cm 282p Ｍ－１９ 初

773 450.9 ｺ 日本アルプスの自然 ﾆﾎﾝ ｱﾙﾌﾟｽ ﾉ ｼｾﾞﾝ 小林 国夫 ｺﾊﾞﾔｼ ｸﾆｵ 1955 築地書館 650.00 22cm 258,8p Ｍ－２１ 初

774 451 ﾔ 山の気象と遭難 ﾔﾏ ﾉ ｷｼｮｳ ﾄ ｿｳﾅﾝ 気象庁予報課 予報技術研究会編 ｷｼｮｳﾁｮｳ ﾖﾎｳｶ ﾖﾎｳｷﾞｼﾞｭﾂｹﾝｷｭｳｶｲ 1963 朋文堂 500.00 22cm 203p O-5 4

775 451 ﾔ 登山者のための気象学 ﾄｻﾞﾝｼｬ ﾉ ﾀﾒ ﾉ ｷｼｮｳｶﾞｸ 山本 三郎 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾌﾞﾛｳ 1966 山と渓谷社 380.00 19cm 225p Ｍ－１９ 5
776 451 ﾔ 山の気象と遭難 ﾔﾏ ﾉ ｷｼｮｳ ﾄ ｿｳﾅﾝ 気象庁予報課予報技術研究会編 ｷｼｮｳﾁｮｳ ﾖｳﾎｳｶ ﾖﾎｳ ｷﾞｼﾞｭﾂ ｹﾝｷｭｳｶｲ 1962 朋文堂 500.00 22cm 203p Ｍ－１９ 3

777 451 ﾔ 山の気象と遭難 ﾔﾏ ﾉ ｷｼｮｳ ﾄ ｿｳﾅﾝ 気象庁予報課予報技術研究会編 ｷｼｮｳﾁｮｳ ﾖｳﾎｳｶ ﾖﾎｳ ｷﾞｼﾞｭﾂ ｹﾝｷｭｳｶｲ 1967 朋文堂新社 600.00 22cm 213p Ｍ－１９ 初

778 451.2 ｶ 天気と天気予報 ﾃﾝｷ ﾄ ﾃﾝｷﾖﾎｳ 梶間 百樹 ｶｼﾞﾏ ﾋｬｯｷ 1926 古今書院 1.20 19cm 138p O-4 初
779 Ｋ 451.2 ｵ 山の気象はどう変わるか ﾔﾏ ﾉ ｷｼｮｳ ﾜ ﾄﾞｳ ｶﾜﾙｶ 大井 正一 ｵｵｲ ｼｮｳｲﾁ 1956 恒星社厚生閣 150.00 22cm 114p Ｍ－１９ 初

780 451.6 ｶ 氷と雪 ｺｵﾘ ﾄ ﾕｷ 加納 一郎 ｶﾉｳ ｲﾁﾛｳ 1929 梓書房 2.50 20cm 318p O-4 初

781 451.6 ｸ 雲の見方 国際雲級図解説 ｸﾓ ﾉ ﾐｶﾀ ｺｸｻｲ ｳﾝｷｭｳｽﾞ ｶｲｾﾂ 三宅 武雄訳述 ﾐﾔｹ ﾀｹｵ 三宅 武雄 1926 文化生活研究会 1.80 20cm 146p O-１４ 初

782 451.6 ｶ 氷と雪 ｺｵﾘ ﾄ ﾕｷ 加納 一郎 ｶﾉｳ ｲﾁﾛｳ 1929 梓書房 2.50 20cm 318p Ｍ－２３ 初

783 452.9 ﾀ 趣味の湖沼学 ｼｭﾐ ﾉ ｺｼｮｳｶﾞｸ 田中 阿歌麿 ﾀﾅｶ ｱｶﾏﾛ 1922 実業之日本社 2.50 17cm 734p Ｍ－１９ 初

784 453 ｼ 20 震災予防調査会報告　第２０号 ｼﾝｻｲ ﾖﾎﾞｳ ﾁｮｳｻｶｲ ﾎｳｺｸ ﾀﾞｲﾆｼﾞｭｳｺﾞｳ 震災予防調査会編 ｼﾝｻｲﾖﾎﾞｳﾁｮｳｻｶｲ 1898 震災予防調査会 頒価不明 26cm 70p O-9 八ヶ嶽火山附近地質図2枚

785 453 ｼ 24 震災予防調査会報告　第２４号 ｼﾝｻｲ ﾖﾎﾞｳ ﾁｮｳｻｶｲ ﾎｳｺｸ ﾀﾞｲﾆｼﾞｭｳﾖﾝｺﾞｳ 震災予防調査会編 ｼﾝｻｲﾖﾎﾞｳﾁｮｳｻｶｲ 1899 震災予防調査会 頒価不明 26cm 74p O-9 冨士火山近傍地質図1枚

786 453.1 ｶ 富士山の地質と水理 ﾌｼﾞｻﾝ ﾉ ﾁｼﾂ ﾄ ｽｲﾘ 神原 信一郎 ｶﾝﾊﾞﾗ ｼﾝｲﾁﾛｳ 1929 博信館 3.00 23cm 6,482p Ｍ－２１ 初

787 453.8 ｺ 火山 ｶｻﾞﾝ 小林 房太郎 ｺﾊﾞﾔｼ ﾌｻﾀﾛｳ 1929 南光社 5.50 23cm 582p O-6 初

788 453.8 ｱ 徒歩者の為の趣味の登山 ﾄﾎｼｬ ﾉ ﾀﾒ ﾉ ｼｭﾐ ﾉ ﾄｻﾞﾝ 朝枝 利男 ｱｻｴﾀﾞ　ﾄｼｵ 1937 東京啓発社事務局 3.80 20cm 473p Ｍ－３０ 初

789 454 ｶ 地形学入門 ﾁｹｲｶﾞｸ ﾆｭｳﾓﾝ 香川 幹一 ｶｶﾞﾜ ｶﾝｲﾁ 1931 古今書院 1.60 23cm 220,25p O-4 2

790 454 ﾁ 地形学教程 ﾁｹｲｶﾞｸ ｷｮｳﾃｲ 教育研究会 1920 兵事雑誌社 0.50 22cm 134p O-5 13

791 454 ｱ 自然の地形を熟視して ｼｾﾞﾝ ﾉ ﾁｹｲ ｵ ｼﾞｭｸｼ ｼﾃ 赤松 寛美 ｱｶﾏﾂ ﾋﾛﾐ 1926 軍友会出版部 1.60 20cm 121p Ｍ－１９ 初
792 454.3 ｺ 山の驚異 ﾔﾏ ﾉ ｷｮｳｲ 小林 国夫 ｺﾊﾞﾔｼ ｸﾆｵ 1956 学生社 140.00 18cm 139p Ｍ－１９ 初

793 454.5 ｲ 日本山岳研究 ﾆﾎﾝ ｻﾝｶﾞｸ ｹﾝｷｭｳ 今西 錦司 ｲﾏﾆｼ ｷﾝｼﾞ 1969 中央公論社 2,200.00 22cm 408p O-３ 初
794 454.5 ｺ 高山研究 ｺｳｻﾞﾝ ｹﾝｷｭｳ 河野 齢蔵 ｺｳﾉ ﾄｼｿﾞｳ 1927 岩波書店 2.80 23cm 199p O-３ 初

795 454.5 ﾊ 山の科學 ﾔﾏ ﾉ ｶｶﾞｸ 原田 三夫 ﾊﾗﾀﾞ ﾐﾂｵ 1940 朋文堂 2.80 19cm 4,8,422p Ｍ－１９ 5

796 454.5 ﾊ 山の科学 ﾔﾏ ﾉ ｶｶﾞｸ 原田 三夫 ﾊﾗﾀﾞ ﾐﾂｵ 1956 朋文堂 350.00 19cm 298p Ｍ－１９ 初

797 454.5 ｺ 高山研究 ｺｳｻﾞﾝ ｹﾝｷｭｳ 河野 齢蔵 ｺｳﾉ ﾚｲｿﾞｳ 1927 岩波書店 2.80 23cm 199p Ｍ－２１ 初
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798 454.5 ﾂ 山-岩波新書６３ ﾔﾏ ｲﾜﾅﾐ ｼﾝｼｮ 63 辻村 太郎 ﾂｼﾞﾑﾗ ﾀﾛｳ 1940 岩波書店 0.50 18cm 177p Ｍ－３０ 初

799 454.9 ｳ 地形図と地質図 ﾁｹｲｽﾞ ﾄ ﾁｼﾂｽﾞ 上治 寅次郎 ｳｴﾊﾙ ﾄﾗｼﾞﾛｳ 1928 古今書院 2.00 19cm 217p O-３ 3

800 454.9 ｲ 地形図の読方と其利用 ﾁｹｲｽﾞ ﾉ ﾖﾐｶﾀ ﾄ ｿﾉ ﾘﾖｳ 鈴木 猶吉 ｽｽﾞｷ ﾕｳｷﾁ 1932 古今書院 1.80 23cm 150,21p O-7 初

801 454.9 ﾁ 地形図の読方 ﾁｹｲｽﾞ ﾉ ﾖﾐｶﾀ 地理教育研究会 ﾁﾘｷｮｳｲｸｹﾝｷｭｳｶｲ 1932 中興館 1.20 22cm 96p O-9 3

802 454.9 ﾂ 日本地形誌 ﾆﾎﾝ ﾁｹｲｼ 辻村 太郎 ﾂｼﾞﾑﾗ  ﾀﾛｳ 1932 古今書院 4.20 23cm 455p O-9 13

803 455 ｺ 富士をめぐる地質 ﾌｼﾞ ｵ ﾒｸﾞﾙ ﾁｼﾂ 小林 福造 ｺﾊﾞﾔｼ ﾌｸｿﾞｳ 1956 共栄出版 300.00 19cm 201,6p Ｍ－１９ 初

804 R 458 ﾏ 原色岩石図鑑 ｹﾞﾝｼｮｸ ｶﾞﾝｾｷ ｽﾞｶﾝ 益富 壽之助 ﾏｽﾄﾐ ｶｽﾞﾉｽｹ 1955 保育社 1100.00 22cm 158p Ｍ－２１ 2

805 462.1 ﾊ 針ノ木岳 自然とその保護 ﾊﾘﾉｷﾀﾞｹ ｼｾﾞﾝ ﾄ ｿﾉ ﾎｺﾞ 大町山岳博物館編 ｵｵﾏﾁｻﾝｶﾞｸﾊｸﾌﾞﾂｶﾝ 1959 大町市役所商工観光課 頒価不明 26cm 186p O-１２ 初

806 462.1 ﾊ 登山科學 ﾄｻﾞﾝ ｶｶﾞｸ 花柳 甲太郎 ﾊﾅﾔｷﾞ ｺｳﾀﾛｳ 1923 現代社 0.60 19cm 153p Ｍ－１９ 初

807 462.7 ﾆ 南極越冬記（岩波新書 青版） ﾅﾝｷｮｸ ｴｯﾄｳｷ 西堀 栄三郎 ﾆｼﾎﾞﾘ ｴｲｻﾞﾌﾞﾛｳ 1958 岩波書店 130.00 18cm 269p Ｍ－２９ 初

808 462.9 ﾃ 天然記念物を探る ﾃﾝﾈﾝ ｷﾈﾝﾌﾞﾂ ｵ ｻｸﾞﾙ 大阪毎日新聞社学芸部共編、東京日日新聞社学芸部共編 ｵｵｻｶ ﾏｲﾆﾁ ｼﾝﾌﾞﾝｼｬ、ﾄｳｷｮｳ ﾆﾁﾆﾁ ｼﾝﾌﾞﾝｼｬ 1936 盛文館 3.50 23cm 335p O-３ 初

809 467.1 ｲ 高山植物 観察と栽培 ｺｳｻﾞﾝ ｼｮｸﾌﾞﾂ ｶﾝｻﾂ ﾄ ｻｲﾊﾞｲ 石井 勇義 ｲｼｲ ﾕｳｷﾞ 1929 誠文堂実際園芸社 1.30 26cm 160p O-１２ 初 『実際園芸』第七巻第二号

810 470.4 ﾏ 植物学九十年 ｼｮｸﾌﾞﾂｶﾞｸ ｷｭｳｼﾞｭｳﾈﾝ 牧野 富太郎 ﾏｷﾉ ﾄﾐﾀﾛｳ 1956 宝文館 280.00 19cm 238p Ｍ－１９ 2

811 471.7 ﾀ 高山植物の話 ｺｳｻﾞﾝ ｼｮｸﾌﾞﾂ ﾉ ﾊﾅｼ 武田 久吉 ﾀｹﾀﾞ ﾋｻﾖｼ 1924 大阪毎日新聞社 1.80 16cm 89,17p O-１５ 初

812 471.7 ﾔ 原色 高山植物 ｹﾞﾝｼｮｸ ｺｳｻﾞﾝ ｼｮｸﾌﾞﾂ 山川 黙 ﾔﾏｶﾜ ｼｽﾞｶ 1928 三省堂 2.00 19cm 36,10,12p O-１６ 初

813 471.7 ﾀ 1 山とお花畑 １ 北アルプス編 ﾔﾏ ﾄ ｵﾊﾅﾊﾞﾀｹ 1 ｷﾀｱﾙﾌﾟｽ ﾍﾝ 田辺 和雄 ﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｵ 1961 甲陽書院 2800.00 27cm 17,92,53,38p Ｍ－３２ 初

814 471.7 ﾀ 2 山とお花畑 ２ 尾瀬・上信越・東北・北海道編 ﾔﾏ ﾄ ｵﾊﾅﾊﾞﾀｹ 2 ｵｾﾞ ｼﾞｮｳｼﾝｴﾂ ﾄｳﾎｸ ﾎｯｶｲﾄﾞｳ ﾍﾝ 田辺 和雄 ﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｵ 1961 甲陽書院 2000.00 27cm 12,68,33,46p Ｍ－３２ 初

815 471.7 ﾀ 3 山とお花畑 ３ 富士山・八ｶﾞ岳・南アルプス・木曽駒ｶﾞ岳・近畿以西と外国の山 ﾔﾏ ﾄ ｵﾊﾅﾊﾞﾀｹ ﾌｼﾞｻﾝ ﾔﾂｶﾞﾀｹ ﾐﾅﾐｱﾙﾌﾟｽ ｷｿｺﾏｶﾞﾀｹ ｷﾝｷ ｲｻｲ ﾄ ｶﾞｲｺｸ 田辺 和雄 ﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｵ 1961 甲陽書院 2000.00 27cm 3,72,60,45p Ｍ－３２ 初

816 472.1 ｳ 富士山植物誌 ﾌｼﾞｻﾝ ｼｮｸﾌﾞﾂｼ 梅村 甚太郎 ｳﾒﾑﾗ ｼﾞﾝﾀﾛｳ 1923 任他楼・有隣堂 2.50 19cm 388,28p O-１５ 初
817 472.1 ｳ 山梨の草木 ﾔﾏﾅｼ ﾉ ｸｻｷ 植松 春雄 ｳｴﾏﾂ ﾊﾙｵ 1974 山梨日日新聞 1500.00 19cm 292p Ｍ－１９ 初

818 472.1 ﾑ 南アルプスの花たち ﾐﾅﾐｱﾙﾌﾟｽ ﾉ ﾊﾅ ﾀﾁ 村松 正文 ﾑﾗﾏﾂ ﾏｻﾌﾐ 1993 山梨日日新聞 1845.00 19×２１cm 150p Ｍ－１９ 初

819 472.1 ﾆ 日本高山植物図鑑 ﾆﾎﾝ ｺｳｻﾞﾝ ｼｮｸﾌﾞﾂ ｽﾞｶﾝ 武田 久吉 田辺 和雄共著 ﾀｹﾀﾞ ﾋｻﾖｼ ﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｵ 1950 北隆館 500.00 19cm 294,16p Ｍ－１９ 初 664

820 472.1 ﾆ 日本高山植物図鑑 ﾆﾎﾝ ｺｳｻﾞﾝ ｼｮｸﾌﾞﾂ ｽﾞｶﾝ 武田 久吉 田辺 和雄共著 ﾀｹﾀﾞ ﾋｻﾖｼ ﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｵ 1962 北隆館 700.00 19cm 16,10,347p Ｍ－１９ 2 3140

821 472.1 ｳ 富士山植物誌 ﾌｼﾞｻﾝ ｼｮｸﾌﾞﾂｼ 梅村 甚太郎 ｳﾒﾑﾗ ｼﾞﾝﾀﾛｳ 1923 丸善 2.50 19cm 388,28p Ｍ－１９ 初 附録：植物名いろは引

822 472.1 ﾀ 高山植物 ｺｳｻﾞﾝ ｼｮｸﾌﾞﾂ 武田 久吉 ﾀｹﾀﾞ ﾋｻﾖｼ 1917 同文館 0.60 19cm 102p Ｍ－１９ 初

823 472.1 ｹ 原色高山植物 ｹﾞﾝｼｮｸ ｺｳｻﾞﾝ ｼｮｸﾌﾞﾂ 本田 正次・清棲 幸保共著 ﾎﾝﾀﾞ ﾏｻｼﾞ ｷﾖｽ ﾕｷﾔｽ 1953 三省堂 580.00 19cm 96,53p Ｍ－１９ 初

824 472.1 ﾀ 原色高山植物 ｹﾞﾝｼｮｸ ｺｳｻﾞﾝ ｼｮｸﾌﾞﾂ 田辺 和雄 ﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｵ 1956 朋文堂 580.00 19cm 164p Ｍ－１９ 初

825 472.1 ｳ 山梨の植物誌 ﾔﾏﾅｼ ﾉ ｼｮｸﾌﾞﾂｼ 植松 春雄 ｳｴﾏﾂ ﾊﾙｵ 1981 井上書店 15000.00 27cm 595p Ｍ－３２ 初

826 480.4 ﾏ 山国の動物たち ﾔﾏｸﾞﾆ ﾉ ﾄﾞｳﾌﾞﾂﾀﾁ 松山 義雄 ﾏﾂﾔﾏ ﾖｼｵ 1959 創元社 250.00 19cm 238p Ｍ－１９ 2

827 480.4 ﾄ 山の動物たち ﾔﾏ ﾉ ﾄﾞｳﾌﾞﾂﾀﾁ 戸川 幸夫 ﾄｶﾞﾜ ﾕｷｵ 1956 鱒書房 130.00 18cm 218p Ｍ－１９ 初

828 488 ﾅ 6 山と鳥 コマクサ叢書６ ﾔﾏ ﾄ ﾄﾘ iｺﾏｸｻ ｿｳｼｮ 中西 悟堂 ﾅｶﾆｼ ｺﾞﾄﾞｳ 1957 朋文堂 280.00 19cm 281p Ｍ－１ 初

829 488 ﾅ 野鳥と共に ﾔﾁｮｳ ﾄ ﾄﾓﾆ 中西 悟堂 ﾅｶﾆｼ ｺﾞﾄﾞｳ 1941 日新書院 2.00 19cm 396p Ｍ－１９ 7

830 519.8 ｼ 自然保護を考える ｼｾﾞﾝ ﾎｺﾞ ｵ ｶﾝｶﾞｴﾙ 信州大学教養学部自然保護講座編 ｼﾝｼｭｳ ﾀﾞｲｶﾞｸ ｷｮｳﾖｳﾌﾞ ｼｾﾞﾝ ﾎｺﾞ ｺｳｻﾞ 1973 共立出版 1200.00 19cm 423p Ｍ－１９ 初

831 Ｋ 519.8 ﾁ 中学生のための自然保護読本 ﾁｭｳｶﾞｸｾｲ ﾉ ﾀﾒ ﾉ ｼｾﾞﾝ ﾎｺﾞ ﾄﾞｸﾎﾝ 山梨県企画調整局編 ﾔﾏﾅｼｹﾝ ｷｶｸ ﾁｮｳｾｲｷｮｸ 1973 山梨県 頒価不明 21cm 85p Ｍ－１９ 初

832 596.3 ｽ 山菜料理 ｻﾝｻｲ ﾘｮｳﾘ 鈴木静夫・山本光子 ｽｽﾞｷ ｼｽﾞｵ ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳｺ 1963 山と渓谷社 170.00 15cm 174p O-１５ 初

833 611.9 ｱ 山の民の記録 ﾔﾏ ﾉ ﾀﾐ ﾉ ｷﾛｸ 青木 恵一郎 ｱｵｷ ｹｲｲﾁﾛｳ 1954 新評論社 280.00 19cm 301p O-２ 初

834 627 ｺ 高山植物と山草の培養 ｺｳｻﾞﾝ ｼｮｸﾌﾞﾂ ﾄ ｻﾝｿｳ ﾉ ﾊﾞｲﾖｳ 石田 文三郎・原 秀雄共著 ｲｼﾀﾞ ﾌﾞﾝｻﾞﾌﾞﾛｳ ﾊﾗ ﾋﾃﾞｵ 1935 三省堂 2.00 20cm 254,17p Ｍ－１９ 8

835 629.4 ｱ アメリカ国立公園考 ｱﾒﾘｶ ｺｸﾘﾂ ｺｳｴﾝｺｳ 東 良三 ｱｽﾞﾏ ﾘｮｳｿﾞｳ 1948 淡路書房 200.00 19cm 417p O-２ 初

836 629.4 ｺ 国立公園の話 ｺｸﾘﾂ ｺｳｴﾝ ﾉ ﾊﾅｼ 厚生省国立公園部 ｺｳｾｲｼｮｳ ｺｸﾘﾂｺｳｴﾝﾌﾞ 1952 国立公園協会 90.00 21cm 143p O-6 初

837 702.1 ｸ 奈良と京都 ﾅﾗ ﾄ ｷｮｳﾄ 黒田 鵬心 ｸﾛﾀﾞ ﾎｳｼﾝ 1935 誠文館 1.20 15cm 266p Ｍ－１４ 3

838 704 ﾏ 民芸・絵・読書 ﾐﾝｹﾞｲ ｴ ﾄﾞｸｼｮ 松方 三郎 ﾏﾂｶﾀ  ｻﾌﾞﾛｳ 1976 築地書館 1600.00 22cm 249p Ｍ－２３ 初

839 718.4 ﾆ 南都石仏巡礼 ﾅﾝﾄ ｾｷﾌﾞﾂ ｼﾞｭﾝﾚｲ 西村 貞 ﾆｼﾑﾗ ﾃｲ 1933 成光館書店 2.50 23cm 260,逆算年表13p Ｍ－３１ 2

840 725 ﾔ 山のスケッチ ﾔﾏ ﾉ ｽｹｯﾁ 富田通雄、丸山 東美男 ﾄﾐﾀ ﾐﾁｵ・ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾐｵ 1931 朋文堂 0.60 19cm 1冊 O-１４ 初

841 740 ﾅ カメラと旅 ｶﾒﾗ ﾄ ﾀﾋﾞ 長濱慶三 ﾅｶﾞﾊﾏ ｹｲｿﾞｳ 1940 玄光社 2.60 18cm 243p Ｍ－１０ 初
842 743 ｱ 1 アサヒカメラ講座　１ ｱｻﾋ ｶﾒﾗ ｺｳｻﾞ 1 アサヒカメラ編 ｱｻﾋ ｶﾒﾗ 1954 朝日新聞社 380.00 22cm 210p Ｍ－１９ 初

843 743 ｱ 2 アサヒカメラ講座　２ ｱｻﾋ ｶﾒﾗ ｺｳｻﾞ 2 アサヒカメラ編 ｱｻﾋ ｶﾒﾗ 1955 朝日新聞社 380.00 22cm 225p Ｍ－１９ 3

844 743 ｱ 3 アサヒカメラ講座　３ ｱｻﾋ ｶﾒﾗ ｺｳｻﾞ 3 アサヒカメラ編 ｱｻﾋ ｶﾒﾗ 1955 朝日新聞社 380.00 22cm 230p Ｍ－１９ 2

845 743 ｱ 4 アサヒカメラ講座　４ ｱｻﾋ ｶﾒﾗ ｺｳｻﾞ 4 アサヒカメラ編 ｱｻﾋ ｶﾒﾗ 1957 朝日新聞社 380.00 22cm 310p Ｍ－１９ 初
846 743 ｱ 5 アサヒカメラ講座　５ ｱｻﾋ ｶﾒﾗ ｺｳｻﾞ 5 アサヒカメラ編 ｱｻﾋ ｶﾒﾗ 1955 朝日新聞社 380.00 22cm 244p Ｍ－１９ 初

847 743 ｱ 6 アサヒカメラ講座　６ ｱｻﾋ ｶﾒﾗ ｺｳｻﾞ 6 アサヒカメラ編 ｱｻﾋ ｶﾒﾗ 1955 朝日新聞社 380.00 22cm 257p Ｍ－１９ 初
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848 743 ｱ 7 アサヒカメラ講座　７ ｱｻﾋ ｶﾒﾗ ｺｳｻﾞ 7 アサヒカメラ編 ｱｻﾋ ｶﾒﾗ 1956 朝日新聞社 380.00 22cm 217p Ｍ－１９ 8

849 743 ｱ 8 アサヒカメラ講座　８ ｱｻﾋ ｶﾒﾗ ｺｳｻﾞ 8 アサヒカメラ編 ｱｻﾋ ｶﾒﾗ 1956 朝日新聞社 380.00 22cm 318p Ｍ－１９ 初 附録：複写用露出換算器

850 743 ｱ 9 アサヒカメラ講座　９ ｱｻﾋ ｶﾒﾗ ｺｳｻﾞ 9 アサヒカメラ編 ｱｻﾋ ｶﾒﾗ 1957 朝日新聞社 380.00 22cm 348,15p Ｍ－１９ 初

851 743.5 ﾇ 山岳写真の写し方 ｻﾝｶﾞｸ ｼｬｼﾝ ﾉ ｳﾂｼｶﾀ 額田 敏 ﾇｶﾀﾞ ﾊﾔｼ 1932 玄光社 2.00 20cm 18,294p O-10 初

852 743.5 ﾊ 図説 新スキー術 ｽﾞｾﾂ ｼﾝ ｽｷｰｼﾞｭﾂ 馬場 忠三郎 ﾊﾞﾊﾞ ﾁｭｳｻﾞﾌﾞﾛｳ 1938 三省堂 2.30 20cm 242p O-10 初 附録「スキー體操」1枚

853 743.5 ｷ 風景を切る-カメラの美と旅- ﾌｳｹｲ ｵ ｷﾙ ｶﾒﾗ ﾉ ﾋﾞ ﾄ ﾀﾋﾞ 北尾 鐐之助 ｷﾀｵ ﾘｮｳﾉｽｹ 1952 創元社 440.00 19×18cm 241p Ｍ－１０ 初

854 743.5 ﾂ 山岳撮影の実際 ｻﾝｶﾞｸ ｻﾂｴｲ ﾉ ｼﾞｯｻｲ 塚本 閤治 ﾂｶﾓﾄ ｺｳｼﾞ 1951 アミコ出版社 380.00 19cm 141p Ｍ－１０ 初

855 743.5 ﾌ 旅の写真撮影案内 ﾀﾋﾞ ﾉ ｼｬｼﾝ ｻﾂｴｲ ｱﾝﾅｲ 福原 信三 ﾌｸﾊﾗ ｼﾝｿﾞｳ 1937 朝日新聞発行所 0.70 16cm 152p Ｍ－１４ 初

856 748 ｺ 高山深谷 ｺｳｻﾞﾝ ｼﾝｺｸ 日本山岳会 ﾆﾎﾝｻﾝｶﾞｸｶｲ 1933 梓書店 4.50 26cm 103p O-１２ 初

857 748 ﾋ 氷雪に挑む ﾋｮｳｾﾂ ﾆ ｲﾄﾞﾑ 朝日新聞社編 ｱｻﾋｼﾝﾌﾞﾝｼｬ 1940 朝日新聞社 1.70 30cm 88p O-１２ 初

858 748 ｺ 9 高山深谷 第９輯 ｺｳｻﾞﾝ ｼﾝｺｸ 日本山岳会編 ﾆﾎﾝ ｻﾝｶﾞｸｶｲ 1933 梓書房 4.50 26cm 103p Ｍ－２５ 初

859 748 ｺ 10 高山深谷 第１０輯 ｺｳｻﾞﾝ ｼﾝｺｸ 日本山岳会編 ﾆﾎﾝ ｻﾝｶﾞｸｶｲ 1941 アルス 7.50 27cm 258p Ｍ－２５ 初

860 748 ﾀ わが山旅 ﾜｶﾞ ﾔﾏﾀﾋﾞ 田渕 行男 ﾀﾌﾞﾁ ﾕｷｵ 1952 誠文堂新光社 610.00 27cm 128p Ｍ－２５ 初

861 748 ﾀ 山岳写真傑作集〔アサヒカメラ臨時増刊〕 ｻﾝｶﾞｸ ｼｬｼﾝ ｹｯｻｸｼｭｳ ｱｻﾋｶﾒﾗ ﾘﾝｼﾞ ｿﾞｳｶﾝ 田渕 行男 ﾀﾌﾞﾁ ﾕｷｵ 1951 朝日新聞社 280.00 26cm 96,16p Ｍ－２５ 初

862 748 ﾀ 山-世界写真作家シリーズ- ﾔﾏ ｾｶｲ ｼｬｼﾝ ｻｯｶ ｼﾘｰｽﾞ 田渕 行男 ﾀﾌﾞﾁ ﾕｷｵ 1958 平凡社 480.00 25cm 39,5p Ｍ－２５ 初

863 748 ﾀ 尾根路 田淵行男写真集 ｵﾈｼﾞ ﾀﾌﾞﾁ ﾕｷｵ ｼｬｼﾝｼｭｳ 田淵 行男 ﾀﾌﾞﾁ ﾕｷｵ 1958 朋文堂 2000.00 31cm 117p Ｍ－３２ 初

864 748 ｻ 1958 山稜 １９５８ ｻﾝﾘｮｳ 1958 日本山岳写真協会編 ﾆﾎﾝ ｻﾝｶﾞｸ ｼｬｼﾝ ｷｮｳｶｲ 1958 山と渓谷社 800.00 26cm 1冊 Ｍ－３２ 初

865 748 ｻ 1959 山稜 １９５９ ｻﾝﾘｮｳ 1959 日本山岳写真協会編 ﾆﾎﾝ ｻﾝｶﾞｸ ｼｬｼﾝ ｷｮｳｶｲ 1959 山と渓谷社 800.00 26cm 1冊 Ｍ－３２ 初

866 748 ｻ 1960 山稜 １９６０ ｻﾝﾘｮｳ 1960 日本山岳写真協会編 ﾆﾎﾝ ｻﾝｶﾞｸ ｼｬｼﾝ ｷｮｳｶｲ 1960 山と渓谷社 800.00 26cm 1冊 Ｍ－３２ 初

867 748 ﾆ 1958 日本山岳写真年鑑 １９５８ ﾆﾎﾝ ｻﾝｶﾞｸ ｼｬｼﾝ ﾈﾝｶﾝ 1958 日本山岳会監修 ﾆﾎﾝ ｻﾝｶﾞｸｶｲ 1958 三笠書房 840.00 26cm 1冊 Ｍ－３２ 初

868 748 ﾆ 1959 日本山岳写真年鑑 １９５９ ﾆﾎﾝ ｻﾝｶﾞｸ ｼｬｼﾝ ﾈﾝｶﾝ 1959 日本山岳会監修 ﾆﾎﾝ ｻﾝｶﾞｸｶｲ 1959 三笠書房 840.00 26cm 1冊 Ｍ－３２ 初

869 748 ｶ 風見武秀山岳写真 etude of Alps-朋文堂山岳文庫２ ｶｻﾞﾐ ﾀｹﾋﾃﾞ ｻﾝｶﾞｸ ｼｬｼﾝ ｴﾁｭｰﾄﾞ ｵﾌﾞ ｱﾙﾌﾟｽ ﾎｳﾌﾞﾝﾄﾞｳ ｻﾝｶﾞｸ ﾌﾞﾝｺ 風見 武秀 ｶｻﾞﾐ ﾀｹﾋﾃﾞ 1953 朋文堂 600.00 24cm 62p Ｍ－３２ 初 ○

870 748 ｶ 山を行く-朋文堂山岳文庫６ ﾔﾏ ｵ ｲｸ ﾎｳﾌﾞﾝﾄﾞｳ ｻﾝｶﾞｸ ﾌﾞﾝｺ 風見 武秀 ｶｻﾞﾐ ﾀｹﾋﾃﾞ 1957 朋文堂 1300.00 30cm 81p Ｍ－３２ 初

871 748 ｶ ジュガール・ヒマール 風見武秀ヒマラヤ写真集 ｼﾞｭｶﾞｰﾙ ﾋﾏｰﾙ ｶｻﾞﾐ ﾀｹﾋﾃﾞ ﾋﾏﾗﾔ ｼｬｼﾝｼｭｳ 風見 武秀 ｶｻﾞﾐ ﾀｹﾋﾃﾞ 1959 新潮社 1700.00 31cm 62,8p Ｍ－３２ 初

872 748 ｲ 雪と光と夢　伊藤洋平山岳写真 ﾕｷ ﾄ ﾋｶﾘ ﾄ ﾕﾒ ｲﾄｳ ﾖｳﾍｲ ｻﾝｶﾞｸ ｼｬｼﾝ 伊藤 洋平 ｲﾄｳ ﾖｳﾍｲ 1956 白水社 600.00 25cm 52,30p Ｍ－３２ 初 ○

873 748 ｳ やまなみ讃歌 上野巌写真集 ﾔﾏﾅﾐ ｻﾝｶ ｳｴﾉ ｲﾜｵ ｼｬｼﾝｼｭｳ 上野 巖 ｳｴﾉ ｲﾜｵ 1988 山梨日日新聞 3500.00 25×26cm 127p Ｍ－３２ 初 ○

874 748 ｼ 山の花抒情 白籏史朗写真集 ﾔﾏ ﾉ ﾊﾅ ｼﾞｮｼﾞｮｳ  ｼﾗﾊﾀ ｼﾛｳ ｼｬｼﾝｼｭｳ 白簱 史朗 ｼﾗﾊﾀ ｼﾛｳ 1986 日本カメラ社 1900.00 26cm 152p Ｍ－３２ 初 ○

875 748 ｼ 山の花幽幻 白籏史朗写真集 ﾔﾏ ﾉ ﾊﾅ ﾕｳｹﾞﾝ ｼﾗﾊﾀ ｼﾛｳ ｼｬｼﾝｼｭｳ 白簱 史朗 ｼﾗﾊﾀ ｼﾛｳ 1993 日本カメラ社 3600.00 27cm 152,6p Ｍ－３２ 初 ○

876 748 ﾏ 万年雪の王国 ﾏﾝﾈﾝﾕｷ ﾉ ｵｳｺｸ ガストン・レビュファ ｶﾞｽﾄﾝ ﾚﾋﾞｭｱ 1957 平凡社 480.00 26cm 1冊 Ｍ－３２ 初

877 748 ﾖ 2 山は静かなリ‐山渓フォトシリーズ２‐ ﾔﾏ ﾜ ｼｽﾞｶ ﾅﾘ ﾔﾏｹｲ ﾌｫﾄｼﾘｰｽﾞ2 横田 祐介 ﾖｺﾀ ﾕｳｽｹ 1960 山と渓谷社 480.00 27cm 図版、21p Ｍ－３２ 初

878 748 ﾀ 3 岩壁・稜線‐山渓フォトシリーズ３‐ ｶﾞﾝﾍﾟｷ ﾘｮｳｾﾝ ﾔﾏｹｲ ﾌｫﾄｼﾘｰｽﾞ3 多川 精一 ﾀｶﾞﾜ ｾｲｲﾁ 1960 山と渓谷社 480.00 27cm 図版、29p Ｍ－３２ 初

879 748 ｶ 4 ネパールの山と人‐山渓フォトシリーズ４‐ ﾈﾊﾟｰﾙ ﾉ ﾔﾏ ﾄ ﾋﾄ ﾔﾏｹｲ ﾌｫﾄｼﾘｰｽﾞ4 風見 武秀 ｶｻﾞﾐ ﾀｹﾋﾃﾞ 1960 山と渓谷社 480.00 27cm 1冊 Ｍ－３２ 初 ○

880 748 ｾ 世界の山 ｾｶｲ ﾉ ﾔﾏ 山と渓谷社編 ﾔﾏ ﾄ ｹｲｺｸｼｬ 1975 山と渓谷社 4800.00 27cm 350p Ｍ－３２ 初

881 767 ﾔ 1 山で唄う歌 １ ﾔﾏ ﾃﾞ ｳﾀｳ ｳﾀ 戸野昭・朝倉宏編 ﾄﾉ ｱｷﾗ/ ｱｻｸﾗ ｺｳ 1954 茗渓堂 130.00 15cm 124p O-１５ 初

882 767 ﾔ 1 山で唄う歌 １ ﾔﾏ ﾃﾞ ｳﾀｳ ｳﾀ 戸野昭・朝倉宏編 ﾄﾉ ｱｷﾗ/ ｱｻｸﾗ ｺｳ 1958 茗渓堂 130.00 15cm 126p O-１５ 初

883 767 ﾔ 2 山で唄う歌 ２ ﾔﾏ ﾃﾞ ｳﾀｳ ｳﾀ 戸野昭・朝倉宏編 ﾄﾉ ｱｷﾗ/ ｱｻｸﾗ ｺｳ 1956 茗渓堂 160.00 15cm 160p O-１５ 初

884 767 ﾔ 山の歌集 ﾔﾏ ﾉ ｶｼｭｳ 飯塚書店編集部 ｲｲｽﾞｶｼｮﾃﾝﾍﾝｼｭｳﾌﾞ 1959 飯塚書店 100.00 16cm 125p O-１５ 初

885 767 ﾔ 山と雪の歌 ﾔﾏ ﾄ ﾕｷ ﾉ ｳﾀ 山本 学治 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾞｸｼﾞ 1959 理論社 250.00 19cm 139p O-１６ 3

886 767 ﾅ 南嶺会　選定歌集 ﾅﾝﾚｲｶｲ ｾﾝﾃｲ ｶｼｭｳ 水口　弥 1960 南嶺会 非売品 18cm 38p O-１７ 初 100

887 767 ﾅ 南嶺会　選定歌集 ﾅﾝﾚｲｶｲ ｾﾝﾃｲ ｶｼｭｳ 内藤 順造 ﾅｲﾄｳ ｼﾞｭﾝｿﾞｳ 1976 南嶺会 非売品 18cm 60p O-１７ 初 300

888 M 767 ｱ 1 アルペン歌集 １ ｱﾙﾍﾟﾝ ｶｼｭｳ ｲﾁ 上坂 茂男編 ｳｴｻｶ ｼｹﾞｵ 1957 朋文堂 18cm 71p Ｍ－２２ 初 「山と高原」4月号附録

889 M 767 ｱ 2 アルペン歌集 ２ ｱﾙﾍﾟﾝ ｶｼｭｳ ﾆ 上坂 茂男編 ｳｴｻｶ ｼｹﾞｵ 1957 朋文堂 18cm 72p Ｍ－２２ 初 「山と高原」5月号附録

890 M 767 ﾔ 2 山で唄う歌 ２ ﾔﾏ ﾃﾞ ｳﾀｳ ｳﾀ 戸野 昭編・朝倉 宏編 ﾄﾉ ｱｷﾗ ｱｻｸﾗ ｺｳ 1956 茗渓堂 160.00 15cm 160p Ｍ－２２ 初

891 M 767 ﾔ 山と雪の歌 ﾔﾏ ﾄ ﾕｷ ﾉ ｳﾀ 山本 学治 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾞｸｼﾞ 1955 理論社 240.00 19cm 161p Ｍ－２２ 初

892 Ｒ 780.3 ｷ 現代スポーツ辞典 ｹﾞﾝﾀﾞｲ ｽﾎﾟｰﾂ ｼﾞﾃﾝ 山田 午郎 ﾔﾏﾀﾞ ｺﾞﾛｳ 1930 萬里閣書房 1.00 16cm 291p O-１５ 初
893 780.6 ｶ 関東学生登山連盟報告第三号 １９３０．１０－１９３１．５ ｶﾝﾄｳ ｶﾞｸｾｲ ﾄｻﾞﾝ ﾚﾝﾒｲ ﾎｳｺｸ ﾀﾞｲｻﾝｺﾞｳ 上村 篤 ｳｴﾑﾗ ｱﾂｼ 1931 関東学生登山連盟 1.20 23cm 132p O-３

894 784 ｽ スキーヤー日記 ｽｷｰﾔｰ ﾆｯｷ 池田　秀一 ｲｹﾀﾞ ｼｭｳｲﾁ 1938 登山とスキー社 0.90 15cm 188,17p O-１５ 初

895 784 ﾔ 山と闘ふー山岳写真傑作集- ﾔﾏ ﾄ ﾀﾀｶｳ ｻﾝｶﾞｸ ｼｬｼﾝ　ｹｯｻｸｼｭｳ 朝日新聞社編 ｱｻﾋ ｼﾝﾌﾞﾝｼｬ 1939 朝日新聞社 1.50 31cm 88p Ｍ－２５ 初 ○

896 784 ﾋ 氷雪に挑む ﾋｮｳｾﾂ ﾆ ｲﾄﾞﾑ 朝日新聞社編 ｱｻﾋ ｼﾝﾌﾞﾝｼｬ 1940 朝日新聞社 1.70 31cm 88p Ｍ－２５ 初

897 784 ﾌ 冬山とスキー ﾌﾕﾔﾏ ﾄ ｽｷｰ アサヒカメラ編 ｱｻﾋ ｶﾒﾗ 1940 朝日新聞社 1.50 31cm 88p Ｍ－２５ 初
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898 784.3 ﾗ スキー術解説 ｽｷｰｼﾞｭﾂ ｶｲｾﾂ アーノルド・ラン ｱｰﾉﾙﾄﾞ・ﾗﾝ 阿部　謙太郎 1934 平原社 1.50 20cm 266p O-1 初

899 784.3 ｲ 雪に生きる ﾕｷ ﾆ ｲｷﾙ 猪谷 六合雄 ｲｶﾞﾔ ｸﾆｵ 1943 羽田書店 4.05 19cm 508p O-２ 初

900 784.3 ｹ ゲレンデ・スキー ｹﾞﾚﾝﾃﾞ ｽｷｰ 川上壽雄・中川新他共著 ｶﾜｶﾐ ﾄｼｵ・ﾅｶｶﾞﾜ ｱﾗﾀ 1934 三省堂 1.50 20cm 274p O-4 初

901 784.3 ｺ 最近のスキー術 ｻｲｷﾝ ﾉ ｽｷｰｼﾞｭﾂ 小秋元 隆邦 ｺｱｷﾓﾄ ﾘｭｳﾎｳ 1930 三省堂 2.50 19cm 209p O-6 18

902 784.3 ｻ スキー・スポーツ：スキーヤー必携 ｽｷｰ ｽﾎﾟｰﾂ　ｽｷｰﾔｰ ﾋｯｹｲ 坂部 護郎・小秋元 隆邦 ｻｶﾍﾞ ｺﾞﾛｳ・ｺｱｷﾓﾄ ﾘｭｳﾎｳ 1932 三省堂 0.50 19cm 83p O-6 8 注記：奥付「坂部護部」は誤植

903 784.3 ｺ 雪の山旅 ﾕｷ ﾉ ﾔﾏﾀﾋﾞ 小島 六郎・渡辺 公平 ｺｼﾞﾏ ﾛｸﾛｳ・ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾍｲ 1935 三省堂 1.50 20cm 214p,地図4枚 O-6 10

904 784.3 ｲ 一般スキー術要項 ｲｯﾊﾟﾝ ｽｷｰｼﾞｭﾂ ﾖｳｺｳ 全日本スキー連盟 ｾﾞﾝﾆﾎﾝｽｷｰﾚﾝﾒｲ 1939 全日本スキー連盟 0.50 19cm 178p O-7 初

905 784.3 ｼ 雪の王者 シュナイダーは語る ﾕｷ ﾉ ｵｳｼﾞｬ ｼｭﾅｲﾀﾞｰ ﾜ ｶﾀﾙ シュナイダー述、坂部 護郎著 ｼｭﾅｲﾀﾞｰ、ｻｶﾍﾞ ｺﾞﾛｳ 1930 三省堂 1.40 20cm 290p O-7 4

906 784.3 ｽ オーストリアスキー教室 ｵｰｽﾄﾘｱ ｽｷｰ ｷｮｳｼﾂ 鈴木 保二監修 ｽｽﾞｷ ﾔｽｼﾞ 1959 山と渓谷社 180.00 19cm 104p O-7 初

907 Ｒ 784.3 ｽ 1951 スキー年鑑　1951－1952 ｽｷｰ ﾈﾝｶﾝ 全日本スキー連盟 ｾﾞﾝﾆﾎﾝｽｷｰﾚﾝﾒｲ 1952 朋文堂 300.00 21cm 302p O-7 初

908 784.3 ｽ スキー適地案内 ｽｷｰ ﾃｷﾁ ｱﾝﾅｲ スポーツブック編集部 ｽﾎﾟｰﾂﾌﾞｯｸ ﾍﾝｼｭｳﾌﾞ 1930 金星堂 0.50 19cm 118p O-7 3

909 784.3 ﾀ アールベルグ スキー術 ｱｰﾙﾍﾞﾙｸﾞ ｽｷｰｼﾞｭﾂ 高橋 次郎 ﾀｶﾊｼ ｼﾞﾛｳ 1929 博文館 2.00 20cm 400,10p O-8 初

910 784.3 ﾀ 上達の早い 最新のスキー術 ｼﾞｮｳﾀﾂ ﾉ ﾊﾔｲ ｻｲｼﾝ ﾉ ｽｷｰｼﾞｭﾂ 高橋 健治 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｼﾞ 1934 三省堂 1.50 20cm 212p O-8 初

911 784.3 ﾀ 写真解説 スキーテクニック ｼｬｼﾝ ｶｲｾﾂ ｽｷｰ ﾃｸﾆｯｸ 高橋 健治 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｼﾞ 1935 三省堂 1.30 23cm 128,21p O-8 初

912 784.3 ﾀ 新しいスキー術　雪・ワックス・競技 ｱﾀﾗｼｲ ｽｷｰｼﾞｭﾂ ﾕｷ ﾜｯｸｽ ｷｮｳｷﾞ 竹節 作太 ﾀｹﾌﾞｼ ｻｸﾀ 1930 目黒書店 2.70 23cm 288p O-8 3

913 784.3 ｺ スキー写真帖 銀盤に描く　 ｽｷｰ ｼｬｼﾝﾁｮｳ ｷﾞﾝﾊﾞﾝ ﾆ ｴｶﾞｸ 小秋元 隆邦 ｺｱｷﾓﾄ ﾘｭｳﾎｳ 1930 三省堂 1.80 27cm 85p O-１２ 8

914 784.3 ｽ スキーとスケート ｽｷｰ ﾄ ｽｹｰﾄ 鉄道省 ﾃﾂﾄﾞｳｼｮｳ 1924 博文館 1.50 18cm 284p O-１５ 3

915 784.3 ﾄ スキーの理論と技術 ｽｷｰ ﾉ ﾘﾛﾝ ﾄ ｷﾞｼﾞｭﾂ 東京帝国大学山の会 ﾄｳｷｮｳ ﾃｲｺｸ ﾀﾞｲｶﾞｸ ﾔﾏ ﾉ ｶｲ 1931 梓書房 1.00 18cm 177,17p O-１６ 2

916 784.3 ヨ 丘陵スキー術 ｷｭｳﾘｮｳ ｽｷｰｼﾞｭﾂ 吉井 修七 ﾖｼｲ ｼｭｳｼﾁ 1930 目黒書店 1.70 20cm 192p O-１６ 3

917 784.3 ヨ 最新スキー　競技規定の解説 ｻｲｼﾝ ｽｷｰ ｷｮｳｷﾞ ｷﾃｲ ﾉ ｶｲｾﾂ 吉岡 龍太郎 ﾖｼｵｶ ﾘｭｳﾀﾛｳ 1933 一成社 0.50 15cm 154p O-１６ 初

918 784.3 ヨ 日本スキー術 ﾆﾎﾝ ｽｷｰｼﾞｭﾂ 吉田 貞治 ﾖｼﾀﾞ ｻﾀﾞﾊﾙ 1938 第一書房 0.70 16cm 174p O-１６ 初

919 784.3 ｽ スキー指導及研究 ｽｷｰ ｼﾄﾞｳ ｵﾖﾋﾞ ｹﾝｷｭｳ 和田 利彦 ﾜﾀﾞ ﾄｼﾋｺ 1933 春陽堂 2.50 23cm 260p O-１７ 初

920 784.3 ﾆ New　Ｓｋｉｉｎｇ ﾆｭｰ ｽｷｰｲﾝｸﾞ 汎スキー技術術研究会・日本山岳写真協会共著 ﾊﾝ ｽｷ  ーｷﾞｼﾞｭﾂ ｹﾝｷｭｳｶｲ ﾆﾎﾝ ｻﾝｶﾞｸ ｼｬｼﾝ ｷｮｳｶｲ 1950 朋文堂 19cm 64p O-１７ 初 『山』昭和25年1月号別冊付録

921 784.3 ｲ 雪に生きる ﾕｷ ﾆ ｲｷﾙ 猪谷 六合雄 ｲｶﾞﾔ ｸﾆｵ 1971 実業之日本社 1300.00 19cm 495p Ｍ－８ 初

922 784.3 ﾀ 雲表の旅 ｳﾝﾋﾟｮｳ ﾉ ﾀﾋﾞ 竹節 作太 ﾀｹﾌﾞｼ ｻｸﾀ 1942 朋文堂 2.20 19cm 272p Ｍ－８ 初
923 784.3 ｺ 雪の山旅 ﾕｷ ﾉ ﾔﾏﾀﾋﾞ 小島 六郎・渡邊 公平 ｺｼﾞﾏ ﾛｸﾛｳ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾍｲ 1936 三省堂 1.00 22cm 214p Ｍ－２３ 12 附録：地図4枚

924 784.3 ｺ 雪の山旅 ﾕｷ ﾉ ﾔﾏﾀﾋﾞ 小島 六郎・渡邊 公平 ｺｼﾞﾏ ﾛｸﾛｳ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾍｲ 1936 三省堂 1.00 22cm 214p Ｍ－２３ 12

925 784.3 ｱ フランススキー術 ﾌﾗﾝｽ ｽｷｰｼﾞｭﾂ エミール・アレ ｴﾐｰﾙ ｱﾚ 菅原 三郎・近藤 等 1955 新潮社 950.00 30cm 116p Ｍ－２５ 初

926 F 784.3 ｱ How to ski Emile Allais Roger Frison-Roche 1947 30cm 109p Ｍ－２５

927 784.3 ｲ 雪に生きる ﾕｷ ﾆ ｲｷﾙ 猪谷 六合雄 ｲｶﾞﾔ ｸﾆｵ 1950 羽田書店 250.00 20cm 520p Ｍ－３０ 初

928 784.6 ﾄ スキーイング初歩 ｽｷｰｲﾝｸﾞ ｼｮﾎ 東京帝国大学学友会スキー山岳部編 ﾄｳｷｮｳ ﾃｲｺｸ ﾀﾞｲｶﾞｸ ｶﾞｸﾕｳｶｲ ｻﾝｶﾞｸﾌﾞ 1926 改造社 1.50 19cm 204p O-9 初

929 786 ｶ 1 関西学生山岳連盟報告 Ⅰ ｶﾝｻｲ ｶﾞｸｾｲ ｻﾝｶﾞｸ ﾚﾝﾒｲ ﾎｳｺｸ ｲﾁ 伊藤 愿編 ｲﾄｳ ｽﾅｵ 1930 関西学生山岳連盟 頒価不明 27cm 88p O-１２ 初

930 786 ｶ 2 関西学生山岳連盟報告 第二号 ｶﾝｻｲ ｶﾞｸｾｲ ｻﾝｶﾞｸ ﾚﾝﾒｲ ﾎｳｺｸ ﾀﾞｲﾆｺﾞｳ 藤田 喜衛編 ﾌｼﾞﾀ ｷｴｲ 1931 関西学生山岳連盟事務所 1.50 27cm 126p O-１２ 初

931 786 ｶ 3 関西学生山岳連盟報告 第三号 ｶﾝｻｲ ｶﾞｸｾｲ ｻﾝｶﾞｸ ﾚﾝﾒｲ ﾎｳｺｸ ﾀﾞｲｻﾝｺﾞｳ 田中 伸三編 ﾀﾅｶ ｼﾝｿﾞｳ 1932 関西学生山岳連盟事務所 1.00 27cm 127p O-１２ 初

932 786 ﾊ 日曜日の山々 ﾆﾁﾖｳﾋﾞ ﾉ ﾔﾏﾔﾏ 長谷見 保蔵 ﾊｾﾐ ﾔｽｿﾞｳ 1948 朋文堂 60.00 19cm 118p Ｍ－５ 初

933 786 ｶ 冨士を繞る山々 ﾌｼﾞ ｵ ﾒｸﾞﾙ ﾔﾏﾔﾏ 加藤 秀夫 ｶﾄｳ ﾋﾃﾞｵ 1941 体育評論社 0.80 15cm 6,151p Ｍ－１４ 初

934 786.1 ｱ ダウラギリ登頂 ﾀﾞｳﾗｷﾞﾘ ﾄｳﾁｮｳ マックス・アイゼリン ﾏｯｸｽ･ｱｲｾﾞﾘﾝ 横川 文雄 1963 ベースボール・マガジン社 1,600.00 22cm 314p O-1 初

935 786.1 ｴ 1 山岳　第一巻山の研究 ｻﾝｶﾞｸ ﾀﾞｲｲｯｶﾝ ﾔﾏ ﾉ ｹﾝｷｭｳ モーリス・エルゾーグ ﾓｰﾘｽ･ｴﾙｿﾞｰｸﾞ 藤島敏男・深田久弥他 1957 朋文堂 1,300.00 27cm 228p O-1 初

936 786.1 ｴ 2 山岳　第二巻山の科学 ｻﾝｶﾞｸ ﾀﾞｲｲｯｶﾝ ﾔﾏ ﾉ ｶｶﾞｸ モーリス・エルゾーグ ﾓｰﾘｽ･ｴﾙｿﾞｰｸﾞ 藤島敏男・深田久弥他 1957 朋文堂 1,300.00 27cm 204p O-１２ 初

937 786.1 ｴ 3 山岳　第三巻山の芸術 ｻﾝｶﾞｸ ﾀﾞｲｲｯｶﾝ ﾔﾏ ﾉ ｹﾞｲｼﾞｭﾂ モーリス・エルゾーグ ﾓｰﾘｽ･ｴﾙｿﾞｰｸﾞ 藤島敏男・深田久弥他 1957 朋文堂 1,300.00 27cm 216p O-１２ 初

938 786.1 ｼ 未踏の山河-シプトン自叙伝 ﾐﾄｳ ﾉ ｻﾝｶﾞ ｼﾌﾟﾄﾝ ｼﾞｼﾞｮﾃﾞﾝ エリック・シプトン ｴﾘｯｸ･ｼﾌﾟﾄﾝ 大賀二郎・倉知敬 1972 茗渓堂 1,900.00 21cm 417p地図2枚 O-1 初

939 786.1 ﾃ ヒマラヤの男 ﾋﾏﾗﾔ ﾉ ｵﾄｺ Ｎ・テンジン述、Ｊ・Ｒ・アルマン記 Ｎ・ﾃﾝｼﾞﾝ/J・R・ｱﾙﾏﾝ 井上 勇 1955 紀伊国屋書店 350.00 19cm 284p O-1 初

940 786.1 ﾚ モン・ブランからヒマラヤへ ﾓﾝ ﾌﾞﾗﾝ ｶﾗ ﾋﾏﾗﾔ ｴ ガストン・レビュファ ｶﾞｽﾄﾝ･ﾚﾋﾞｭﾌｧ 近藤 等 1967 白水社 650.00 21cm 125p O-1 4

941 786.1 ﾚ 天と地の間に ﾃﾝ ﾄ ﾁ ﾉ ｱｲﾀﾞ ﾆ ガストン・レビュファ ｶﾞｽﾄﾝ･ﾚﾋﾞｭﾌｧ 近藤 等 1963 新潮社 1,500.00 24cm 135p O-1 初

942 786.1 ﾚ 雪と岩 ﾕｷ ﾄ ｲﾜ ガストン・レビュファ ｶﾞｽﾄﾝ･ﾚﾋﾞｭﾌｧ 近藤 等 1970 新潮社 2,500.00 24cm 190p O-1 7

943 786.1 ｱ 趣味と登山 ｼｭﾐ ﾄ ﾄｻﾞﾝ 朝枝 利男 ｱｻｴﾀﾞ ﾄｼｵ 1923 東京啓発舎 3.80 19cm 473p O-２ 初

944 786.1 ﾓ 山 ﾔﾏ ハンス・モルゲンターレル ﾊﾝｽ･ﾓﾙｹﾞﾝﾀｰﾚﾙ 荒井 道太 1941 朋文堂 1.20 19cm 271p O-２ 初

945 786.1 ﾔ 登山の指導と監督 ﾄｻﾞﾝ ﾉ ｼﾄﾞｳ ﾄ ｶﾝﾄｸ ウヰンスロープ・ヤング ｳｨﾝｽﾛｰﾌﾟ・ﾔﾝｸﾞ 町田 立穂 1932 ＪＣＣ 1.00 21cm 216p O-２ 2

946 786.1 ｲ 山へ入る日 ﾔﾏ ｴ ﾊｲﾙ ﾋ 石川 欣一 ｲｼｶﾜ ｷﾝｲﾁ 1929 中央公論社 0.80 19cm 319p O-３ 5

947 786.1 ｲ 山岳省察 ｻﾝｶﾞｸ ｼｮｳｻﾂ 今西 錦司 ｲﾏﾆｼ ｷﾝｼﾞ 1940 弘文堂書房 1.80 21cm 278p O-３ 初
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948 786.1 ｳ たった一人の山 ﾀｯﾀ ﾋﾄﾘ ﾉ ﾔﾏ 浦松 佐美太郎 ｳﾗﾏﾂ ｻﾐﾀﾛｳ 1970 文芸春秋社 500.00 20.00 238p O-３ 5

949 786.1 ｵ 山の古典と共に ﾔﾏ ﾉ ｺﾃﾝ ﾄ ﾄﾓﾆ 大島 堅造 ｵｵｼﾏ ｹﾝｿﾞｳ 1969 茗渓堂 1,500.00 19cm 286p O-３ 初

950 786.1 ｵ 山　研究と随想 ﾔﾏ ｹﾝｷｭｳ ﾄ ｽﾞｲｿｳ 大島 亮吉 ｵｵｼﾏ ﾘｮｳｿﾞｳ 1930 岩波書店 3.00 23cm 476,16p O-３ 初

951 786.1 ｵ 先蹤者 ｾﾝｼｮｳｼｬ 大島 亮吉 ｵｵｼﾏ ﾘｮｳｿﾞｳ 1935 梓書房 6.00 23cm 650p O-３ 初

952 786.1 ｸ 登山の文化史 ﾄｻﾞﾝ ﾉ ﾌﾞﾝｶｼ 桑原 武夫 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾀｹｵ 1950 岡書院 160 19cm 209p O-３ 初

953 786.1 ｼ 自然・登山・探検 ｼｾﾞﾝ ﾄｻﾞﾝ ﾀﾝｹﾝ 今西錦司・川喜田二郎他 ｲﾏﾆｼ ｷﾝｼﾞ・ｶﾜｷﾀ ｼﾞﾛｳ 1981 日本山岳会岐阜支部 頒価不明 19cm 214p O-３ 初

954 786.1 ｵ 冬山教室 ﾌﾕﾔﾏ ｷｮｳｼﾂ 岡部 和彦 ｵｶﾍﾞ ｶｽﾞﾋｺ 1962 山と渓谷社 280.00 19cm 121p O-4 初

955 786.1 ｶ 山に逝ける人々 ﾔﾏ ﾆ ﾕｹﾙ ﾋﾄﾋﾞﾄ 春日 俊吉 ｶｽｶﾞ ｼｭﾝｷﾁ 1938 朋文堂 1.60 19cm 442p O-4 初

956 786.1 ｶ 日本山岳遭難史 ﾆﾎﾝ ｻﾝｶﾞｸ ｿｳﾅﾝｼ 春日 俊吉 ｶｽｶﾞ ｼｭﾝｷﾁ 1933 三省堂 1.50 20cm 255p O-4 初

957 786.1 ｸ 登山術 ﾄｻﾞﾝｼﾞｭﾂ 黒田 正夫 ｸﾛﾀﾞ ﾏｻｵ 1933 大村書店 2.00 23cm 200p O-6 3

958 786.1 ｺ 1 山と書物 ﾔﾏ ﾄ ｼｮﾓﾂ 小林 義正 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾏｻ 1957 築地書館 1,000.00 22cm 361,21p O-6 初
959 786.1 ｺ 2 続・山と書物 ｿﾞｸ ﾔﾏ ﾄ ｼｮﾓﾂ 小林 義正 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾏｻ 1960 築地書館 1,300.00 22cm 401,22p O-6 初

960 786.1 ｺ 初登攀-ベルクハイル選書２ ﾊﾂﾄｳﾊﾝ‐ﾍﾞﾙｸﾊｲﾙ ｾﾝｼｮ ﾆ 近藤 等:訳・編 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾄｼ 近藤 等 1957 朋文堂 240.00 19cm 225p O-7 初

961 786.1 ｼ 四季の山々 ｼｷ ﾉ ﾔﾏﾔﾏ 島田 武 ｼﾏﾀﾞ ﾀｹｼ 1948 新星書房 120.00 19cm 294p O-7 初

962 786.1 ｼ 四季の山々 ｼｷ ﾉ ﾔﾏﾔﾏ 島田 武 ｼﾏﾀﾞ ﾀｹｼ 1948 新星書房 120.00 19cm 294p O-7 初

963 786.1 ﾀ 登攀者‐積雪期登攀記録集 ﾄｳﾊﾝｼｬ‐ｾｷｾﾂｷ ﾄｳﾊﾝ ｷﾛｸｼｭｳ 第二次ＲＣＣ ﾀﾞｲﾆｼﾞ ｱｰﾙｼｰｼｰ 1963 山と渓谷社 950.00 22cm 348p O-7 初

964 786.1 ｽ マッターホルン ﾏｯﾀｰﾎﾙﾝ 諏訪多 栄蔵 ｽﾜﾀ ｴｲｿﾞｳ 1958 山と渓谷社 280.00 19cm 259p O-7 初

965 786.1 ﾀ 魔の山に生きる 谷川連峰　 ﾏ ﾉ ﾔﾏ ﾆ ｲｷﾙ ﾀﾆｶﾞﾜ ﾚﾝﾎﾟｳ 高波 吾策 ﾀｶﾅﾐ ｺﾞｻｸ 1958 大日本雄弁会講談社 250.00 20cm 223p O-8 初

966 786.1 ﾀ 登山-日本體育叢書 第１５篇 ﾄｻﾞﾝ ﾆﾎﾝ ﾀｲｲｸ ｿｳｼｮ ﾀﾞｲｼﾞｭｳｺﾞﾍﾝ 田中 薫 ﾀﾅｶ ｶｵﾙ 1928 目黒書店 2.30 20cm 278p O-8 4

967 786.1 ﾀ 登山談義 ﾄｻﾞﾝ ﾀﾞﾝｷﾞ 高須 茂 ﾀｶｽ ｼｹﾞﾙ 1963 東京中日新聞 360.00 19cm 231p O-8 初

968 786.1 ﾀ 山の人達 ﾔﾏ ﾉ ﾋﾁﾀﾁ 高橋 文太郎 ﾀｶﾊｼ ﾌﾞﾝﾀﾛｳ 1938 龍星閣 2.60 20cm 328p O-8 初

969 786.1 ﾀ 行雲とともに ｺｳｳﾝ ﾄ ﾄﾓﾆ 高畑 棟材 ﾀｶﾊﾀ ﾑﾈﾀｶ 1934 朋文堂 1.30 20cm 240p O-8 初

970 786.1 ｶ 本邦の山小屋に就いて ﾎﾝﾎﾟｳ ﾉ ﾔﾏｺﾞﾔ ﾆ　ﾂｲﾃ 角田 吉夫 ｶｸﾀ ﾖｼｵ [1936] ［共立社］ 頒価不明 23cm 197-252p O-9 『山岳講座』197ｐ－252ｐ

971 786.1 ｺ この山にあふれる誓い ｺﾉ ﾔﾏ ﾆ ｱﾌﾚﾙ ﾁｵｶｲ 富山県警察本部 ﾄﾔﾏｹﾝｹｲｻﾂﾎﾝﾌﾞ 1965 二見書房 380.00 19cm 341p O-9 初

972 786.1 ﾀ 登山の話 ﾄｻﾞﾝ ﾉ ﾊﾅｼ 田村 剛 ﾀﾑﾗ ﾂﾖｼ 1926 文化生活研究会 3.80 19cm 416p O-9 初
973 786.1 ﾃ 剣澤に逝ける人々 ﾂﾙｷﾞｻﾞﾜ ﾆ ﾕｹﾙ ﾋﾄﾋﾞﾄ 東京帝国大学山の会 ﾄｳｷｮｳ ﾃｲｺｸ ﾀﾞｲｶﾞｸ ﾔﾏ ﾉ ｶｲ 1931 梓書房 2.00 23cm 193p O-9 初

974 786.1 ﾆ 泉を聴く ｲｽﾞﾐ ｵ ｷｸ 西岡 一雄 ﾆｼｵｶ ｶｽﾞｵ 1934 朋文堂 1.50 20cm 309p O-10 初
975 786.1 ﾆ 近代日本登山史年表 1868-1961 ｷﾝﾀﾞｲ ﾆﾎﾝ ﾄｻﾞﾝｼ ﾈﾝﾋﾟｮｳ 日本山書の会 ﾆﾎﾝ ｻﾝｼｮ ﾉ ｶｲ 1968 日本山書の会 頒価不明 21cm 240p O-10 初 69/200

976 786.1 ﾋ 朝の山 残照の山 ｱｻ ﾉ ﾔﾏ ｻﾞﾝｼｮｳ ﾉ ﾔﾏ 日高 信六郎 ﾋﾀﾞｶ ｼﾝﾛｸﾛｳ 1969 二見書房 980.00 22cm 349p O-10 初

977 786.1 ﾌ 山さまざま ﾔﾏ ｻﾏｻﾞﾏ 深田 久弥 ﾌｶﾀﾞ ｷｭｳﾔ 1971 万有出版 550.00 20cm 227p O-11 初

978 786.1 ﾌ 山の幸 ﾔﾏ ﾉ ｻﾁ 深田 久弥 ﾌｶﾀﾞ ｷｭｳﾔ 1940 青木書店 3.00 21cm 325p O-11 初

979 786.1 ﾌ わが山山 ﾜｶﾞ ﾔﾏﾔﾏ 深田 久弥 ﾌｶﾀﾞ ｷｭｳﾔ 1934 改造社 2.30 20cm 324p O-11 初
980 786.1 ﾌ 雲表縦走 ｳﾝﾋﾟｮｳ ｼﾞｭｳｿｳ 藤木 九三 ﾌｼﾞｷ ｸｿﾞｳ 1935 三省堂 1.80 21cm 234p O-11 初

981 786.1 ﾌ ある山男の自画像 ｱﾙ ﾔﾏｵﾄｺ ﾉ ｼﾞｶﾞｿﾞｳ 藤木 九三 ﾌｼﾞｷ ｸｿﾞｳ 1970 二見書房 500.00 20cm 319p O-11 初

982 786.1 ﾌ 峰・峠・氷河 ﾐﾈ ﾄｳｹﾞ ﾋｮｳｶﾞ 藤木 九三 ﾌｼﾞｷ ｸｿﾞｳ 1933 朋文堂 2.50 21cm 269p O-11 初

983 786.1 ｴ 2 山岳　第二巻山の科学 ｻﾝｶﾞｸ ﾀﾞｲｲｯｶﾝ ﾔﾏ ﾉ ｶｶﾞｸ モーリス・エルゾーグ ﾓｰﾘｽ･ｴﾙｿﾞｰｸﾞ 藤島敏男・深田久弥他 1957 朋文堂 1,300.00 27cm 204p O-１２ 初

984 786.1 ｴ 3 山岳　第三巻山の芸術 ｻﾝｶﾞｸ ﾀﾞｲｲｯｶﾝ ﾔﾏ ﾉ ｹﾞｲｼﾞｭﾂ モーリス・エルゾーグ ﾓｰﾘｽ･ｴﾙｿﾞｰｸﾞ 藤島敏男・深田久弥他 1957 朋文堂 1,300.00 27cm 216p O-１２ 初

985 786.1 ｻ 山岳の驚異-科学画報叢書 第二篇  ｻﾝｶﾞｸ ﾉ ｷｮｳｲ ｶｶﾞｸ ｶﾞﾎｳ ｿｳｼｮ ﾀﾞｲﾆﾍﾝ 仲摩 照久 ﾅｶﾏ ﾃﾙﾋｻ 1931 科学画報社 1.50 26cm 282p O-１２ 初

986 786.1 ﾄ 登山医学 ﾄｻﾞﾝ ｲｶﾞｸ 日本登山医学研究会 ﾆﾎﾝﾄｻﾞﾝｲｶﾞｸｹﾝｷｭｳｶｲ 1981 千曲秀版社 2,500.00 26cm 133p O-１２ 初

987 786.1 ﾌ 山の呼ぶ声 ﾔﾏ ﾉ ﾖﾌﾞ ｺｴ 藤木 九三編 ﾌｼﾞｷ ｸｿﾞｳ 1928 文明書院 1.70 26cm 56p O-１２ 初

988 786.1 ﾌ 屋上登攀者 ｵｸｼﾞｮｳ ﾄｳﾊﾝｼｬ 藤木 九三 ﾌｼﾞｷ ｸｿﾞｳ 1929 黒百合社 3.80 27cm 151p O-１２ 初

989 786.1 ﾌ 槍・穂高・岩登り ﾔﾘ ﾎﾀｶ ｲﾜﾉﾎﾞﾘ 藤木 九三 ﾌｼﾞｷ ｸｿﾞｳ 1931 木星社書院 2.80 29cm 120p O-１２ 初

990 786.1 ﾌ 山に忘れたパイプ ﾔﾏ ﾆ ﾜｽﾚﾀ ﾊﾟｲﾌﾟ 藤島 敏男 ﾌｼﾞｼﾏ ﾄｼｵ 1970 茗渓堂 7,500.00 24cm 566p O-１２ 初 ○ 72/127
991 786.1 ｶ 三代の心-嘉門次小屋100年の歩み ｻﾝﾀﾞｲ ﾉ ｺｺﾛ ｶﾓﾝｼﾞｺﾞﾔ ﾋｬｸﾈﾝ ﾉ ｱﾕﾐ 堀 勝彦他編 ﾎﾘ ｶﾂﾋｺ 1979 嘉門次小屋 頒価不明 26cm 112p O-１２ 初

992 786.1 ﾔ 1 山のＡＢＣ ﾔﾏ ﾉ ｴｰﾋﾞｰｼｰ 串田 孫一他編集 ｸｼﾀﾞ ﾏｺﾞｲﾁ 1959 創文社 1,200.00 27cm 118p O-１２ 初

993 786.1 ﾔ 2 山のＡＢＣ　２ ﾔﾏ ﾉ ｴｰﾋﾞｰｼｰ ﾆ 串田 孫一他編集 ｸｼﾀﾞ ﾏｺﾞｲﾁ 1962 創文社 1,500.00 27cm 122p O-１２ 初

994 786.1 ｱ アルプス・ヒマラヤ処女峰登攀史 ｱﾙﾌﾟｽ ﾋﾏﾗﾔ ｼｮｼﾞｮﾎｳ ﾄｳﾊﾝｼ 藤田 信道訳著 ﾌｼﾞﾀ ｼﾝﾄﾞｳ 藤田　信道 1931 山と渓谷社 2.00 23cm 272p O-１３ 初

995 786.1 ﾌ スキー登山 ｽｷｰ ﾄｻﾞﾝ 船田 三郎 ﾌﾅﾀﾞ ｻﾌﾞﾛｳ 1929 目黒書店 1.30 19cm 158,3,12p O-１３ 初

996 786.1 ﾌ 積雪期登山・準備と技術 ｾｷｾﾂｷ ﾄｻﾞﾝ ｼﾞｭﾝﾋﾞ ﾄ ｷﾞｼﾞｭﾂ 藤田 信道 ﾌｼﾞﾀ ｼﾝﾄﾞｳ 1933 朋文堂 1.50 20cm 313p O-１３ 初

997 786.1 ﾎ 伊那谷木曽谷 ｲﾅﾀﾞﾆ ｷｿﾀﾞﾆ 細井 吉造 ﾎｿｲ ﾖｼｿﾞｳ 1937 故細井吉造遺稿集刊行会 2.30 21cm 306,3p O-１３ 初
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998 786.1 ﾎ 山を考える 新版 ﾔﾏ ｵ ｶﾝｶﾞｴﾙ ｼﾝﾊﾞﾝ 本多 勝一 ﾎﾝﾀﾞ ｶﾂｲﾁ 1971 実業之日本社 580.00 20cm 295p O-１３ 初

999 786.1 ﾏ アルプスと人 ｱﾙﾌﾟｽ ﾄ ﾋﾄ 松方 三郎 ﾏﾂｶﾀ ｻﾌﾞﾛｳ 1948 岡書院 220.00 19cm 220p O-１３ 初

1000 786.1 ｼ 山岳旅行秘訣 ｻﾝｶﾞｸ ﾘｮｺｳ ﾋｹﾂ 紫陽 道人 ｼﾖｳ ﾄﾞｳｼﾞﾝ 1917 泰山房 0.65 16cm 254p O-１４ 初

1001 786.1 ｱ 安全登山の手引き ｱﾝｾﾞﾝ ﾄｻﾞﾝ ﾉ ﾃﾋﾞｷ 文部省編 ﾓﾝﾌﾞｼｮｳ 1963 教育図書 160.00 19cm 268p O-１４ 3

1002 786.1 ｵ 登山史上の人々 ﾄｻﾞﾝｼｼﾞｮｳ ﾉ ﾋﾄﾋﾞﾄ 大島 亮吉著・安川 茂雄編 ｵｵｼﾏ ﾘｮｳｷﾁ・ﾔｽｶﾜ ｼｹﾞｵ 1968 山岳展望の会・三笠書房 1,200.00 20cm 268p O-１４ 初 限定版

1003 786.1 ﾓ 遠い山 近い山 ﾄｵｲ ﾔﾏ ﾁｶｲ ﾔﾏ 望月 達夫 ﾓﾁｽﾞｷ ﾀﾂｵ 1968 茗渓堂 960.00 20cm 303p O-１４ 初

1004 786.1 ﾔ 立山ガイドの系譜 ﾀﾃﾔﾏ ｶﾞｲﾄﾞ ﾉ ｹｲﾌ 安川 茂雄 ﾔｽｶﾜ ｼｹﾞｵ 1972 三笠書房 680.00 20cm 285p O-１４ 初

1005 786.1 ﾔ 近代日本登山史 ｷﾝﾀﾞｲ ﾆﾎﾝ ﾄｻﾞﾝｼ 安川 茂雄 ﾔｽｶﾜ ｼｹﾞｵ 1969 あかね書房 1,600.00 23cm 567p O-１４ 初

1006 786.1 ﾐ 山岳征服 ｻﾝｶﾞｸ ｾｲﾌｸ 三木 高嶺 ﾐｷ ｺｳﾚｲ 1929 黒百合社 2.70 23cm 314p O-１４ 初

1007 786.1 ﾓ 山を想へば-百瀬慎太郎遺稿集 ﾔﾏ ｵ ｵﾓｴﾊﾞ ﾓﾓｾ ｼﾝﾀﾛｳ ｲｺｳｼｭｳ 百瀬 慎太郎 ﾓﾓｾ ｼﾝﾀﾛｳ 1962 百瀬慎太郎遺稿集刊行会 600.00 22cm 291p O-１４ 初

1008 786.1 ｵ 登山入門ハンドブック ﾄｻﾞﾝ ﾆｭｳﾓﾝ ﾊﾝﾄﾞ ﾌﾞｯｸ 岡田 洋二 ｵｶﾀﾞ ﾖｳｼﾞ 1959 金園社 230.00 18cm 354p O-１５ 初

1009 786.1 ｲ ヒマラヤを語る ﾋﾏﾗﾔ ｵ ｶﾀﾙ 今西 錦司 ｲﾏﾆｼ ｷﾝｼﾞ 1954 白水社 260.00 19cm 228p O-１５ 初

1010 786.1 ｵ 山人 ﾔﾏﾋﾞﾄ 大前 繁義 ｵｵﾏｴ ｼｹﾞﾖｼ 1928 六甲研究会 非売品 15cm 141,11p O-１５

1011 786.1 ｷ 山岳巡礼 ｻﾝｶﾞｸ ｼﾞｭﾝﾚｲ 北尾 鐐之助 ｷﾀｵ ﾘｮｳﾉｽｹ 1921 梅津書店 1.70 17cm 433p O-１５ 4

1012 786.1 ｷ 山岳夜話 ｻﾝｶﾞｸ ﾔﾜ 北尾 鐐之助 ｷﾀｵ ﾘｮｳﾉｽｹ 1921 梅津書店 1.50 17cm 284p O-１５ 3

1013 786.1 ｺ 岩・氷・ランプ ｲﾜ ｺｵﾘ ﾗﾝﾌﾟ ジアン・コスト ｼﾞｱﾝ ｺｽﾄ 高須 茂 1938 朋文堂 0.80 18cm 139p O-１５ 2 2000部

1014 786.1 ﾀ 静かなる登攀 ｼｽﾞｶﾅﾙ ﾄｳﾊﾝ 高須 茂 ﾀｶｽ ｼｹﾞﾙ 1941 朋文堂 1.30 19cm 184p O-１５ 初

1015 786.1 ﾔ 山に行く人々へ ﾔﾏ ﾆ ｲｸ ﾋﾄﾋﾞﾄ ｴ 朝日新聞社 ｱｻﾋｼﾝﾌﾞﾝｼｬ 1933 朝日新聞社 0.40 15cm 159p O-１５ 初

1016 786.1 ｵ 大島亮吉 登高者　 ｵｵｼﾏ ﾘｮｳｷﾁ ﾄｳｺｳｼｬ 安川 茂雄編 ﾔｽｶﾜ ｼｹﾞｵ 1965 三笠書房 1,200.00 20cm 302p O-１６ 初 1000部

1017 786.1 ヨ 登山第一課 ﾄｻﾞﾝ ﾀﾞｲｲｯｶ 横井 春野 ﾖｺｲ ﾊﾙﾉ 1931 文豪閣出版 1.20 19cm 315p O-１６ 初
1018 786.1 ﾔ 図解コーチ　登山 ｽﾞｶｲ ｺｰﾁ ﾄｻﾞﾝ 安田 正人 ﾔｽﾀﾞ ﾏｻﾄ 1963 成美堂 150.00 16cm 200,7p O-１６ 初

1019 786.1 ﾔ 登山教室 オール写真版　 ﾄｻﾞﾝ ｷｮｳｼﾂ ｵｰﾙ ｼｬｼﾝﾊﾞﾝ 安久 一成 ﾔｽﾋｻ ｶｽﾞﾅﾘ 1971 実業之日本社 650.00 19cm 233,10p O-１６ 3

1020 786.1 ヨ アルプスに賭ける ｱﾙﾌﾟｽ ﾆ ｶｹﾙ 芳野 満彦 ﾖｼﾉ ﾐﾂﾋｺ 1964 実業之日本社 260.00 18cm 234p O-１６ 初

1021 786.1 ﾔ 山岳資料出品目録 ｻﾝｶﾞｸ ｼﾘｮｳ ｼｭｯﾋﾟﾝ ﾓｸﾛｸ 山梨県山林会 ﾔﾏﾅｼｹﾝ ｻﾝﾘﾝｶｲ 1936 山梨県山林会 頒価不明 19cm 12p O-１７ 初 山梨県山林会創立三十周年記念展覧会

1022 786.1 ﾔ 噫山の犠牲-活訓悲話 ｱｱ ﾔﾏ ﾉ ｷﾞｾｲ 大和青年協會修養部著・吉村 楯三編 ﾔﾏﾄ ｾｲﾈﾝ ｷｮｳｶｲ ｼｭｳﾖｳﾌﾞ/ﾖｼﾑﾗ ﾀﾃｿﾞｳ 1930 大和青年協會出版部 0.50 19cm 100p O-１７ 初

1023 Ｒ 786.1 ｾ 世界山岳百科事典 岩間　正夫 山と渓谷社 1971 山と渓谷社 3,800.00 27cm 766,253p O-１７ 初

1024 786.1 ﾆ 1 会報　１～１００ 日本山岳会 日本山岳会編 ﾆﾎﾝ ｻﾝｶﾞｸｶｲ 1975 大修館 合本１４０００.00 27cm 1冊 O-１８ 初

1025 786.1 ﾆ 2 会報　１０１～２００ 日本山岳会 日本山岳会編 ﾆﾎﾝ ｻﾝｶﾞｸｶｲ 1978 大修館 合本１４０００.00 27cm 1冊 O-１８ 初

1026 786.1 ﾄ 登山とキヤムプ ﾄｻﾞﾝ ﾄ ｷｬﾝﾌﾟ 室田　庫造 ﾑﾛﾀ ｸﾗｿﾞｳ 1931 誠文堂 1.00 26cm 176p O-１８ 初

1027 786.1 ﾌ 4 山秀水清 コマクサ叢書４ ｻﾝｼｭｳ ｽｲｾｲ ｺﾏｸｻ ｿｳｼｮ 深田 久弥 ﾌｶﾀﾞ ｷｭｳﾔ 1956 朋文堂 280.00 19cm 277p Ｍ－１ 初

1028 786.1 ｶ 9 単独行 コマクサ叢書９ ﾀﾝﾄﾞｸｺｳ ｺﾏｸｻ ｿｳｼｮ 加藤 文太郎 ｶﾄｳ ﾌﾞﾝﾀﾛｳ 1958 朋文堂 280.00 19cm 272p Ｍ－１ 初

1029 786.1 ﾌ 10 垂直の散歩 コマクサ叢書１０ ｽｲﾁｮｸ ﾉ ｻﾝﾎﾟ ｺﾏｸｻ ｿｳｼｮ 藤木 九三 ﾌｼﾞｷ ｸｿﾞｳ 1958 朋文堂 300.00 19cm 288p Ｍ－１ 初

1030 786.1 ﾄ 1 登山技術 １ ﾄｻﾞﾝ ｷﾞｼﾞｭﾂ 日本山岳会編 ﾆﾎﾝ ｻﾝｶﾞｸｶｲ ﾍﾝ 1961 白水社 500.00 22cm 250p Ｍ－１ 初

1031 786.1 ﾄ 2 登山技術 ２ ﾄｻﾞﾝ ｷﾞｼﾞｭﾂ 日本山岳会編 ﾆﾎﾝ ｻﾝｶﾞｸｶｲ ﾍﾝ 1961 白水社 500.00 22cm 214p Ｍ－１ 初

1032 786.1 ﾄ 3 登山技術 ３ ﾄｻﾞﾝ ｷﾞｼﾞｭﾂ 日本山岳会編 ﾆﾎﾝ ｻﾝｶﾞｸｶｲ ﾍﾝ 1961 白水社 500.00 22cm 215p Ｍ－１ 初
1033 786.1 ﾀ 登攀者 積雪期登攀記録集 ﾄｳﾊﾝｼｬ ｾｷｾﾂｷ ﾄｳﾊﾝ ｷﾛｸｼｭｳ 第２ＲＣＣ ﾀﾞｲ ﾆ ｱｰﾙｼｰｼｰ 1963 山と渓谷社 950.00 22cm 348p Ｍ－４ 初

1034 786.1 ﾀ 挑戦者 ’６５アルプス登攀の記録 ﾁｮｳｾﾝｼｬ ﾛｸｼﾞｭｳｺﾞ ﾄｳﾊﾝ ﾉ 第２ＲＣＣ ﾀﾞｲ ﾆ ｱｰﾙｼｰｼｰ 1965 あかね書房 850.00 22cm 277p Ｍ－４ 2

1035 786.1 ﾛ 六甲の岩場 ﾛｯｺｳ ﾉ ｲﾜﾊﾞ 兵庫県山岳連盟山の集い委員会編 ﾋｮｳｺﾞｹﾝ ｻﾝｶﾞ ｸﾚﾝﾒｲ ﾔﾏ ﾉ ﾂﾄﾞｲ ｲｲﾝｶｲ ﾍﾝ 1966 兵庫県山岳連盟 頒価不明 18cm 132p Ｍ－５ 初

1036 786.1 ｲ 山へ渓谷へ ﾔﾏ ｴ ｹｲｺｸ ｴ 池田 博 ｲｹﾀﾞ ﾋﾛｼ 1931 健文社 2.20 19cm 449p Ｍ－５ 4
1037 786.1 ﾔ 山は誘惑する-放送山の講座‐ ﾔﾏ ﾜ ﾕｳﾜｸ ｽﾙ ﾎｳｿｳ ﾔﾏ ﾉ ｺｳｻﾞ 清水書店 1936 清水書店 2.20 20cm 270p Ｍ－７ 2 3115部

1038 786.1 ﾄ 6 登山全書 第6巻 春山篇 ﾄｻﾞﾝ ｾﾞﾝｼｮ ﾀﾞｲﾛｯｶﾝ ﾊﾙﾔﾏﾍﾝ 松方 三郎・川崎 隆章編 ﾏﾂｶﾀ ｻﾌﾞﾛｳ ｶﾜｻｷ ﾀｶｱｷ 1956 河出書房 180.00 18cm 204p Ｍ－７ 初

1039 786.1 ﾍ アルピニズム ｱﾙﾋﾟﾆｽﾞﾑ ポール・ペッシエール ﾎﾟｰﾙ･ﾍﾞｯｼｴｰﾙ 青木 正樹 1969 白水社 280.00 18cm 155p Ｍ－７ 2

1040 786.1 ｶ 登山読本 ﾄｻﾞﾝ ﾄﾞｸﾎﾝ 川崎 隆章 ｶﾜｻｷ ﾀｶｱｷ 1956 修道社 200.00 18cm 236,49p Ｍ－７ 初
1041 786.1 ﾆ ルユックサックの研究 ﾙﾕlｯｸｻｯｸ ﾉ ｹﾝｷｭｳ 西岡 一雄 ﾆｼｵｶ ｶｽﾞｵ 1925 西岡一雄 0.30 16cm 80p Ｍ－７ 初 ○

1042 786.1 ｳ 登山教室 ﾄｻﾞﾝ　ｷｮｳｼﾂ 海野 治良 ｳﾝﾉ ﾊﾙﾖｼ 1956 山と渓谷社 180.00 19cm 104p Ｍ－７ 初 ○

1043 786.1 ｳ 岩登り教室 ｲﾜﾉﾎﾞﾘ ｷｮｳｼﾂ 海野 治良 ｳﾝﾉ ﾊﾙﾖｼ 1957 山と渓谷社 180.00 19cm 1冊 Ｍ－７ 初 ○

1044 786.1 ﾇ 私たちの山登り ﾜﾀｼﾀﾁ ﾉ ﾔﾏﾉﾎﾞﾘ 沼倉 寛二郎・折井 健一編 ﾇﾏｸﾗ ｶﾝｼﾞﾛｳ ｵﾘｲ ｹﾝｲﾁ 1969 成美堂出版 380.00 19cm 279,8p Ｍ－７ 初

1045 786.1 ﾉ 山の鍵 登山者に寄す ﾔﾏ ﾉ ｶｷﾞ ﾄｻﾞﾝｼｬ ﾆ ﾖｽ 納富 重雄 ﾉｳﾄﾐ ｼｹﾞｵ 1931 古今書院 0.80 18cm 212p Ｍ－７ 初

1046 786.1 ｲ 岩登技術 ｲﾜﾉﾎﾞﾘ ｷﾞｼﾞｭﾂ 伊藤 洋平 ｲﾄｳ ﾖｳﾍｲ 1949 蘭書房 200.00 19cm 265p Ｍ－７ 初

1047 786.1 ｲ 登山入門 ﾄｻﾞﾝ ﾆｭｳﾓﾝ 伊藤 洋平 ｲﾄｳ ﾖｳﾍｲ 1958 蘭書房 200.00 19cm 174p Ｍ－７ 初
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1048 786.1 ｲ 岩登り入門 ｲﾜﾉﾎﾞﾘ ﾆｭｳﾓﾝ 伊藤 洋平 ｲﾄｳ ﾖｳﾍｲ 1959 蘭書房 180.00 19cm 212p Ｍ－７ 初

1049 786.1 ﾀ 登山-日本体育叢書- ﾄｻﾞﾝ ﾆﾎﾝ ﾀｲｲｸ ｿｳｼｮ 田中 薫 ﾀﾅｶ ｶｵﾙ 1925 目黒書店 2.30 19cm 278p Ｍ－７ 3
1050 786.1 ｳ 冬山入門 ﾌﾕﾔﾏ ﾆｭｳﾓﾝ 碓井 徳蔵 ｳｽｲ ﾄｸｿﾞｳ 1959 池田書店 280.00 19cm 250p Ｍ－７ 初

1051 786.1 ｳ 岸壁登攀 ｶﾞﾝﾍﾟｷ ﾄｳﾊﾝ 碓井 徳蔵 ｳｽｲ ﾄｸｿﾞｳ 1958 朋文堂 240.00 18cm 235p Ｍ－７ 初

1052 786.1 ﾄ 登山技術と用具 ﾄｻﾞﾝ ｷﾞｼﾞｭﾂ ﾄ ﾖｳｸﾞ 西岡 一雄・海野 治良 ﾆｼｵｶ ｶｽﾞｵ ｳﾝﾉ ﾊﾙﾖｼ 1948 山と渓谷社 0.40 18cm 127p Ｍ－７ 初
1053 786.1 ﾄ 登山技術と用具 ﾄｻﾞﾝ ｷﾞｼﾞｭﾂ ﾄ ﾖｳｸﾞ 西岡 一雄他共著 ﾆｼｵｶ ｶｽﾞｵ 1954 山と渓谷社 350.00 19cm 4,127p Ｍ－７ 初

1054 786.1 ﾄ 登山技術と用具 ﾄｻﾞﾝ ｷﾞｼﾞｭﾂ ﾄ ﾖｳｸﾞ 西岡 一雄他共著 ﾆｼｵｶ ｶｽﾞｵ 1955 山と渓谷社 350.00 19cm 4,127p Ｍ－７ 3

1055 786.1 ﾀ 登山の知識と山案内 ﾄｻﾞﾝ ﾉ ﾁｼｷ ﾄ ﾔﾏｱﾝﾅｲ 高橋 定昌 ﾀｶﾊｼ ｻﾀﾞﾏｻ 1959 大泉書店 240.00 19cm 332p Ｍ－７ 2

1056 786.1 ｵ 登山技術 新版 ﾄｻﾞﾝ ｷﾞｼﾞｭﾂ 岡部 一彦 ｵｶﾍﾞ ｶｽﾞﾋｺ 1963 山と渓谷社 350.00 19cm 269,15p Ｍ－７ 初

1057 786.1 ｵ 登山技術 新版 ﾄｻﾞﾝ ｷﾞｼﾞｭﾂ 岡部 一彦 ｵｶﾍﾞ ｶｽﾞﾋｺ 1964 山と渓谷社 350.00 19cm 269,15p Ｍ－７ 2
1058 786.1 ｶ 冬山技術セミナー ﾌﾕﾔﾏ ｷﾞｼﾞｭﾂ ｾﾐﾅｰ 金坂 一郎 ｶﾈｻｶ ｲﾁﾛｳ 1961 山と渓谷社 280.00 19cm 275,13p Ｍ－７ 2

1059 786.1 ﾄ 登山の基礎 ﾄｻﾞﾝ ﾉ ｷｿ 山崎 安治・金坂 一郎 ﾔﾏｻﾞｷ ﾔｽｼﾞ ｶﾈｻｶ ｲﾁﾛｳ 1957 朋文堂 200.00 19cm 187p Ｍ－７ 初

1060 786.1 ｽ 山岳服装近代色 ｻﾝｶﾞｸ ﾌｸｿｳ ｷﾝﾀﾞｲｼｮｸ 菅沼 達太郎 ｽｶﾞﾇﾏ ﾀﾂﾀﾛｳ 1933 大村書店 0.80 19cm 185p Ｍ－７ 初

1061 786.1 ﾌ 岩登り術 ｲﾜﾉﾎﾞﾘｼﾞｭﾂ 藤木 九三 ﾌｼﾞｷ ｸｿﾞｳ 1925 RCC事務所 1.50 19cm 86p Ｍ－７ 初

1062 786.1 ﾍ 登山靴とスキー ﾄｻﾞﾝｸﾞﾂ ﾄ ｽｷｰ ヘンリー・ヘーク ﾍﾝﾘｰ･ﾍｰｸ 横川 文雄 1960 朋文堂 280.00 19cm 239p Ｍ－７ 初

1063 786.1 ｽ アルピニズム入門 ｱﾙﾋﾟﾆｽﾞﾑ ﾆｭｳﾓﾝ 諏訪多 栄蔵 ｽﾜﾀ ｴｲｿﾞｳ 1957 三笠書房 280.00 20cm 224p Ｍ－７ 初

1064 786.1 ﾌ 積雪期登山　準備と技術 ｾｷｾﾂｷ ﾄｻﾞﾝ ｼﾞｭﾝﾋﾞ ﾄ ｷﾞｼﾞｭﾂ 藤田 信道 ﾌｼﾞﾀ ｼﾝﾄﾞｳ 1933 朋文堂 1.50 20cm 313p Ｍ－７ 初

1065 786.1 ﾔ 登山の指導と監督 ﾄｻﾞﾝ ﾉ ｼﾄﾞｳ ﾄ ｶﾝﾄｸ ウヰンスローブ・ヤング ｳヰﾝｽﾛｰﾌﾞ ﾔﾝｸﾞ 町田 立穂 1932 JCC 1.00 21cm 216p Ｍ－７ 2

1066 786.1 ｲ 登山とキャンピング ﾄｻﾞﾝ ﾄ ｷｬﾝﾋﾟﾝｸﾞ 伊藤 洋平 ｲﾄｳ ﾖｳﾍｲ 1956 蘭書房 280.00 22cm 184p Ｍ－７ 4

1067 786.1 ｺ 高所登山研究 ｺｳｼｮ ﾄｻﾞﾝ ｹﾝｷｭｳ 日本山岳会編 ﾆﾎﾝ ｻﾝｶﾞｸｶｲ ﾍﾝ 1975 山と渓谷社 3000.00 22cm 373p Ｍ－７ 初

1068 786.1 ﾆ 登山の小史と用具の変遷 ﾄｻﾞﾝ ﾉ ｼｮｳｼ ﾄ ﾖｳｸﾞ ﾉ ﾍﾝｾﾝ 西岡 一雄 ﾆｼｵｶ ｶｽﾞｵ 1958 朋文堂 450.00 22cm 246p Ｍ－７ 初

1069 786.1 ﾄ 登山実技教本 ﾄｻﾞﾝ ｼﾞﾂｷﾞ ｷｮｳﾎﾝ 日本山岳協会 ﾆﾎﾝ ｻﾝｶﾞｸｷｮｳｶｲ 1975 日本山岳協会 頒価不明 21cm 80p Ｍ－７ 初
1070 786.1 ﾀ 登山技術 ﾄｻﾞﾝ ｷﾞｼﾞｭﾂ 高須 茂 ﾀｶｽ ｼｹﾞﾙ 1943 朋文堂 1.50 19cm 163p Ｍ－７ 7

1071 786.1 ﾀ 登山技術 ﾄｻﾞﾝ ｷﾞｼﾞｭﾂ 高須 茂 ﾀｶｽ ｼｹﾞﾙ 1948 朋文堂 150.00 19cm 163p Ｍ－７ 初 ○

1072 786.1 ｶ 1 岳人講座　１　冬山 ｶﾞｸｼﾞﾝ ｺｳｻﾞ ｲﾁ ﾌﾕﾔﾏ 東京中日新聞出版局 ﾄｳｷｮｳ ﾁｭｳﾆﾁ ｼｭｯﾊﾟﾝｷｮｸ 1965 東京中日新聞出版局 950.00 22cm 393p Ｍ－７ 初

1073 786.1 ﾏ 霧の旅 ｷﾘ ﾉ ﾀﾋﾞ 松井 幹雄 ﾏﾂｲ ﾐｷｵ 1934 朋文堂 2.00 20cm 434p Ｍ－８ 初

1074 786.1 ﾍ 霧の王国へ ｷﾘ ﾉ ｵｳｺｸ ｴ 別所 梅之助 ﾍﾞｯｼｮ ｳﾒﾉｽｹ 1916 警醒社書店 1.00 19cm 347p Ｍ－８ 初

1075 786.1 ﾆ 山河をちこち ｻﾝｶﾞ ｵﾁｺﾁ 西岡 一雄 ﾆｼｵｶ ｶｽﾞｵ 1947 朋文堂 50.00 19cm 244p Ｍ－８ 初 ○

1076 786.1 ﾆ 山村好日 ｻﾝｿﾝ ｺｳｼﾞﾂ 西岡 一雄 ﾆｼｵｶ ｶｽﾞｵ 1949 蘭書房 150.00 19cm 224p Ｍ－８ 初 ○

1077 786.1 ﾆ 泉を聴く ｲｽﾞﾐ ｵ ｷｸ 西岡 一雄 ﾆｼｵｶ ｶｽﾞｵ 1920 朋文堂 1.50 20cm 309p Ｍ－８ 初 ○

1078 786.1 ﾋ 山の季節 ﾔﾏ ﾉ ｷｾﾂ 平田 佐田雄 ﾋﾗﾀ ｻﾀｵ 1942 昭和書房 1.60 19cm 262p Ｍ－８ 初 2000

1079 786.1 ﾌ 霧氷圏　 ﾑﾋｮｳｹﾝ 袋 一平 ﾌｸﾛ ｲｯﾍﾟｲ 1941 岡倉書房 2.00 19cm 304p Ｍ－８ 初

1080 786.1 ｲ 山は生きる ﾔﾏ ﾜ ｲｷﾙ 今井 徹郎 ｲﾏｲ ﾃﾂﾛｳ 1932 木星社書院 1.50 20cm 402p Ｍ－８ 初
1081 786.1 ｶ 山へ開く窓 ﾔﾏ ｴ ﾋﾗｸ ﾏﾄﾞ 勝見 勝 ｶﾂﾐ ﾏｻﾙ 1941 朋文堂 2.80 19cm 307,4p Ｍ－８ 初

1082 786.1 ｸ 山への誘い ﾔﾏ ｴﾉ ｲｻﾞﾅｲ 黒田 初子 ｸﾛﾀﾞ ﾊﾂｺ 1957 ダヴィッド社 250.00 19cm 238p Ｍ－８ 初

1083 786.1 ｵ 山の讃歌 ﾔﾏ ﾉ ｻﾝｶ 岡田 喜秋 ｵｶﾀﾞ ｷｼｭｳ 1959 朋文堂 280.00 18cm 248p Ｍ－８ 初

1084 786.1 ｾ 山の組曲 ﾔﾏ ﾉ ｸﾐｷｮｸ 瀬名 貞利 ｾﾅ ｻﾀﾞﾄｼ 1941 朋文堂 1.80 19cm 310p Ｍ－８ 初

1085 786.1 ﾖ 登山者 ﾄｻﾞﾝｼｬ 四谷 龍胤 ﾖﾂﾔ ﾘｮｳｽｹ 1941 朋文堂 1.80 19cm 272p Ｍ－８ 初

1086 786.1 ｾ 新緑登行 ｼﾝﾘｮｸ ﾄｳｺｳ 関口泰 ｾｷｸﾞﾁ ﾀｲ 1943 那珂書店 3.65 22cm 287p Ｍ－８ 初 3000部

1087 786.1 ｸ 登山術 ﾄｻﾞﾝｼﾞｭﾂ 黒田 正夫 ｸﾛﾀﾞ ﾏｻｵ 1932 大村書店 2.00 23cm 260p Ｍ－１０ 2
1088 786.1 ﾔ 剱の窓 ﾂﾙｷﾞ ﾉ ﾏﾄﾞ 山崎 安治 ﾔﾏｻﾞｷ ﾔｽｼﾞ 1962 二玄社 480.00 19cm 283p Ｍ－１０ 初

1089 786.1 ｸ 登山の夜明け ﾄｻﾞﾝ ﾉ ﾖｱｹ 熊原 政男 ｸﾏﾊﾗ ﾏｻｵ 1959 朋文堂 450.00 22cm 234p Ｍ－１０ 初

1090 786.1 ｸ 登山の先駆者たち ﾄｻﾞﾝ ﾉ ｾﾝｸｼｬﾀﾁ 熊原 政男 ｸﾏﾊﾗ ﾏｻｵ 1963 校倉書房 700.00 19cm 220p Ｍ－１０ 初 1000

1091 786.1 ｻ 1 山岳研究講座　１ ｻﾝｶﾞｸ ｹﾝｷｭｳ ｺｳｻﾞ　ｲﾁ 日本山岳会関西支部編 ﾆﾎﾝ ｻﾝｶﾞｸｶｲ ｶﾝｻｲ ｼﾌﾞ 1943 朋文堂 1.80 19cm 201p Ｍ－１０ 初

1092 786.1 ｻ 2 山岳研究講座　２ ｻﾝｶﾞｸ ｹﾝｷｭｳ ｺｳｻﾞ　ﾆ 日本山岳会関西支部編 ﾆﾎﾝ ｻﾝｶﾞｸｶｲ ｶﾝｻｲ ｼﾌﾞ 1943 朋文堂 2.30 19cm 260p Ｍ－１０ 初

1093 786.1 ｱ 山の風景 ﾔﾏ ﾉ ﾌｳｹｲ 朝 史門 ｱｼﾀ ﾌﾐｶﾄﾞ 1948 蘭書房 150.00 19cm 292p Ｍ－１０ 初

1094 786.1 ｵ 山の古典と共に ﾔﾏ ﾉ ｺﾃﾝ ﾄ ﾄﾓﾆ 大島 堅造 ｵｵｼﾏ ｹﾝｿﾞｳ 1969 茗渓堂 1500.00 20cm 286p Ｍ－１１ 初

1095 786.1 ﾐ くま笹 ｸﾏｻﾞｻ 三砂 秀一 ﾐｻｺﾞ ｼｭｳｲﾁ 1943 朋文堂 2.20 19cm 294p Ｍ－１１ 初 2500

1096 786.1 ﾅ 山・よき仲間 ﾔﾏ ﾖｷ ﾅｶﾏ 成瀬 岩雄 ﾅﾙｾ ｲﾜｵ 1962 茗渓堂 800.00 20cm 274p Ｍ－１１ 初

1097 786.1 ﾖ 北の山・南の山 ｷﾀ ﾉ ﾔﾏ ﾐﾅﾐ ﾉ ﾔﾏ 吉澤 一郎 ﾖｼｻﾞﾜ ｲﾁﾛｳ 1942 三省堂 3.80 19cm 495p Ｍ－１１ 初
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1098 786.1 ﾌ 登拝頌 ﾄﾊｲｼｮｳ 藤木 九三 ﾌｼﾞｷ ｸｿﾞｳ 1943 山と渓谷社 0.22 19cm 225p Ｍ－１１ 初

1099 786.1 ﾖ 高山の美を語る ｺｳｻﾞﾝ ﾉ ﾋﾞ ｵ ｶﾀﾙ 吉田 博 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛｼ 1931 実業之日本社 1.20 19cm 204p Ｍ－１１ 初

1100 786.1 ﾓ 山の言葉 ﾔﾏ ﾉ ｺﾄﾊﾞ 森本 次男 ﾓﾘﾓﾄ ﾂｷﾞｵ 1942 朋文堂 1.80 19cm 249p Ｍ－１１ 初

1101 786.1 ﾔ 山なみ ﾔﾏﾅﾐ 朝比奈菊雄編者代表 1955 茗渓堂 480.00 18×１９cm 280p Ｍ－１１ 初

1102 786.1 ﾔ 穂高星夜 ﾎﾀｶ ｾｲﾔ 山崎 安治 ﾔﾏｻﾞｷ ﾔｽｼﾞ 1958 朋文堂 280.00 18cm 302p Ｍ－１１ 初

1103 Ｋ 786.1 ｶ 山と私たち-ぼくたちの研究室 ﾔﾏ ﾄ ﾜﾀｼﾀﾁ ﾎﾞｸﾀﾁ ﾉ ｹﾝｷｭｳｼﾂ 勝見 勝 ｶﾂﾐ ﾏｻﾙ 1952 さえら書房 185.00 19cm 202p Ｍ－１１ 初

1104 786.1 ｶ 岳 ﾀｹ 川崎 隆章 ｶﾜｻｷ ﾀｶｱｷ 1943 山と渓谷社 3.80 19cm 389p Ｍ－１１ 初

1105 786.1 ｸ 婦人の山とスキー ﾌｼﾞﾝ ﾉ ﾔﾏ ﾄ ｽｷｰ 黒田 初子 ｸﾛﾀﾞ ﾊﾂｺ 1933 大村書店 0.80 19cm 167p Ｍ－１１ 3

1106 786.1 ｸ 山の饗宴 ﾔﾏ ﾉ ｷｮｳｴﾝ 黒田 初子 ｸﾛﾀﾞ ﾊﾂｺ 1953 明玄書房 200.00 19cm 254p Ｍ－１１ 初

1107 786.1 ﾑ 雪山のあけくれ ﾕｷﾔﾏ ﾉ ｱｹｸﾚ 村井 米子 ﾑﾗｲ ﾖﾈｺ 1947 昭和書房 65.00 19cm 252p Ｍ－１１ 初

1108 786.1 ｼ 四季の山々 ｼｷ ﾉ ﾔﾏﾔﾏ 島田 武 ｼﾏﾀﾞ ﾀｹｼ 1948 新星書房 120.00 19cm 294p Ｍ－１１ 初 ○

1109 786.1 ﾐ 紀行と隋想-山渓山岳叢書Ⅱ ｷｺｳ ﾄ ｽﾞｲｿｳ ﾔﾏｹｲ ｻﾝｶﾞｸ ｿｳｼｮ ﾆ 三田尾松太郎 ﾐﾀｵ ﾏﾂﾀﾛｳ 1947 山と渓谷社 30.00 19cm 121p Ｍ－１１ 初

1110 786.1 ｶ 山へ開く窓 ﾔﾏ ｴ ﾋﾗｸ ﾏﾄﾞ 勝見 勝 ｶﾂﾐ ﾏｻﾙ 1955 朋文堂 250.00 18cm 243,2p Ｍ－１１ 2

1111 786.1 ｳ 山日－アルプス回想－ ｻﾝｼﾞﾂ ｱﾙﾌﾟｽ ｶｲｿｳ 浦松 佐美太郎 ｳﾗﾏﾂ ｻﾐﾀﾛｳ 1946 文芸春秋社 15.00 19cm 183p Ｍ－１１ 初

1112 786.1 ｶ 単独行 ﾀﾝﾄﾞｸｺｳ 加藤 文太郎 ｶﾄｳ ﾌﾞﾝﾀﾛｳ 1941 朋文堂 1.80 19cm 286p Ｍ－１１ 初

1113 786.1 ﾔ 1 山小屋：合冊 No.１－７ ﾔﾏｺﾞﾔ ｶﾞｯｻﾂ 1931-1932 朋文堂 頒価不明 22cm １冊 Ｍ－１３

1114 786.1 ﾔ 2 山小屋：合冊 No.８－１３ ﾔﾏｺﾞﾔ ｶﾞｯｻﾂ 1932 朋文堂 頒価不明 22cm １冊 Ｍ－１３

1115 786.1 ﾔ 3 山小屋：合冊 No.１４－１８ ﾔﾏｺﾞﾔ ｶﾞｯｻﾂ 1933 朋文堂 頒価不明 22cm １冊 Ｍ－１３
1116 786.1 ﾔ 4 山小屋：合冊 No.１９－２４ ﾔﾏｺﾞﾔ ｶﾞｯｻﾂ 1933 朋文堂 頒価不明 22cm １冊 Ｍ－１３

1117 786.1 ﾔ 5 山小屋：合冊 No.２５－３０ ﾔﾏｺﾞﾔ ｶﾞｯｻﾂ 1934 朋文堂 頒価不明 22cm １冊 Ｍ－１３

1118 786.1 ﾔ 6 山小屋：合冊 No.３１－３５ ﾔﾏｺﾞﾔ ｶﾞｯｻﾂ 1934 朋文堂 頒価不明 22cm １冊 Ｍ－１３

1119 786.1 ﾔ 7 山小屋：合冊 No.３６－４１ ﾔﾏｺﾞﾔ ｶﾞｯｻﾂ 1935 朋文堂 頒価不明 22cm １冊 Ｍ－１３

1120 786.1 ﾔ 8 山小屋：合冊 No.４２－４７ ﾔﾏｺﾞﾔ ｶﾞｯｻﾂ 1935 朋文堂 頒価不明 22cm １冊 Ｍ－１３

1121 786.1 ﾔ 9 山小屋：合冊 No.４８－５３ ﾔﾏｺﾞﾔ ｶﾞｯｻﾂ 1936 朋文堂 頒価不明 22cm １冊 Ｍ－１３

1122 786.1 ﾔ 10 山小屋：合冊 No.５４－５９ ﾔﾏｺﾞﾔ ｶﾞｯｻﾂ 1936 朋文堂 頒価不明 22cm １冊 Ｍ－１３

1123 786.1 ﾔ 11 山小屋：合冊 No.６０－６５ ﾔﾏｺﾞﾔ ｶﾞｯｻﾂ 1937 朋文堂 頒価不明 22cm １冊 Ｍ－１３

1124 786.1 ﾔ 12 山小屋：合冊 No.６６－７１ ﾔﾏｺﾞﾔ ｶﾞｯｻﾂ 1937 朋文堂 頒価不明 22cm １冊 Ｍ－１３

1125 786.1 ﾔ 13 山小屋：合冊 No.７２－７７ ﾔﾏｺﾞﾔ ｶﾞｯｻﾂ 1938 朋文堂 頒価不明 22cm １冊 Ｍ－１３

1126 786.1 ﾔ 14 山小屋：合冊 No.７８－８３ ﾔﾏｺﾞﾔ ｶﾞｯｻﾂ 1938 朋文堂 頒価不明 22cm １冊 Ｍ－１３

1127 786.1 ﾔ 15 山小屋：合冊 No.８４－８９ ﾔﾏｺﾞﾔ ｶﾞｯｻﾂ 1939 朋文堂 頒価不明 22cm １冊 Ｍ－１３

1128 786.1 ﾔ 16 山小屋：合冊 No.９０－９５ ﾔﾏｺﾞﾔ ｶﾞｯｻﾂ 1939 朋文堂 頒価不明 22cm １冊 Ｍ－１３

1129 786.1 ﾔ 17 山小屋：合冊 No.９６－１０１ ﾔﾏｺﾞﾔ ｶﾞｯｻﾂ 1940 朋文堂 頒価不明 22cm １冊 Ｍ－１３

1130 786.1 ﾔ 18 山小屋：合冊 No.１０２－１０７ ﾔﾏｺﾞﾔ ｶﾞｯｻﾂ 1940 朋文堂 頒価不明 22cm １冊 Ｍ－１３

1131 786.1 ｼ 山岳旅行秘訣 ｻﾝｶﾞｸ ﾘｮｺｳ ﾋｹﾂ 紫陽 道人 ｼﾖｳ ﾄﾞｳｼﾞﾝ 1917 泰山房 0.65 16cm 254p Ｍ－１４ 初

1132 786.1 ｷ 山岳巡礼 ｻﾝｶﾞｸ ｼﾞｭﾝﾚｲ 北尾 鐐之助 ｷﾀｵ ﾘｮｳﾉｽｹ 1919 梅津書店 1.30 17cm 433p Ｍ－１４ 初
1133 786.1 ｺ 女性登山ガイド ｼﾞｮｾｲ ﾄｻﾞﾝ ｶﾞｲﾄﾞ 後藤 董子 ｺﾞﾄｳ ﾉﾌﾞｺ 1961 池田書店 300.00 19cm 245p Ｍ－１４ 初

1134 786.1 ｻ 山岳踏破号-武侠世界増刊- ｻﾝｶﾞｸ ﾄｳﾊｺﾞｳ ﾌﾞｷｮｳ ｾｶｲ ｿﾞｳｶﾝ 針重 敬喜 ﾊﾘｼｹﾞ ｹｲｷ 1922 武侠世界社 0.70 19cm 314p Ｍ－１４ 初

1135 786.1 ﾔ 19 山小屋：合冊 No.１０８－１１３ ﾔﾏｺﾞﾔ ｶﾞｯｻﾂ 朋文堂編 ﾎｳﾌﾞﾝﾄﾞｳ 1941 朋文堂 頒価不明 22cm １冊 Ｍ－１６

1136 786.1 ﾔ 20 山小屋：合冊 No.１１４－１１９ ﾔﾏｺﾞﾔ ｶﾞｯｻﾂ 朋文堂編 ﾎｳﾌﾞﾝﾄﾞｳ 1941 朋文堂 頒価不明 22cm １冊 Ｍ－１６

1137 786.1 ﾔ 21 山小屋：合冊 No.１２０－１２５ ﾔﾏｺﾞﾔ ｶﾞｯｻﾂ 朋文堂編 ﾎｳﾌﾞﾝﾄﾞｳ 1942 朋文堂 頒価不明 22cm １冊 Ｍ－１６

1138 786.1 ﾔ 22 山小屋：合冊 No.１２６－１３３ ﾔﾏｺﾞﾔ ｶﾞｯｻﾂ 朋文堂編 ﾎｳﾌﾞﾝﾄﾞｳ 1946-1947 朋文堂 頒価不明 22cm １冊 Ｍ－１６

1139 786.1 ﾔ 23 山小屋：合冊 No.１３４－１３９ ﾔﾏｺﾞﾔ ｶﾞｯｻﾂ 朋文堂編 ﾎｳﾌﾞﾝﾄﾞｳ 1947 朋文堂 頒価不明 22cm １冊 Ｍ－１６

1140 786.1 ﾔ 24 山小屋：合冊 No.１４０－１４３ ﾔﾏｺﾞﾔ ｶﾞｯｻﾂ 朋文堂編 ﾎｳﾌﾞﾝﾄﾞｳ 1947 朋文堂 頒価不明 22cm １冊 Ｍ－１６

1141 786.1 ﾔ 25 山小屋：合冊 No.１４４－１４９ ﾔﾏｺﾞﾔ ｶﾞｯｻﾂ 朋文堂編 ﾎｳﾌﾞﾝﾄﾞｳ 1948 朋文堂 頒価不明 22cm １冊 Ｍ－１６

1142 786.1 ﾔ 26 山小屋：合冊 No.１５０－１５５ ﾔﾏｺﾞﾔ ｶﾞｯｻﾂ 朋文堂編 ﾎｳﾌﾞﾝﾄﾞｳ 1948-1949 朋文堂 頒価不明 22cm １冊 Ｍ－１６

1143 786.1 ﾔ 27 山小屋：合冊 No.１５６－１５９ ﾔﾏｺﾞﾔ ｶﾞｯｻﾂ 朋文堂編 ﾎｳﾌﾞﾝﾄﾞｳ 1949 朋文堂 頒価不明 22cm １冊 Ｍ－１６

1144 786.1 ﾔ 山：合冊 No.１６０－１６５ ﾔﾏ ｶﾞｯｻﾂ 朋文堂編 ﾎｳﾌﾞﾝﾄﾞｳ 1949 朋文堂 頒価不明 22cm １冊 Ｍ－１６

1145 786.1 ﾔ 山：合冊 No.１６６－１７１ ﾔﾏ ｶﾞｯｻﾂ 朋文堂編 ﾎｳﾌﾞﾝﾄﾞｳ 1950 朋文堂 頒価不明 22cm １冊 Ｍ－１６

1146 786.1 ﾔ 山：合冊 No.１７２－１７７ ﾔﾏ ｶﾞｯｻﾂ 朋文堂編 ﾎｳﾌﾞﾝﾄﾞｳ 1950 朋文堂 頒価不明 22cm １冊 Ｍ－１６

1147 786.1 ﾔ 山：合冊 No.１７８－１８３ ﾔﾏ ｶﾞｯｻﾂ 朋文堂編 ﾎｳﾌﾞﾝﾄﾞｳ 1951 朋文堂 頒価不明 22cm １冊 Ｍ－１６
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1148 786.1 ﾔ 山：合冊 No.２１１－２１４ ﾔﾏ ｶﾞｯｻﾂ 朋文堂編 ﾎｳﾌﾞﾝﾄﾞｳ 1954 朋文堂 頒価不明 22cm １冊 Ｍ－１６
1149 786.1 ﾔ 山：合冊No.１４２－１４８ ﾔﾏ ｶﾞｯｻﾂ 河出書房編 ｶﾜﾃﾞ ｼｮﾎﾞｳ 1948-１９４９ 河出書房 頒価不明 22cm １冊 Ｍ－１６

1150 786.1 ﾔ 山：合冊第１巻No.1-６ ﾔﾏ ｶﾞｯｻﾂ 梓書房編 ｱｽﾞｻｼｮﾎﾞｳ 1934 梓書房 頒価不明 23cm １冊 Ｍ－１６

1151 786.1 ﾔ 山：合冊第１巻No.７-１２ ﾔﾏ ｶﾞｯｻﾂ 梓書房編 ｱｽﾞｻｼｮﾎﾞｳ 1934 梓書房 頒価不明 23cm １冊 Ｍ－１６

1152 786.1 ﾔ 山：合冊第２巻No.1-６ ﾔﾏ ｶﾞｯｻﾂ 梓書房編 ｱｽﾞｻｼｮﾎﾞｳ 1935 梓書房 頒価不明 23cm １冊 Ｍ－１６

1153 786.1 ﾔ 山：合冊第２巻No.7-１２ ﾔﾏ ｶﾞｯｻﾂ 梓書房編 ｱｽﾞｻｼｮﾎﾞｳ 1935 梓書房 頒価不明 23cm １冊 Ｍ－１６

1154 786.1 ﾔ 山：合冊第３巻No.1-６ ﾔﾏ ｶﾞｯｻﾂ 梓書房編 ｱｽﾞｻｼｮﾎﾞｳ 1936 梓書房 頒価不明 23cm １冊 Ｍ－１６

1155 786.1 ﾔ 山之犠牲 ﾔﾏ ﾉ ｷﾞｾｲ 小山 博 ｺﾔﾏ ﾋﾛｼ 1916 目黒分店 非売品 16cm 460p Ｍ－１７ 2

1156 786.1 ｿ 遭難の実態‐登山新書 ｿｳﾅﾝ ﾉ ｼﾞｯﾀｲ ﾄｻﾞﾝ ｼﾝｼｮ 明治大学体育会山岳部遭難対策委員会編 ﾒｲｼﾞ ﾀﾞｲｶﾞｸ ﾀｲｲｸｶｲ ｻﾝｶﾞｸﾌﾞ ｿｳﾅﾝ ﾀｲｻｸ ｲｲﾝｶｲ 1964 教育図書 300.00 18cm 170p Ｍ－１７ 初

1157 786.1 ｶ 山の初登攀物語 ﾔﾏ ﾉ ﾊﾂﾄｳﾊﾝ ﾓﾉｶﾞﾀﾘ 春日 俊吉 ｶｽｶﾞ ｼｭﾝｷﾁ 1951 朋文堂 100.00 18cm 234p Ｍ－１７ 初

1158 786.1 ｶ 山の受難者物語 ﾔﾏ ﾉ ｼﾞｭﾅﾝｼｬ ﾓﾉｶﾞﾀﾘ 春日 俊吉 ｶｽｶﾞ ｼｭﾝｷﾁ 1951 朋文堂 120.00 18cm 245p Ｍ－１７ 初

1159 786.1 ｶ 山の遭難生還者 ﾔﾏ ﾉ ｿｳﾅﾝ ｾｲｶﾝｼｬ 春日 俊吉 ｶｽｶﾞ ｼｭﾝｷﾁ 1951 朋文堂 160.00 18cm 235p Ｍ－１７ 初

1160 786.1 ｶ 帰らざる登攀者‐旅窓新書１５ ｶｴﾗｻﾞﾙ ﾄｳﾊﾝｼｬ ﾘｮｿｳ ｼﾝｼｮ 15 春日 俊吉 ｶｽｶﾞ ｼｭﾝｷﾁ 1955 朋文堂 100.00 18cm 163p Ｍ－１７ 初

1161 786.1 ｶ 山の生還者‐旅窓新書２１ ﾔﾏ ﾉ ｾｲｶﾝｼｬ  ﾘｮｿｳ ｼﾝｼｮ 21 春日 俊吉 ｶｽｶﾞ ｼｭﾝｷﾁ 1955 朋文堂 100.00 18cm 177p Ｍ－１７ 初

1162 786.1 ｶ 1 山岳遭難記　１ ｻﾝｶﾞｸ ｿｳﾅﾝｷ 1 春日 俊吉 ｶｽｶﾞ ｼｭﾝｷﾁ 1959 朋文堂 230.00 19cm 256p Ｍ－１７ 初

1163 786.1 ｶ 3 山岳遭難記　３ ｻﾝｶﾞｸ ｿｳﾅﾝｷ 3 春日 俊吉 ｶｽｶﾞ ｼｭﾝｷﾁ 1959 朋文堂 230.00 19cm 258p Ｍ－１７ 初

1164 786.1 ｶ 3 山岳遭難記　３ ｻﾝｶﾞｸ ｿｳﾅﾝｷ 3 春日 俊吉 ｶｽｶﾞ ｼｭﾝｷﾁ 1959 朋文堂 230.00 19cm 258p Ｍ－１７ 初

1165 786.1 ｶ 5 山岳遭難記　５ ｻﾝｶﾞｸ ｿｳﾅﾝｷ 5 春日 俊吉 ｶｽｶﾞ ｼｭﾝｷﾁ 1960 朋文堂 230.00 19cm 249p Ｍ－１７ 初

1166 786.1 ｶ 5 山岳遭難記　５ ｻﾝｶﾞｸ ｿｳﾅﾝｷ 5 春日 俊吉 ｶｽｶﾞ ｼｭﾝｷﾁ 1960 朋文堂 230.00 19cm 249p Ｍ－１７ 初

1167 786.1 ｶ 6 山岳遭難記　６ ｻﾝｶﾞｸ ｿｳﾅﾝｷ 6 春日 俊吉 ｶｽｶﾞ ｼｭﾝｷﾁ 1960 朋文堂 230.00 19cm 255p Ｍ－１７ 初

1168 786.1 ｶ 山の犠牲者物語 ﾔﾏ ﾉ ｷﾞｾｲｼｬ ﾓﾉｶﾞﾀﾘ 春日 俊吉 ｶｽｶﾞ ｼｭﾝｷﾁ 1942 朋文堂 1.80 18cm 285p Ｍ－１７ 初

1169 786.1 ｶ 山に逝ける人々 ﾔﾏ ﾆ ﾕｹﾙ ﾋﾄﾋﾞﾄ 春日 俊吉 ｶｽｶﾞ ｼｭﾝｷﾁ 1948 朋文堂 100.00 18cm 267p Ｍ－１７ 初

1170 786.1 ｶ 山の遭難生還者 ﾔﾏ ﾉ ｿｳﾅﾝ ｾｲｶﾝｼｬ 春日 俊吉 ｶｽｶﾞ ｼｭﾝｷﾁ 1942 朋文堂 1.60 19cm 244p Ｍ－１７ 初

1171 786.1 ｶ 登山遭難の実相と対策 ﾄｻﾞﾝ ｿｳﾅﾝ ﾉ ｼﾞｯｿｳ ﾄ ﾀｲｻｸ 春日 俊吉 ｶｽｶﾞ ｼｭﾝｷﾁ 1944 昭和刊行会 2.90 19cm 367p Ｍ－１７ 初

1172 786.1 ｺ 山の遭難 初めて山へ登る人々のために‐スポーツ新書４６ ﾔﾏ ﾉ ｿｳﾅﾝ ﾊｼﾞﾒﾃ ﾔﾏ ｴ ﾉﾎﾞﾙ ﾋﾄﾋﾞﾄ ﾉ ﾀﾒ ﾆ ｽﾎﾟｰﾂ ｼﾝｼｮ 小島 六郎 ｺｼﾞﾏ ﾛｸﾛｳ 1957 ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙマガジン社 150.00 18cm 222p Ｍ－１７ 初

1173 786.1 ｺ 遭難 ｿｳﾅﾝ 小島 六郎 ｺｼﾞﾏ ﾛｸﾛｳ 1960 山と渓谷社 280.00 19cm 226p Ｍ－１７ 初

1174 786.1 ｶ 山と雪の墓標 ﾔﾏ ﾄ ﾕｷ ﾉ ﾎﾞﾋｮｳ 春日 俊吉 ｶｽｶﾞ ｼｭﾝｷﾁ 1970 有峰書店 680.00 19cm 276p Ｍ－１７ 初

1175 786.1 ｳ 山と遭難 ﾔﾏ ﾄ ｿｳﾅﾝ 碓井 徳蔵 ｳｽｲ ﾄｸｿﾞｳ 1959 池田書店 280.00 19cm 270p Ｍ－１７ 初

1176 786.1 ﾔ 山と遭難　その原因をさぐる ﾔﾏ ﾄ ｿｳﾅﾝ ｿﾉ ｹﾞﾝｲﾝ ｵ さぐる 山本 偦 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾄｼ 1960 出版協同社 280.00 19cm 264p Ｍ－１７ 初

1177 786.1 ｹ 1 ケルンに生きる １ 遭難の手記 ｹﾙﾝ ﾆ ｲｷﾙ 1 ｿｳﾅﾝ ﾉ ｼｭｷ 藤木 九三・三田 幸夫監修 ﾌｼﾞｷ ｸｿﾞｳ ﾐﾀ ﾕｷｵ 1959 二弦社 280.00 19cm 222p Ｍ－１７ 初

1178 786.1 ｹ 2 ケルンに生きる ２ 遭難の手記 ｹﾙﾝ ﾆ ｲｷﾙ 2 ｿｳﾅﾝ ﾉ ｼｭｷ 藤木 九三・三田 幸夫監修 ﾌｼﾞｷ ｸｿﾞｳ ﾐﾀ ﾕｷｵ 1959 二弦社 280.00 19cm 246p Ｍ－１７ 初

1179 786.1 ｹ 3 ケルンに生きる ３ 遭難の手記 ｹﾙﾝ ﾆ ｲｷﾙ 3 ｿｳﾅﾝ ﾉ ｼｭｷ 藤木 九三・三田 幸夫監修 ﾌｼﾞｷ ｸｿﾞｳ ﾐﾀ ﾕｷｵ 1961 二弦社 290.00 19cm 213p Ｍ－１７ 初

1180 786.1 ｹ 4 ケルンに生きる ４ 遭難の手記 ｹﾙﾝ ﾆ ｲｷﾙ 4 ｿｳﾅﾝ ﾉ ｼｭｷ 藤木 九三・三田 幸夫監修 ﾌｼﾞｷ ｸｿﾞｳ ﾐﾀ ﾕｷｵ 1961 二弦社 290.00 19cm 203p Ｍ－１７ 初

1181 786.1 ｺ この山なみのこえ ｺﾉ ﾔﾏﾅﾐ ﾉ ｺｴ 信濃毎日新聞社編 ｼﾅﾉ ﾏｲﾆﾁ ｼﾝﾌﾞﾝｼｬ 1964 二見書房 380.00 19cm 342p Ｍ－１７ 初

1182 786.1 ﾔ 山あればこそ ﾔﾏ ｱﾚﾊﾞ ｺｿ 長野県警察本部編 ﾅｶﾞﾉｹﾝ ｹｲｻﾂ ﾎﾝﾌﾞ 1966 二見書房 480.00 19cm 366p Ｍ－１７ 初

1183 786.1 ｺ この山にねがいをこめて ｺﾉ ﾔﾏ ﾆ ﾈｶﾞｲ ｵ ｺﾒﾃ 群馬県警察本部編 ｸﾞﾝﾏｹﾝ ｹｲｻﾂ ﾎﾝﾌﾞ 1963 二見書房 350.00 19cm 334p Ｍ－１７ 初

1184 786.1 ｺ この山にあふれる誓い ｺﾉ ﾔﾏ ﾆ ｱﾌﾚﾙ ﾁｶｲ 富山県警察本部編 ﾄﾔﾏｹﾝ ｹｲｻﾂ ﾎﾝﾌﾞ 1965 二見書房 380.00 19cm 341p Ｍ－１７ 初

1185 786.1 ｷ 北岳に眠る ｷﾀﾀﾞｹ ﾆ ﾈﾑﾙ 安川 茂雄 ﾔｽｶﾜ ｼｹﾞｵ 1975 三笠書房 1000.00 20cm 248p Ｍ－１７ 初

1186 786.1 ｶ 日本山岳遭難史 ﾆﾎﾝ ｻﾝｶﾞｸ ｿｳﾅﾝｼ 春日 俊吉 ｶｽｶﾞ ｼｭﾝｷﾁ 1933 三省堂 1.50 20cm 255p Ｍ－１７ 初

1187 786.1 ｶ 岳人：合冊 No.1４-１９ ｶﾞｸｼﾞﾝ ｶﾞｯｻﾂ 岳人社編 ｶﾞｸｼﾞﾝｼｬ 1949 岳人社 頒価不明 26cm １冊 Ｍ－１８
1188 786.1 ｶ 岳人：合冊 No.２０-２６ ｶﾞｸｼﾞﾝ ｶﾞｯｻﾂ 中部日本新聞社出版局内岳人社編 ﾁｭｳﾌﾞ ﾆﾎﾝ ｼﾝﾌﾞﾝｼｬ ｼｭｯﾊﾟﾝｷｮｸﾅｲ ｶﾞｸｼﾞﾝｼｬ 1949- 1950 中部日本新聞社出版局内岳人社編 頒価不明 26cm １冊 Ｍ－１８

1189 786.1 ｶ 岳人：合冊 No.２７-３２ ｶﾞｸｼﾞﾝ ｶﾞｯｻﾂ 中部日本新聞社編 ﾁｭｳﾌﾞ ﾆﾎﾝ ｼﾝﾌﾞﾝｼｬ 1950 中部日本新聞社 頒価不明 26cm １冊 Ｍ－１８

1190 786.1 ｶ 岳人：合冊 No.３３-３８ ｶﾞｸｼﾞﾝ ｶﾞｯｻﾂ 中部日本新聞社編 ﾁｭｳﾌﾞ ﾆﾎﾝ ｼﾝﾌﾞﾝｼｬ 1951 中部日本新聞社 頒価不明 26cm １冊 Ｍ－１８

1191 786.1 ｶ 岳人：合冊 No.３９-４４ ｶﾞｸｼﾞﾝ ｶﾞｯｻﾂ 中部日本新聞社編 ﾁｭｳﾌﾞ ﾆﾎﾝ ｼﾝﾌﾞﾝｼｬ 1951 中部日本新聞社 頒価不明 26cm １冊 Ｍ－１８

1192 786.1 ｶ 岳人：合冊 No.４５-５０　 ｶﾞｸｼﾞﾝ ｶﾞｯｻﾂ 中部日本新聞社編 ﾁｭｳﾌﾞ ﾆﾎﾝ ｼﾝﾌﾞﾝｼｬ 1952 中部日本新聞社 頒価不明 26cm １冊 Ｍ－１８

1193 786.1 ｶ 岳人：合冊 No.５１-５６ ｶﾞｸｼﾞﾝ ｶﾞｯｻﾂ 中部日本新聞社編 ﾁｭｳﾌﾞ ﾆﾎﾝ ｼﾝﾌﾞﾝｼｬ 1952 中部日本新聞社 頒価不明 26cm １冊 Ｍ－１８

1194 786.1 ｶ 岳人：合冊 No.５７-６２ ｶﾞｸｼﾞﾝ ｶﾞｯｻﾂ 中部日本新聞社編 ﾁｭｳﾌﾞ ﾆﾎﾝ ｼﾝﾌﾞﾝｼｬ 1953 中部日本新聞社 頒価不明 26cm １冊 Ｍ－１８
1195 786.1 ｶ 岳人：合冊 No.６３-６８ ｶﾞｸｼﾞﾝ ｶﾞｯｻﾂ 中部日本新聞社編 ﾁｭｳﾌﾞ ﾆﾎﾝ ｼﾝﾌﾞﾝｼｬ 1953 中部日本新聞社 頒価不明 26cm １冊 Ｍ－１８

1196 786.1 ｶ 岳人：合冊 No.６９-７４ ｶﾞｸｼﾞﾝ ｶﾞｯｻﾂ 中部日本新聞社編 ﾁｭｳﾌﾞ ﾆﾎﾝ ｼﾝﾌﾞﾝｼｬ 1954 中部日本新聞社 頒価不明 26cm １冊 Ｍ－１８

1197 786.1 ｶ 岳人：合冊 No.７５-８０ ｶﾞｸｼﾞﾝ ｶﾞｯｻﾂ 中部日本新聞社編 ﾁｭｳﾌﾞ ﾆﾎﾝ ｼﾝﾌﾞﾝｼｬ 1954 中部日本新聞社 頒価不明 26cm １冊 Ｍ－１８
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1198 786.1 ｶ 岳人：合冊 No.８７-９２ ｶﾞｸｼﾞﾝ ｶﾞｯｻﾂ 中部日本新聞社編 ﾁｭｳﾌﾞ ﾆﾎﾝ ｼﾝﾌﾞﾝｼｬ 1955 中部日本新聞社 頒価不明 26cm １冊 Ｍ－１８
1199 786.1 ｶ 岳人：合冊 No.９３-９８ ｶﾞｸｼﾞﾝ ｶﾞｯｻﾂ 中部日本新聞社編 ﾁｭｳﾌﾞ ﾆﾎﾝ ｼﾝﾌﾞﾝｼｬ 1956 中部日本新聞社 頒価不明 26cm １冊 Ｍ－１８

1200 786.1 ｶ 岳人：合冊 No.９９-１０４ ｶﾞｸｼﾞﾝ ｶﾞｯｻﾂ 中部日本新聞社編 ﾁｭｳﾌﾞ ﾆﾎﾝ ｼﾝﾌﾞﾝｼｬ 1956 中部日本新聞社 頒価不明 26cm １冊 Ｍ－１８

1201 786.1 ｶ 岳人：合冊 No.１０５-１１０ ｶﾞｸｼﾞﾝ ｶﾞｯｻﾂ 中部日本新聞社編 ﾁｭｳﾌﾞ ﾆﾎﾝ ｼﾝﾌﾞﾝｼｬ 1957 中部日本新聞社 頒価不明 26cm １冊 Ｍ－１８

1202 786.1 ｶ 岳人：合冊 No.１１１-１１６ ｶﾞｸｼﾞﾝ ｶﾞｯｻﾂ 中部日本新聞社編 ﾁｭｳﾌﾞ ﾆﾎﾝ ｼﾝﾌﾞﾝｼｬ 1957 中部日本新聞社 頒価不明 26cm １冊 Ｍ－１８

1203 786.1 ｶ 岳人：合冊 No.１１７-１２２ ｶﾞｸｼﾞﾝ ｶﾞｯｻﾂ 中部日本新聞社編 ﾁｭｳﾌﾞ ﾆﾎﾝ ｼﾝﾌﾞﾝｼｬ 1958 中部日本新聞社 頒価不明 26cm １冊 Ｍ－１８

1204 786.1 ｶ 岳人：合冊 No.１２３-１２８ ｶﾞｸｼﾞﾝ ｶﾞｯｻﾂ 中部日本新聞社編 ﾁｭｳﾌﾞ ﾆﾎﾝ ｼﾝﾌﾞﾝｼｬ 1958 中部日本新聞社 頒価不明 26cm １冊 Ｍ－１８

1205 786.1 ｶ 岳人：合冊 No.１２９-１３４ ｶﾞｸｼﾞﾝ ｶﾞｯｻﾂ 中部日本新聞社編 ﾁｭｳﾌﾞ ﾆﾎﾝ ｼﾝﾌﾞﾝｼｬ 1959 中部日本新聞社 頒価不明 26cm １冊 Ｍ－１８

1206 786.1 ｶ 岳人：合冊 No.１３５-１４０ ｶﾞｸｼﾞﾝ ｶﾞｯｻﾂ 中部日本新聞社編 ﾁｭｳﾌﾞ ﾆﾎﾝ ｼﾝﾌﾞﾝｼｬ 1959 中部日本新聞社 頒価不明 26cm １冊 Ｍ－１８

1207 786.1 ﾔ 山：合冊 No.１-５ ﾔﾏ  ｶﾞｯｻﾂ 日本山岳会編 ﾆﾎﾝ ｻﾝｶﾞｸｶｲ 1947 日本山岳会 頒価不明 26cm １冊 Ｍ－１８

1208 786.1 ｷ 山の話 ﾔﾏ ﾉ ﾊﾅｼ 北川 淳一郎 ｷﾀｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 1927 北川 淳一郎 0.55 19cm 232p Ｍ－２０ 初

1209 786.1 ｳ たった一人の山 ﾀｯﾀ ﾋﾄﾘ ﾉ ﾔﾏ 浦松 佐美太郎 ｳﾗﾏﾂ ｻﾐﾀﾛｳ 1941 文芸春秋社 1.80 19cm 301p Ｍ－２０ 初

1210 786.1 ｳ たった一人の山 ﾀｯﾀ ﾋﾄﾘ ﾉ ﾔﾏ 浦松 佐美太郎 ｳﾗﾏﾂ ｻﾐﾀﾛｳ 1958 文芸春秋社 270.00 20cm 234p Ｍ－２０ 初

1211 786.1 ｸ 登山談義 ﾄｻﾞﾝ ﾀﾞﾝｷﾞ  ジェオフレイ・ウィンスロープ・ヤング ｼﾞｪｵﾌﾚｲ ｳｨﾝｽﾛｰﾌﾟ ﾔﾝｸﾞ 黒田 孝雄 1938 龍星閣 3.00 20cm 132p Ｍ－２０ 初 176/200

1212 786.1 ｷ 銀嶺に輝く 報告と追悼-窪田田部両君追悼記念- ｷﾞﾝﾚｲ ﾆ ｶｶﾞﾔｸ ﾎｳｺｸ ﾄ ﾂｲﾄｳ ｸﾎﾞﾀ ﾀﾍﾞ ﾘｮｳｸﾝ ﾂｲﾄｳ ｷﾈﾝ 東京帝大スキー山岳部編 ﾄｳｷｮｳ ﾃｲﾀﾞｲ ｽｷｰ ｻﾝｶﾞｸﾌﾞ 1930 東京帝国大学運動会スキー山岳部 頒価不明 23cm 5,164p Ｍ－２１ 初

1213 786.1 ﾓ 山を想へば　百瀬慎太郎遺稿集 ﾔﾏ ｵ ｵﾓｴﾊﾞ ﾓﾓｾ ｼﾝﾀﾛｳ ｲｺｳｼｭｳ 百瀬 慎太郎 ﾓﾓｾ ｼﾝﾀﾛｳ 1962 百瀬慎太郎遺稿集刊行会 600.00 22cm 291p Ｍ－２１ 初

1214 786.1 ﾔ 山に祈る　遭難者の母親らの手記 ﾔﾏ ﾆ ｲﾉﾙ ｿｳﾅﾝｼｬ ﾉ ﾊﾊｵﾔﾗ ﾉ ｼｭｷ 長野県警察本部 ﾅｶﾞﾉｹﾝ ｹｲｻﾂ ﾎﾝﾌﾞ 1959 長野県山岳遭難防止対策協議会 頒価不明 21cm 60p Ｍ－２１ 初

1215 786.1 ﾂ 追悼　白馬鑓ヶ岳遭難報告 ﾂｲﾄｳ ｼﾛｳﾏ ﾔﾘｶﾞﾀｹ ｿｳﾅﾝ ﾎｳｺｸ 明治大学体育会山岳部・千葉大学山岳部編 ﾒｲｼﾞ ﾀﾞｲｶﾞｸ ﾀｲｲｸｶｲ ｻﾝｶﾞｸﾌﾞ ﾁﾊﾞ ﾀﾞｲｶﾞｸ ｻﾝｶﾞｸﾌﾞ 1958 明治大学体育会山岳部・千葉大学山岳部 非売品 22cm 261p Ｍ－２１ 初

1216 786.1 ﾂ 追悼　富士に眠る仲間へ ﾂｲﾄｳ ﾌｼﾞ ﾆ ﾈﾑﾙ ﾅｶﾏ ｴ 日本大学体育会山岳部 ﾆﾎﾝ ﾀﾞｲｶﾞｸ ﾀｲｲｸｶｲ ｻﾝｶﾞｸﾌﾞ 1955 日本大学体育会山岳部 非売品 22cm 359p Ｍ－２１ 初

1217 786.1 ﾉ みのる　 ﾐﾉﾙ 野村 實著/山内 多木編輯 ﾉﾑﾗ ﾐﾉﾙ ﾔﾏｳﾁ ﾀﾎﾞｸ 1930 山内多木 非売品 21cm 304p Ｍ－２１ 初

1218 786.1 ﾀ 昭和５０年度 春山合宿事故報告書、追悼集 ｼｮｳﾜ ｺﾞｼﾞｭｳﾈﾝﾄﾞ ﾊﾙﾔﾏ ｶﾞｯｼｭｸ ｼﾞｺ ﾎｳｺｸｼｮ ﾂｲﾄｳｼｭｳ 拓殖大学麗沢会体育局山岳部 ﾀｸｼｮｸ ﾀﾞｲｶﾞｸ ﾘﾀｸ ｶｲ ﾀｲｲｸｷｮｸ ｻﾝｶﾞｸﾌﾞ 1977 拓殖大学山岳部岳友会 非売品 22cm 140p Ｍ－２１ 初

1219 786.1 ﾂ ［塚本道一追悼文集] ﾂｶﾓﾄ ﾐﾁｶｽﾞ ﾂｲﾄｳ ﾌﾞﾝｼｭｳ ［塚本 玄門］ [1955] 非売品 18cm １冊 Ｍ－２１ 初

1220 786.1 ﾂ 劔沢に逝ける人々 ﾂﾙｷﾞｻﾞﾜ ﾆ ﾕｹﾙ ﾋﾄﾋﾞﾄ 東京帝国大学山の会編 ﾄｳｷｮｳ ﾃｲｺｸ ﾀﾞｲｶﾞｸ ﾔﾏ ﾉ ｶｲ 1931 梓書房 2.00 23cm 193p Ｍ－２１ 初 191-192p欠損

1221 B 786.1 ｵ 山人 ﾔﾏﾋﾞﾄ 大前 繁義 ｵｵﾏｴ ｼｹﾞﾖｼ 1928 六甲研究會 非売品 15cm 141,13p Ｍ－２２ 初

1222 786.1 ｷ 山岳夜話 ｻﾝｶﾞｸ ﾔﾜ 北尾 鐐之助 ｷﾀｵ ﾘｮｳﾉｽｹ 1920 梅津書店 1.50 16cm 284p Ｍ－２２ 初

1223 786.1 ｽ こヽろの山 ｺｺﾛ ﾉ ﾔﾏ 逗子 八郎 ｽﾞｼ ﾊﾁﾛｳ 1938 朋文堂 160.00 20cm 281p Ｍ－２２ 2

1224 786.1 ﾜ たのしい登山の話-体育図書館シリーズ５ ﾀﾉｼｲ ﾄｻﾞﾝ ﾉ ﾊﾅｼ ﾀｲｲｸ ﾄｼｮｶﾝ ｼﾘｰｽﾞ 渡辺 公平 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾍｲ 1958 不昧堂 250.00 22cm 151p Ｍ－２２ 初

1225 786.1 ﾜ 冬山・夏山 ﾌﾕﾔﾏ ﾅﾂﾔﾏ 渡辺 公平 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾍｲ 1948 鳩居堂書房 110.00 19cm 259p Ｍ－２３ 初

1226 786.1 ﾜ 1 われらの山々１‐山へのあこがれ‐ ﾜﾚﾗ ﾉ ﾔﾏﾔﾏ ｲﾁ ﾔﾏ ｴﾉ ｱｺｶﾞﾚ 近藤 等・安川 茂雄編 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾄｼ ﾔｽｶﾜ ｼｹﾞｵ 1962 三笠書房 350.00 18cm 247p Ｍ－２３ 初

1227 786.1 ﾜ 2 われらの山々２‐山に入る日‐ ﾜﾚﾗ ﾉ ﾔﾏﾔﾏ ﾆ ﾔﾏ ﾆ ﾊｲﾙ ﾋ 近藤 等・安川 茂雄編 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾄｼ ﾔｽｶﾜ ｼｹﾞｵ 1963 三笠書房 350.00 18cm 227p Ｍ－２３ 2

1228 786.1 ｶ 単独行 ﾀﾝﾄﾞｸｺｳ 加藤 文太郎 ｶﾄｳ ﾌﾞﾝﾀﾛｳ 1973 二見書房 600.00 20cm 246p Ｍ－２３ 10
1229 786.1 ﾀ 登山談義 ﾄｻﾞﾝ ﾀﾞﾝｷﾞ 高須 茂 ﾀｶｽ ｼｹﾞﾙ 1963 東京中日新聞 360.00 19cm 231p Ｍ－２３ 初 ○

1230 786.1 ｶ 霧の山稜 ｷﾘ ﾉ ｻﾝﾘｮｳ 加藤 泰三 ｶﾄｳ ﾀｲｿﾞｳ 1956 朋文堂 600.00 21cm 309p Ｍ－２３ 初

1231 786.1 ﾌ 雪線散歩 ｾｯｾﾝ ｻﾝﾎﾟ 藤木 九三 ﾌｼﾞｷ ｸｿﾞｳ 1933 三省堂 1.80 22cm 263p Ｍ－２３ 初

1232 786.1 ｸ 登山の文化史 ﾄｻﾞﾝ ﾉ ﾌﾞﾝｶｼ 桑原 武夫 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾀｹｵ 1950 岡書院 160.00 19cm 209p Ｍ－２３ 初

1233 786.1 ﾁ 父と子の山 ﾁﾁ ﾄ ｺ ﾉ ﾔﾏ 松方 三郎・松方 峰雄 ﾏﾂｶﾀ  ｻﾌﾞﾛｳ ﾏﾂｶﾀ ﾐﾈｵ 1957 中央公論社 250.00 18cm 265p Ｍ－２３ 初 ○

1234 786.1 ﾏ 山を楽しもう ﾔﾏ ｵ ﾀﾉｼﾓｳ 松方 三郎 ﾏﾂｶﾀ  ｻﾌﾞﾛｳ 1975 築地書館 1600.00 22cm 249p Ｍ－２３ 初
1235 786.1 ﾏ アルプスと人 ｱﾙﾌﾟｽ ﾄ ﾋﾄ 松方 三郎 ﾏﾂｶﾀ  ｻﾌﾞﾛｳ 1976 築地書館 1000.00 22cm 153p Ｍ－２３ 初

1236 786.1 ｻ 1 山岳講座 第１巻 ｻﾝｶﾞｸ ｺｳｻﾞ 1935 共立社 2.00 23cm 402,10p Ｍ－２４ 初

1237 786.1 ｻ 2 山岳講座 第２巻 ｻﾝｶﾞｸ ｺｳｻﾞ 1935 共立社 2.00 23cm 380,10p Ｍ－２４ 初

1238 786.1 ｻ 3 山岳講座 第３巻 ｻﾝｶﾞｸ ｺｳｻﾞ 1936 共立社 2.00 23cm 362,10p Ｍ－２４ 初

1239 786.1 ｻ 4 山岳講座 第４巻 ｻﾝｶﾞｸ ｺｳｻﾞ 1936 共立社 2.00 23cm 362,6p Ｍ－２４ 初

1240 786.1 ｻ 5 山岳講座 第５巻 ｻﾝｶﾞｸ ｺｳｻﾞ 1936 共立社 2.00 23cm 430,6p Ｍ－２４ 初

1241 786.1 ｻ 6 山岳講座 第６巻 ｻﾝｶﾞｸ ｺｳｻﾞ 1936 共立社 2.00 23cm 388,6p Ｍ－２４ 初
1242 786.1 ｻ 7 山岳講座 第７巻 ｻﾝｶﾞｸ ｺｳｻﾞ 1936 共立社 2.00 23cm 362,6p Ｍ－２４ 初

1243 786.1 ｻ 8 山岳講座 第８巻 ｻﾝｶﾞｸ ｺｳｻﾞ 1936 共立社 2.00 23cm 318,8p Ｍ－２４ 初

1244 786.1 ﾄ 1 登山講座 第１巻 ﾄｻﾞﾝ ｺｳｻﾞ 川崎 隆章編 ｶﾜｻｷ ﾀｶｱｷ 1958 山と渓谷社 620.00 22cm 319p Ｍ－２４ 初

1245 786.1 ﾄ 2 登山講座 第２巻 ﾄｻﾞﾝ ｺｳｻﾞ 川崎 隆章編 ｶﾜｻｷ ﾀｶｱｷ 1958 山と渓谷社 620.00 22cm 319p Ｍ－２４ 初

1246 786.1 ﾄ 3 登山講座 第３巻 ﾄｻﾞﾝ ｺｳｻﾞ 川崎 隆章編 ｶﾜｻｷ ﾀｶｱｷ 1958 山と渓谷社 620.00 22cm 303p Ｍ－２４ 初

1247 786.1 ﾄ 4 登山講座 第４巻 ﾄｻﾞﾝ ｺｳｻﾞ 川崎 隆章編 ｶﾜｻｷ ﾀｶｱｷ 1959 山と渓谷社 620.00 22cm 335p Ｍ－２４ 初
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1248 786.1 ﾄ 5 登山講座 第５巻 ﾄｻﾞﾝ ｺｳｻﾞ 川崎 隆章編 ｶﾜｻｷ ﾀｶｱｷ 1959 山と渓谷社 620.00 22cm 319p Ｍ－２４ 初

1249 786.1 ﾄ 6 登山講座 第６巻 ﾄｻﾞﾝ ｺｳｻﾞ 川崎 隆章編 ｶﾜｻｷ ﾀｶｱｷ 1959 山と渓谷社 620.00 22cm 310p Ｍ－２４ 初 附録：地図

1250 786.1 ﾄ 7 登山講座 別巻 山岳事典 ﾄｻﾞﾝ ｺｳｻﾞ ﾍﾞｯｶﾝ ｻﾝｶﾞｸ ｼﾞﾃﾝ 川崎 隆章編 ｶﾜｻｷ ﾀｶｱｷ 1960 山と渓谷社 620.00 22cm 440p Ｍ－２４ 初

1251 786.1 ﾄ 7 登山講座 別巻 山岳事典 ﾄｻﾞﾝ ｺｳｻﾞ ﾍﾞｯｶﾝ ｻﾝｶﾞｸ ｼﾞﾃﾝ 川崎 隆章編 ｶﾜｻｷ ﾀｶｱｷ 1960 山と渓谷社 620.00 22cm 440p Ｍ－２４ 初

1252 786.1 ｻ 1 山岳講座 １ ｻﾝｶﾞｸ ｺｳｻﾞ 川崎 隆章・近藤 等 ｶﾜｻｷ ﾀｶｱｷ ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾄｼ 1954 白水社 300.00 22cm 208p Ｍ－２４ 初

1253 786.1 ｻ 2 山岳講座 ２ ｻﾝｶﾞｸ ｺｳｻﾞ 川崎 隆章・近藤 等 ｶﾜｻｷ ﾀｶｱｷ ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾄｼ 1954 白水社 300.00 22cm 200p Ｍ－２４ 初

1254 786.1 ｻ 3 山岳講座 ３ ｻﾝｶﾞｸ ｺｳｻﾞ 川崎 隆章・近藤 等 ｶﾜｻｷ ﾀｶｱｷ ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾄｼ 1954 白水社 300.00 22cm 208p Ｍ－２４ 初

1255 786.1 ｻ 3 山岳講座 ３ ｻﾝｶﾞｸ ｺｳｻﾞ 川崎 隆章・近藤 等 ｶﾜｻｷ ﾀｶｱｷ ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾄｼ 1954 白水社 300.00 22cm 208p Ｍ－２４ 初

1256 786.1 ｻ 4 山岳講座 ４ ｻﾝｶﾞｸ ｺｳｻﾞ 川崎 隆章・近藤 等 ｶﾜｻｷ ﾀｶｱｷ ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾄｼ 1954 白水社 300.00 22cm 208p Ｍ－２４ 初

1257 786.1 ｻ 5 山岳講座 ５ ｻﾝｶﾞｸ ｺｳｻﾞ 川崎 隆章・近藤 等 ｶﾜｻｷ ﾀｶｱｷ ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾄｼ 1954 白水社 300.00 22cm 208p Ｍ－２４ 初

1258 786.1 ｻ 6 山岳講座 ６ ｻﾝｶﾞｸ ｺｳｻﾞ 川崎 隆章・近藤 等 ｶﾜｻｷ ﾀｶｱｷ ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾄｼ 1954 白水社 300.00 22cm 208p Ｍ－２４ 初

1259 786.1 ｳ 岩と氷壁への登攀技術 ｲﾜ ﾄ ﾋｮｳﾍｷ ｴﾉ ﾄｳﾊﾝ ｷﾞｼﾞｭﾂ 海野 治好・高橋 照 ｳﾝﾉ ﾊﾙﾖｼ ﾀｶﾊｼ ｱｷﾗ 1939 三省堂 3.00 24cm 158p Ｍ－２４ 初 ○

1260 786.1 ｶ ROCK CLIMBING ロック クライミング ﾛｯｸ ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ 梶本 徳次郎技術・前田 武治写真 ｶｼﾞﾓﾄ ﾄｸｼﾞﾛｳ ﾏｴﾀﾞ ﾀｹｼﾞ 1954 朋文堂 480.00 24cm 76p Ｍ－２４ 初

1261 786.1 ｶ 1 穂高の岩場 １ ﾎﾀｶ ﾉ ｲﾜﾊﾞ 岩稜会 ｶﾞﾝﾘｮｳｶｲ 1959 朋文堂 850.00 23cm 236p Ｍ－２４ 初

1262 786.1 ｶ 2 穂高の岩場 ２ ﾎﾀｶ ﾉ ｲﾜﾊﾞ 岩稜会 ｶﾞﾝﾘｮｳｶｲ 1960 朋文堂 850.00 23cm 241p Ｍ－２４ 初

1263 786.1 ﾐ 岩登り術 ｲﾜﾉﾎﾞﾘｼﾞｭﾂ 水野 祥太郎 ﾐｽﾞﾉ ｼｮｳﾀﾛｳ 1933 黒百合社 1.90 23cm 284p Ｍ－２４ 初

1264 786.1 ﾌ 岩登 ｲﾜﾉﾎﾞﾘ 舟田 三郎 ﾌﾅﾀﾞ ｻﾌﾞﾛｳ 1932 目黒書店 1.80 23cm 132p Ｍ－２４ 初

1265 786.1 ﾄ 1 登山講座　第１巻 ﾄｻﾞﾝ ｺｳｻﾞ 川崎 隆章編 ｶﾜｻｷ ﾀｶｱｷ 1942 山と渓谷社 2.20 26cm 221p Ｍ－２５ 初

1266 786.1 ﾄ 2 登山講座　第２巻 ﾄｻﾞﾝ ｺｳｻﾞ 川崎 隆章編 ｶﾜｻｷ ﾀｶｱｷ 1942 山と渓谷社 2.20 26cm 221p Ｍ－２５ 初

1267 786.1 ﾄ 3 登山講座　第３巻 ﾄｻﾞﾝ ｺｳｻﾞ 川崎 隆章編 ｶﾜｻｷ ﾀｶｱｷ 1942 山と渓谷社 2.20 26cm 221p Ｍ－２５ 初

1268 786.1 ﾄ 4 登山講座　第４巻 ﾄｻﾞﾝ ｺｳｻﾞ 川崎 隆章編 ｶﾜｻｷ ﾀｶｱｷ 1943 山と渓谷社 2.20 26cm 221p Ｍ－２５ 初

1269 786.1 ﾄ 5 登山講座　第５巻 ﾄｻﾞﾝ ｺｳｻﾞ 川崎 隆章編 ｶﾜｻｷ ﾀｶｱｷ 1943 山と渓谷社 2.20 26cm 221p Ｍ－２５ 初

1270 786.1 ﾄ 6 登山講座　第６巻 ﾄｻﾞﾝ ｺｳｻﾞ 川崎 隆章編 ｶﾜｻｷ ﾀｶｱｷ 1943 山と渓谷社 2.20 26cm 221p Ｍ－２５ 初

1271 786.1 ﾌ 山の呼ぶ声 ﾔﾏ ﾉ ﾖﾌﾞ ｺｴ 藤木 九三 ﾌｼﾞｷ ｸｿﾞｳ 1928 文明書院 1.70 26cm 図版31枚56p Ｍ－２５ 初

1272 786.1 ﾌ 槍・穂高・岩登り ﾔﾘ ﾎﾀｶ ｲﾜﾉﾎﾞﾘ 藤木 九三 ﾌｼﾞｷ ｸｿﾞｳ 1931 木星社書院 2.80 27cm 120p Ｍ－２５ 初 著者

1273 786.1 ｻ 山岳の驚異-科学画報叢書 第2篇-科学画報7月臨時増刊 ｻﾝｶﾞｸ ﾉ ｷｮｳｲ ｶｶﾞｸ ｶﾞﾎｳ ｿｳｼｮ 仲摩 照久編 ﾅｶﾏ ﾃﾙﾋｻ 1931 科学画報社 1.50 26cm 282p Ｍ－２５ 初

1274 786.1 ﾆ 会報 １～１００ ｶｲﾎｳ 日本山岳会編 ﾆﾎﾝｻﾝｶﾞｸｶｲ 1930 大修館書店 頒価不明 27cm １冊 Ｍ－２５ 初

1275 786.1 ｾ 世界山岳百科事典 ｾｶｲ ｻﾝｶﾞｸ ﾋｬｯｶ ｼﾞﾃﾝ 1971 山と渓谷社 3800.00 27cm 766,253p Ｍ－２５ 初 附録：地図2枚

1276 786.1 ﾆ 日本山岳会信濃支部三十五年 ﾆﾎﾝ ｻﾝｶﾞｸｶｲ ｼﾅﾉ ｼﾌﾞ ｻﾝｼﾞｭｳｺﾞﾈﾝ 日本山岳会信濃支部 ﾆﾎﾝ ｻﾝｶﾞｸｶｲ ｼﾅﾉ ｼﾅﾉ ｼﾌﾞ 1984 日本山岳会信濃支部 6000.00 22cm 621p Ｍ－２７ 初 ○ 贈呈署名

1277 786.1 ｻ 「山岳」総索引 ｻﾝｶﾞｸ ｿｳｻｸｲﾝ 日本山岳会 ﾆﾎﾝ ｻﾝｶﾞｸｶｲ 1971 日本山岳会 1000.00 23cm 75p Ｍ－２７ 初 第26年第1号（１９３１）～第60年（１９６５）

1278 786.1 ｻ 1 山岳：合冊 Vol.１-２ ｻﾝｶﾞｸ ｶﾞｯｻﾂ 山岳会編 ｻﾝｶﾞｸｶｲ 1906 T.ETANI 頒価不明 26cm 1冊 Ｍ－２７ 初

1279 786.1 ｻ 2 山岳：合冊 Vol.3-４ ｻﾝｶﾞｸ ｶﾞｯｻﾂ 山岳会編 ｻﾝｶﾞｸｶｲ 1908-1909 T.ETANI 頒価不明 26cm 1冊 Ｍ－２７ 初
1280 786.1 ｻ 3 山岳：合冊 Vol.５ ｻﾝｶﾞｸ ｶﾞｯｻﾂ 日本山岳会編 ﾆﾎﾝ ｻﾝｶﾞｸｶｲ 1910 T.ETANI 頒価不明 23cm 1冊 Ｍ－２７ 初

1281 786.1 ｻ 4 山岳：合冊 Vol.６ ｻﾝｶﾞｸ ｶﾞｯｻﾂ 日本山岳会編 ﾆﾎﾝ ｻﾝｶﾞｸｶｲ 1911 T.ETANI 頒価不明 23cm 1冊 Ｍ－２７ 初

1282 786.1 ｻ 5 山岳：合冊 Vol.７ ｻﾝｶﾞｸ ｶﾞｯｻﾂ 日本山岳会編 ﾆﾎﾝ ｻﾝｶﾞｸｶｲ 1912 T.ETANI 頒価不明 23cm 1冊 Ｍ－２８ 初

1283 786.1 ｻ 6 山岳：合冊 Vol.８ ｻﾝｶﾞｸ ｶﾞｯｻﾂ 日本山岳会編 ﾆﾎﾝ ｻﾝｶﾞｸｶｲ 1913 T.ETANI 頒価不明 23cm 1冊 Ｍ－２８ 初

1284 786.1 ｻ 7 山岳：合冊 Vol.９ ｻﾝｶﾞｸ ｶﾞｯｻﾂ 日本山岳会編 ﾆﾎﾝ ｻﾝｶﾞｸｶｲ 1914 T.ETANI 頒価不明 23cm 1冊 Ｍ－２８ 初

1285 786.1 ｻ 8 山岳：合冊 Vol.１０ ｻﾝｶﾞｸ ｶﾞｯｻﾂ 日本山岳会編 ﾆﾎﾝ ｻﾝｶﾞｸｶｲ 1915-1916 T.ETANI 頒価不明 23cm 1冊 Ｍ－２８ 初

1286 786.1 ｻ 9 山岳：合冊 Vol.１１ ｻﾝｶﾞｸ ｶﾞｯｻﾂ 日本山岳会編 ﾆﾎﾝ ｻﾝｶﾞｸｶｲ 1916-1917 T.ETANI 頒価不明 23cm 1冊 Ｍ－２８ 初
1287 786.1 ｻ 10 山岳：合冊 Vol.１２-１３ ｻﾝｶﾞｸ ｶﾞｯｻﾂ 日本山岳会編 ﾆﾎﾝ ｻﾝｶﾞｸｶｲ 1918-1919 T.ETANI 頒価不明 23cm 1冊 Ｍ－２８ 初

1288 786.1 ｻ 11 山岳：合冊 Vol.1４-１６ ｻﾝｶﾞｸ ｶﾞｯｻﾂ 日本山岳会編 ﾆﾎﾝ ｻﾝｶﾞｸｶｲ 1920-1923 T.ETANI 頒価不明 23cm 1冊 Ｍ－２８ 初

1289 786.1 ｻ 12 山岳：合冊 Vol.１７-１９ ｻﾝｶﾞｸ ｶﾞｯｻﾂ 日本山岳会編 ﾆﾎﾝ ｻﾝｶﾞｸｶｲ 1923-1926 T.ETANI 頒価不明 23cm 1冊 Ｍ－２８ 初

1290 786.1 ｻ 13 山岳：合冊 Vol.２０-２１ ｻﾝｶﾞｸ ｶﾞｯｻﾂ 日本山岳会編 ﾆﾎﾝ ｻﾝｶﾞｸｶｲ 1926-1927 T.ETANI 頒価不明 23cm 1冊 Ｍ－２８ 初 附 自第１年至第２０年総目次

1291 786.1 ｻ 14 山岳：合冊 Vol.２２ ｻﾝｶﾞｸ ｶﾞｯｻﾂ 日本山岳会編 ﾆﾎﾝ ｻﾝｶﾞｸｶｲ 1927 T.ETANI 頒価不明 23cm 1冊 Ｍ－２８ 初

1292 786.1 ｻ 15 山岳：合冊 Vol.２３ ｻﾝｶﾞｸ ｶﾞｯｻﾂ 日本山岳会編 ﾆﾎﾝ ｻﾝｶﾞｸｶｲ 1928-1929 T.ETANI 頒価不明 23cm 1冊 Ｍ－２８ 初

1293 786.1 ｻ 16 山岳：合冊 Vol.２４ ｻﾝｶﾞｸ ｶﾞｯｻﾂ 日本山岳会編 ﾆﾎﾝ ｻﾝｶﾞｸｶｲ 1929 T.ETANI 頒価不明 23cm 1冊 Ｍ－２８ 初

1294 786.1 ｻ 17 山岳：合冊 Vol.２５ ｻﾝｶﾞｸ ｶﾞｯｻﾂ 日本山岳会編 ﾆﾎﾝ ｻﾝｶﾞｸｶｲ 1930 T.ETANI 頒価不明 23cm 1冊 Ｍ－２８ 初

1295 786.1 ｻ 18 山岳：合冊 Vol.２６ ｻﾝｶﾞｸ ｶﾞｯｻﾂ 日本山岳会編 ﾆﾎﾝ ｻﾝｶﾞｸｶｲ 1931 T.ETANI 頒価不明 23cm 1冊 Ｍ－２８ 初

1296 786.1 ﾚ 天と地の間に ﾃﾝ ﾄ ﾁ ﾉ ｱｲﾀﾞ ﾆ ガストン・レビュア ｶﾞｽﾄﾝ ﾚﾋﾞｭｱ 近藤 等 1963 新潮社 1500.00 24cm 135p Ｍ－２７ 初

1297 786.1 ﾚ 雪と岩 ﾕｷ ﾄ ｲﾜ ガストン・レビュア ｶﾞｽﾄﾝ ﾚﾋﾞｭｱ 近藤 等 1961 新潮社 1500.00 24cm 190p Ｍ－２７ 初
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1298 786.1 ｱ アルプスヒマラヤ処女峰登攀史 ｱﾙﾌﾟｽ ﾋﾏﾗﾔ ｼｮｼﾞｮﾎｳ ﾄｳﾊﾝｼ 藤田 信道訳著 ﾌｼﾞﾀ ｼﾝﾄﾞｳ 藤田 信道 1931 山と渓谷社 2.00 23cm 272p Ｍ－２９ 初

1299 786.1 ﾒ 或る登山家の生涯 ｱﾙ ﾄｻﾞﾝｶ ﾉ ｼｮｳｶﾞｲ カール・メルクル ｶｰﾙ ﾒﾙｸﾙ 長井 一男・松本 重男 1943 昭和刊行会 5.40 21cm 297p Ｍ－２９ 初 3000

1300 786.1 ｼ 山の危険 ヤマ ノ キケン エミイル・シグモンデイ、ウイルヘルム・パウルケ ｴﾐｲﾙ ｼｸﾞﾓﾝﾃﾞｲ ｳｲﾙﾍﾙﾑ ﾊﾟｳﾙｹ 松井 博 1943 朋文堂 3.00 19cm 465p Ｍ－２９ 初

1301 786.1 ｺ アルピニストの心 ｱﾙﾋﾟﾆｽﾄ ﾉ ｺｺﾛ ジャン・コスト ｼﾞｬﾝ ｺｽﾄ 近藤 等 1955 朋文堂 230.00 19cm 122p Ｍ－２９ 初

1302 786.1 ﾌ 山への初恋 ﾔﾏ ｴﾉ ﾊﾂｺｲ プロヴィエ・シャペル ﾌﾟﾛｳﾞｨｴ ｼｬﾍﾞﾙ 近藤 等 1956 新潮社 270.00 19cm 222p Ｍ－２９ 初

1303 786.1 ｺ 岩・氷・ランプ ｲﾜ ｺｵﾘ ﾗﾝﾌﾟ ジアン・コスト 高須茂 1937 朋文堂 0.80 18cm 139p Ｍ－２９ 初 2000

1304 786.1 ﾀ 登山の話 ﾄｻﾞﾝ ﾉ ﾊﾅｼ 田村  剛 ﾀﾑﾗ ﾂﾖｼ 1926 文化生活研究会 3.80 19cm 416p Ｍ－３０ 初

1305 786.1 ﾖ 山靴の音 ﾔﾏ ｸﾞﾂ ﾉ ｵﾄ 芳野 満彦 ﾖｼﾉ ﾐﾂﾋｺ 1959 朋文堂 260.00 19cm 201p Ｍ－３０ 初

1306 786.1 ﾖ 山靴の音 ﾔﾏ ｸﾞﾂ ﾉ ｵﾄ 芳野 満彦 ﾖｼﾉ ﾐﾂﾋｺ 1959 朋文堂 260.00 19cm 201p ３００ 3

1307 786.1 ｶ 山恋い 山に憑かれた女性 ﾔﾏｺｲ ﾔﾏ ﾆ ﾂｶﾚﾀ ｼﾞｮｾｲ 川崎 隆章編 ｶﾜｻｷ ﾀｶｱｷ 1958 章文社 290.00 19cm 253p Ｍ－３０ 初

1308 786.1 ﾏ 最新登山技術 ｻｱｲｼﾝ ﾄｻﾞﾝ ｷﾞｼﾞｭﾂ A.A.マレイノフ A A ﾏﾚｲﾉﾌ 安川 茂雄・匹田 軍次 1959 ベースボールマガジン社 370.00 19cm 378p Ｍ－３０ 初

1309 786.1 ﾔ 登山技術 ﾄｻﾞﾝ ｷﾞｼﾞｭﾂ 安川 茂雄 ﾔｽｶﾜ ｼｹﾞｵ 1956 朋文堂 280.00 19cm 284p Ｍ－３０ 初

1310 786.1 ﾀ 氷河の山旅 ﾋｮｳｶﾞ ﾉ ﾔﾏﾀﾋﾞ 田中 薫 ﾀﾅｶ ｶｵﾙ 1943 朋文堂 5.60 22cm 334p Ｍ－３０ 初

1311 786.1 ｶ 山の千一夜 ﾔﾏ ﾉ ｾﾝｲﾁﾔ 勝見 勝 ｶﾂﾐ ﾏｻﾙ 1952 双芸社 300.00 19cm 319p Ｍ－３０ 初

1312 786.1 ﾏ 行為と夢想 ｺｳｲ ﾄ ﾑｿｳ エーリヒ・マイエル ｴｰﾘﾋ ﾏｲｴﾙ 荒井 道太郎 1938 朋文堂 1.00 18cm 　　　144p Ｍ－３０ 初

1313 786.1 ﾀ 静かなる登攀 ｼｽﾞｶ ﾅﾙ ﾄｳﾊﾝ 高須 茂 ﾀｶｽ ｼｹﾞﾙ 1941 朋文堂 1.30 19cm 184p Ｍ－３０ 初 ○

1314 786.1 ｼ 青春を賭けて値するもの ｾｲｼｭﾝ ｵ ｶｹﾃ ｱﾀｲ ｽﾙﾓﾉ 白簱 史朗 ｼﾗﾊﾀ ｼﾛｳ 1971 大和書房 400.00 19cm 217p Ｍ－３０ 初

1315 786.1 ｶ 初恋の山 ﾊﾂｺｲ ﾉ ﾔﾏ 川森 左智子 ｶﾜﾓﾘ ｻﾁｺ 1958 平凡社 280.00 20cm 267p Ｍ－３０ 初

1316 786.1 ﾓ 山－一登山家の日記から取出された心象風景 ﾔﾏ ｲﾁ ﾄｻﾞﾝｶ ﾉ ﾆｯｷ ｶﾗ ﾄﾘﾀﾞｻﾚﾀ ｼﾝｼｮｳ ﾌｳｹｲ ハンス・モルゲンターレル ﾊﾝｽ ﾓﾙｹﾞﾝﾀｰﾚﾙ 荒井 道太郎 1941 朋文堂 1.20 19cm 271p Ｍ－３０ 初

1317 786.1 ｽ 山の魂 ﾔﾏ ﾉ ﾀﾏｼｲ Ｆ・S・スマイス F S ｽﾏｲｽ 石 一郎 1957 朋文堂 200.00 19cm 214p Ｍ－３０ 初

1318 786.1 ｶ 山のスポーツ ﾔﾏ ﾉ ｽﾎﾟｰﾂ フランソア・ガジェ ﾌﾗﾝｿｱ ｶﾞｼﾞｪ 近藤 等 1954 白水社 120.00 18cm 127p Ｍ－３０ 3

1319 786.1 ｸ 若いアルピニストの眼 ﾜｶｲ ｱﾙﾋﾟﾆｽﾄ ﾉ ﾒ 栗林 一路 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｲﾁﾛ 1961 徳間書店 250.00 18cm 331p Ｍ－３０ 2

1320 786.1 ｹ 1 ケルン：合冊 Vol-1 1-6 ｹﾙﾝ ｶﾞｯｻﾂ Vol-1 1-6 ケルン編集室編 ｹﾙﾝ ﾍﾝｼｭｳｼﾂ 1933 朋文堂 頒価不明 22cm 1冊 Ｍ－３１ 初

1321 786.1 ｹ 2 ケルン：合冊 Vol-2 7-12 ｹﾙﾝ ｶﾞｯｻﾂ  Vol-2 7-12 ケルン編集室編 ｹﾙﾝ ﾍﾝｼｭｳｼﾂ 1933 朋文堂 頒価不明 22cm 1冊 Ｍ－３１ 初

1322 786.1 ｹ 3 ケルン：合冊 Vol-3 13-18 ｹﾙﾝ ｶﾞｯｻﾂ  Vol-3 13-18 ケルン編集室編 ｹﾙﾝ ﾍﾝｼｭｳｼﾂ 1934 朋文堂 頒価不明 22cm 1冊 Ｍ－３１ 初

1323 786.1 ｹ 4 ケルン：合冊 Vol-4 19-24 ｹﾙﾝ ｶﾞｯｻﾂ  Vol-4 19-24 ケルン編集室編 ｹﾙﾝ ﾍﾝｼｭｳｼﾂ 1934 朋文堂 頒価不明 22cm 1冊 Ｍ－３１ 初

1324 786.1 ｹ 5 ケルン：合冊 Vol-5 25-30 ｹﾙﾝ ｶﾞｯｻﾂ  Vol-5 25-30 ケルン編集室編 ｹﾙﾝ ﾍﾝｼｭｳｼﾂ 1935 朋文堂 頒価不明 22cm 1冊 Ｍ－３１ 初

1325 786.1 ｹ 6 ケルン：合冊 Vol-6 31-36 ｹﾙﾝ ｶﾞｯｻﾂ  Vol-6 31-36 ケルン編集室編 ｹﾙﾝ ﾍﾝｼｭｳｼﾂ 1935 朋文堂 頒価不明 22cm 1冊 Ｍ－３１ 初

1326 786.1 ｹ 7 ケルン：合冊 Vol-7 37-42 ｹﾙﾝ ｶﾞｯｻﾂ  Vol-7  37-42 ケルン編集室編 ｹﾙﾝ ﾍﾝｼｭｳｼﾂ 1936 朋文堂 頒価不明 22cm 1冊 Ｍ－３８ 初

1327 786.1 ｹ 8 ケルン：合冊 Vol-8 43-48 ｹﾙﾝ ｶﾞｯｻﾂ  Vol-8 43-48 ケルン編集室編 ｹﾙﾝ ﾍﾝｼｭｳｼﾂ 1936-1937 朋文堂 頒価不明 22cm 1冊 Ｍ－３８ 初

1328 786.1 ｹ 9 ケルン：合冊 Vol-9 49-54 ｹﾙﾝ ｶﾞｯｻﾂ  Vol-9 49-54 ケルン編集室編 ｹﾙﾝ ﾍﾝｼｭｳｼﾂ 1937 朋文堂 頒価不明 22cm 1冊 Ｍ－３８ 初

1329 786.1 ｹ 10 ケルン：合冊 Vol-10 55-60 ｹﾙﾝ ｶﾞｯｻﾂ  Vol-10 55-60 ケルン編集室編 ｹﾙﾝ ﾍﾝｼｭｳｼﾂ 1937-1938 朋文堂 頒価不明 22cm 1冊 Ｍ－３８ 初

1330 786.1 ｹ 1 ケルン 復刻版：合冊 Vol-1 1-6 ｹﾙﾝ ﾌｯｺｸﾊﾞﾝ ｶﾞｯｻﾂ Vol-1 1-6 ケルン編集室編 ｹﾙﾝ ﾍﾝｼｭｳｼﾂ 1933 アテネ書房 頒価不明 23cm 1冊 Ｍ－３８ 初

1331 786.1 ﾊ 登山者 畑野進作品集 ﾄｻﾞﾝｼｬ ﾊﾀﾉ ｽｽﾑ ｻｸﾋﾝｼｭｳ 畑野 進 ﾊﾀﾉ ｽｽﾑ 1959 二弦社 470.00 27cm 1冊 Ｍ－３２ 初

1332 786.1 ｻ 1 山岳 第１巻 山の探求 ｻﾝｶﾞｸ ﾀﾞｲ1ｶﾝ ﾔﾏ ﾉ ﾀﾝｷｭｳ モーリス・エルゾーグ ﾓｰﾘｽ ｴﾙｿﾞｰｸﾞ 藤島 敏男他 1957 朋文堂 1300.00 27cm 228p Ｍ－３２ 初

1333 786.1 ｻ 2 山岳 第２巻 山の科学 ｻﾝｶﾞｸ ﾀﾞｲ2ｶﾝ ﾔﾏ ﾉ ｶｶﾞｸ モーリス・エルゾーグ ﾓｰﾘｽ ｴﾙｿﾞｰｸﾞ 藤島 敏男他 1957 朋文堂 1300.00 27cm 204p Ｍ－３２ 初

1334 786.1 ｻ 3 山岳 第３巻 山の芸術 ｻﾝｶﾞｸ ﾀﾞｲ3ｶﾝ ﾔﾏ ﾉ ｹﾞｲｼﾞｭﾂ モーリス・エルゾーグ ﾓｰﾘｽ ｴﾙｿﾞｰｸﾞ 藤島 敏男他 1958 朋文堂 1300.00 27cm 216p Ｍ－３２ 初

1335 786.1 ﾚ モン・ブランからヒマラヤへ ﾓﾝﾌﾞﾗﾝ ｶﾗ ﾋﾏﾗﾔ ｴ ガストン・レビュファ ｶﾞｽﾄﾝ ﾚﾋﾞｭﾌｧ 近藤 等 1956 白水社 480.00 21cm 126p Ｍ－３３ 初
1336 787.1 ｻ 魚の釣り方 ｻｶﾅ ﾉ ﾂﾘｶﾀ 佐藤 垢石 ｻﾄｳ ｺｳｾｷ 1957 大泉書店 180.00 19cm 333p O-7 初

1337 787.1 ﾌ 詳しくわかる ヤマメ・イワナ釣り ｸﾜｼｸ ﾜｶﾙ ﾔﾏﾒ ｲﾜﾅ ﾂﾘ 船倉 草々子 ﾌﾅｸﾗ ｿｳｿｳｼ 　 1964 西東社 470.00 18cm 346p O-１３ 初
1338 787.1 ﾔ 山と高原：合冊 No.２１５-２２０ ﾔﾏ ﾄ ｺｳｹﾞﾝ ｶﾞｯｻﾂ 朋文堂編 ﾎｳﾌﾞﾝﾄﾞｳ 1954 朋文堂 頒価不明 26cm １冊 Ｍ－１８

1339 789.1 ｱ 山と漂白 ﾔﾏ ﾄ ﾋｮｳﾊｸ 朝 史門 ｱｻ ｼﾓﾝ 1940 朋文堂 1.60 19cm 222p O-２ 初
1340 815.4 ｳ 1 静岡県方言誌 分布調査 第１輯 動植物篇 ｼｽﾞｵｶｹﾝ ﾎｳｹﾞﾝ ｼ ﾌﾞﾝﾌﾟ ﾁｮｳｻ ﾀﾞｲｲｯｼｭｳ ﾄﾞｳｼｮｸﾌﾞﾂﾍﾝ 内田 武志 ｳﾁﾀﾞ ﾀｹｼ 1936 アチツクミユーゼアム 3.80 23cm 269p O-３ 初

1341 815.4 ｳ 2 静岡県方言誌 分布調査 第２輯 童幼語篇 ｼｽﾞｵｶｹﾝ ﾎｳｹﾞﾝｼ ﾌﾞﾝﾌﾟ ﾁｮｳｻ ﾀﾞｲﾆｼｭｳ ﾄﾞｳﾖｳｺﾞﾍﾝ 内田 武志 ｳﾁﾀﾞ ﾀｹｼ 1937 アチツクミユーゼアム 2.30 23cm 196p O-３ 初

1342 902 ｺ アルプス・山と人と文学 ｱﾙﾌﾟｽ ﾔﾏ ﾄ ﾋﾄ ﾄ ﾌﾞﾝｶﾞｸ 近藤 等 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾄｼ 1965 白水社 1,000.00 21cm 340p O-7 初

1343 902 ｺ アルプス 山と人と文学 ｱﾙﾌﾟｽ ﾔﾏ ﾄ ﾋﾄ ﾄ ﾌﾞﾝｶﾞｸ 近藤 等 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾄｼ 1965 白水社 1000.00 21cm 340,3p Ｍ－２３ 初

1344 908 ｾ 24 世界ノンフィクション全集２４ ｾｶｲ ﾉﾝﾌｨｸｼｮﾝ ｾﾞﾝｼｭｳ 24 ウィリアム・ブライ、A・ヘックマイヤー他 ｳｨﾘｱﾑ･ﾌﾞﾗｲ,A･ﾍｯｸﾏｲﾔｰ 由良君美・安川茂雄他 1961 筑摩書房 290.00 19cm 473p O-9 初

1345 908.3 ｻ ザイルの三人 海外山岳小説短篇集 ｻﾞｲﾙ ﾉ ｻﾝﾆﾝ ｶｲｶﾞｲ ｻﾝｶﾞｸ ｼｮｳｾﾂ ﾀﾝﾍﾟﾝｼｭｳ 妹尾 韶夫訳編 1959 朋文堂 300.00 19cm 303p Ｍ－２９ 3

1346 910.2 ﾌ 山の文学紀行 ﾔﾏ ﾉ ﾌﾞﾝｶﾞｸ ｷｺｳ 福田 宏年 ﾌｸﾀﾞ ﾋﾛﾄｼ 1960 朋文堂 320.00 18cm 272p Ｍ－１１ 初

1347 911.1 ｳ 山稜 歌集　 ｻﾝﾘｮｳ ｶｼｭｳ 小宮 良太郎 ｺﾐﾔ ﾘｮｳﾀﾛｳ 1935 朋文堂 1.20 18cm 227p Ｍ－２２ 初
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1348 911.1 ﾆ 日本山嶽短歌集 ﾆﾎﾝ ｻﾝｶﾞｸ ﾀﾝｶｼｭｳ 橋本 敏夫編 ﾊｼﾓﾄ ﾄｼｵ 1935 交蘭社 1.30 19cm 255p Ｍ－２２ 初

1349 911.1 ｽ 雲烟 山岳歌集 ｳﾝｴﾝ ｻﾝｶﾞｸ ｶｼｭｳ 逗子 八郎 ｽﾞｼ ﾊﾁﾛｳ 1941 河出書房 1.80 20cm 269p Ｍ－２２ 初

1350 911.1 ﾐ 歌集　駒草の宿 ｶｼｭｳ ｺﾏｸｻ ﾉ ﾔﾄﾞ 禊 風琉 ﾐｿｷﾞ ﾌｳﾘｭｳ 1954 久保庄書店 300.00 20cm 229p Ｍ－２２ 初

1351 911.1 ﾜ 桜・酒・富士 歌集　 ｻｸﾗ ｻｹ ﾌｼﾞ ｶｼｭｳ 若山 牧水 ﾜｶﾔﾏ ﾎﾞｸｽｲ 1954 朋文堂 350.00 22cm 151p Ｍ－２２ 初

1352 911.1 ﾌ 単独登攀者 ﾀﾝﾄﾞｸ ﾄｳﾊﾝｼｬ 古家 鴻三 ﾌﾙﾔ ｺｳｿﾞｳ 1939 土上発行所 2.50 23cm 132p Ｍ－２２ 初 202/300

1353 911.3 ｲ 山暦 石橋辰之助句集　 ﾔﾏｺﾞﾖﾐ ｲｼﾊﾞｼ ﾀﾂﾉｽｹ ｸｼｭｳ 石橋 辰之助 ｲｼﾊﾞｼ ﾀﾂﾉｽｹ 1951 朋文堂 180.00 19cm 120p Ｍ－２２ 初

1354 911.5 ｻ 山岳詩集 ｻﾝｶﾞｸ ｼｼｭｳ 川崎 隆章 ｶﾜｻｷ ﾀｶｱｷ 1944 山と渓谷社 3.78 19cm 187p O-4 初

1355 911.5 ﾄ 登高行-富田砕花詩集 ﾄｳｺｳｺｳ ﾄﾐﾀ ｻｲｶ ｼｼｭｳ 富田 砕花 ﾄﾐﾀ ｻｲｶ 1924 更生閣 1.80 19cm 108p O-9 初

1356 911.5 ﾔ アルプスの微風 ｱﾙﾌﾟｽ ﾉ ﾋﾞﾌｳ 山本 清一 ﾔﾏﾓﾄ ｾｲｲﾁ 1939 朋文堂 0.80 19cm 86p Ｍ－２２ 初

1357 911.5 ｴ 「山」そのふところにありて ﾔﾏ ｿﾉ ﾌﾄｺﾛ ﾆ ｱﾘﾃ 永楽 孝一 ｴｲﾗｸ ｺｳｲﾁ 1975 藤木出版 900.00 19cm 151p Ｍ－２２ 初

1358 911.5 ﾅ 叢林の歌 詩集 ｿｳﾘﾝ ﾉ ｳﾀ ｼｼｭｳ 中西 悟堂 ﾅｶﾆｼ ｺﾞﾄﾞｳ 1943 日新書院 2.50 19cm 267p Ｍ－２２ 2

1359 911.5 ﾅ 山岳詩集 ｻﾝｶﾞｸ ｼｼｭｳ 中西 悟堂 ﾅｶﾆｼ ｺﾞﾄﾞｳ 1934 朋文堂 1.00 18cm 178p Ｍ－２２ 初 ○

1360 911.5 ｶ 山峡詩篇 ｻﾝｷｮｳ ｼﾍﾝ 風間 光作 ｶｻﾞﾏ ｺｳｻｸ 1943 青磁社 2.58 19cm 172p Ｍ－２２ 初 2000
1361 911.5 ｲ 山上の蝶 詩集 ｻﾝｼﾞｮｳ ﾉ ﾁｮｳ ｼｼｭｳ 井上 康文 ｲﾉｳｴ ﾔｽﾌﾞﾐ 1946 寺本書房 15.00 19cm 166p Ｍ－２２ 初

1362 911.5 ｳ 雲の地図 ｸﾓ ﾉ ﾁｽﾞ 上野 巖 ｳｴﾉ ｲﾜｵ 1960 甲陽書房 280.00 19cm 144p Ｍ－２２ 初 ○

1363 911.5 ｶ 山岳詩集 ｻﾝｶﾞｸ ｼｼｭｳ 川崎 隆章 ｶﾜｻｷ ﾀｶｱｷ 1944 生活社 3.78 19cm 187p Ｍ－２２ 初 3000

1364 911.5 ｽ 山と高原の詩 ﾔﾏ ﾄ ｺｳｹﾞﾝ ﾉ ｼ 杉原 邦太郎 ｽｷﾞﾊﾗ ｸﾆﾀﾛｳ 1943 洛陽書院 2.10 19cm 215p Ｍ－２２ 初

1365 911.5 ｲ 風景を歩む ﾌｳｹｲ ｵ ｱﾕﾑ 伊藤 秀五郎 ｲﾄｳ ｼｭｳｺﾞﾛｳ 1928 厚生閣 2.00 20cm 109p Ｍ－２２ 初 300

1366 911.5 ﾄ 登高行 ﾄｳｺｳｺｳ 富田 砕花 ﾄﾐﾀ ｻｲｶ 1924 更正閣 1.80 19cm 107p Ｍ－２２ 初

1367 911.5 ﾄ 手招く者 富田砕花詩集 ﾃﾏﾈｸ ﾓﾉ ﾄﾐﾀ ｻｲｶ ｼｼｭｳ 富田 砕花 ﾄﾐﾀ ｻｲｶ 1926 同人社 2.10 20cm 178p Ｍ－２２ 初

1368 911.5 ｲ 光 詩集 ﾋｶﾘ  ｼｼｭｳ 井上 康文 ｲﾉｳｴ ﾔｽﾌﾞﾐ 1929 詩集社 1.00 20cm 91p Ｍ－２２ 初

1369 911.5 ﾀ 海の見える石段 詩集 ｳﾐ ﾉ ﾐｴﾙ ｲｼﾀﾞﾝ 田中 冬二 ﾀﾅｶ ﾌﾕｼﾞ 1930 第一書房 1.00 20cm 109p Ｍ－２２ 初

1370 911.5 ﾏ わが山々の歌 ﾜｶﾞ ﾔﾏﾔﾏ ﾉ ｳﾀ 前田 鉄之助 ﾏｴﾀﾞ ﾃﾂﾉｽｹ 1944 朋文堂 3.00 22cm 190p Ｍ－２２ 初 2000

1371 911.5 ﾏ 山の詩集 続わが山々の歌 ﾔﾏ ﾉ ｼｼｭｳ ｿﾞｸ ﾜｶﾞ ﾔﾏﾔﾏ ﾉ ｳﾀ 前田 鉄之助 ﾏｴﾀﾞ ﾃﾂﾉｽｹ 1959 朋文堂 350.00 20cm 156p Ｍ－２２ 初

1372 911.5 ﾌ 雲表 ｳﾝﾋﾟｮｳ 藤木 九三 ﾌｼﾞｷ ｸｿﾞｳ 1931 黒百合社 1.20 20cm 81p Ｍ－２２ 初 600

1373 911.5 ﾌ 岳神 ｶﾞｸｼﾞﾝ 藤木 九三 ﾌｼﾞｷ ｸｿﾞｳ 1941 朋文堂 3.40 22cm 129,7p Ｍ－２２ 初 800

1374 911.5 ｲ 詩集 遠征路 ｼｼｭｳ ｴﾝｾｲｼﾞ 井上 靖 ｲﾉｳｴ ﾔｽｼ 1976 集英社 1300.00 22cm 151p Ｍ－２２ 初

1375 B 912.6 ｷ チロルの秋 ﾁﾛﾙ ﾉ ｱｷ 岸田 国士 ｷｼﾀﾞ ｸﾆｵ 1951 河出書房 90.00 15cm 218p O-１５ 初

1376 913.5 ﾌ 北越奇談 ﾎｸｴﾂ ｷﾀﾞﾝ 橘 崑崙茂世 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｺﾝﾛﾝ ｼｹﾞﾖ 藤島 玄編 1949 新潟目黒書店 160.00 19cm 192p Ｍ－１０ 初 編者よりの手紙あり

1377 913.6 ｵ 積乱雲 ｾｷﾗﾝｳﾝ 尾崎 士郎 ｵｻﾞｷ ｼﾛｳ 1944 小学館 2.90 19cm 391p O-4 初

1378 913.6 ﾆ 聖職の碑 ｾｲｼｮｸ ﾉ ｲｼﾌﾞﾐ 新田 次郎 ﾆｯﾀ ｼﾞﾛｳ 1976 講談社 980.00 20cm 319p O-10 初

1379 913.6 ﾆ 風雪の北鎌尾根 ﾌｳｾﾂ ﾉ ｷﾀｶﾏ ｵﾈ 新田 次郎 ﾆｯﾀ ｼﾞﾛｳ 1963 新潮社 300.00 20cm 197p O-10 初

1380 913.6 ﾆ 槍ヶ岳開山 ﾔﾘｶﾞﾀｹ ｶｲｻﾞﾝ 新田 次郎 ﾆｯﾀ ｼﾞﾛｳ 1968 文芸春秋社 480.00 20cm 225p O-10 2

1381 913.6 ヨ 山村の人々 ｻﾝｿﾝ ﾉ ﾋﾄﾋﾞﾄ 依田 秋圃　 ﾖﾀﾞ ｼｭｳﾎﾞ 1940 朋文堂 1.60 19cm 304,4p O-１７ 初

1382 913.6 ﾁ 緑の誘惑 ﾐﾄﾞﾘ ﾉ ﾕｳﾜｸ 千坂 正郎 ﾁｻｶ ﾏｻﾛｳ 1960 朋文堂 280.00 18cm 277p Ｍ－１１ 初

1383 913.6 ﾖ 山村の人々 ｻﾝｿﾝ ﾉ ﾋﾄﾋﾞﾄ 依田 秋圃 ﾖﾀﾞ ｼｭｳﾎﾞ 1943 朋文堂 1.90 19cm 304,4p Ｍ－３０ 2

1384 913.6 ｲ 登山者 ﾄｻﾞﾝｼｬ 伊藤 人譽 ｲﾄｳ ﾋﾄﾖ 1958 小壷天書房 260.00 19cm 209p Ｍ－３０ 初

1385 913.6 ﾁ ガラスの塔-山岳文学選集- ｶﾞﾗｽ ﾉ ﾄｳ ｻﾝｶﾞｸ ﾌﾞﾝｶﾞｸ ｾﾝｼｭｳ 千坂 正郎 ﾁｻｶ ﾏｻﾛｳ 1959 朋文堂 280.00 19cm 288p Ｍ－３０ 初

1386 913.6 ﾆ 吹雪の幻影 ﾌﾌﾞｷ ﾉ ｹﾞﾝｴｲ 新田 次郎 ﾆｯﾀ ｼﾞﾛｳ 1957 朋文堂 280.00 19cm 290p Ｍ－３０ 初

1387 B 914.5 ｽ 北越雪譜（岩波文庫） ﾎｸｴﾂ ｾｯﾌﾟ 鈴木 牧之編撰 ｽｽﾞｷ ﾎﾞｸｼ　ﾍﾝｾﾝ 1941 岩波書店 0.40 15cm 317p Ｍ－２２ 7

1388 914.6 ｶ 生ける風景 ｲｹﾙ ﾌｳｹｲ 河井 酔茗 ｶﾜｲ ｽｲﾒｲ 1926 アルス 2.00 20cm 284p O-4 初

1389 914.6 ﾀ 榾火 ﾎﾀﾞﾋﾞ 高須 茂 ﾀｶｽ ｼｹﾞﾙ 1943 朋文堂 1.04 18cm 211p O-6 2 2000

1390 914.6 ｼ 季節の窓 ｷｾﾂ ﾉ ﾏﾄﾞ 島田 武 ｼﾏﾀﾞ ﾀｹｼ 1951 柳正堂 260.00 19cm 301p O-7 初

1391 914.6 ｿ 対山雑記 ﾀｲｻﾞﾝ ｻﾞｯｷ 相馬 御風 ｿｳﾏ ｷﾞｮﾌｳ 1923 人文社 0.90 16cm 145p O-１５ 初

1392 914.6 ｵ 農村雪譜 ﾉｳｿﾝ ｾｯﾌﾟ 及川 周 ｵｲｶﾜ ﾏｺﾄ 1943 萬里閣 2.00 19cm 261p Ｍ－８ 初 3000

1393 914.6 ｶ 旅人の眼 ﾀﾋﾞﾋﾞﾄ ﾉ ﾒ 川島 理一郎 ｶﾜｼﾏ ﾘｲﾁﾛｳ 1936 龍星閣 2.50 20cm 305,6p Ｍ－８ 初

1394 914.6 ｶ 緑の時代 ﾐﾄﾞﾘ ﾉ ｼﾞﾀﾞｲ 川島 理一郎 ｶﾜｼﾏ ﾘｲﾁﾛｳ 1937 龍星閣 2.50 20cm 305p Ｍ－８ 初

1395 914.6 ﾀ 日本山河誌 ﾆﾎﾝ ｻﾝｶﾞｼ 高須 茂 ﾀｶｽ ｼｹﾞﾙ 1977 角川書店 800.00 19cm 283p Ｍ－１１ 2
1396 B 914.6 ﾖ わが詩わが旅（新潮文庫） ﾜｶﾞｼ ﾜｶﾞﾀﾋﾞ 吉田 絃二郎 ﾖｼﾀﾞ ｹﾞﾝｼﾞﾛｳ 1957 新潮社 70.00 16cm 199p Ｍ－２２ 初

1397 914.6 ｲ そこに山がある ｿｺ ﾆ ﾔﾏ ｶﾞ ｱﾙ 今西 錦司 ｲﾏﾆｼ ｷﾝｼﾞ 1973 日本経済新聞 800.00 19cm 245p Ｍ－２３ 初
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1398 914.6 ｵ よろこびの山かなしみの山 ﾖﾛｺﾋﾞ ﾉ ﾔﾏ ｶﾅｼﾐ ﾉ ﾔﾏ 岡田 喜秋 ｵｶﾀﾞ ｷｼｭｳ 1958 知性社 280.00 20cm 192p Ｍ－３０ 初

1399 915.6 ｵ 欧山米水 ｵｳｻﾞﾝ ﾍﾞｲｽｲ 大橋 又太郎 ｵｵﾊｼ ﾏﾀﾀﾛｳ 1901 博文館 1.50 23cm 158p O-３ 3

1400 915.6 ｵ 関東の山水 ｶﾝﾄｳ ﾉ ｻﾝｽｲ 大町 桂月 ｵｵﾏﾁ ｹｲｹﾞﾂ 1909 博文館 1.00 20cm 504p O-３ 初

1401 915.6 ｶ 日本の山水 ﾆﾎﾝ ﾉ ｻﾝｽｲ 河東 秉五郎 ｶﾜﾋｶﾞｼ ﾍｲｺﾞﾛｳ 1915 紫鳳閣 2.70 23cm 678p O-4 初

1402 915.6 ｸ 日本アルプス縦走記 ﾆﾎﾝ ｱﾙﾌﾟｽ ｼﾞｭｳｿｳｷ 窪田 空穂 ｸﾎﾞﾀ ｳﾂﾎﾞ 1923 摩雲巓書房 1.20 20cm 133p O-6 初

1403 915.6 ｸ 日本アルプスへ・日本アルプス縦走記 ﾆﾎﾝ ｱﾙﾌﾟｽ ｴ ﾆﾎﾝ ｱﾙﾌﾟｽ ｼﾞｭｳｿｳｷ 窪田 空穂 ｸﾎﾞﾀ ｳﾂﾎﾞ 1934 郷土研究者 2.50 20cm 162,133p O-6 初 ○

1404 915.6 ﾆ アルプスの谷 アルプスの村 ｱﾙﾌﾟｽ ﾉ ﾀﾆ ｱﾙﾌﾟｽ ﾉ ﾑﾗ 新田 次郎 ﾆｯﾀ ｼﾞﾛｳ 1964 新潮社 750.00 20cm 271p O-10 初

1405 915.6 ﾄ 金剛杖 ｺﾝｺﾞｳｽﾞｴ 登張 信一郎 ﾄﾊﾞﾘ ｼﾝｲﾁﾛｳ 1907 春陽堂 0.65 19cm 58,38,18,80,60,15p O-10 初

1406 B 915.6 ｵ 山の絵本 ﾔﾏ ﾉ ｴﾎﾝ 尾崎 喜八 ｵｻﾞｷ ｷﾊﾁ 1951 角川書店 90.00 16cm 304p O-１５ 初

1407 915.6 ﾔ 秋風帖 ｼｮｳﾌｳﾁｮｳ 柳田　國男 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ｸﾆｵ 1933 梓書房 1.50 20cm 213p O-１６ 2

1408 915.6 ヨ 山岳美観 ｻﾝｶﾞｸ ﾋﾞｶﾝ 吉江 喬松 ﾖｼｴ ﾀｶﾏﾂ 1935 協和書院 1.50 20cm 160p O-１６ 初

1409 915.6 ﾜ 1 新編みなかみ紀行 コマクサ叢書１ ｼﾝﾍﾟﾝ ﾐﾅｶﾐ ｷｺｳ ｺﾏｸｻ ｿｳｼｮ 若山 牧水 ﾜｶﾔﾏ ﾎﾞｸｽｲ 1956 朋文堂 280.00 19cm 288p Ｍ－１ 初

1410 915.6 ｵ 3 山の詩帖 コマクサ叢書３ ﾔﾏ ﾉ ｼﾁｮｳ ｺﾏｸｻ ｿｳｼｮ 尾崎 喜八 ｵｻﾞｷ ｷﾊﾁ 1956 朋文堂 280.00 19cm 255p Ｍ－１ 初

1411 915.6 ﾖ 13 アルプの麓 コマクサ叢書１３ ｱﾙﾌﾟ ﾉ ﾌﾓﾄ ｺﾏｸｻ ｿｳｼｮ 吉江 喬松 ﾖｼｴ ﾀｶﾏﾂ 1959 朋文堂 280.00 19cm 224p Ｍ－１ 初

1412 915.6 ﾖ 山岳美観 ｻﾝｶﾞｸ ﾋﾞｶﾝ 吉江 喬松・武井 眞澄 ﾖｼｴ ﾀｶﾏﾂ ﾀｹｲ ﾏｽﾐ 1935 協和書院 1.50 20cm 160p Ｍ－１１ 初

1413 915.6 ﾖ 山よ雲よ ﾔﾏ ﾖ ｸﾓ ﾖ 吉田 絃二郎 ﾖｼﾀﾞ ｹﾞﾝｼﾞﾛｳ 1959 朋文堂 320.00 19cm 294p Ｍ－２０ 初

1414 915.6 ﾖ 山よ雲よ ﾔﾏ ﾖ ｸﾓ ﾖ 吉田 絃二郎 ﾖｼﾀﾞ ｹﾞﾝｼﾞﾛｳ 1959 朋文堂 320.00 19cm 294p Ｍ－２０ 初

1415 915.6 ﾀ 高原と峠をゆく ｺｳｹﾞﾝ ﾄ ﾄｳｹﾞ ｵ ﾕｸ 田中 冬二 ﾀﾅｶ ﾌﾕｼﾞ 1956 中央公論社 130.00 18cm 206p Ｍ－２２ 3

1416 915.6 ﾖ 山よ雲よ ﾔﾏ ﾖ ｸﾓ ﾖ 吉田 絃二郎 ﾖｼﾀﾞ ｹﾞﾝｼﾞﾛｳ 1959 朋文堂 320.00 19cm 294p Ｍ－２３ 初

1417 915.6 ｲ 旅路 ﾀﾋﾞｼﾞ 井上 靖 ｲﾉｳｴ ﾔｽｼ 1959 人文書院 550.00 18×１９cm 239p Ｍ－２３ 初

1418 915.6 ﾔ 山恋い ある人間記録 ﾔﾏｺｲ ｱﾙ ﾆﾝｹﾞﾝ ｷﾛｸ 山本 偦 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾄｼ 1959 光文社 260.00 19cm 225p Ｍ－３０ 3

1419 916 ﾊ ソロモンの人形 ｿﾛﾓﾝ ﾉ ﾆﾝｷﾞｮｳ 浜野 正男 ﾊﾏﾉ ﾏｻｵ 1973 浜野正男 非売品 20cm 198p Ｍ－２３ 初

1420 K 933 ｳ エヴェレストの歴史‐冒険小説北極星文庫 ｴｳﾞｪﾚｽﾄ ﾉ ﾚｷｼ ﾎﾞｳｹﾝ ｼｮｳｾﾂ ﾎｯｷｮｸｾｲ ﾌﾞﾝｺ レオナード・ウイバリー ﾚｵﾅｰﾄﾞ ｳｨﾊﾞﾘｰ 河田 楨 1956 平凡社 180.00 19cm 247,2p Ｍ－３３ 初

1421 933.7 ﾒ モンブランの処女 ﾓﾝﾌﾞﾗﾝ ﾉ ｼｮｼﾞｮ アルフレッド・メイソン ｱﾙﾌﾚｯﾄﾞ ﾒｲｿﾝ 稲葉 和夫 1959 朋文堂 290.00 19cm 279p Ｍ－２９ 初

1422 B 941.7 ﾍ ヘッセ詩集（新潮文庫） ﾍｯｾ ｼｼｭｳ ヘルマン・ヘッセ ﾍﾙﾏﾝ ﾍｯｾ 高橋 健二 1957 新潮社 80.00 16cm 208p Ｍ－２２ 17

1423 943 ﾍ マッターホルンを争ふ ﾏｯﾀｰﾎﾙﾝ ｵ ｱﾗｿｳ カアル・ヘンゼル ｶｱﾙ･ﾍﾝｾﾞﾙ 書上 喜太郎 1930 玉川学園出版 1.50 20cm 220p O-1 初

1424 943 ｷ 銀嶺に立つ ｷﾞﾝﾚｲ ﾆ ﾀﾂ 坂部 護郎〔訳〕編著 ｻｶﾍﾞ ｺﾞﾛｳ 坂部 護郎 1933 朋文堂 1.00 20cm 293p O-7 初 ○

1425 943 ﾎ 大空の種族 アルプ選書 ｵｵｿﾞﾗ ﾉ ｼｭｿﾞｸ  ｱﾙﾌﾟ ｾﾝｼｮ ヴァルデマール・ボンゼルス ｳﾞｧﾙﾃﾞﾏｰﾙ･ﾎﾞﾝｾﾞﾙｽ 吉村博次 1960 創文社 330.00 18cm 288p Ｍ－１ 初

1426 B 943.6 ｽ アルプスの山の娘（ハイヂ） ｱﾙﾌﾟｽ ﾉ ﾔﾏ ﾉ ﾑｽﾒ ﾊｲｼﾞ ヨハンナ・スピリ ﾖﾊﾝﾅ ｽﾋﾟﾘ 野上弥生子 1934 岩波書店 0.40 16cm 295p O-１５ 初

1427 B 943.6 ｽ アルプスの山の少女（新潮文庫） ｱﾙﾌﾟｽ ﾉ ﾔﾏ ﾉ ｼｮｳｼﾞｮ ヨハンナ・スピリ ﾖﾊﾝﾅ ｽﾋﾟﾘ 植田敏郎 1956 新潮社 110.00 15cm 355p Ｍ－２２ 初

1428 943.7 ﾍ 放浪 H・ヘッセ ヘルマン・ヘッセ ﾍﾙﾏﾝ ﾍｯｾ 高橋 健二 1954 人文書院 280.00 19cm 133p Ｍ－２２ 2

1429 943.7 ﾍ 郷愁 H・ヘッセ ヘルマン・ヘッセ ﾍﾙﾏﾝ ﾍｯｾ 芳賀 檀 1955 人文書院 170.00 19cm 183p Ｍ－２２ 2

1430 943.7 ﾊ 赤い針峰 ｱｶｲ ｼﾝﾎﾟｳ ヴィッキー・バウム ｳﾞｨｯｷｰ ﾊﾞｳﾑ 近藤 等 1959 朋文堂 260.00 18cm 169p Ｍ－２７ 初

1431 943.7 ｸ 大岩壁 ﾀﾞｲｶﾞﾝﾍﾟｷ ハインリッヒ・クリーア ﾊｲﾝﾘｯﾋ ｸﾘｰｱ 横川 文雄 1958 三笠書房 320.00 20cm 245p Ｍ－２９ 初

1432 943.7 ﾊ 赤い針峰 ｱｶｲ ｼﾝﾎﾟｳ ヴィッキー・バウム ｳﾞｨｯｷｰ ﾊﾞｳﾑ 近藤 等 1959 朋文堂 260.00 18cm 169p Ｍ－２９ 初
1433 944 ﾊ 牧場の本 アルプ選書 ﾏｷﾊﾞ ﾉ ﾎﾝ ｱﾙﾌﾟ ｾﾝｼｮ ヴァツガール ｳﾞｧｯｶﾞｰﾙ ｶｰﾙ ﾊｲﾝﾘﾋ 尾崎喜八 1960 創文社 250.00 18cm 98p Ｍ－１ 初

1434 . 944.7 ﾍ ワンデルング ﾜﾝﾃﾞﾙﾝｸﾞ ヘルマン・ヘッセ ﾍﾙﾏﾝ･ﾍｯｾ 尾崎 喜八 1957 朋文堂 280.00 18cm 142p O-２ 初

1435 946 ｶ パミール翔破 ドイツ・ルフトハンザ 独逸の冒険的な探索飛行 ﾊﾟﾐｰﾙ ｼｮｳﾊ ﾄﾞｲﾂ ﾙﾌﾄﾊﾝｻﾞ ﾄﾞｲﾂ ﾉ ﾎﾞｳｹﾝﾃｷ ﾅ ﾀﾝｻｸ ﾋｺｳ カール・アウグスト・フォン・ガーブレンツ ｶｰﾙ ｱｳｸﾞｽﾄ ﾌｫﾝ ｶﾞｰﾌﾞﾚﾝﾂ 永淵 三郎 1938 永淵三郎 2.00 19cm 237p Ｍ－３３ 初

1436 953 ｺ 8 マッターホルンの十字架- エーデルワイス叢書第８巻 ﾏｯﾀｰﾎﾙﾝ ﾉ ｼﾞｭｳｼﾞｶ ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ ｿｳｼｮ ﾀﾞｲ8 ｶﾝ シャルル・ゴス ｼｬﾙﾙ ｺﾞｽ 江口 清 1956 朋文堂 300.00 19cm 215p Ｍ－４ 初

1437 953.7 ﾌ 青春の氷河 ｾｲｼｭﾝ ﾉ ﾋｮｳｶﾞ フリゾン・ロッシュ ﾌﾘｿﾞﾝ ﾛｯｼｭ 近藤 等 1956 三笠書房 300.00 20cm 280p Ｍ－２９ 初

1438 953.7 ﾗ 恐怖の山 ｷｮｳﾌ ﾉ ﾔﾏ Ｃ・F・ラミュズ C F ﾗﾐｭｽﾞ 河合 亨 1958 朋文堂 260.00 19cm 260p Ｍ－２９ 初

1439 953.7 ｴ アルピニスト岩壁に登る ｱﾙﾋﾟﾆｽﾄ ｶﾞﾝﾍﾟｷ ﾆ ﾉﾎﾞﾙ Ｇ・エルゾーグ G ｴﾙｿﾞｰｸﾞ 秘田 余四郎・川原 慎一 1959 朋文堂 230.00 19cm 141p Ｍ－３０ 初
1440 956 ｻ 無心の山 アルピニストの生と死 ﾑｼﾝ ﾉ ﾔﾏ ｱﾙﾋﾟﾆｽﾄ ﾉ ｾｲ ﾄ ｼ サン・ルー ｻﾝ ﾙｰ 安川茂雄 1959 朋文堂 320.00 19cm 268p Ｍ－２９ 初

1441 985 ﾁ サガレン紀行抄 ｻｶﾞﾚﾝ ｷｺｳｼｮｳ アントン ・チェーホフ ｱﾝﾄﾝ･ﾁｪｰﾎﾌ 太宰 俊夫 1939 樺太庁 0.50 18cm 181p O-1 初

1442 049 ｱ 自然 「天声人語」十八年の歳時記 ｼｾﾞﾝ ﾃﾝｾｲ ｼﾞﾝｺﾞ ｼﾞｭｳﾊﾁﾈﾝ ﾉ ｻｲｼﾞｷ 荒垣 秀雄 ｱﾗｶﾞｷ ﾋﾃﾞｵ 1973 朝日新聞社 720.00 20cm 390p Ｍ－３０ 4

1443 080 ｾ 21 世界教養全集２１‐海南小記 山の人生 北の人 東奥異聞 猪・鹿・狸 ｾｶｲ ｷｮｳﾖｳ ｾﾞﾝｼｭｳ‐ｶｲﾅﾝ ｼｮｳｷ/ﾔﾏ ﾉ ｼﾞﾝｾｲ/ｷﾀ ﾉ ﾋﾄ/ﾄｳｵｳ ｲﾌﾞﾝ/ｲﾉｼｼ・ｼｶ・ﾀﾇｷ 柳田國男・金田一京介他 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ｸﾆｵ・ｷﾝﾀﾞｲﾁ ｷｮｳｽｹ 1965 平凡社 350.00 19cm 485p S-15

1444 081.6 ｱ アサヒ写真ブック６８ 日本アルプス ｱｻﾋ ｼｬｼﾝ ﾌﾞｯｸ 68 ﾆﾎﾝｱﾙﾌﾟｽ 朝日新聞社 ｱｻﾋ ｼﾝﾌﾞﾝｼｬ 1958 朝日新聞社 150.00 26cm 1冊 Ｍ－３２ 初

1445 081.6 ｱ アサヒ写真ブック30 カラコラム  ｱｻﾋ ｼｬｼﾝ ﾌﾞｯｸ 30 ｶﾗｺﾗﾑ 朝日新聞社 ｱｻﾋ ｼﾝﾌﾞﾝｼｬ 1956 朝日新聞社 150.00 26cm 1冊 Ｍ－３２ 初

1446 289.1 ｲ 遙かな山やま ﾊﾙｶﾅ ﾔﾏﾔﾏ 泉 靖一 ｲｽﾞﾐ ｾｲｲﾁ 1971 茗渓堂 1200.00 22cm 374p S-7

1447 289.1 ｺ 小島烏水 山の風流使者伝 ｺｼﾞﾏ ｳｽｲ ﾔﾏ ﾉ ﾌｳﾘｭｳ ｼｼｬﾃﾞﾝ 近藤 信行 ｺﾝﾄﾞｳ ﾉﾌﾞﾕｷ 1978 創文社 3500.00 22cm 453p S-7
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1448 289.1 ﾅ 菰野菊 ｺﾓﾉｷﾞｸ 金田 一郎編 ｶﾈﾀﾞ ｲﾁﾛｳ 1936 一鳳社 非売品 23cm 149,45p S-3

1449 289.1 ﾎ 追悼 細野伸二君‐剱岳遭難報告・追悼 ﾂｲﾄｳ ﾎｿﾉｼﾞﾝｼﾞｸﾝ　ﾂﾙｷﾞﾀﾞｹ ｿｳﾅﾝ ﾎｳｺｸ ﾂｲﾄｳ 一橋大学一橋山岳会 ﾋﾄﾂﾊﾞｼﾀﾞｲｶﾞｸ ﾋﾄﾂﾊﾞｼｻﾝｶﾞｸｶｲ 1990 一橋山岳会 頒価不明 21cm 116p S-3

1450 289.1 ﾂ 追悼 ﾂｲﾄｳ 一橋大学山岳部 ﾋﾄﾂﾊﾞｼﾀﾞｲｶﾞｸ ｻﾝｶﾞｸﾌﾞ 1983 一橋山岳会 頒価不明 22cm 184p S-3

1451 289.3 ﾓ 1 幻の探検家ネイ・イライアス‐ヒマラヤ《人と辺境》 ﾏﾎﾞﾛｼ ﾉ ﾀﾝｹﾝｶ/ﾈｲ ｲﾗｲｱｽ‐ﾋﾏﾗﾔ ﾋﾄ ﾄ ﾍﾝｷｮｳ ジェラルド・モーガン ｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ・ﾓｰｶﾞﾝ 吉沢 一郎他 1976 白水社 2400.00 20cm 437p S-15

1452 289.3 ｽ 2 国境のかなた‐大探検家ベイリーの生涯‐ヒマラヤ《人と辺境》２ ｺｯｷｮｳ ﾉ ｶﾅﾀ ﾀﾞｲﾀﾝｹﾝｶ‐ﾍﾞｲﾘｰ ﾉ ｼｮｳｶﾞｲ‐ﾋﾏﾗﾔ ﾋﾄ ﾄ ﾍﾝｷｮｳ アーサー・スウィンソン ｱｰｻｰ･ｽｳｨﾝｿﾝ 松月 久左 1975 白水社 1800.00 20cm 309p S-15

1453 289.3 ﾋ ヒラリー自伝 ﾋﾗﾘｰ ｼﾞﾃﾞﾝ サー・エドマンド・ヒラリー ｻｰ･ｴﾄﾞﾏﾝﾄﾞ･ﾋﾗﾘｰ 1973 草思社 2000.00 20cm 369p S-9

1454 289.3 ｳ ウィンパー伝‐世界山岳名著全集２ ｳｨﾝﾊﾟｰ ﾃﾞﾝ ｾｶｲ ｻﾝｶﾞｸ ﾒｲﾁｮ ｾﾞﾝｼｭｳ２ F・S・スマイス F・S・ｽﾏｲｽ 吉沢 一郎 1966 あかね書房 780.00 21cm 327p S-4

1455 289.3 ｳ ウィンパー伝‐世界山岳名著全集２ ｳｨﾝﾊﾟｰ ﾃﾞﾝ ｾｶｲ ｻﾝｶﾞｸ ﾒｲﾁｮ ｾﾞﾝｼｭｳ２ F・S・スマイス F・S・ｽﾏｲｽ 吉沢 一郎 1966 あかね書房 780.00 21cm 327p S-4

1456 290 ﾆ 3‐1 日本図会全集‐日光山志 日本名山図会 ﾆﾎﾝ ｽﾞｴ ｾﾞﾝｼｭｳ ﾆｯｺｳｻﾝｼ ﾆﾎﾝ ﾒｲｻﾞﾝ ｽﾞｴ 植田孟縉編/谷文晁著 ｳｴﾀﾞ ﾓｳｼﾝ ﾍﾝ/ﾀﾆ ﾌﾞﾝﾁｮｳ ﾁｮ 1929 日本随筆大成刊行会 頒価不明 19cm 462,188p S-16

1457 290 ﾌ 日本百名山 ﾆﾎﾝ ﾋｬｸﾒｲｻﾞﾝ 深田 久弥 ﾌｸﾀﾞ ｷｭｳﾔ 1972 新潮社 1000.00 26cm 222p S-18

1458 290.2 ﾏ 1 マウンテン・ワールド 第1巻　１９４６ ﾏｳﾝﾃﾝ･ﾜｰﾙﾄﾞ ﾀﾞｲ1ｶﾝ　1946 スイス山岳研究財団 ｽｲｽ ｻﾝｶﾞｸ ｹﾝｷｭｳ ｻﾞｲﾀﾞﾝ 近藤 等 1989 小学館 27cm 271p S-12

1459 290.2 ﾏ 2 マウンテン・ワールド 第２巻　１９４７ ﾏｳﾝﾃﾝ･ﾜｰﾙﾄﾞ ﾀﾞｲ2ｶﾝ　1947 スイス山岳研究財団 ｽｲｽ ｻﾝｶﾞｸ ｹﾝｷｭｳ ｻﾞｲﾀﾞﾝ 宮下 啓三 1989 小学館 27cm 293p S-12

1460 290.2 ﾏ 3 マウンテン・ワールド 第３巻　１９４８ ﾏｳﾝﾃﾝ･ﾜｰﾙﾄﾞ ﾀﾞｲ3ｶﾝ　1948 スイス山岳研究財団 ｽｲｽ ｻﾝｶﾞｸ ｹﾝｷｭｳ ｻﾞｲﾀﾞﾝ 前野 光弘 1989 小学館 27cm 587p S-12

1461 290.2 ﾏ 4 マウンテン・ワールド 第４巻　１９４９ ﾏｳﾝﾃﾝ･ﾜｰﾙﾄﾞ ﾀﾞｲ4ｶﾝ　1949 スイス山岳研究財団 ｽｲｽ ｻﾝｶﾞｸ ｹﾝｷｭｳ ｻﾞｲﾀﾞﾝ 横川 文雄 1989 小学館 27cm 315p S-12

1462 290.2 ﾏ 5 マウンテン・ワールド 第５巻　１９５０ ﾏｳﾝﾃﾝ･ﾜｰﾙﾄﾞ ﾀﾞｲ5ｶﾝ　1950 スイス山岳研究財団 ｽｲｽ ｻﾝｶﾞｸ ｹﾝｷｭｳ ｻﾞｲﾀﾞﾝ 福田 宏年/杉山 雅夫 1989 小学館 27cm 333p S-12

1463 290.2 ﾏ 6 マウンテン・ワールド 第６巻　１９５１ ﾏｳﾝﾃﾝ･ﾜｰﾙﾄﾞ ﾀﾞｲ6ｶﾝ　1951 スイス山岳研究財団 ｽｲｽ ｻﾝｶﾞｸ ｹﾝｷｭｳ ｻﾞｲﾀﾞﾝ 宮下 啓三 1989 小学館 27cm 309p S-12

1464 290.2 ﾏ 7 マウンテン・ワールド 第７巻　１９５２ ﾏｳﾝﾃﾝ･ﾜｰﾙﾄﾞ ﾀﾞｲ7ｶﾝ　1952 スイス山岳研究財団 ｽｲｽ ｻﾝｶﾞｸ ｹﾝｷｭｳ ｻﾞｲﾀﾞﾝ 福田 宏年/山野井 裕義 1989 小学館 27cm 337p S-12

1465 290.2 ﾏ 8 マウンテン・ワールド 第８巻　１９５３ ﾏｳﾝﾃﾝ･ﾜｰﾙﾄﾞ ﾀﾞｲ8ｶﾝ　1953 スイス山岳研究財団 ｽｲｽ ｻﾝｶﾞｸ ｹﾝｷｭｳ ｻﾞｲﾀﾞﾝ 薬師 義美 1989 小学館 27cm 295p S-12

1466 290.2 ﾏ 9 マウンテン・ワールド 第９巻　１９５４ ﾏｳﾝﾃﾝ･ﾜｰﾙﾄﾞ ﾀﾞｲ9ｶﾝ　1954 スイス山岳研究財団 ｽｲｽ ｻﾝｶﾞｸ ｹﾝｷｭｳ ｻﾞｲﾀﾞﾝ 望月 達夫 1987 小学館 1セット7巻１７５０００ 27cm 299p S-12

1467 290.4 ｼ 山・人・本 ﾔﾏ ﾋﾄ ﾎﾝ 島田 巽 ｼﾏﾀﾞ ﾀﾂﾐ 1976 茗渓堂 2400.00 22cm 349,14p S-7

1468 290.9 ﾗ 極地に逝ける人々 ｷｮｸﾁ ﾆ ｲｹﾙ ﾋﾄﾋﾞﾄ ド・ラ・クロア ﾄﾞ･ﾗ･ｸﾛｱ 奥 又四郎 1957 新潮社 340.00 20cm 167p S-15

1469 290.9 ｶ カラー世界の山々 ｶﾗｰ ｾｶｲ ﾉ ﾔﾏﾔﾏ 山と渓谷社 ﾔﾏﾄｹｲｺｸｼｬ 1967 山と渓谷社 480.00 19cm 210p S-15

1470 290.9 ﾌ 世界百名山 ｾｶｲ ﾋｬｸﾒｲｻﾞﾝ 深田 久弥 ﾌｶﾀﾞ ｷｭｳﾔ 1974 新潮社 1400.00 21cm 251p S-17

1471 290.9 ﾏ 山で会った人 ﾔﾏ ﾃﾞ ｱｯﾀ ﾋﾄ 松方 三郎 ﾏﾂｶﾀ ｻﾌﾞﾛｳ 1975 築地書館 1800.00 22cm 267p S-7

1472 290.9 ｾ 10 世界探検紀行全集‐ウスリー紀行 ｾｶｲ ﾀﾝｹﾝ ｷｺｳ ｾﾞﾝｼｭｳ‐ｳｽﾘｰ ｼﾞﾃﾞﾝ アルセーニエフ ｱﾙｾｰﾆｴﾌ、ｳﾗﾃﾞｰﾐﾙ・ｸﾗｳﾃﾞｨｴｳﾞｨｯﾁ 長谷川 四郎 1953 河出書房 280.00 19cm 370p S-9

1473 290.9 ﾎ わが山々へ ﾜｶﾞ ﾔﾏﾔﾏ ｴ ワルテル・ボナッティ ﾜﾙﾃﾙ･ﾎﾞﾅｯﾃｨ 近藤 等 1966 白水社 950.00 21cm 304p S-10

1474 290.9 ｾ 世界の名峰 ｾｶｲ ﾉ ﾒｲﾎｳ 岳人編集部 ｶﾞｸｼﾞﾝ ﾍﾝｼｭｳﾌﾞ 1972 東京新聞出版局 950.00 26cm 179p S-12

1475 290.9 ｸ 回想の山山 ｶｲｿｳ ﾉ ﾔﾏﾔﾏ 桑原 武夫 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾀｹｵ 1944 七丈書院 220.00 19cm 221p S-1

1476 290.9 ﾛ わが山の生涯 ﾜｶﾞ ﾔﾏ ﾉ ｼｮｳｶﾞｲ トム・ロングスタッフ ﾄﾑ･ﾛﾝｸﾞｽﾀｯﾌ 望月 達夫 1957 白水社 580.00 21cm 412,36p S-3

1477 291 ﾔ 1 山Ⅰ ﾔﾏ 串田 孫一編集 ｸｼﾀﾞ ﾏｺﾞｲﾁﾍﾝｼｭｳ 1960 筑摩書房 430.00 20cm 317p,図版24枚 S-15

1478 291 ﾔ 2 山Ⅱ ﾔﾏ 串田 孫一編集 ｸｼﾀﾞ ﾏｺﾞｲﾁﾍﾝｼｭｳ 1960 筑摩書房 430.00 20cm 355p図版24枚 S-15

1479 291 ﾔ 3 山Ⅲ ﾔﾏ 串田 孫一編集 ｸｼﾀﾞ ﾏｺﾞｲﾁﾍﾝｼｭｳ 1960 筑摩書房 430.00 20cm 273,16p図版24枚 S-15

1480 291 ﾍ 山のしづく ﾔﾏ ﾉ ｼｽﾞｸ 別所 梅之助 ﾍﾞｯｼｮ ｳﾒﾉｽｹ 1924 警醒社 2.30 20cm 292p S-16

1481 291 ｲ 登山必携山獄めぐり ﾄｻﾞﾝ ﾋｯｹｲ ｻﾝｶﾞﾞｸ ﾒｸﾞﾘ 石上 録之助 ｲｼｶﾞﾐ ﾛｸﾉｽｹ 1919 鈴木書店 1.20 16cm 410p S-16

1482 291 ｻ 解題 日本名山図会 ｶｲﾀﾞｲ ﾆﾎﾝ ﾒｲｻﾞﾝ ｽﾞｴ 佐藤 武雄 ｻﾄｳ ﾀｹｵ 1990 佐藤武雄・山と渓谷社 1748.00 14×１９cm 197p S-16

1483 291 ｺ 日本山水論 ﾆﾎﾝ ｻﾝｽｲﾛﾝ 小島 烏水 ｺｼﾞﾏ ｳｽｲ 1907 隆文館 1.30 23cm 357p S-16

1484 291 ﾆ 日本登山図集‐総集編 ﾆﾎﾝ ﾄｻﾞﾝ ｽﾞｼｭｳ‐ｿｳｼｭｳﾍﾝ 日地出版出版部編集 ﾆｯﾁ ｼｭｯﾊﾟﾝ ｼｭｯﾊﾟﾝﾌﾞ 1986 日地出版 5800.00 30cm 216p S-18

1485 291 ﾀ 山の紋章 雪形 ﾔﾏ ﾉ ﾓﾝｼｮｳ ﾕｷｶﾞﾀ 田淵 行男 ﾀﾌﾞﾁ ﾕｷｵ 1981 学習研究社 18000.00 30cm 371p S-18

1486 291 ﾂ 2 日本の山々‐塚本閤治作品集 ﾆﾎﾝ ﾉ ﾔﾏﾔﾏ　ﾂｶﾓﾄﾄｳｼﾞ ｻｸﾋﾝｼｭｳ 塚本 閤治 ﾂｶﾓﾄ ﾄｳｼﾞ 1950 山と渓谷社 800.00 27cm 133p S-18

1487 291 ﾆ 日本地理体系　別巻 山岳篇 ﾆﾎﾝ ﾁﾘ ﾀｲｹｲ　ﾍﾞｯｶﾝ ｻﾝｶﾞｸﾍﾝ 山本 三生 1930 改造社 27cm 361,6p S-18

1488 291 ｺ 1 山の憶ひ出 上巻 ﾔﾏ ﾉ ｵﾓｲﾃﾞ ｼﾞｮｳｶﾝ 木暮 理太郎 ｺｸﾞﾚ ﾘﾀﾛｳ 1938 龍星閣 3.50 20cm 556p S-7

1489 29１ ｺ 2 山の憶ひ出 下巻 ﾔﾏ ﾉ ｵﾓｲﾃﾞ ｹﾞｶﾝ 木暮 理太郎 ｺｸﾞﾚ ﾘﾀﾛｳ 1939 龍星閣 3.80 20cm 608p S-7

1490 291 ﾀ 秀岳荘創業五十周年記念 『山の素描』の執筆者たち ｼｭｳｶﾞｸｿｳ ｿｳｷﾞｮｳ ｺﾞｼﾞｯｼｭｳﾈﾝ ｷﾈﾝ ﾔﾏ ﾉ ｿﾋﾞｮｳ ﾉ ｼｯﾋﾟﾂｼｬﾀﾁ 高澤 光雄 ﾀｶｻﾞﾜ ﾐﾂｵ 2005 高澤 光雄 頒価不明 21cm 56p S-8

1491 291 ﾀ 峠と高原 ﾄｳｹﾞ ﾄ ｺｳｹﾞﾝ 田部 重治 ﾀﾍﾞ ｼﾞｭｳｼﾞ 1931 大村書店 1.50 20cm 246p S-8

1492 291 ﾔ 青空と輝く山雪の山々 ｱｵｿﾞﾗ ﾄ ｶｶﾞﾔｸ ｻﾞﾝｾﾂ ﾉ ﾔﾏﾔﾏ 山田哲郎、横山厚夫 ﾔﾏﾀﾞ ﾃﾂﾛｳ、ﾖｺﾔﾏ ｱﾂｵ 1989 茗渓堂 1300.00 19cm 191p S-8

1493 291 ﾖ ある日の山 ある日の峠 ｱﾙ ﾋ ﾉ ﾔﾏ ｱﾙ ﾋ ﾉ ﾄｳｹﾞ 横山 厚夫 ﾖｺﾔﾏ ｱﾂｵ 1998 白山書房 1700.00 19cm 229p S-8

1494 291 ﾖ 幾つかの山 ｲｸﾂｶ ﾉ ﾔﾏ 横山 厚夫 ﾖｺﾔﾏ ｱﾂｵ 1980 朝日新聞社 1200.00 18cm 238p S-8

1495 291 ｳ 1 ｳｫﾙﾀｰ･ｳｪｽﾄﾝ未刊行著作集 上巻 ｳｫﾙﾀｰ･ｳｪｽﾄﾝ ﾐｶﾝｺｳ ﾁｮｻｸｼｭｳ ｼﾞｮｳｶﾝ ウォルタ－・ウェストン ｳｫﾙﾀｰ･ｳｪｽﾄﾝ 三井 嘉雄 1999 郷土出版社 (セット）7000 22cm 372p S-10

1496 29１ ｳ 2 ｳｫﾙﾀｰ･ｳｪｽﾄﾝ未刊行著作集 下巻 ｳｫﾙﾀｰ･ｳｪｽﾄﾝ ﾐｶﾝｺｳ ﾁｮｻｸｼｭｳ ｹﾞｶﾝ ウォルタ－・ウェストン ｳｫﾙﾀｰ･ｳｪｽﾄﾝ 三井 嘉雄 1999 郷土出版社 (セット）7000 22cm 338p S-10

1497 291 ｶ 雲表を行く ｳﾝﾋﾟｮｳ ｵ ｲｸ 冠 松次郎 ｶﾝﾑﾘ ﾏﾂｼﾞﾛｳ 1943 墨水書房 11.50 27cm 247p S-10
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1498 291 ﾀ 山の手帖 田淵行男写真文集 ﾔﾏ ﾉ ﾃﾁｮｳ ﾀﾌﾞﾁ ﾕｷｵ ｼｬｼﾝ ﾌﾞﾝｼｭｳ 田淵 行男 ﾀﾌﾞﾁ ﾕｷｵ 1987 朝日新聞社 4800.00 26cm 145,29p S-10

1499 291 ｶ 静かなる山の旅 ｼｽﾞｶﾅﾙ ﾔﾏ ﾉ ﾀﾋﾞ 河田 楨 ｶﾜﾀﾞ ﾐｷ 1927 自彊館書店 2.50 19cm 279p S-1

1500 291 ｶ 一日二日山の旅 増補 ｲﾁﾆﾁ ﾌﾂｶ ﾔﾏ ﾉ ﾀﾋﾞ 河田 楨 ｶﾜﾀﾞ ﾐｷ 1927 自彊館書店 2.30 19cm 406p S-1

1501 291 ｺ 岩壁登高 ｶﾞﾝﾍﾟｷ ﾄｳｺｳ 小林 隆康 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾔｽ 1942 博山房書店 1.60 19cm 291p S-1

1502 291 ｺ 山岳文学 ｻﾝｶﾞｸ ﾌﾞﾝｶﾞｸ 小島 烏水 ｺｼﾞﾏ ｳｽｲ 1944 太陽出版社 2.50 18cm 349p S-1

1503 291 ｺ 夏の山冬の山 ﾅﾂ ﾉ ﾔﾏ ﾌﾕ ﾉ ﾔﾏ 小島 六郎 ｺｼﾞﾏ ﾛｸﾛｳ 1954 明玄書房 220.00 18cm 254p S-1

1504 291 ｻ 山岳文献ノート 第２輯 ｻﾝｶﾞｸ ﾌﾞﾝｹﾝ ﾉｰﾄ　ﾀﾞｲﾆｼｭｳ 坂戸 勝己、清水 忠雄 ｻｶﾄ ｶﾂﾐ、ｼﾐｽﾞ ﾀﾀﾞｵ 1932 清水書店 0.30 19cm 91～177,8p S-1

1505 291 ﾜ 冬山・夏山 ﾌﾕﾔﾏ　ﾅﾂﾔﾏ 渡邊　公平 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾍｲ 1948 鵰居堂書房 120.00 19cm 259p S-1

1506 291 ﾀ 山と渓谷 ﾔﾏ ﾄ ｹｲｺｸ 田部 重治 ﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭｳｼﾞ 1939 第一書房 0.78 19cm 438p S-1

1507 291 ﾖ 登高記 ﾄｳｺｳｷ 吉沢 一郎 ﾖｼｻﾞﾜ ｲﾁﾛｳ 1930 古今書院 2.20 20cm 289p S-2

1508 291 ｼ 1 静かなる山 ｼｽﾞｶﾅﾙ ﾔﾏ 川崎精雄、望月達夫他 ｶﾜｻｷ ﾏｻｵ・ﾓﾁｽﾞｷ ﾀﾂｵ 1978 茗渓堂 1700.00 21cm 205p S-3

1509 291 ｼ 2 続 静かなる山 ｿﾞｸ ｼｽﾞｶﾅﾙ ﾔﾏ 川崎精雄、望月達夫他 ｶﾜｻｷ ﾏｻｵ・ﾓﾁｽﾞｷ ﾀﾂｵ 1980 茗渓堂 1800.00 21cm 205p S-3

1510 291 ﾓ 折々の山 ｵﾘｵﾘ ﾉ ﾔﾏ 望月 達夫 ﾓﾁｽﾞｷ ﾀﾂｵ 1980 茗渓堂 1900.00 20cm 337p S-3

1511 291 ﾔ 藪山辿歴 ﾔﾌﾞﾔﾏ ﾃﾝﾚｷ 望月 達夫、岡田 昭夫 ﾓﾁｽﾞｷ ﾀﾂｵ、ｵｶﾀﾞ ｱｷｵ 1988 茗渓堂 1500.00 19cm 203p S-3

1512 291.1 ｶ 北海道のスキーと山岳 ﾎｯｶｲﾄﾞｳ ﾉ ｽｷｰ ﾄ ｻﾝｶﾞｸ 加納 一郎 ｶﾉｳ ｲﾁﾛｳ 1927 北海道山岳会 2.00 23cm 265p S-16

1513 291.1 ｱ 北千島冒険旅行 ｷﾀﾁｼﾏ ﾎﾞｳｹﾝ ｷｺｳ 阿部 幹雄 ｱﾍﾞ ﾐｷｵ 1992 山と渓谷社 2400.00 21cm 250p S-17

1514 291.1 ｲ 小さな頂 ﾁｲｻﾅ ｲﾀﾀﾞｷ 一原 有徳 ｲﾁﾊﾗ ｱﾘﾉﾘ 1974 茗渓堂 2900.00 22cm 358p S-7

1515 291.1 ﾊ すこし昔の話 ｽｺｼ ﾑｶｼ ﾉ ﾊﾅｼ 初見 一雄 ﾊﾂﾐ ｶｽﾞｵ 1969 茗渓堂 1200.00 20cm 393p S-7

1516 291.2 ｻ 漂泊の山旅 ﾋｮｳﾊｸ ﾉ ﾔﾏﾀﾋﾞ 佐藤 節 ｻﾄｳ ﾐｻｵ 1984 新ハイキング社 1600.00 19cm 326p S-17

1517 291.2 ｱ 会津の山々・尾瀬 ｱｲｽﾞ ﾉ ﾔﾏﾔﾏ ｵｾﾞ 川崎 隆章編 ｶﾜｻﾞｷ ﾀｶｱｷ 1980 木耳社 389.00 22cm 389.、図版２２p S-7

1518 291.2 ﾐ 続いろりばた ｿﾞｸ ｲﾛﾘﾊﾞﾀ 南会津山の会 ﾐﾅﾐｱｲｽﾞ ﾔﾏ ﾉ ｶｲ 2004 茗渓堂 3000.00 18cm 329p S-8

1519 291.3 ﾄ 処女地征服大利根水源紀行 ｼｮｼﾞｮﾁ ｾｲﾌｸ ｵｵﾄﾈ ｽｲｹﾞﾝ ｷｺｳ 利根水源探検隊 ﾄﾈｽｲｹﾞﾝﾀﾝｹﾝﾀｲ 1928 精華堂書店 1.00 18cm 187p S-16

1520 291.3 ﾊ 1 奥秩父 ｵｸﾁﾁﾌﾞ 原 全教 ﾊﾗ ｾﾞﾝｷｮｳ 1981 木耳社 8500.00 20cm 618p　附録「大秩父山嶽図」 S-7 復刻版

1521 291.3 ﾊ 2 奥秩父 続編 ｵｸﾁﾁﾌﾞ ｿﾞｸﾍﾝ 原 全教 ﾊﾗ ｾﾞﾝｷｮｳ 1981 木耳社 8500.00 20cm 706p S-7 復刻版

1522 291.3 ｺ 甲武相山の旅 ｺｳﾌﾞｿｳ ﾔﾏ ﾉ ﾀﾋﾞ 今井 重雄編 ｲﾏｲ ｼﾞｹﾞｵ 1942 天佑書房 2.60 19cm 407p S-1

1523 291.4 ｶ 黒部溪谷 ｸﾛﾍﾞ　ｹｲｺｸ 冠  松次郎 ｶﾝﾑﾘ ﾏﾂｼﾞﾛｳ 1928 アルス 2.80 19cm 273p S-1

1524 291.5 ﾄ あの山この山 ｱﾉ ﾔﾏ ｺﾉ ﾔﾏ 土居 通彦 ﾄﾞｲ ﾐﾁﾋｺ 1920 磯部甲陽堂 2.50 20cm 442p S-16
1525 291.5 ｼ 異人たちの日本アルプス‐山書研究３５ ｲｼﾞﾝﾀﾁ ﾉ ﾆﾎﾝ ｱﾙﾌﾟｽ ｻﾝｼｮ ｹﾝｷｭｳ 庄田 元男 ｼｮｳﾀﾞ ﾓﾄｵ 1990 日本山書の会 2913.00 22cm 431,13p図版16p S-7

1526 291.5 ｸ 上高地 登山と研究 ｶﾐｺｳﾁ ﾄｻﾞﾝ ﾄ ｹﾝｷｭｳ 熊澤 正夫 ｸﾏｻﾞﾜ ﾏｻｵ 1930 刀江書院 2.20 19cm 290p S-8 附上高地地図1枚

1527 291.5 ﾎ 極東の遊歩場 ｷｮｸﾄｳ ﾉ　ﾕｳﾎｼﾞｮｳ ｳｫﾙﾀｰ･ｳｪｽﾄﾝ ｳｫﾙﾀｰ･ｳｪｽﾄﾝ 岡村 靖一 1984 山と渓谷社 3200.00 22cm 335p,地図1 S-11 新装版

1528 291.5 ｲ 屏風岩登攀記 ﾋﾞｮｳﾌﾞｲﾜ ﾄｳﾊﾝｷ 石岡 繁雄 ｲｼｵｶ ｼｹﾞｵ 1949 碩学書房 250.00 19cm 260p S-1

1529 291.5 ｱ 赤石登山案内 ｱｶｲｼ ﾄｻﾞﾝ ｱﾝﾅｲ 信濃教育会下伊那部会編 ｼﾅﾉ ｷｮｳｲｸｶｲ ｼﾓｲﾅ ﾌﾞｶｲ ﾍﾝ 1923 古今書院 2.50 19cm 137p S-1

1530 291.9 ｸ 楠郷山誌 ｸｽﾉｷｺﾞｳ ｻﾝｼ 南九州山岳会編 ﾐﾅﾐｷｭｳｼｭｳ ｻﾝｶﾞｸｶｲ 1926 白鳳社 3.50 28cm 357p S-16

1531 292 ﾌ シルクロードの旅 ｼﾙｸﾛｰﾄﾞ ﾉ ﾀﾋﾞ 深田 久弥 ﾌｶﾀﾞ ｷｭｳﾔ 1971 朝日新聞社 720.00 20cm 292p S-2

1532 292.1 ｺ 金剛山 ｺﾝｺﾞｳｻﾝ 朝鮮総督府鉄道局編 ﾁｮｳｾﾝ ｿｳﾄｸﾌ ﾃﾂﾄﾞｳｷｮｸ 1939 朝鮮総督府鉄道局 1.00 27cm 1冊 S-18

1533 292.2 ｷ 3 青いケシの国‐ヒマラヤ《人と辺境》３ ｱｵｲ ｹｼ ﾉ ｸﾆ‐ﾋﾏﾗﾔ ﾋﾄ ﾄ ﾍﾝｷｮｳ フランク・キングドン、ウォード ﾌﾗﾝｸ・ｷﾝｸﾞﾄﾞﾝ、ｳｫｰﾄﾞ 倉知 敬 1975 白水社 1900.00 20cm 363p,図版5枚 S-15

1534 292.2 ｱ 東チベット横断紀行 ﾋｶﾞｼﾁﾍﾞｯﾄ ｵｳﾀﾞﾝ ｷｺｳ 朝日 教之 ｱｻﾋ ﾉﾘﾕｷ 1988 山と渓谷社 1600.00 19cm 221p S-17

1535 292.2 ｽ 四姑娘山群（スークーニャンサン）群 ｽｰｸｰﾆｬﾝｻﾝﾌｸﾞﾝ 広島山の会四姑娘山登山隊編 ﾋﾛｼﾏﾔﾏﾉｶｲｽｰｸｰﾆｬﾝｻﾝﾄｻﾞﾝﾀｲﾍﾝ 1994 広島山の会 頒価不明 20cm 226p S-17

1536 292.2 ﾊ チベットの七年 ﾁﾍﾞｯﾄ ﾉ ﾅﾅﾈﾝ ハインリヒ・ハーラー ﾊｲﾝﾘﾋ･ﾊｰﾗｰ 近藤 等 1955 新潮社 420.00 20cm 232p S-9

1537 292.2 ｼ 絲綢之路の高峰に立つ ｼﾙｸﾛｰﾄﾞ ﾉ ｺｳﾎｳ ﾆ ﾀﾂ 日本木斯塔格阿塔山群登山隊 ﾆﾎﾝﾑｽﾀｰｸﾞ・ｱﾀﾔﾏｸﾞﾝﾄｻﾞﾝﾀｲ 1971 日本山岳会青年部 頒価不明 26cm 68p S-12

1538 292.2 ﾆ 桑頂抗沙峰登山隊　１９９２ ﾆｪﾝﾁｪﾝﾀﾝﾗ(ﾆﾝﾁﾝｶﾝｻ） ﾄｻﾞﾝﾀｲ　1992 桑頂抗沙峰登山隊　 ﾆｪﾝﾁｪﾝﾀﾝﾗ(ﾆﾝﾁﾝｶﾝｻ） ﾄｻﾞﾝﾀｲ 1994 桑頂抗沙峰登山隊　 頒価不明 26cm 64p S-12

1539 292.2 ｺ 貢嘎山１９９７‐ミニヤ・コンガ７５５６ｍ北西稜登攀の記録 ｺﾝｶﾞｼｬﾝ 1997 ﾐﾆﾔ･ｺﾝｶ ﾞ7556ｍ ﾎｸｾｲﾘｮｳ ﾄｳﾊﾝ ﾉ ｷﾛｸ 札幌山岳会 ｻｯﾎﾟﾛ  ｻﾝｶﾞｸｶｲ 1997 札幌山岳会 2800.00 26cm 100p S-12

1540 292.2 ﾐ 天壇の山に挑む‐ミニヤ・コンカ東面 ﾃﾝﾀﾞﾝ ﾉ ﾔﾏ ﾆ ｲﾄﾞﾑ ﾐﾆﾔ･ｺﾝｶ ﾄｳﾒﾝ 日本ヒマラヤ協会 ﾆﾎﾝ ﾋﾏﾗﾔ ｷｮｳｶｲ 1992 日本ヒマラヤ協会 頒価不明 26cm 128p S-12

1541 292.2 ﾐ ミニヤ・コンカ峰‐登山と遭難の記録１９９４ ﾐﾆﾔ･ｺﾝｶﾎｳ ﾄｻﾞﾝ ﾄ ｿｳﾅﾝ ﾉ ｷﾛｸ 1994 日本ヒマラヤ協会 ﾆﾎﾝ ﾋﾏﾗﾔ ｷｮｳｶｲ 1996 日本ヒマラヤ協会 頒価不明 26cm 116p S-12

1542 292.2 ﾅ ヒマラヤの東 山岳地図帳 ﾋﾏﾗﾔ ﾉ ﾋｶﾞｼ ｻﾝｶﾞｸ ﾁｽﾞﾁｮｳ 中村 保 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾓﾂ 2016 ナカニシヤ出版 10000.00 31cm 15,333p S-12

1543 292.2 ﾅ ヒマラヤの東 ﾋﾏﾗﾔ ﾉ ﾋｶﾞｼ 中村 保 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾓﾂ 1996 山と渓谷社 2913.00 22cm 330p S-2

1544 292.2 ﾅ 深い浸食の国 ﾌｶｲ ｼﾝｼｮｸ ﾉ ｸﾆ 中村 保 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾓﾂ 2000 山と渓谷社 3000.00 22cm 381p S-2
1545 292.2 ﾅ チベットのアルプス ﾁﾍﾞｯﾄ ﾉ ｱﾙﾌﾟｽ 中村 保 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾓﾂ 2005 山と渓谷社 3200.00 22cm 381p S-2

1546 292.2 ﾐ ミニヤコンカ初登頂 ﾐﾆﾔｺﾝｶ ﾊﾂﾄｳﾁｮｳ Ｒ．Ｌ．バードソル共著 R.Ｌ．ﾊﾞｰﾄﾞｿﾙ 山本 健一郎 1998 ナカニシヤ出版 2500.00 20cm 258p S-2

1547 292.5 ｼ 4 異教徒と氷河‐チトラール紀行‐ヒマラヤ《人と辺境》４ ｲｷｮｳﾄ ﾄ ﾋｮｳｶﾞ‐ﾁﾄﾗｰﾙ ｷｺｳ‐ﾋﾏﾗﾔ ﾋﾄ ﾄ ﾍﾝｷｮｳ レジナルド・C,F.ショーンバーグ レジナルド・C,F.ショーンバーグ 雁部 貞夫 1976 白水社 1700.00 20cm 282p S-15

31/35



No 別置 ＮＤＣ 図書記号 書　　　名 フリガナ 著　編　者 フリガナ 訳　　者 発行年 発行所 定価 サイズ 頁数 棚番 版 署名 限定 備考

1548 292.5 ｽ 5 ヒマラヤ巡礼‐ヒマラヤ《人と辺境》５ ﾋﾏﾗﾔ ｼﾞｭﾝﾚｲ‐ﾋﾏﾗﾔ ﾋﾄ ﾄ ﾍﾝｷｮｳ デイヴィッド・スネルグローヴ ﾃﾞｲｳﾞｨｯﾄﾞ・ｽﾈﾙｸﾞﾛｰｳﾞ 吉永 定男 1975 白水社 2000.00 20cm 368,13p S-15

1549 292.5 ﾃ 6 カラコルムからパミールへ‐ヒマラヤ《人と辺境》６ ｶﾗｺﾙﾑ ｶﾗ ﾊﾟﾐｰﾙ ｴ‐ﾋﾏﾗﾔ ﾋﾄ ﾄ ﾍﾝｷｮｳ ハロルド・W、ティルマン ハロルド・W、ティルマン 薬師 義美 1975 白水社 1600.00 20cm 276p S-15

1550 292.5 ﾌ 1 ヒマラヤの高峰１ ﾋﾏﾗﾔ ﾉ ｺｳﾎｳ 深田　久弥 ﾌｶﾀﾞ ｷｭｳﾔ 1964 雪華社 480.00 19cm 210p S-15

1551 292.5 ﾌ 2 ヒマラヤの高峰２ ﾋﾏﾗﾔ ﾉ ｺｳﾎｳ 深田　久弥 ﾌｶﾀﾞ ｷｭｳﾔ 1964 雪華社 480.00 19cm 229p S-15

1552 292.5 ﾌ 3 ヒマラヤの高峰３ ﾋﾏﾗﾔ ﾉ ｺｳﾎｳ 深田　久弥 ﾌｶﾀﾞ ｷｭｳﾔ 1964 雪華社 480.00 19cm 214p S-15

1553 292.5 ﾌ 4 ヒマラヤの高峰４ ﾋﾏﾗﾔ ﾉ ｺｳﾎｳ 深田　久弥 ﾌｶﾀﾞ ｷｭｳﾔ 1965 雪華社 520.00 19cm 210p S-15

1554 292.5 ﾌ 5 ヒマラヤの高峰５ ﾋﾏﾗﾔ ﾉ ｺｳﾎｳ 深田　久弥 ﾌｶﾀﾞ ｷｭｳﾔ 1965 雪華社 520.00 19cm 210p S-15

1555 292.5 ｹ K１２峰遠征記 ｹｰ ｼﾞｭｳﾆﾎｳ ｴﾝｾｲｷ 岩坪 五郎 ｲﾜﾂﾎﾞ　ｺﾞﾛｳ 1977 中央公論社 1200.00 20cm 361p S-17

1556 292.5 ﾋ ヒマラヤ・サイパル登頂 ﾋﾏﾗﾔ ｻｲﾊﾟﾙ ﾄｳﾁｮｳ 平林 克敏 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｶﾂﾄｼ 1964 サンケイ新聞出版局 480.00 19cm 238p S-17

1557 292.5 ﾋ 初登頂 花嫁の峰から天帝の峰へ ﾊﾂﾄｳﾁｮｳ ﾊﾅﾖﾒ ﾉ ﾐﾈ ｶﾗ ﾃﾝﾃｲ ﾉ ﾐﾈ ｴ 平井 一正 ﾋﾗｲ ｶｽﾞﾏｻ 1996 ナカニシヤ出版 2816.00 20cm 358p S-17

1558 292.5 ﾏ マナスル登頂記 ﾏﾅｽﾙ ﾄｳﾁｮｳｷ 槙 有恒編 ﾏｷ ｱﾘﾂﾈ ﾍﾝ 1956 毎日新聞社 200.00 19cm 231p S-17

1559 292.5 ｷ インドラサン登頂 ｲﾝﾄﾞﾗｻﾝ ﾄｳﾁｮｳ 京都大学山岳部 ｷｮｳﾄﾀﾞｲｶﾞｸ ｻﾝｶﾞｸﾌﾞ 1964 河出書房新社 250.00 18cm 226p S-17

1560 292.5 ﾑ ヒマルチュリ ﾋﾏﾙﾁｭﾘ 村木 潤二郎 ﾑﾗｷ ｼﾞｭﾝｼﾞﾛｳ 1959 毎日新聞社 280.00 20cm 209p S-17

1561 292.5 ｴ アピ・悲劇と幸運の山 ｱﾋﾟ ﾋｹﾞｷ ﾄ ｺｳｳﾝ ﾉ ﾔﾏ 江上 康 ｴｶﾞﾐ ﾔｽｼ 1961 東京創元社 350.00 19cm 249p S-17

1562 292.5 ｸ チョゴリザ登頂 ﾁｮｺﾞﾘｻﾞ ﾄｳﾁｮｳ 桑原 武夫 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾀｹｵ 1960 文藝春秋新社 270.00 20cm 241p S-17

1563 292.5 ﾔ 登頂ヒマルチュリ ﾄｳﾁｮｳ ﾋﾏﾙﾁｭﾘ 山田 二郎 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞﾛｳ 1961 毎日新聞社 320.00 20cm 217p S-17

1564 292.5 ﾌ ヒマラヤ‐山と人‐ ﾋﾏﾗﾔ ﾔﾏ ﾄ ﾋﾄ 深田 久弥 ﾌｶﾀﾞ ｷｭｳﾔ 1956 中央公論社 500.00 20cm 408p 図版18ｐ S-17

1565 292.5 ﾌ 栄光への挑戦 ｴｲｺｳ ｴ ﾉ ﾁｮｳｾﾝ 菊地 敏郎 ｷｸﾁ ﾄｼﾛｳ 1965 二見書房 500.00 20cm 298p S-17

1566 292.5 ｼ 日本山岳紀行 ﾆﾎﾝ ｻﾝｶﾞｸ ｷｺｳ W・シュタイニッツァー W・ｼｭﾀｲﾆｯﾂｧｰ 1992 信濃毎日新聞社 1456.00 19cm 260p S-17

1567 292.5 ｺ ヒマラヤ ﾋﾏﾗﾔ 近藤 等 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾄｼ 1953 朋文堂 450.00 24cm 206p S-18

1568 292.5 ﾁ チョゴリザ ﾁｮｺﾞﾘｻﾞ 京都大学学士山岳会編 kyﾎﾟｳﾄﾀﾞｲｶﾞｸ ｶﾞｸｼ ｻﾝｶﾞｸｶｲ 1959 朝日新聞社 980.00 27cm 138p,図版88ｐ S-18

1569 292.5 ﾊ バルトロ・カンリ ﾊﾞﾙﾄﾛ・ｶﾝﾘ 東京大学カラコルム遠征隊 ﾄｳｷｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ ｶﾗｺﾙﾑ ｴﾝｾｲﾀｲ 1964 日本放送出版協会 非売品 27cm 図版64p,109ｐ S-18

1570 292.5 ｻ サルトロ・カンリ ｻﾙﾄﾛ･ｶﾝﾘ 京都大学学士山岳会編 ｷｮｳﾄﾀﾞｲｶﾞｸ ｶﾞｸｼ ｻﾝｶﾞｸｶｲ 1964 朝日新聞社 1500.00 27cm 93,13p図版64p S-18

1571 292.5 ﾋ エヴェレストの東 ｴｳﾞｪﾚｽﾄ ﾉ ﾋｶﾞｼ サー・エドマンド・ヒラリー/ジョージ・ロウ ｻｰ･ｴﾄﾞﾏﾝﾄﾞ･ﾋﾗﾘｰ/ｼﾞｮｰｼﾞ･ﾛｳ 1958 ベースボール・マガジン社 480.00 27cm 158p S-18

1572 292.5 ﾏ 1 マナスル　1952‐3年 ﾏﾅｽﾙ 日本山岳会編 ﾆﾎﾝｻﾝｶﾞｸｶｲ 1954 毎日新聞社 800.00 27cm 217,17p　図版34p S-18

1573 292.5 ﾏ 2 マナスル　1954‐6年 ﾏﾅｽﾙ 日本山岳会編 ﾆﾎﾝｻﾝｶﾞｸｶｲ 1954 毎日新聞社 800.00 27cm 353,13p　図版24p S-18

1574 292.5 ｶ 森林・草原・氷河 ｼﾝﾘﾝ ｿｳｹﾞﾝ ﾋｮｳｶﾞ 加藤 泰安 ｶﾄｳ ﾀｲｱﾝ 1966 茗渓堂 1500.00 22cm 446p S-7

1575 292.5 ｴ 処女峰アンナプルナ ｼｮｼﾞｮﾎｳ ｱﾝﾅﾌﾟﾙﾅ モーリス・エルゾーグ ﾓｰﾘｽ・ｴﾙｿﾞｰｸﾞ 近藤 等 1953 白水社 340.00 19cm 303p S-9

1576 292.5 ｴ 雲表に聳ゆる峯々 ｳﾝﾋﾟｮｳ ﾆ ｿﾋﾞﾕﾙ ﾐﾈﾐﾈ アルバート・エグラ－ ｱﾙﾊﾞｰﾄ･ｴｸﾞﾗｰ 横川 文雄 1958 朋文堂 480.00 19cm 413p S-9

1577 292.5 ｸ ヒドンピーク初登頂 ﾋﾄﾞﾝﾋﾟｰｸ ﾊﾂﾄｳﾁｮｳ ニコラス・クリンチ ﾆｺﾗｽ・ｸﾘﾝﾁ 薬師義美・吉永定男 1998 ナカニシヤ出版 3500.00 20cm 406p S-9

1578 292.5 ﾉ マチャプチャリ ﾏﾁｬﾌﾟﾁｬﾘ ウィルフリッド・ノイス ｳｨﾙﾌﾘｯﾄﾞ･ﾉｲｽ 深田久弥 1962 文藝春秋新社 390.00 20cm 201p S-9

1579 292.5 ﾊ ネパールの高地にて ﾈﾊﾟｰﾙ ﾉ ｺｳﾁ ﾆﾃ ノーマン・ハーデｨー、 ﾉｰﾏﾝ・ﾊｰﾃﾞｨ‐ 神原達・牧野昇 1960 朋文堂 280.00 19cm 242p S-9

1580 292.5 ﾊ K2-非情の山‐ ｹｰﾂｰ　ﾋｼﾞｮｳ ﾉ ﾔﾏ チャールス・ハルストン、ロバート・ベーツ　 ﾁｬｰﾙｽ・ﾊﾙｽﾄﾝ、ﾘﾁｭｱｰﾄﾞ・ﾍﾞｴ‐ｽ 伊藤 洋平 1956 白水社 350.00 19cm 295p S-9

1581 292.5 ﾏ テンジンによる エヴェレスト征服 ﾃﾝｼﾞﾝ ﾆﾖﾙ エヴェレスト征服 イヴ マラルチック ｲｳﾞ ﾏﾗﾙﾁｯｸ 近藤 等 1954 新潮社 300.00 19cm 268p S-9

1582 292.5 ﾔ エヴェレスト登山記 ｴｳﾞｪﾚｽﾄ ﾄｻﾞﾝｷ フランシス・ヤングハズバント ﾌﾗﾝｼｽ･ﾔﾝｸﾞﾊｽﾊﾞﾝﾄ 田辺 主計 1930 第一書房 2.50 19cm 436p S-9

1583 292.5 ｽ ヒマラヤ山河誌 ﾋﾏﾗﾔ ｻﾝｶﾞｼ 諏訪多 栄蔵 ｽﾜﾀ ｴｲｿﾞｳ 1994 ナカニシヤ出版 7500.00 27cm 387p S-10

1584 292.5 ﾌ ヒマラヤ紀行 ﾋﾏﾗﾔ ｷｺｳ J・D・フーカー J・D･ﾌｰｶｰ 薬師 義美 1979 白水社 5800.00 22cm 561p S-10

1585 292.5 ﾏ ガッシャブル４ カラコルムの峻峰登頂記録 ｶﾞｯｼｬﾌﾞﾙﾑ4 ｶﾗｺﾙﾑ ﾉ ｼｭﾝﾎﾟｳ ﾄｳﾁｮｳ ｷﾛｸ フォスコ・マライーニ ﾌｫｽｺ・ﾏﾗｲｰﾆ 牧野 文子 1962 理論社 3000.00 23cm 369図版106ｐ S-10

1586 292.5 ﾐ ヒマラヤ閑話 ﾋﾏﾗﾔ ｶﾝﾜ 水野 勉 ﾐｽﾞﾉ ﾂﾄﾑ 1998 私家版 頒価不明 27cm 207p S-10

1587 292.5 ﾐ ヒマラヤ文献逍遥 ﾋﾏﾗﾔ ﾌﾞﾝｹﾝ ｼｮｳﾖｳ 水野 勉 ﾐｽﾞﾉ ﾂﾄﾑ 1986 鹿鳴荘 24cm 203p S-10

1588 292.5 ﾃ ネパール・ヒマラヤ ﾈﾊﾟｰﾙ ﾋﾏﾗﾔ W・Ｈ・ティルマン W・Ｈ・ﾃｨﾙﾏﾝ　 深田久弥 1976 四季書館 3800.00 23cm 328p S-11

1589 292.5 ﾊ エヴェレスト登頂 ｴｳﾞｪﾚｽﾄ ﾄｳﾁｮｳ ジョン・ハント ｼﾞｮﾝ･ﾊﾝﾄ 朝日新聞社 1954 朝日新聞社 700.00 21cm 290p S-11

1590 292.5 ﾌ マカルー ﾏｶﾙｰ ジョン・フランコ ｼﾞｮﾝ･ﾌﾗﾝｺ 近藤 等 1956 白水社 580.00 21cm 270p S-11

1591 292.5 ｾ ヒマラヤ自転車旅行記 ﾋﾏﾗﾔ ｼﾞﾃﾝｼｬ ﾘｮｺｳｷ ベッティナ・セルビー ﾍﾞｯﾃｨﾅ・ｾﾙﾋﾞｰ 柴田 京子 1991 東京書籍 1800.00 20cm 287p S-11

1592 292.5 ﾏ ヒマラヤの真珠 ﾋﾏﾗﾔ ﾉ ｼﾝｼﾞｭ フォスコ・マライーニ ﾌｫｽｺ・ﾏﾗｲｰﾆ 牧野 文子 1956 理論社 400.00 20cm 164,12p S-11

1593 292.5 ﾍ ナンガ・パルバット ﾅﾝｶﾞ・ﾊﾞﾙﾊﾟｯﾄ　 Ｋ・Ｍ・ヘルリヒコッファー K・Ｍ・ﾍﾙﾘﾋｺﾌｧｰ 横川 文雄 1954 朋文堂 380.00 19cm 315p S-11

1594 292.5 ﾉ エヴェレストその人間的記録 ｴｳﾞｪﾚｽﾄ ｿﾉ ﾆﾝｹﾞﾝﾃｷ ｷﾛｸ ウィルフリッド・ノイス ｳｨﾙﾌﾘｯﾄﾞ･ﾉｲｽ 浦松佐美太郎 1956 文藝春秋新社 390.00 20cm 390p S-11

1595 292.5 ﾀ ダウラギリⅠ峰（８１６７ｍ）洋梨ルート登山報告書 ﾀﾞｳﾗｷﾞﾘⅠﾎｳ 8167ﾒｰﾄﾙ ﾍﾟｱ ﾙｰﾄ ﾄｻﾞﾝ ﾎｳｺｸｼｮ 日本山岳会青年部ダウラギリⅠ峰登山隊１９９７ ﾆﾎﾝ ｻﾝｶﾞｸｶｲ ｾｲﾈﾝﾌﾞ ﾀﾞｳﾗｷﾞﾘⅠﾎｳ ﾄｻﾞﾝﾀｲ1997 1999 日本山岳会青年部ダウラギリⅠ峰登山隊１９９７ 頒価不明 30cm 87p S-12

1596 292.5 ﾌ ブータンの未踏峰へ ﾌﾞｰﾀﾝ ﾉ ﾐﾄｳﾎｳ ｴ 日本山岳会学生部ブータンヒマラヤ登山隊１９９８ ﾆﾎﾝｻﾝｶﾞｸｶｲ ｶﾞｸｾｲﾌﾞ ﾌﾞｰﾀﾝ ﾋﾏﾗﾔ ﾄｻﾞﾝﾀｲ １９９８ 2000 日本山岳会学生部ブータンヒマラヤ登山隊１９９８ 頒価不明 30cm 96p S-12

1597 R 292.5 ﾋ ヒマラヤ名峰事典 ﾋﾏﾗﾔ ﾒｲﾎｳ ｼﾞﾃﾝ 薬師義美/雁部貞夫 ﾔｸｼ ﾖｼﾐ/ｶﾘﾍﾞ ｻﾀﾞｵ 1996 平凡社 10000.00 27cm 648p S-12
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1598 292.5 ﾐ 1 カラコルム・ヒンズークシュ山岳研究 ｶﾗｺﾙﾑ･ﾋﾝｽﾞｰｸｼｭ ｻﾝｶﾞｸ ｹﾝｷｭｳ 宮森 常雄/雁部 貞夫 ﾐﾔﾓﾘ ﾂﾈｵ/ｶﾘﾍﾞ ｻﾀﾞｵ 2001 ナカニシヤ出版 2冊セット３００００ 22×31m 371p S-12

1599 292.5 ﾐ 2 カラコルム・ヒンズークシュ登山地図 ｶﾗｺﾙﾑ･ﾋﾝｽﾞｰｸｼｭ ﾄｻﾞﾝ ﾁｽﾞ 宮森 常雄 ﾐﾔﾓﾘ ﾂﾈｵ 2001 ナカニシヤ出版 13枚 S-12

1600 292.5 ｶ 山に憑かれた男 ﾔﾏ ﾆ ﾂｶﾚﾀ ｵﾄｺ 加藤 喜一郎 ｶﾄｳ ｷｲﾁﾛｳ 1957 文藝春秋新社 260.00 20cm 241p S-1

1601 292.5 ｴ カンチェンジュンガ ｶﾝﾁｪﾝｼﾞｭﾝｶﾞ チャールス・エヴァンス ﾁｬｰﾙｽ ｴｳﾞｧﾝｽ 島田 巽 1957 朝日新聞社 380.00 19cm 273p S-2
1602 292.5 ﾃ 神々の座 ｶﾐｶﾞﾐ ﾉ ｻﾞ ヘルベルト・テイヒー ﾍﾙﾍﾞﾙﾄ ﾃｲﾋｰ 村上 啓夫 1944 鎌倉書房 3.00 19cm 262p S-2

1603 292.5 ﾒ ヒマラヤ ﾋﾏﾗﾔ ケニス・メイスン ｹﾆｽ･ﾒｲｽﾝ 田辺 主計、望月 達夫 1957 白水社 1000.00 22cm 473,21p S-3

1604 292.5 ｺ カラコルムの夜明け‐ヒマラヤ名著全集９ ｶﾗｺﾙﾑ ﾉ ﾖｱｹ ﾋﾏﾗﾔ ﾒｲﾁｮ ｾﾞﾝｼｭｳ9 ウィリアム・Ｍ・コンウェイ ｳｨﾘｱﾑ・Ｍ・ｺﾝｳｪｲ 吉沢 一郎 1968 あかね書房 1500.00 23cm 482p S-4

1605 292.5 ﾃ ティリチ・ミール登頂‐ヒマラヤ名著全集１１ ﾃｨﾘﾁ･ﾐｰﾙ  ﾄｳﾁｮｳ ﾋﾏﾗﾔ ﾒｲﾁｮ ｾﾞﾝｼｭｳ11 ノルウェー隊 ﾉﾙｳｪｰ ﾀｲ 吉沢 一郎 1967 あかね書房 1200.00 23cm 344p S-4

1606 292.7 ﾋ 禁断のアフガーニスターン・パミール紀行 ｷﾝﾀﾞﾝ ﾉ ｱﾌｶﾞｰﾆｽﾀｰﾝ・ﾊﾟﾐｰﾙ ｷｺｳ 平位 剛 ﾋﾗｲ ｺﾞｳ 2003 ナカニシヤ出版 3800.00 22cm 487p S-17

1607 292.7 ﾉ ノシャック登頂 ﾉｼｬｯｸ ﾄｳﾁｮｳ 京都大学学士山岳会編 kyﾎﾟｳﾄﾀﾞｲｶﾞｸ ｶﾞｸｼ ｻﾝｶﾞｸｶｲ 1961 朝日新聞社 900.00 27cm 72p,図版64ｐ S-18

1608 292.7 ﾛ ロシュ・ゴル氷河の山旅 ﾛｼｭ ｺﾞﾙ ﾋｮｳｶﾞ ﾉ ﾔﾏﾀﾋﾞ 山本 健一郎編 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｲﾁﾛｳ 1968 あかね書房 950.00 21cm 274p S-2

1609 292.9 ｼ オクサスとインダスの間に ｵｸｻｽ ﾄ ｲﾝﾀﾞｽ ﾉ ｱｲﾀﾞ ﾆ R.C.F.ショーンバーグ R.C.F.ｼｮｰﾝﾊﾞｰｸﾞ 広島 三朗 1985 論創社 2000.00 20cm 298p S-15

1610 293,4 ﾗ 若き日の山行 ﾜｶｷ ﾋ ﾉ ｻﾝｺｳ ルイ・ラシュナル、ジェラール・エルゾーグ ﾙｲ･ﾗｼｭﾅﾙ､ｼﾞｪﾗｰﾙ･ｴﾙｿﾞｰｸﾞ 近藤 等 1957 白水社 320.00 19cm 287p S-9

1611 293,4 ﾌ 八千米の上と下 ﾊｯｾﾝﾒｰﾄﾙ ﾉ ｳｴ ﾄ ｼﾀ ヘルマン・ブール ﾍﾙﾏﾝ･ﾌﾞｰﾙ 横川 文雄 1955 朋文堂 500.00 19cm 402p S-9

1612 293,4 ﾏ アルプス及コーカサス登攀記 ｱﾙﾌﾟｽ ｵﾖﾋﾞ ｺｰｶｻｽ ﾄｰﾊﾝｷ A.F.マン・メリー A.F.ﾏﾝ ﾒﾘｰ 石 一郎 1938 朋文堂 2.50 20cm 389p S-9

1613 293,4 ﾚ わが回想のアルプス ﾜｶﾞ ｶｲｿｳ ﾉ ｱﾙﾌﾟｽ ギド・レイ ｷﾞﾄﾞ･ﾚｲ 安川 茂雄 1958 三笠書房 250.00 19cm 232p S-9

1614 293.4 ｺ アルプスの名峰 ｱﾙﾌﾟｽ ﾉ ﾒｲﾎｳ 近藤 等 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾄｼ 1984 山と渓谷社 2900.00 21cm 335p S-17

1615 293.4 ｺ アルプスに光みなぎる時 ｱﾙﾌﾟｽ ﾆ ﾋｶﾘ ﾐﾅｷﾞﾙ ﾄｷ 近藤 等 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾄｼ 1979 東京新聞出版局 1800.00 22cm 226p S-17

1616 293.4 ﾂ チロル案内 ﾁﾛﾙ ｱﾝﾅｲ 津田 正夫 ﾂﾀﾞ ﾏｻｵ 1970 暮らしの手帖社 750.00 19cm 363p S-17

1617 293.4 ｳ 1 アルプス登攀記 上 岩波クラシックス ｱﾙﾌﾟｽ ﾄｳﾊﾝｷ ウインパー・エドワード ｳｲﾝﾊﾟｰ・ｴﾄﾞﾜｰﾄﾞ 浦松佐美太郎 1982 岩波書店 1400.00 20cm 298p S-8

1618 293.4 ｳ 2 アルプス登攀記 下 岩波クラシックス ｱﾙﾌﾟｽ ﾄｳﾊﾝｷ ウインパー・エドワード ｳｲﾝﾊﾟｰ・ｴﾄﾞﾜｰﾄﾞ 浦松佐美太郎 1982 岩波書店 1300.00 20cm 266p S-8

1619 293.4 ｶ 大岩壁の五十年 ﾀﾞｲｶﾞﾝﾍﾟｷ ﾉ ｺﾞｼﾞｭｳﾈﾝ リカルド・カシン ﾘｶﾙﾄﾞ･ｶｼﾝ 水野 勉 1983 白水社 1900.00 20cm 278p S-9

1620 F 293.4 ｵ ＪＡＰＡＮＩＳＣＨＥＮ ＢＥＲＧＳＴＥＩＮ ＡＵＦ DER ＳＰＵＲ（独訳） Ｓｕｋｅ Ｏｋａｚａｗａ ｽｹ ｵｶｻﾞﾜ 岡沢 祐吉 1991 27cm 13,122p S-10 ドイツ語版

1621 293.4 ﾗ 山に闘う ﾔﾏ ﾆ ﾀﾀｶｳ レーモン・ランベール ﾚｰﾓﾝ･ﾗﾝﾍﾞｰﾙ 安川 茂雄 1956 三笠書房 480.00 21cm 196p S-10

1622 293.4 ﾏ ドリュの西壁 ﾄﾞﾘｭ ﾉ ｾｲﾍｷ ギド・マニョーヌ ｷﾞﾄﾞ･ﾏﾆｮｰﾇ 山口 耀久 1959 朋文堂 380.00 20cm 301p S-11

1623 293.4 ﾍ アルプスの三つの壁 ｱﾙﾌﾟｽ ﾉ ﾐｯﾂ ﾉ ｶﾍﾞ アンデレル・ヘッグマイヤー ｱﾝﾃﾞﾚﾙ･ﾍｯｸﾞﾏｲﾔｰ 長越 茂雄 1955 朋文堂 330.00 19cm 228p S-11

1624 293.4 ﾚ 星と嵐 ﾎｼ ﾄ ｱﾗｼ ガストン・レビュア ｶﾞｽﾄﾝ･ﾚﾋﾞｭｱ 近藤 等 1958 白水社 500.00 21cm 185,17p S-11

1625 293.4 ｲ 山と雪の青春 ﾔﾏ ﾄ ﾕｷ ﾉ ｾｲｼｭﾝ 伊藤 洋平 ｲﾄｳ ﾖｳﾍｲ 1958 三笠書房 320.00 19cm 280p S-1

1626 293.4 ﾏ アルプス記 ｱﾙﾌﾟｽ ｷ 松方 三郎 ﾏﾂｶﾀ ｻﾌﾞﾛｳ 1937 龍星閣 2.50 19cm 326p S-1

1627 295.1 ｻ この山に呼ばれて〔対訳〕Ｃａｌｌｅｄ Ｂｙ Ｔｈｉｓ Ｍｏｕｎｔａｉｎ ｺﾉ ﾔﾏ ﾆ ﾖﾊﾞﾚﾃ ロバート・ウィリアム・サンフォード ﾛﾊﾞｰﾄ･ｳｨﾘｱﾑ･ｻﾝﾌｫｰﾄﾞ 芳賀 孝郎 2001 日本山岳会アルバータプロジェクト実行委員会 頒価不明 27cm 49,62,8p S-10 対訳

1628 296.8 ｺ 白嶺‐コルディイェラ・ブランカ‐ ﾊｸﾚｲ‐ｺﾙﾃﾞｨｲｪﾗ・ﾌﾞﾗﾝｶ ジョルジュ・コガン、ニコール・レイナンジェ ｼﾞｮﾙｼﾞｭ･ｺｶﾞﾝ、ﾆｺｰﾙ･ﾚｲﾅﾝｼﾞｪ 近藤 等 1958 文弘社 280.00 19cm 232p S-9

1629 360 ｲ 高原生活：社会研究 ｺｳｹﾞﾝ ｾｲｶﾂ ｼｬｶｲ ｹﾝｷｭｳ 伊藤 銀月 ｲﾄｳ ｷﾞﾝｽﾞｷ 1906 日高有倫堂 0.40 19cm 153p S-16

1630 384.3 ﾔ 山の人生 郷土研究社第二叢書 ﾔﾏ ﾉ ｼﾞﾝｾｲ ｷｮｳﾄﾞ ｹﾝｷｭｳｼｬ ﾀﾞｲﾆ ｿｳｼｮ 柳田 國男 ﾔﾅｷﾞﾀ ｸﾆｵ 1927 郷土研究社 2.00 20cm 308p S-8

1631 388.1 ｱ 山の伝説 日本アルプス篇 ﾔﾏ ﾉ ﾃﾞﾝｾﾂ ﾆﾎﾝｱﾙﾌﾟｽ ﾍﾝ 青木 純二 ｱｵｷ ｼﾞｭﾝｼﾞ 1930 丁未出版社 1.80 20cm 309p S-8

1632 448 ﾆ 日本の山岳標高一覧‐1003山 ﾆﾎﾝ ﾉ ｻﾝｶﾞｸ ﾋｮｳｺｳ ｲﾁﾗﾝ　ｾﾝｻﾝｻﾞﾝ 建設省国土地理院 ｹﾝｾﾂｼｮｳ ｺｸﾄﾞ ﾁﾘｲﾝ 1991 建設省国土地理院 1456.00 27cm 144p S-18

1633 451 ﾌ 雲を摑む話‐通俗科学叢書：第５編 ｸﾓ ｵ ﾂｶﾑ ﾊﾅｼ ﾂｳｿﾞｸ ｶｶﾞｸ ｿｳｼｮ ﾀﾞｲ5ﾍﾝ 藤原 咲平 ﾌｼﾞﾜﾗ ｻｸﾍｲ 1926 岩波書店 2.20 20cm 366,29p S-16

1634 743 ﾇ 山岳寫眞のうつし方 ｻﾝｶﾞｸ  ｼｬｼﾝ　ﾉ ｳﾂｼｶﾀ 額田 敏 ﾇｶﾀﾞ ﾊﾔｼ 1932 玄光社 2.00 19cm 294p S-16

1635 748 ｼ 2 昭和写真・全仕事 ｼｮｳﾜ ｼｬｼﾝ ｾﾞﾝｼｺﾞﾄ 白川 義員 ｼﾗｶﾜ ﾖｼｶｽﾞ 1982 朝日新聞社 2000.00 30cm 135p S-18

1636 748 ﾀ わが山旅 田淵行男写真集 ﾜｶﾞ ﾔﾏﾀﾋﾞ ﾀﾌﾞﾁﾕｷｵ ｼｬｼﾝｼｭｳ 田淵 行男 ﾀﾌﾞﾁ ﾕｷｵ 1952 誠文堂新光社 600.00 27cm 128p S-18

1637 748 ｶ 山岳写真集 etude of Alps ｻﾝｶﾞｸ ｼｬｼﾝｼｭｳ ｴﾁｭｰﾄﾞ ｵﾌﾞ ｱﾙﾌﾟｽ 風見 武秀 ｶｻﾞﾐ ﾀｹﾋﾃﾞ 1953 朋文堂 600.00 24cm 62p S-18

1638 748 ﾀ 田淵行男山岳写真傑作集 ﾀﾌﾞﾁ ﾕｷｵ ｻﾝｶﾞｸ ｼｬｼﾝ ｹｯｻｸｼｭｳ アサヒカメラ編 ｱｻﾋｶﾒﾗ 1951 朝日新聞社 280.00 26cm 96,16p S-18

1639 748 ﾄ 十和田讃歌 ﾄﾜﾀﾞ ｻﾝｶ 一戸 義孝 ｲﾁﾉﾍ ﾖｼﾀｶ 1991 誠文堂新光社 4660.00 26cm 95p S-18

1640 748 ｲ 八甲田山 ﾊｯｺｳﾀﾞｻﾝ 一戸 義孝 ｲﾁﾉﾍ ﾖｼﾀｶ 1994 栃の葉書房 3200.00 19×２４cm 96p S-18

1641 748 ｼ 日本南アルプス ﾆﾎﾝ ﾐﾅﾐｱﾙﾌﾟｽ 白籏 史朗 ｼﾗﾊﾀ ｼﾛｳ 1989 山梨日日新聞社 11650.00 38cm 199p S-18

1642 748 ﾏ 万年雪の王国‐世界写真作家シリーズ ﾏﾝﾈﾝﾕｷ ﾉ ｵｳｺｸ ｾｶｲ ｼｬｼﾝ ｻｯｶ ｼﾘｰｽﾞ ガストン・レビュア ｶﾞｽﾄﾝ･ﾚﾋﾞｭｱ 下中弥三郎 1957 平凡社 480.00 25cm 31,5p S-10

1643 748 ﾌ ヒマラヤ百高峰 ﾋﾏﾗﾔ ﾋｬｸｺｳﾎｳ 藤田 弘基 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛｷ 2006 平凡社 3800.00 23,31cm 140p S-12

1644 748 ｽ 蔦・深呼吸‐鈴木羊三の写真集 ﾂﾀ ｼﾝｺｷｭｳ ｽｽﾞｷ ﾖｳｿﾞｳ ﾉ ｼｬｼﾝｼｭｳ 鈴木 羊三 ｽｽﾞｷ ﾖｳｿﾞｳ 2005 鈴木 羊三 頒価不明 20cm 62p S-3

1645 784.3 ﾀ アールベルグスキー術 ｱｰﾙﾍﾞﾙｸﾞ ｽｷｰｼﾞｭﾂ 高橋 次郎 ﾀｶﾊｼ ｼﾞﾛｳ 1930 博文館 2.00 20cm 400,10p S-16

1646 784.3 ｻ スキーイング‐日本体育叢書：第１3篇 ｽｷｰｲﾝｸﾞ ﾆﾎﾝ ﾀｲｲｸ ｿｳｼｮ ﾀﾞｲ13ﾍﾝ 笹川 速雄 ｻｻｶﾞﾜ ﾊﾔｵ 1927 目黒書店 2.00 19cm 236p S-16

1647 784.3 ﾀ 雪の千一夜 ﾕｷ ﾉ ｾﾝｲﾁﾔ 竹節 作太 ﾀｹﾌﾞｼ ｻｸﾀ 1949 體育日本社 170.00 19cm 251p S-1
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1648 786.1 ｲ 山へ入る日 ﾔﾏ ｴ ﾊｲﾙ ﾋ 石川 欣一 ｲｼｶﾜ ｷﾝｲﾁ 1929 中央公論社 0.80 19cm 319p S-16

1649 786.1 ﾌ スキー登山 ｽｷｰ ﾄｻﾞﾝ 船田 三郎 ﾌﾅﾀﾞ ｻﾌﾞﾛｳ 1929 目黒書店 1.30 19cm 158,2,12p図版6枚 S-16

1650 786.1 ｺ 山岳趣味‐毎日叢書：第５輯 ｻﾝｶﾞｸ ｼｭﾐ ﾏｲﾆﾁ ｿｳｼｮ ﾀﾞｲｺﾞｼｭｳ 小島 烏水、槙 有恒〔述〕 ｺｼﾞﾏ ｳｽｲ、ﾏｷ ｱﾘﾂﾈ 1928 大阪毎日新聞社 頒価不明 19cm 73p S-16

1651 786.1 ｲ 山は生きる ﾔﾏ ﾜ ｲｷﾙ 今井 徹郎 ｲﾏｲ ﾃﾂﾛｳ 1935 成光館書店 1.50 19cm 402p S-16

1652 786.1 ﾉ みのる〔野村実遺稿集〕 ﾐﾉﾙ ﾉﾑﾗ ﾐﾉﾙ ｲｺｳｼｭｳ 山内 多木編 ﾔﾏｳﾁ ﾀﾎﾞｸ 1930 三誠舎 頒価不明 21cm 304p S-16

1653 786.1 ｷ 銀嶺に輝く〔窪田田部両君追悼記念］ ｷﾞﾝﾚｲ ﾆ ｶｶﾞﾔｸ/ｸﾎﾞﾀ ﾀﾍﾞ ﾘｮｳｸﾝ ﾂｲﾄｳ ｷﾈﾝ 東京帝國大學運動會スキー山岳部 ﾄｳｷｮｳ ﾃｲｺｸ ﾀﾞｲｶﾞｸ ｳﾝﾄﾞｳｶｲ ｽｷｰ ｻﾝｶﾞｸﾌﾞ 1930 東京帝國大學運動會スキー山岳部 頒価不明 23cm 2,5,164p S-16

1654 786.1 ｻ 2 山岳講座 ｻﾝｶﾞｸ ｺｳｻﾞ 南條 初五郎編 ﾅﾝｼﾞｮｳ ﾊﾂｺﾞﾛｳ 1935 共立社 2.00 23cm 380,10p図版9枚 S-16

1655 786.1 ﾆ 写真で見る日本山岳会の100年 ｼｬｼﾝ ﾃﾞ ﾐﾙ ﾆﾎﾝ ｻﾝｶﾞｸｶｲ ﾉ ﾋｬｸﾈﾝ 日本山岳会資料映像委員会 ﾆﾎﾝ ｻﾝｶﾞｸｶｲ ｼﾘｮｳ ｴｲｿﾞｳ ｲｲﾝｶｲ 2005 日本山岳会 非売品 24cm 35p S-16

1656 786.1 ﾜ ６３歳のエヴェレスト ﾛｸｼﾞｭｳｻﾝｻｲ ﾉ ｴｳﾞｪﾚｽﾄ 渡邊玉枝 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾏｴ 2003 白水社 1500.00 20cm 213p S-17 山梨の人

1657 786.1 ｷ ヒマラヤへの道 ﾋﾏﾗﾔ ｴ ﾉ ﾐﾁ 今西 錦司編 ｲﾏﾆｼ ｷﾝｼﾞ ﾍﾝ 1988 中央公論社 1800.00 20cm 427p S-17

1658 786.1 ｵ エベレストのぼらせます ｴﾍﾞﾚｽﾄ ﾉﾎﾞﾗｾﾏｽ 大蔵 喜福 ｵｵｸﾗ ﾖｼﾄﾐ 2000 小学館 1300.00 19cm 223p S-17

1659 786.1 ｻ 雪原の足あと‐坂本直行画文集 ｾﾂｹﾞﾝ ﾉ ｱｼｱﾄ‐ｻｶﾓﾄ ﾅｵﾕｷ ｶﾞﾌﾞﾝｼｭｳ 坂本 直行 ｻｶﾓﾄ ﾅｵﾕｷ 1999 茗渓堂 3800.00 27cm 197p S-18

1660 786.1 ｶ 1 穂高の岩場 ﾎﾀｶ ﾉ ｲﾜﾊﾞ 岩稜会 ｶﾞﾝﾘｮｳｶｲ 1959 朋文堂 1200.00 24cm 236p S-18

1661 786.１ ｶ 2 穂高の岩場 ﾎﾀｶ ﾉ ｲﾜﾊﾞ 岩稜会 ｶﾞﾝﾘｮｳｶｲ 1959 朋文堂 1200.00 24cm 241p S-18

1662 786.1 ﾌ グリンデルヴァルトの山案内人 ｸﾞﾘﾝﾃﾞﾙｳﾞｧﾙﾄ ﾉ ﾔﾏｱﾝﾅｲﾆﾝ サミュエル ブラーヴァン ｻﾐｭｴﾙ ﾌﾞﾗｰｳﾞｧﾝ 井手 賁夫 1977 茗渓堂 3800.00 22cm 102p S-18

1663 786.1 ﾔ 山は知っている ﾔﾏ ﾜ ｼｯﾃｲﾙ 日本山岳会東海支部編 ﾆﾎﾝ ｻﾝｶﾞｸｶｲ ﾄｳｶｲ ｼﾌﾞ 1998 マック出版 2400.00 26cm 189p S-18

1664 786.1 ﾔ 山の呼ぶ聲 ﾔﾏ ﾉ ﾖﾌﾞ ｺｴ 文明協会編 ﾌﾞﾝﾒｲｷｮｳｶｲ 1928 文明協会 1.50 26cm 56p図版36枚 S-18

1665 786.1 ﾒ 生きた、還った ｲｷﾀ ｶｴｯﾀ ラインホルト・メスナー ラインホルト・メスナー 横川 文雄 1987 東京新聞出版局 6300.00 30cm 246p S-18

1666 786.1 ｺ 1 山と書物 ﾔﾏ ﾄ ｼｮﾓﾂ 小林 義正 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾏｻ 1957 築地書館 1000.00 22cm 361,21p図版14p S-7

1667 786.１ ｺ 2 続山と書物 ｿﾞｸ ﾔﾏ ﾄ ｼｮﾓﾂ 小林 義正 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾏｻ 1960 築地書館 1300.00 22cm 401,22p図版30p S-7

1668 786.1 ｵ 山の古典と共に ﾔﾏ ﾉ ｺﾃﾝ ﾄ ﾄﾓ ﾆ 大島 堅造 ｵｵｼﾏ ｹﾝｿﾞｳ 1969 茗渓堂 1500.00 20cm 286p S-8

1669 786.1 ｶ 山の千一夜 ﾔﾏ ﾉ ｾﾝｲﾁﾔ 勝見 勝 ｶﾂﾐ ﾏｻﾙ 1952 双芸社 300.00 19cm 319p S-8

1670 786.1 ﾀ 氷河の山旅 ﾋｮｳｶﾞ ﾉ ﾔﾏﾀﾋﾞ 田中 薫 ﾀﾅｶ ｶｵﾙ 1943 朋文堂 5.30 22cm 334p S-8

1671 786.1 ﾀ 黄色いテント ｷｲﾛｲ ﾃﾝﾄ 田淵 行男 ﾀﾌﾞﾁ ﾕｷｵ 1986 実業之日本社 3800.00 21cm 377p S-8

1672 786.1 ﾁ 北八ケ岳の黒い森から ｷﾀﾔﾂｶﾞﾀｹ ﾉ ｸﾛｲ ﾓﾘ ｶﾗ 千坂 正郎 ﾁｻｶ ﾏｻﾛｳ 1988 東京新聞出版局 1500.00 20cm 237p S-8

1673 786.1 ﾌ 風雪のビヴァーク ﾌｳｾﾂ ﾉ ﾋﾞｳﾞｧｰｸ 竹越 利治編〔松濤 明〕 ﾀｹｺﾞｼ ﾄｼﾊﾙ ﾏﾂﾅﾐ ｱｷﾗ 1950 登歩渓流会 非売品 21cm 113p S-8

1674 786.1 ﾏ 山の心 ﾔﾏ ﾉ ｺｺﾛ 槙 有恒 ﾏｷ ｱﾘﾂﾈ 1974 毎日新聞社 780.00 20cm 228p S-8

1675 786.1 ﾔ 日本登山史 ﾆﾎﾝ ﾄｻﾞﾝｼ 山崎 安治 ﾔﾏｻﾞｷ ﾔｽｼﾞ 1969 白水社 1300.00 22cm 324p S-8

1676 786.1 ﾖ 山書の森へ ｻﾝｼｮ ﾉ ﾓﾘ ｴ 横山 厚夫 ﾖｺﾔﾏ ｱﾂｵ 1997 山と渓谷社 1545.00 19cm 243p S-8

1677 786.1 ｽ 山の魂 ﾔﾏ ﾉ ﾀﾏｼｲ F・S・スマイス F・S・ｽﾏｲｽ 石 一郎 1957 朋文堂 200.00 19cm 214p S-9

1678 786.1 ｾ 氷壁の履歴書 ﾋｮｳﾍｷ ﾉ ﾘﾚｷｼｮ ヴァルター・セキネル ｳﾞｧﾙﾀｰ･ｾｷﾈﾙ 鈴木 勝 1977 山と渓谷社 980.00 19cm 182p S-9

1679 786.1 ﾊ 最後の青い山 ｻｲｺﾞ ﾉ ｱｵｲ ﾔﾏ ラルフ・バーカー ﾗﾙﾌ･ﾊﾞｰｶｰ 安東 小千世 1961 二玄社 320.00 19cm 254p S-9

1680 786.1 ﾍ 登山靴とスキー ﾄｻﾞﾝｸﾞﾂ ﾄ ｽｷｰ ヘンリー・ヘーク ﾍﾝﾘｰ･ﾍｰｸ 横川 文雄 1960 朋文堂 280.00 19cm 239p S-9

1681 786.1 ﾓ 山！ ﾔﾏ ハンス・モルゲンターレル ﾊﾝｽ･ﾓﾙｹﾞﾝﾀｰﾚﾙ 荒井 道太郎 1941 朋文堂 1.20 19cm 271p S-9

1682 786.1 ｵ 山 研究と随想 ﾔﾏ ｹﾝｷｭｳ ﾄ ｽﾞｲｿｳ 大島 亮吉 ｵｵｼﾏ ﾘｮｳｷﾁ 1930 岩波書店 3.00 23cm 476,16p S-10

1683 786.1 ｻ 原野から見た山 ｹﾞﾝﾔ ｶﾗ ﾐﾀ ﾔﾏ 坂本 直行 ｻｶﾓﾄ ﾅｵﾕｷ 1957 朋文堂 680.00 24cm 162p S-10

1684 786.1 ﾌ 山に忘れたパイプ ﾔﾏ ﾆ ﾜｽﾚﾀ ﾊﾟｲﾌﾟ 藤島 敏男 ﾌｼﾞｼﾏ ﾄｼｵ 1970 茗渓堂 2500.00 23cm 567p S-10

1685 786.1 ﾌ 岩登 ｲﾜﾉﾎﾞﾘ 船田 三郎 ﾌﾅﾀﾞ ｻﾌﾞﾛｳ 1930 目黒書店 1.80 23cm 132p S-10

1686 786.1 ｱ ダウラギリ登頂 ﾀﾞｳﾗｷﾞﾘ ﾄｳﾁｮｳ マックス・アイゼリン ﾏｯｸｽ・ｱｲｾﾞﾘﾝ 横川 文雄 1963 ベースボール・マガジン社 1600.00 22cm 314p S-11

1687 786.1 ｼ 山の危険 ﾔﾏ ﾉ ｷｹﾝ シグモンデイ/パウルケ ｼｸﾞﾓﾝﾃﾞｲ/ﾊﾟｳﾙｹ 松井 博 1943 朋文堂 3.00 19cm 465p S-11

1688 786.1 ｿ そして謎は残った ｿｼﾃ ﾅｿﾞ ﾜ ﾉｺｯﾀ ヨッヘン・ヘムレブ他 ﾖｯﾍﾝ･ﾍﾑﾚﾌﾞ ﾎｶ 海津 正彦 1999 文藝春秋 1762.00 20cm 341p S-11

1689 786.1 ﾃ 大岩壁のプロフェショナル ﾀﾞｲｶﾞﾝﾍﾟｷ ﾉ ﾌﾟﾛﾌｪｼｮﾅﾙ ルネ・メゾン ﾙﾈ･ﾒｿﾞﾝ 近藤 等 1982 綜合社 1400.00 20cm 245p S-11

1690 786.1 ﾏ ジョージ・マロリー ｼﾞｮｰｼﾞ･ﾏﾛﾘｰ デイヴィド・ロバートスン ﾃﾞｲｳﾞｨﾄﾞ･ﾛﾊﾞｰﾄｽﾝ 夏川 道子 1985 三洋社 2500.00 20cm 533p S-11

1691 786.1 ﾒ 或る登攀家の生涯 ｱﾙ ﾄｳﾊﾝｶ ﾉ ｼｮｳｶﾞｲ カール・メルクル ｶｰﾙ･ﾒﾙｸﾙ 長井一男、松本重男 1943 昭和刊行会 5.40 21cm 297p S-11

1692 786.1 ﾚ モン・ブランからヒマラヤへ ﾓﾝ･ﾌﾞﾗﾝ ｶﾗ ﾋﾏﾗﾔ ｴ ガストン・レビュファ ｶﾞｽﾄﾝ･ﾚﾋﾞｭﾌｧ 近藤 等 1956 白水社 480.00 21cm 126p S-11

1693 R 786.1 ｾ 世界山岳百科事典 ｾｶｲ ｻﾝｶﾞｸ ﾋｬｯｶ ｼﾞﾃﾝ 1971 山と渓谷社 3800.00 27cm 766,253p S-12

1694 786.1 ｱ 山に描く ﾔﾏ ﾆ ｴｶﾞｸ 足立 源一郎 ｱﾀﾞﾁ ｹﾞﾝｲﾁﾛｳ 1950 古今書院 300.00 20cm 285,2p S-1

1695 786.1 ｵ 山‐紀行と随想‐ ﾔﾏ ｷｺｳ ﾄ ｽﾞｲｿｳ 大島 亮吉 ｵｵｿﾏ ﾘｮｳｷﾁ 1947 好日書房 60.00 19cm 204p S-1

1696 786.1 ｶ 単独行 ﾀﾝﾄﾞｸｺｳ 加藤 文太郎 ｶﾄｳ ﾌﾞﾝﾀﾛｳ 1941 朋文堂 1.80 cm p S-1

1697 786.1 ｶ 霧の山稜 ｷﾘ ﾉ ｻﾝﾘｮｳ 加藤 泰三 ｶﾄｳ ﾀｲｿﾞｳ 1941 朋文堂 3.80 20cm 310p S-1
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1698 786.1 ﾀ 静かなる登攀 ｼｽﾞｶﾅﾙ ﾄｳﾊﾝ 高須 茂 ﾀｶｽ ｼｹﾞﾙ 1941 朋文堂 1.30 19cm 184p S-1

1699 786.1 ﾏ アルプスと人 ｱﾙﾌﾟｽ ﾄ ﾋﾄ 松方 三郎 ﾏﾂｶﾀ ｻﾌﾞﾛｳ 1948 岡書院 220.00 19cm 220p S-1

1700 786.1 ﾔ 穂高星夜 ﾎﾀｶ ｾｲﾔ 山崎 安治 ﾔﾏｻﾞｷ ﾔｽｼﾞ 1958 朋文堂 280.00 18cm 302p S-1

1701 786.1 ﾖ 登山者 ﾄｻﾞﾝｼｬ 四谷 龍胤 ﾖﾂﾔ ﾘｮｳｽｹ 1941 朋文堂 1.80 19cm 272p S-1

1702 786.1 ﾖ 高山の美を語る ｺｳｻﾞﾝ ﾉ ﾋﾞ ｵ ｶﾀﾙ 吉田 博 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛｼ 1931 実業之日本社 1.20 19cm 204p S-1

1703 786.1 ｶ 冒険の達人 ﾎﾞｳｹﾝ ﾉ ﾀﾂｼﾞﾝ ジム・カラン ｼﾞﾑ ｶﾗﾝ 倉知 敬 2003 茗渓堂 2800.00 22cm 325p S-2

1704 786.1 ｼ 未踏の山河-シプトン自叙伝- ﾐﾄｳ ﾉ ｻﾝｶﾞ ｼﾌﾟﾄﾝ ｼﾞｼﾞｮﾃﾞﾝ エリック・シプトン ｴﾘｯｸ・ｼﾌﾟﾄﾝ 大賀二郎/倉知敬 1972 茗渓堂 1900.00 21cm 417p S-2

1705 786.1 ｼ エリック・シプトン ｴﾘｯｸ ｼﾌﾟﾄﾝ ピーター・スティール ﾋﾟｰﾀｰ･ｽﾃｨｰﾙ 倉知 敬 2000 山と渓谷社 2800.00 22cm 389,8p S-2

1706 786.1 ｳ たつた一人の山 ﾀｯﾀ ﾋﾄﾘ ﾉ ﾔﾏ 浦松 佐美太郎 ｳﾗﾏﾂ ｻﾐﾀﾛｳ 1941 文藝春秋新社 1.80 19cm 301p S-2
1707 786.1 ﾖ 山へ-わが登高記‐ ﾔﾏ ｴ ﾜｶﾞ ﾄｳｺｳｷ 吉沢 一郎 ﾖｼｻﾞﾜ ｲﾁﾛｳ 1980 文藝春秋 1600.00 20cm 326p S-2

1708 786.1 ﾖ 北の山・南の山 ｷﾀ ﾉ ﾔﾏ ﾐﾅﾐ ﾉ ﾔﾏ 吉沢 一郎 ﾖｼｻﾞﾜ ｲﾁﾛｳ 1942 三省堂 3.80 19cm 495p S-2

1709 786.1 ﾌ をちこちの山 ｵﾁｺﾁ ﾉ ﾔﾏ 深田 久弥 ﾌｶﾀﾞ ｷｭｳﾔ 1952 山と渓谷社 200.00 19cm 227p S-2

1710 786.1 ﾌ わが山々 ﾜｶﾞ ﾔﾏﾔﾏ 深田 久弥 ﾌｶﾀﾞ ｷｭｳﾔ 1948 東峰書房 150.00 18cm 237p S-2

1711 786.1 ﾌ 山さまざま ﾔﾏ ｻﾏｻﾞﾏ 深田 久弥 ﾌｶﾀﾞ ｷｭｳﾔ 1959 東西五月社 300.00 19cm 254p S-2

1712 786.1 ﾌ わが愛する山々 ﾜｶﾞ ｱｲｽﾙ ﾔﾏﾔﾏ 深田 久弥 ﾌｶﾀﾞ ｷｭｳﾔ 1961 新潮社 320.00 20cm 283p S-2

1713 786.1 ﾌ 山の幸 ﾔﾏ ﾉ ｻﾁ 深田 久弥 ﾌｶﾀﾞ ｷｭｳﾔ 1941 青木書店 3.00 21cm 325p S-2

1714 786.1 ﾌ 山頂山麓 ｻﾝﾁｮｳ ｻﾝﾛｸ 深田 久弥 ﾌｶﾀﾞ ｷｭｳﾔ 1942 青木書店 3.00 22cm 311p S-2

1715 786.1 ｸ 山と人と ﾔﾏ ﾄ ﾋﾄ ﾄ 久保 孝一郎 ｸﾎﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ 1995 久保 孝一郎 頒価不明 21cm 158p S-3

1716 786.1 ﾅ 一期一会の山、人、本 ｲﾁｺﾞ ｲﾁｴ ﾉ ﾔﾏ ﾋﾄ ﾎﾝ 中島 寛 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛｼ 1999 中島 昭子 頒価不明 22cm 438p S-3

1717 786.1 ﾓ 遠い山 近い山 ﾄｵｲ ﾔﾏ ﾁｶｲ ﾔﾏ 望月 達夫 ﾓﾁｽﾞｷ ﾀﾂｵ 1968 技報堂 960.00 20cm 303p S-3

1718 786.1 ﾓ 忘れえぬ山の人びと ﾜｽﾚｴﾇ ﾔﾏ ﾉ ﾋﾄﾋﾞﾄ 望月 達夫 ﾓﾁｽﾞｷ ﾀﾂｵ 1989 茗渓堂 1900.00 22cm 205p S-3

1719 786.3 ﾓ キャムピング ｷｬﾑﾋﾟﾝｸﾞ 茂木 慎雄 ﾓﾃｷﾞ ｼｽﾞｵ 1928 アルス 1.00 19m 4,4,174p S-16

1720 818 ｻ 山岳語彙採集帖 ｻﾝｶﾞｸ ｺﾞｲ ｻｲｼｭｳﾁｮｳ 日本山岳会 ﾆﾎﾝ ｻﾝｶﾞｸｶｲ 1936 日本山岳会 非売品 23cm 44p S-16

1721 910.2 ﾀ 日本百名山と深田久弥 ﾆﾎﾝ ﾋｬｸﾒｲｻﾞﾝ ﾄ ﾌｶﾀﾞ ｷｭｳﾔ 高辻 謙輔 ﾀｶﾂｼﾞ ｹﾝｽｹ 2004 白山書房 1600.00 19cm 272,5p S-2

1722 911.1 ｺ 心の花‐39－4 ｺｺﾛ ﾉ ﾊﾅ　39－4 竹柏会 ﾁｸﾊｸｶｲ 1935 竹柏会出版部 0.50 22cm 129,22p S-8

1723 911.5 ｵ 太田可夫詩集 ｵｵﾀ ﾖｼｵ ｼｼｭｳ 太田 可夫 ｵｵﾀ ﾖｼｵ 1967 頒価不明 15×21cm 106p S-3

1724 913.6 ﾁ 山の仲間 千坂正郎短篇集 ﾔﾏ ﾉ ﾅｶﾏ ﾁｻｶ ﾏｻﾛｳ ﾀﾝﾍﾟﾝｼｭｳ 千坂 正郎 ﾁｻｶ ﾏｻﾛｳ 1939 朋文堂 1.20 18cm 260p S-1

1725 913.6 ﾔ 霧の山 ｷﾘ ﾉ ﾔﾏ 安川 茂雄 ﾔｽｶﾜ ｼｹﾞｵ 1957 朋文堂 280.00 19cm 303p S-1

1726 914.5 ｽ 北越雪譜‐岩波クラシックス ﾎｸｴﾂ ｾｯﾌﾟ‐ｲﾜﾅﾐｸﾗｼｯｸｽ 鈴木 牧之編 ｽｽﾞｷ ﾎﾞｸｼﾍﾝ 1983 岩波書店 1600.00 20cm 348p S-16

1727 914.6 ﾖ 1 山麓亭百話　上 ｻﾝﾛｸﾃｲ　ﾋｬｸﾜ 横山 厚夫 ﾖｺﾔﾏ ｱﾂｵ 1999 白山書房 1400.00 19cm 189p S-8

1728 914.6 ﾖ 2 山麓亭百話　中 ｻﾝﾛｸﾃｲ　ﾋｬｸﾜ 横山 厚夫 ﾖｺﾔﾏ ｱﾂｵ 2000 白山書房 1400.00 19cm 209p S-8

1729 914.6 ﾖ 3 山麓亭百話　十 ｻﾝﾛｸﾃｲ　ﾋｬｸﾜ 横山 厚夫 ﾖｺﾔﾏ ｱﾂｵ 1999 白山書房 1400.00 19cm 199p S-8

1730 914.6 ｻ 山 原野 牧場 ﾔﾏ ｹﾞﾝﾔ ﾎﾞｸｼﾞｮｳ 坂本 直行 ｻｶﾓﾄ ﾅｵﾕｷ 1959 朋文堂 280.00 18cm 196p S-1

1731 915.6 ﾁ 山水往来 ｻﾝｽｲ ｵｳﾗｲ 遅塚 麗水 ﾁｽﾞｶ ﾚｲｽｲ 1910 良明堂書店 0.70 19cm 224p S-16

1732 915.6 ﾌ 瀟洒なる自然 ｼｮｳｼｬ ﾅﾙ ｼｾﾞﾝ 深田 久弥 ﾌｶﾀﾞ ｷｭｳﾔ 1967 新潮社 450.00 20cm 220p S-2

1733 936 ｼ 死のクレバス‐アンデス氷壁の遭難 ｼ ﾉ ｸﾚﾊﾞｽ ｱﾝﾃﾞｽ ﾋｮｳﾍｷ ﾉ ｿｳﾅﾝ ジョー・シンプソン ｼﾞｮｰ・ｼﾝﾌﾟｿﾝ 中村 輝子 1991 岩波書店 1942.00 19cm 279p S-9

1734 953.7 ｼ 山と風と太陽と泉 ﾔﾏ ﾄ ｶｾﾞ ﾄ ﾀｲﾖｳ ﾄ ｲｽﾞﾐ アンドレ・シヤンソン ｱﾝﾄﾞﾚ･ｼﾔﾝｿﾝ 堀口 大學 1936 第一書房 1.20 18cm 246p S-9

1735 953.7 ﾌ 青春の氷河 ｾｲｼｭﾝ ﾉ ﾋｮｳｶﾞ フリゾン・ロッシュ ﾌﾘｿﾞﾝ･ﾛｯｼｭ 近藤 等 1956 三笠書房 300.00 20cm 280p S-9

1736 R 290.3 ｺ 国立国会図書館所蔵深田久彌旧蔵書目録 ｺｸﾘﾂ ｺｯｶｲ ﾄｼｮｶﾝ ｼｮｿﾞｳ ﾌｶﾀﾞ ｷｭｳﾔ ｷｭｳｿﾞｳｼｮﾓｸﾛｸ 国立国会図書館編集 ｺｸﾘﾂ ｺｯｶｲ ﾄｼｮｶﾝ 1976 丸善 800.00 26cm 95p S-10

1737 R 291 ﾁ 地誌目録・内務省地理局 ﾁｼ ﾓｸﾛｸ ﾅｲﾑｼｮｳ ﾁﾘｷｮｸ 内田 元夫 ｳﾁﾀﾞ ﾓﾄｵ 1935 大岡山書店 2.50 22cm 202p O-３ 初

1738 R 650 ﾘ 1923 林業年鑑１９２３ ﾘﾝｷﾞｮｳ ﾈﾝｶﾝ 1923 新山 清編 ﾆｲﾔﾏ ｷﾖｼ 1923 山梨県山林会 非売品 23cm 93p O-7
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