
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 備考
1 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

2 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

3 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

4 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・三省堂編修所編 ﾄｸﾋｻ ﾀﾏｵ ｻﾝｾｲﾄﾞｳ ﾍﾝｼｭｳｼﾞｮ 1979 三省堂 2,200.0 19cm 558,51p T－４１ 修訂版

5 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

6 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
7 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

8 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

9 R 468.5 ﾀ 季節の事典 ｷｾﾂ ﾉ ｼﾞﾃﾝ 大後 美保 ﾀﾞｲｺﾞ ﾖｼﾔｽ 1974 東京堂 1,800.0 19cm 307p Ｔ－９
10 R 470.3 ﾏ 牧野日本植物図鑑 増補版訂正版 ﾏｷﾉ ﾆﾎﾝ ｼｮｸﾌﾞﾂ ｽﾞｶﾝ ｿﾞｳﾎﾊﾞﾝ ﾃｲｾｲﾊﾞﾝ 牧野 富太郎 ﾏｷﾉ ﾄﾐﾀﾛｳ 1956 北隆館 2800.00 22cm 1冊 Ｍ－３５

11 R 470.3 ｲ 1 草木図説 木部 上 ｿｳﾓｸ ｽﾞｾﾂ ﾓｸﾌﾞ 飯沼 慾斎・北村 四郎編註 ｲｲﾇﾏ ﾖｸｻｲ ｷﾀﾑﾗ ｼﾛｳ 1977 保育社 8,000.0 27cm 582p Ｔ－２０

12 R 470.3 ｲ 2 草木図説 木部 下 ｿｳﾓｸ ｽﾞｾﾂ ﾓｸﾌﾞ 飯沼 慾斎・北村 四郎編註 ｲｲﾇﾏ ﾖｸｻｲ ｷﾀﾑﾗ ｼﾛｳ 1977 保育社 7,000.0 27cm p590~1,114 Ｔ－２０

13 R 470.3 ﾏ 牧野新日本植物図鑑 ﾏｷﾉ ｼﾝ ﾆﾎﾝ ｼｮｸﾌﾞﾂ ｽﾞｶﾝ 牧野 富太郎 ﾏｷﾉ ﾄﾐﾀﾛｳ 1972 北隆館 5,500.0 27cm 1060,77p T－２２

14 Ｒ 470.3 ﾓ 1972 秋田県植物目録１９７２ ｱｷﾀｹﾝ ｼｮｸﾌﾞﾂ ﾓｸﾛｸ 望月 陸夫 ﾘｸｵ　ﾑﾂｵ 1972 北陸植物の会 頒価不明 26cm 60p T－２９

15 Ｒ 470.3 ｻ 1972 相模湖ピクニックランド植物目録１９７２ ｻｶﾞﾐｺ ﾋﾟｸﾆｯｸ ﾗﾝﾄﾞ ｼｮｸﾌﾞﾂ ﾓｸﾛｸ 相模湖ピクニックランド ｻｶﾞﾐｺ ﾋﾟｸﾆｯｸﾗﾝﾄﾞ 1972 相模湖ピクニックランド 頒価不明 26cm 60p T－２９

16 Ｒ 470.3 ｽ 図説 草木辞苑 ｽﾞｾﾂ ｿｳﾓｸ ｼﾞｴﾝ 木村 陽二郎 ｷﾑﾗ ﾖｳｼﾞﾛｳ 1990 柏書房 18,000.0 27cm 570p T－２９

17 Ｒ 470.3 ﾃ 寺崎 日本植物図譜 平凡社版 ﾃﾗｻｷ ﾆﾎﾝ ｼｮｸﾌﾞﾂ ｽﾞﾌ ﾍｲﾎﾞﾝｼｬﾊﾞﾝ 寺崎 留吉図・奥山 春季編 ﾃﾗｻｷ ﾄﾒｷﾁ ｵｸﾔﾏ ｼｭﾝｷ 1977 平凡社 8,000.0 27cm 1165p T－２９

18 Ｒ 470.3 ﾎ 1 北海道植物教材図鑑 野の花 ﾎｯｶｲﾄﾞｳ ｼｮｸﾌﾞﾂ ｷｮｳｻﾞｲ ｽﾞｶﾝ ﾉ ﾉ ﾊﾅ 谷口  弘一ほか ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾛｶｽﾞ 1977 北海道新聞社 1,800.0 19cm 285p T－３０

19 Ｒ 470.3 ﾎ 2 北海道植物教材図鑑 続・野の花 ﾎｯｶｲﾄﾞｳ ｼｮｸﾌﾞﾂ ｷｮｳｻﾞｲ ｽﾞｶﾝ ｿﾞｸ ﾉ ﾉ ﾊﾅ 谷口  弘一ほか ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾛｶｽﾞ 1979 北海道新聞社 1,800.0 19cm 301p T－３０

20 R 470.3 ﾅ 京都の野草図鑑 ｷｮｳﾄ ﾉ ﾔｿｳ ｽﾞｶﾝ 永井 かな監修 ﾅｶﾞｲ ｶﾅ 1985 京都新聞社 2,500.0 19cm 316p T－３７

21 R 470.3 ｻ 山草事典 ４００種の解説と栽培法 ｻﾝｿｳ ｼﾞﾃﾝ ﾖﾝﾋｬｸｼｭ ﾉ ｶｲｾﾂ ﾄ ｻｲﾊﾞｲﾎｳ 月刊さつき研究社 ｹﾞｯｶﾝ ｻﾂｷ ｹﾝｷｭｳｼｬ 1980 月刊さつき研究社 2,000.0 19cm 416,35p T－３５

22 Ｒ 470.3 ﾏ 植物学名事典 ｼｮｸﾌﾞﾂ ｶﾞｸﾒｲ ｼﾞﾃﾝ 牧野 富太郎・清水 藤太郎 ﾏｷﾉ ﾄﾐﾀﾛｳ ｼﾐｽﾞ ﾄｳﾀﾛｳ 1977 第一書房 4,000.0 19cm 302p Ｔ－３３ 復刻

23 Ｒ 470.3 ﾋ ミニ雑草図鑑 雑草の見分けかた ﾐﾆ ｻﾞｯｿｳ ｽﾞｶﾝ ｻﾞｯｿｳ ﾉ ﾐﾜｹｶﾀ 廣田 伸七編著 ﾋﾛﾀ ｼﾝｼﾁ 1997 全国農村教育協会 2,200.0 21cm 190p T－３１

24 Ｒ 470.3 ｹ 1 原色日本植物図鑑 上 草本編１ 合弁花類 ｹﾞﾝｼｮｸ ﾆﾎﾝ　ｼｮｸﾌﾞﾂ ｽﾞｶﾝ ｿｳﾎﾝﾍﾝ ｺﾞｳﾍﾞﾝｶﾙｲ 北村 四郎ほか著 ｷﾀﾑﾗ ｼﾛｳ 1985 保育社 3,200.0 22cm 6,297p Ｔ－３９

25 Ｒ 470.3 ｹ 2 原色日本植物図鑑 中 草本編２ 離弁花類 ｹﾞﾝｼｮｸ ﾆﾎﾝ　ｼｮｸﾌﾞﾂ ｽﾞｶﾝ ｿｳﾎﾝﾍﾝ ﾘﾍﾞﾝｶﾙｲ 北村 四郎、村田 源共著 ｷﾀﾑﾗ ｼﾛｳ ﾑﾗﾀ ｹﾞﾝ 1974 保育社 3,400.0 22cm 390p Ｔ－３９

26 Ｒ 470.3 ｹ 3 原色日本植物図鑑 下 草本編３ 単子葉類 ｹﾞﾝｼｮｸ ﾆﾎﾝ　ｼｮｸﾌﾞﾂ ｽﾞｶﾝ ｿｳﾎﾝﾍﾝ ﾀﾝｼﾖｳﾙｲ 北村 四郎ほか著 ｷﾀﾑﾗ ｼﾛｳ 1974 保育社 3,800.0 22cm 464p Ｔ－３９

27 Ｒ 470.3 ﾆ 日本の野生植物 木本 フィールド版 ﾆﾎﾝ ﾉ ﾔｾｲ ｼｮｸﾌﾞﾂ ﾓｸﾎﾝ ﾌｨｰﾙﾄﾞﾊﾞﾝ 佐竹 義輔ほか編 ｻﾀｹ ﾖｼｽｹ 1993 平凡社 6,800.0 19cm 219p T－３３

28 Ｒ 471.7 ｵ 原色日本帰化植物図鑑 ｹﾞﾝｼｮｸ ﾆﾎﾝ ｷｶ ｼｮｸﾌﾞﾂ ｽﾞｶﾝ 長田 武正 ｵｻﾀﾞ ﾀｹﾏｻ 1976 保育社 3,800.0 22cm 16,425p Ｔ－３９
29 R 472.1 ｺ 日本高山植物図説 ﾆﾎﾝ ｺｳｻﾞﾝ ｼｮｸﾌﾞﾂ ｽﾞｾﾂ 河野 齢蔵 ｺｳﾉ ﾚｲｿﾞｳ 1931 朋文堂 5.00 23cm 1冊 Ｍ－３５

30 Ｒ 479.8 ｲ 日本のスミレ（山渓ハンディ図鑑６） ﾆﾎﾝ ﾉ ｽﾐﾚ ﾔﾏｹｲ ﾊﾝﾃﾞｨ ｽﾞｶﾝ6 いがり まさし写真・解説 ｲｶﾞﾘ ﾏｻｼ 1996 山と渓谷社 2,000.0 21cm 247p Ｔ－３４

31 Ｒ 480.3 ｶ 学術用語集 植物学編 ｶﾞｸｼﾞｭﾂ ﾖｳｺﾞｼｭｳ ｼｮｸﾌﾞﾂｶﾞｸﾍﾝ 文部省・日本植物学会編 ﾓﾝﾌﾞｼｮｳ ﾆﾎﾝ ｼｮｸﾌﾞﾂ ｶﾞｯｶｲ 1995 丸善 2,780.0 19cm 684p Ｔ－３４

32 R 486 ｶ 昆虫探検（エクスプローラー）図鑑１６００ ｺﾝﾁｭｳ ﾀﾝｹﾝ ｽﾞｶﾝ,ｺﾝﾁｭｳ ｴｸｽﾌﾟﾛｰﾗｰ ｽﾞｶﾝ ｾﾝﾛｯﾋﾟｬｸ 川邊 透 ｶﾜﾍﾞ ﾄｵﾙ 2020 全国農村教育協会 3700.00 26cm 367p、附録ポスター付2枚 カウンター 新版

33 R 486.8 ﾆ 日本のチョウ　増補改訂版 ﾆﾎﾝ ﾉ ﾁｮｳ　 日本チョウ類保全協会編 ﾆﾎﾝ ﾁｮｳﾙｲ ﾎｾﾞﾝ ｷｮｳｶｲ 2019 誠文堂新光社 1800.00 20cm 343p カウンター

34 R 617 ｷ ハーブの事典 ﾊｰﾌﾞ ﾉ ｼﾞﾃﾝ 北野 佐久子 ｷﾀﾉ ｻｸｺ 1988 東京堂 1,900.0 22cm 224p T－３８
35 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

36 Ｒ 653.2 ﾔ 原色樹木検索図鑑 ｹﾞﾝｼｮｸ ｼﾞｭﾓｸ ｹﾝｻｸ ｽﾞｶﾝ 矢野 佐・石戸 忠 ﾔﾉ ﾀｽｸ ｲｼﾄﾞ ﾀﾀﾞｼ 1973 北隆館 3,500.0 22cm 10,92,211p Ｔ－３９

37 R 653.2 ﾋ 検索入門 冬の樹木 ｹﾝｻｸ ﾆｭｳﾓﾝ ﾌﾕ ﾉ ｼﾞｭﾓｸ 平野 弘二 ﾋﾗﾉ ｺｳｼﾞ 1998 保育社 1,600.0 19cm 207p T－４７
38 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

39 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

40 Ｒ 786.1 ｾ 世界山岳百科事典 岩間　正夫 山と渓谷社 ﾔﾏ ﾄ ｹｲｺｸｼｬ 1971 山と渓谷社 3,800.00 27cm 766,253p O-１７

41 Ｒ 786.1 ｶ 岳人事典 ｶﾞｸｼﾞﾝ ｼﾞﾃﾝ 岳人編集部編 ｶﾞｸｼﾞﾝ ﾍﾝｼｭｳﾌﾞ 1983 東京新聞出版局 5,000.0 22cm 461p T－４８

42 Ｒ 786.1 ﾔ 山を読む事典 ﾔﾏ ｵ ﾖﾑ ｼﾞﾃﾝ 徳久 球雄編 ﾄｸﾋｻ ﾀﾏｵ 1981 東京堂出版 3,800.0 19cm 380p T－４８
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43 Ｒ 911.1 ﾊ 1 植物短歌辞典 正編 ｼｮｸﾌﾞﾂ ﾀﾝｶ ｼﾞﾃﾝ ｾｲﾍﾝ 針ヶ谷 鐘吉 ﾊﾘｶﾞﾔ ｼｮｳｷﾁ 1975 加島書店 1,200.0 19cm 524,14p Ｔ－３４

44 Ｒ 911.1 ﾊ 2 植物短歌辞典 続編 ｼｮｸﾌﾞﾂ ﾀﾝｶ ｼﾞﾃﾝ ｿﾞｸﾍﾝ 針ヶ谷 鐘吉 ﾊﾘｶﾞﾔ ｼｮｳｷﾁ 1975 加島書店 1,200.0 19cm 379,61p Ｔ－３４
45 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

46 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

47 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

48 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 「山と高原」4月号附録

49 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 「山と高原」5月号附録

50 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

51 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

52 KR 443 ﾎ 星・星座（学研の図鑑LIVE2） ﾎｼ ｾｲｻﾞ  ｶﾞｯｹﾝ ﾉ ｽﾞｶﾝ ﾗｲﾌﾞ 藤井 旭監修・執筆 ﾌｼﾞｲ ｱｷﾗ 2018 学研プラス 2200.00 29cm 215p キッズ

53 KR 460 ｼ 飼育・栽培（学研の図鑑LIVE POCKET) ｼｲｸ ｻｲﾊﾞｲ ｶﾞｯｹﾝ ﾉ ｽﾞｶﾝ ﾗｲﾌﾞ ﾎﾟｹｯﾄ 土屋　徹編集 ﾂﾁﾔ ﾄｵﾙ 2020 学研プラス 980.00 19cm 208p キッズ

54 KＲ 470 ｼ 植物（小学館の図鑑ＮＥＯ 新版２） ｼｮｸﾌﾞﾂ 門田裕一他監修 ｶﾄﾞﾀ ﾕｳｲﾁ 2018 小学館 2000.00 29cm 207p キッズ DVD付（75分）

55 KR 486 ｺ 昆虫（学研の図鑑LIVE1） ｺﾝﾁｭｳ ｶﾞｯｹﾝ ﾉ ｽﾞｶﾝ ﾗｲﾌﾞ 岡島 秀治監修 ｵｶｼﾞﾏ ｼｭｳｼﾞ 2020 学研プラス 2000.00 29cm 271p キッズ

56 KＲ 487 ｻ 魚（小学館の図鑑ＮＥＯ 新版４） ｻｶﾅ 井田齊他監修 ｲﾀﾞ ﾋﾄｼ 2019 小学館 2000.00 29cm 207p キッズ DVD付（70分）

57 KＲ 488 ﾄ 鳥（小学館の図鑑ＮＥＯ 新版８） ﾄﾘ 上田恵介他監修 ｳｴﾀﾞ ｹｲｽｹ 2019 小学館 2000.00 29cm 207p キッズ DVD付（75分）

58 KＲ 488 ｷ 危険生物（小学館の図鑑ＮＥＯ２１） ｷｹﾝ ｾｲﾌﾞﾂ 塩見一雄他指導 ｼｵﾐ ｶｽﾞｵ 2018 小学館 2000.00 29cm 191p キッズ DVD付（60分）

59 K 291.5 ｻ 富士山-講談社カラー科学大図鑑- ﾌｼﾞｻﾝ ｺｳﾀﾞﾝｼｬ ｺｳﾀﾞﾝｼｬ ｶﾗｰ ｶｶﾞｸ ﾀﾞｲｽﾞｶﾝ 佐島 群巳 ｻｼﾞﾏ ﾄﾓﾐ 1981 講談社 790.0 25cm 55p T－１９

60 K 366 ｷ 18 キャリア教育に活きる！仕事ファイル１８ 山の仕事 ｷｬﾘｱ ｷｮｳｲｸ ﾆ ｲｷﾙ ｼｺﾞﾄ ﾌｧｲﾙ ｼﾞｭｳﾊﾁ ﾔﾏ ﾉ ｼｺﾞﾄ 小峰書店編集部編 ｺﾐﾈｼｮﾃﾝﾍﾝｼｭｳﾌﾞ 2019 小峰書店 1800.00 29cm 44p キッズ

61 K 408 ﾃ 4 手のひら図鑑 昆虫 ﾃﾉﾋﾗ ｽﾞｶﾝ ｺﾝﾁｭｳ 伊藤 伸子 ｲﾄｳ ﾉﾌﾞｺ 2016 化学同人 1300.00 18cm 158p キッズ

62 K 443 ﾉ 写真で見る星と伝説 春と夏の星 ｼｬｼﾝ ﾃﾞ ﾐﾙ ﾎｼ ﾄ ﾃﾞﾝｾﾂ ﾊﾙ ﾄ ﾅﾂ ﾉ ﾎｼ 野尻 抱影・文 八板 康麿・写真 ﾉｼﾞﾘ ﾎｳｴｲ ﾔｲﾀ ﾔｽﾏﾛ 2018 偕成社 1600.00 25cm 127p キッズ

63 K 443 ﾉ 写真で見る星と伝説 秋と冬の星 ｼｬｼﾝ ﾃﾞ ﾐﾙ ﾎｼ ﾄ ﾃﾞﾝｾﾂ ｱｷ ﾄ ﾌﾕ ﾉ ﾎｼ 野尻 抱影・文 八板 康麿・写真 ﾉｼﾞﾘ ﾎｳｴｲ ﾔｲﾀ ﾔｽﾏﾛ 2017 偕成社 1600.00 25cm 127p キッズ
64 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

65 K 452 ﾆ 富士川をさぐる 河川のいとなみ ﾌｼﾞｶﾜ ｵ ｻｸﾞﾙ ｶｾﾝ ﾉ ｲﾄﾅﾐ 西宮 克彦 ﾆｼﾐﾔ ｶﾂﾋｺ 1978 大日本図書 880.0 22cm 130p キッズ

66 K 460 ｽ 海辺の生物（自然観察と生態シリーズ８） ｳﾐﾍﾞ ﾉ ｾｲﾌﾞﾂ ｼｾﾞﾝ ｶﾝｻﾂ ﾄ ｾｲﾀｲ ｼﾘｰｽﾞ8 菅野 徹 ｽｶﾞﾉ ﾄｵﾙ 　 1976 小学館 780.0 21cm 190p キッズ

67 K 462.1 ｶ 鹿児島市の自然 ｶｺﾞｼﾏｼ ﾉ ｼｾﾞﾝ 鹿児島市建設局・鹿児島市教育委員会編集 ｶｺﾞｼﾏｼ ｹﾝｾﾂｷｮｸ ｶｺﾞｼﾏｼ ｷｮｳｲｸ ｲｲﾝｶｲ 1977 鹿児島市 非売品 26cm 61p キッズ

68 K 470 ﾏ 野の植物（自然観察と生態シリーズ３） ﾉ ﾉ ｼｮｸﾌﾞﾂ ｼｾﾞﾝ ｶﾝｻﾂ ﾄ ｾｲﾀｲ ｼﾘｰｽﾞ3 牧野 晩成 ﾏｷﾉ ﾊﾞﾝｾｲ 1976 小学館 780.0 21cm 190p キッズ

69 K 470 ﾏ 山の植物（自然観察と生態シリーズ４） ﾔﾏ ﾉ ｼｮｸﾌﾞﾂ ｼｾﾞﾝ ｶﾝｻﾂ ﾄ ｾｲﾀｲ ｼﾘｰｽﾞ4 牧野 晩成 ﾏｷﾉ ﾊﾞﾝｾｲ 1977 小学館 780.0 21cm 190p キッズ

70 K 471 ﾏ 高山・海岸の植物（自然観察と生態シリーズ５） ｺｳｻﾞﾝ ｶｲｶﾞﾝ ﾉ ｼｮｸﾌﾞﾂ ｼｾﾞﾝ  ｶﾝｻﾂ ﾄ ｾｲﾀｲ ｼﾘｰｽﾞ5 牧野 晩成 ﾏｷﾉ ﾊﾞﾝｾｲ 1978 小学館 780.0 21cm 190p キッズ

71 Ｋ 472.1 ｲ 富士山の植物（自然観察シリーズ１４生態編） ﾌｼﾞｻﾝ ﾉ ｼｮｸﾌﾞﾂ ｼｾﾞﾝ ｶﾝｻﾂ ｼﾘｰｽﾞ 14 ｾｲﾀｲﾍﾝ 井上 浩 ｲﾉｳｴ ﾋﾛｼ 1982 小学館 980.0 21cm 158p T－４１

72 Ｋ 472.1 ｼ 植物たちの富士登山 植物の研究 ｼｮｸﾌﾞﾂﾀﾁ ﾉ ﾌｼﾞ ﾄｻﾞﾝ ｼｮｸﾌﾞﾂ ﾉ ｹﾝｷｭｳ 清水 清 文・写真 ｼﾐｽﾞ ｷﾖｼ 1987 あかね書房 1,200.0 25cm 62p キッズ

73 Ｋ 479 ｵ ブナの森の四季（写真絵本） ﾌﾞﾅ ﾉ ﾓﾘ ﾉ ｼｷ ｼｬｼﾝ ｴﾎﾝ 太田 威 ｵｵﾀ ﾀｹｼ 1983 新日本出版 840.0 27cm 31p キッズ

74 K 486 ﾊ ハチの進化をたどる 富士山と気象観測-ラボ土曜講座１- ﾊﾁ ﾉ ｼﾝｶ ｵ ﾀﾄﾞﾙ ﾌｼﾞｻﾝ ﾄ ｷｼｮｳ ｶﾝｿｸ 岩田 久二雄・藤村 郁雄 ｲﾜﾀ ｸﾆｵ ﾌｼﾞﾑﾗ ｲｸｵ 1978 ラボ国際交流センター 1,200.0 22cm 216p キッズ

75 K 487 ﾘ 両生類・はちゅう類（小学館の図鑑ＮＥＯ 新版６） ﾘｮｳｾｲﾙｲ ﾊﾁｭｳﾙｲ 松井正文他監修 ﾏﾂｲ ﾏｻﾌﾐ 2019 小学館 2000.00 29cm 183p キッズ DVD付（110分）

76 K 488 ﾋ 森に生きる鳥 ヤマガラのくらし ﾓﾘ ﾆ ｲｷﾙ ﾄﾘ ﾔﾏｶﾞﾗ ﾉ ｸﾗｼ 樋口 広芳 ﾋｸﾞﾁ ﾋﾛﾖｼ 1976 小峰書店 1,300.0 27cm 75p キッズ

77 K 488 ﾀ 日本の野鳥（自然観察と生態シリーズ７） ﾆﾎﾝ ﾉ ﾔﾁｮｳ ｼｾﾞﾝ ｶﾝｻﾂ ﾄ ｾｲﾀｲ ｼﾘｰｽﾞ7 高野 伸二 ﾀｶﾉ ｼﾝｼﾞ 1976 小学館 780.0 21cm 190p キッズ

78 K 488 ｸ ライチョウを絶滅から救え ﾗｲﾁｮｳ ｵ ｾﾞﾂﾒﾂ ｶﾗ ｽｸｴ 国松 俊英 ｸﾆﾏﾂ ﾄｼﾋﾃﾞ 2018 小峰書店 1500.00 20cm 175p キッズ
79 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

80 K 590 ｵ 生活図鑑 ｾｲｶﾂ ｽﾞｶﾝ おち とよこ文 ｵﾁ ﾄﾖｺ ﾌﾞﾝ 1997 福音館書店 1600.00 19cm 382p キッズ

81 K 620 ｼ 植物の育て方（旺文社学習図鑑 携帯版） ｼｮｸﾌﾞﾂ ﾉ ｿﾀﾞﾃｶﾀ ｵｳﾌﾞﾝｼｬ ｶﾞｸｼｭｳ ｽﾞｶﾝ ｹｲﾀｲﾊﾞﾝ 岡田 正順監修 ｵｶﾀﾞ ﾏｻﾂｸﾞ 1978 旺文社 530.0 19cm 167p T－３７

82 K 653 ﾐ 1 花と実の図鑑 １春に花が咲く木 発芽から花・実・たねまで ﾊﾅ ﾄ ﾐ ﾉ ｽﾞｶﾝ 1 ﾊﾙ ﾆ ﾊﾅ ｶﾞ ｻｸ ｷ ﾊﾂｶﾞ ｶﾗ ﾊﾅ ﾐ ﾀﾈ ﾏﾃﾞ 三原 道弘/文 ﾐﾊﾗ ﾐﾁﾋﾛ 1990 偕成社 2,200.0 29cm 40p キッズ

83 K 653 ﾐ 2 花と実の図鑑 ２ 夏・秋・冬に花が咲く木 発芽から花・実・種まで ﾊﾅ ﾄ ﾐ ﾉ ｽﾞｶﾝ 2 ﾅﾂ ｱｷ ﾌﾕ ﾆ ﾊﾅ ｶﾞ ｻｸ ｷ ﾊﾂｶﾞ ｶﾗ ﾊﾅ ﾐ ﾀﾈ ﾏﾃﾞ 三原 道弘/文 ﾐﾊﾗ ﾐﾁﾋﾛ 1990 偕成社 2,200.0 29cm 40p キッズ

84 K 759 ｷ 工作図鑑 ｺｳｻｸ ｽﾞｶﾝ 木内 勝 ｷｳﾁ ｶﾂ 2020 福音館書店 1600.00 19cm 382p キッズ

85 K 786 ﾎ ぼうけん図鑑 ﾎﾞｳｹﾝ ｽﾞｶﾝ ホールアース自然学校監修 ﾎｰﾙｱｰｽｼｾﾞﾝｶﾞｯｺｳ 2013 小学館 2000.00 29cm 127p キッズ
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86 K 786 ｻ 冒険図鑑 ﾎﾞｳｹﾝ ｽﾞｶﾝ さとうち 藍 ｻﾄｳﾁ ｱｲ 1985 福音館書店 1600.00 19cm 381p キッズ
87 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

88 Ｋ 911 ﾏ 1 植物のうた（まど みちお詩集１） ｼｮｸﾌﾞﾂ ﾉ ｳﾀ ﾏﾄﾞ ﾐﾁｵ ｼｼｭｳ 1 まど みちお ﾏﾄﾞ ﾐﾁｵ 1975 銀河社 750.0 22cm 64p T－３８
89 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

90 Ｋ Ｅ ﾊ 花のメルヘン 花と童話の世界 ﾊﾅ ﾉ ﾒﾙﾍﾝ ﾊﾅ ﾄ ﾄﾞｳﾜ ﾉ ｾｶｲ 日本花の会 ﾆﾎﾝ ﾊﾅ ﾉ ｶｲ 　 〔1979〕 日本花の会 980.0 25×26ｃｍ 1冊 キッズ

91 K Ｅ ｻ エマおばあちゃん、山をいく ｴﾏ ｵﾊﾞｱﾁｬﾝ ﾔﾏ ｵ ｲｸ ジェニファー・サームズ ｼﾞｪﾆﾌｧｰ･ｻｰﾑｽﾞ まつむら ゆみこ 2019 廣済堂あかつき 1800.00 29cm １冊 キッズ

92 K E ﾌ 富士山にのぼる 増補版 ﾌｼﾞｻﾝ　ﾆ  ﾉﾎﾞﾙ アリス館 ｱﾘｽｶﾝ　 2021 アリス館 1400.00 22×27cm 1冊 キッズ 増補版

93 K E ｼ シェルパのポルパ 冬中夏草とおおきなヤク シェルパ ﾉ ﾎﾟﾙﾊﾟ ﾄｳﾁｭｳｶｿｳ ﾄ ｵｵｷﾅ ﾔｸ 石川 直樹/文、梨木 羊/絵 ｲｼｶﾜ ﾅｵｷ ﾅｼｷ ﾖｳ 2020 岩波書店 1800.00 31cm 32p キッズ

94 K E ｼ シェルパのポルパ 火星の山にのぼる シェルパ ﾉ ﾎﾟﾙﾊﾟ ｶｾｲ ﾉ ﾔﾏ ﾆ ﾉﾎﾞﾙ 石川 直樹/文、梨木 羊/絵 ｲｼｶﾜ ﾅｵｷ ﾅｼｷ ﾖｳ 2022 岩波書店 1800.00 31cm 40p キッズ

95 K E ﾎ ぼくたちは みんな 旅をする ﾎﾞｸﾀﾁ ﾜ ﾐﾝﾅ ﾀﾋﾞ ｵ ｽﾙ ローラ・ノウルズ/文・クリス・マッデン/絵 ﾛｰﾗ ﾉｳﾙｽﾞ ｸﾘｽ ﾏｯﾃﾞﾝ 石川 直樹 2021 講談社 1900.00 31cm 64p キッズ
96 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 復刻

97 B 290 ｻ アーネスト・サトウの明治日本山岳記（講談社学術文庫） ｱｰﾈｽﾄ ｻﾄｳ ﾉ ﾒｲｼﾞ ﾆﾎﾝ ｻﾝｶﾞｸｷ アーネスト・メイスン・サトウ ｱｰﾈｽﾄ ﾒｲｽﾝ ｻﾄｳ 庄田 元男 2017 講談社 980.00 15cm 285p カウンター
98 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

99 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

100 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

101 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

102 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

103 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

104 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

105 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

106 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

107 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

108 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

109 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

110 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

111 Ｂ 293.4 ｳ アルプス登攀記 ｱﾙﾌﾟｽ ﾄｳﾊﾝｷ エドワード・ウィンパー ｴﾄﾞﾜｰﾄﾞ ｳｨﾝﾊﾟｰ 石 一郎 1974 旺文社 340.0 16cm 474p Ｔ－７

112 B 297.8 ｲ 極北へ（毎日文庫） ｷｮｸﾎｸ ｴ ﾏｲﾆﾁ ﾌﾞﾝｺ 石川 直樹 ｲｼｶﾜ ﾅｵｷ 2021 毎日新聞出版 800.00 15cm 219p カウンター

113 B 470 ﾏ 路傍の草花 ﾛﾎﾞｳ ﾉ ｸｻﾊﾞﾅ 松田 修 ﾏﾂﾀﾞ ｵｻﾑ 1978 社会思想社 360.0 15cm 174p T－２８

114 B 470 ｵ 4 夏緑林の花 春（教養カラー文庫・日本植物図鑑４） ｶﾘｮｸﾘﾝ ﾉ ﾊﾅ ﾊﾙ ｷｮｳﾖｳ ｶﾗｰ ﾌﾞﾝｺ ﾆﾎﾝ ｼｮｸﾌﾞﾂ ｽﾞｶﾝ4 大場 達之 ｵｵﾊﾞ ﾀﾂﾕｷ 1978 社会思想社 580.0 15cm 175p T－２５

115 B 470.3 ﾀ 1 野の花 春～初夏（教養カラー文庫・日本植物図鑑１） ﾉ ﾉ ﾊﾅ ﾊﾙ~ｼｮｶ ｷｮｳﾖｳ ｶﾗｰ ﾌﾞﾝｺ ﾆﾎﾝ ｼｮｸﾌﾞﾂ ｽﾞｶﾝ1 高橋 秀男 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞｵ 1978 社会思想社 580.0 15cm 183p T－２５

116 B 470.3 ﾀ 3 野の花 秋（教養カラー文庫・日本植物図鑑３） ﾉ ﾉ ﾊﾅ ｱｷ  ｷｮｳﾖｳ ｶﾗｰ ﾌﾞﾝｺ ﾆﾎﾝ ｼｮｸﾌﾞﾂ ｽﾞｶﾝ3 高橋 秀男 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞｵ 1978 社会思想社 580.0 15cm 176p T－２５

117 B 471.2 ｵ 8 高山と亜高山の花（教養カラー文庫・日本植物図鑑８） ｺｳｻﾞﾝ ﾄ ｱｺｳｻﾞﾝ ﾉ ﾊﾅ ｷｮｳﾖｳ ｶﾗｰ ﾌﾞﾝｺ ﾆﾎﾝ ｼｮｸﾌﾞﾂ ｽﾞｶﾝ8 大場 達之・高橋 秀男 ｵｵﾊﾞ ﾀﾂﾕｷ ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞｵ 1978 社会思想社 580.0 15cm 191p T－２５

118 B 482.1 ﾀ 2 日本野生動物誌（教養カラー文庫・田中光常の野生の世界２） ﾆﾎﾝ ﾔｾｲ ﾄﾞｳﾌﾞﾂｼ ｷｮｳﾖｳ ｶﾗｰ ﾌﾞﾝｺ ﾀﾅｶ ｺｳｼﾞｮｳ ﾉ ﾔｾｲ ﾉ ｾｶｲ2 田中 光常 ﾀﾅｶ ｺｳｼﾞｮｳ 1976 社会思想社 480.0 15cm 127p T－２５

119 B 482.4 ﾀ 4 アフリカ（教養カラー文庫・田中光常の野生の世界４） ｱﾌﾘｶ ｷｮｳﾖｳ ｶﾗｰ ﾌﾞﾝｺ ﾀﾅｶ ｺｳｼﾞｮｳ ﾉ ﾔｾｲ ﾉ ｾｶｲ4 田中 光常 ﾀﾅｶ ｺｳｼﾞｮｳ 1976 社会思想社 480.0 15cm 127p T－２５

120 B 482.6 ﾀ 1 ガラパゴス（教養カラー文庫・田中光常の野生の世界１） ｶﾞﾗﾊﾟｺﾞｽ ｷｮｳﾖｳ ｶﾗｰ ﾌﾞﾝｺ ﾀﾅｶ ｺｳｼﾞｮｳ ﾉ ﾔｾｲ ﾉ ｾｶｲ1 田中 光常 ﾀﾅｶ ｺｳｼﾞｮｳ 1976 社会思想社 480.0 15cm 127p T－２５

121 B 482.7 ﾀ 3 オーストラリア（教養カラー文庫・田中光常の野生の世界３） ｵｰｽﾄﾗﾘｱ ｷｮｳﾖｳ ｶﾗｰ ﾌﾞﾝｺ ﾀﾅｶ ｺｳｼﾞｮｳ ﾉ ﾔｾｲ ﾉ ｾｶｲ5 田中 光常 ﾀﾅｶ ｺｳｼﾞｮｳ 1976 社会思想社 480.0 15cm 127p T－２５

122 B 615.2 ﾊ 1 植物の育成 １（岩波文庫） ｼｮｸﾌﾞﾂ ﾉ ｲｸｾｲ 1 ｲﾜﾅﾐ ﾌﾞﾝｺ ルーサー バーバンク ﾙｰｻｰ ﾊﾞｰﾊﾞﾝｸ 中村 為治 1993 岩波書店 620.0 15cm 303p T－２１

123 B 615.2 ﾊ 2 植物の育成 ２（岩波文庫） ｼｮｸﾌﾞﾂ ﾉ ｲｸｾｲ 2 ｲﾜﾅﾐ ﾌﾞﾝｺ ルーサー バーバンク ﾙｰｻｰ ﾊﾞｰﾊﾞﾝｸ 中村 為治 1993 岩波書店 620.0 15cm 319p T－２１

124 B 615.2 ﾊ 3 植物の育成 ３（岩波文庫） ｼｮｸﾌﾞﾂ ﾉ ｲｸｾｲ 3 ｲﾜﾅﾐ ﾌﾞﾝｺ ルーサー バーバンク ﾙｰｻｰ ﾊﾞｰﾊﾞﾝｸ 中村 為治 1993 岩波書店 620.0 15cm 326p T－２１

125 B 615.2 ﾊ 4 植物の育成 ４（岩波文庫） ｼｮｸﾌﾞﾂ ﾉ ｲｸｾｲ 4 ｲﾜﾅﾐ ﾌﾞﾝｺ ルーサー バーバンク ﾙｰｻｰ ﾊﾞｰﾊﾞﾝｸ 中村 為治 1993 岩波書店 620.0 15cm 360p T－２１

126 B 615.2 ﾊ 5 植物の育成 ５（岩波文庫） ｼｮｸﾌﾞﾂ ﾉ ｲｸｾｲ 5 ｲﾜﾅﾐ ﾌﾞﾝｺ ルーサー バーバンク ﾙｰｻｰ ﾊﾞｰﾊﾞﾝｸ 中村 為治 1993 岩波書店 620.0 15cm 325p T－２１

127 B 615.2 ﾊ 6 植物の育成 ６（岩波文庫） ｼｮｸﾌﾞﾂ ﾉ ｲｸｾｲ 6 ｲﾜﾅﾐ ﾌﾞﾝｺ ルーサー バーバンク ﾙｰｻｰ ﾊﾞｰﾊﾞﾝｸ 中村 為治 1993 岩波書店 620.0 15cm 327p T－２１

128 B 615.2 ﾊ 7 植物の育成 ７（岩波文庫） ｼｮｸﾌﾞﾂ ﾉ ｲｸｾｲ 7 ｲﾜﾅﾐ ﾌﾞﾝｺ ルーサー バーバンク ﾙｰｻｰ ﾊﾞｰﾊﾞﾝｸ 中村 為治 1993 岩波書店 620.0 15cm 361p T－２１
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129 B 615.2 ﾊ 8 植物の育成 ８（岩波文庫） ｼｮｸﾌﾞﾂ ﾉ ｲｸｾｲ 8 ｲﾜﾅﾐ ﾌﾞﾝｺ ルーサー バーバンク ﾙｰｻｰ ﾊﾞｰﾊﾞﾝｸ 中村 為治 1993 岩波書店 620.0 15cm 368p T－２１

130 B 627 ﾀ 室内植物（教養カラー文庫・園芸植物図鑑） ｼﾂﾅｲ ｼｮｸﾌﾞﾂ ｷｮｳﾖｳ ｶﾗｰ ﾌﾞﾝｺ ｴﾝｹﾞｲ ｼｮｸﾌﾞﾂ ｽﾞｶﾝ 高林 成年 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｼｹﾞﾄｼ 1978 社会思想社 580.0 15cm 176p T－２５

131 B 627 ﾄ 1 草花春～初夏（教養カラー文庫・園芸植物図鑑１） ｸｻﾊﾞﾅ ﾊﾙ ｼｮｶ ｷｮｳﾖｳ ｶﾗｰ ﾌﾞﾝｺ ｴﾝｹﾞｲ ｼｮｸﾌﾞﾂ ｽﾞｶﾝ 鳥居 恒夫 ﾄﾘｲ ﾂﾈｵ 1978 社会思想社 580.0 15cm 183p T－２５
132 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

133 B 910.2 ｲ 星の文人 野尻抱影伝 ﾎｼ ﾉ ﾌﾞﾝｼﾞﾝ ﾉｼﾞﾘ ﾎｳｴｲ ﾃﾞﾝ 石田 五郎 ｲｼﾀﾞ ｺﾞﾛｳ 2019 中央公論社 1000.00 16cm 343p カウンター
134 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

135 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

136 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

137 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

138 B 915.6 ﾑ むかしの山旅（河出文庫） ﾑｶｼ ﾉ ﾔﾏﾀﾋﾞ ｶﾜﾃﾞ ﾌﾞﾝｺ 今福 龍太編 ｲﾏﾌｸ ﾘｭｳﾀ 2012 河出書房新社 760.00 15cm 304p カウンター
139 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

140 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

141 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

142 Ｂ 954.6 ﾙ 博物誌 ﾊｸﾌﾞﾂｼ ジュール・ルナール ｼﾞｭｰﾙ ﾙﾅｰﾙ 辻 昶 1968 旺文社 140.0 16cm 233p T－１７
143 . 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

144 121.6 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

145 147 ﾏ 植物霊物語 ｼｮｸﾌﾞﾂﾚｲ ﾓﾉｶﾞﾀﾘ 丸山 忠三 ﾏﾙﾔﾏ ﾁｭｳｿﾞｳ 1994 近代文芸社 1,200.0 20cm 135p T－２３

146 159 ｺ 菜根譚 ｻｲｺﾝﾀﾝ 洪 自誠 ｺｳ ｼﾞｾｲ 神子 侃・吉田 豊 1980 徳間書店 1,500.0 20cm 238p T－２４

147 159.7 ﾄ 友への手紙 ＮＨＫ放送・若い世代へ ﾄﾓ ｴ ﾉ ﾃｶﾞﾐ ｴﾇｴｲﾁｹｲ ﾎｳｿｳ ﾜｶｲ ｾﾀﾞｲ ｴ 日本放送協会編 ﾆﾎﾝ ﾎｳｿｳ ｷｮｳｶｲ 1953 宝文館 200.0 19cm 237p Ｔ－１

148 162.1 ﾈ 修験道とキリシタン（民俗宗教シリーズ） ｼｭｹﾞﾝﾄﾞｳ ﾄ ｷﾘｼﾀﾝ ﾐﾝｿﾞｸ ｼｭｳｷｮｳ ｼﾘｰｽﾞ 根井 浄 ﾈｲ ｷﾖｼ 1988 東京堂 2,300.0 20cm 326p T－１

149 162.1 ｶ 神仏混淆の歴史探訪（東京美術選書３６） ｼﾝﾌﾞﾂ ｺﾝｺｳ ﾉ ﾚｷｼ ﾀﾝﾎﾞｳ ﾄｳｷｮｳ ﾋﾞｼﾞｭﾂ ｾﾝｼｮ 36 川口 謙二 ｶﾜｸﾞﾁ ｹﾝｼﾞ 1983 東京美術 1,200.0 19cm 192p T－１
150 163.1 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

151 163.1 ｸ 山岳霊場巡礼（新潮選書） ｻﾝｶﾞｸ ﾚｲｼﾞｮｳ ｼﾞｭﾝﾚｲ ｼﾝﾁｮｳ ｾﾝｼｮ 久保田 展弘 ｸﾎﾞﾀ ﾉﾌﾞﾋﾛ 1985 新潮社 780.0 19cm 224p T－１

152 163.1 ｻ 丹沢桂秋山域の山の神々 ﾀﾝｻﾞﾜ ｹｲｼｭｳ ｻﾝｲｷ ﾉ ﾔﾏ ﾉ ｶﾐｶﾞﾐ 佐藤 芝明 ｻﾄｳ ｼｱｷ 1987 中央公論社 2,000.0 19cm 256p T－１

153 163.1 ｲ 富士講の歴史 江戸庶民の山岳信仰 ﾌｼﾞｺｳ ﾉ ﾚｷｼ ｴﾄﾞ ｼｮﾐﾝ ﾉ ｻﾝｶﾞｸ ｼﾝｺｳ 岩科 小一郎 ｲﾜｼﾅ ｺｲﾁﾛｳ 1984 名著出版 6,500.0 22cm 564p T－４１

154 164.3 ｷ ケルトの木の知恵 神秘 魔法 癒し ｹﾙﾄ ﾉ ｷ ﾉ ﾁｴ ｼﾝﾋﾟ ﾏﾎｳ ｲﾔｼ ジェーン・ギフォード ｼﾞｪｰﾝ ｷﾞﾌｫｰﾄﾞ 井村 君江 2003 東京書籍 3,000.0 27cm 160p T－２２

155 175.9 ｶ 春日の神は鹿にのって ｶｽｶﾞ ﾉ ｶﾐ ﾜ ｼｶ ﾆ ﾉｯﾃ 花山院 親忠 ｶｻﾝﾉｲﾝ ﾁｶﾀﾀﾞ 1987 清水弘文堂 1,200.0 20cm 223p T－１

156 178.5 ｱ 御岳巡礼 現代の神と人 ｵﾝﾀｹ ｼﾞｭﾝﾚｲ ｹﾞﾝﾀﾞｲ ﾉ ｶﾐ ﾄ ﾋﾄ 青木 保 ｱｵｷ ﾀﾓﾂ 1985 筑摩書房 1,300.0 20cm 232p T－４１
157 180.9 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

158 180.9 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

159 180.9 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

160 183 ﾏ 仏典の植物 ﾌﾞｯﾃﾝ ﾉ ｼｮｸﾌﾞﾂ 満久 崇麿 ﾏｸ ﾀｶﾏﾛ 1977 八坂書房 4,000.0 23cm 230,19p Ｔ－３９

161 185.9 ﾊ 花とご利益の寺社めぐり 静岡県とその周辺２２０選 ﾊﾅ ﾄ ｺﾞﾘﾔｸ ﾉ ｼﾞﾝｼﾞｬ ﾒｸﾞﾘ ｼｽﾞｵｶｹﾝ ﾄ ｿﾉ ｼｭｳﾍﾝ ﾆﾋｬｸﾆｼﾞｯｾﾝ 静岡新聞社編 ｼｽﾞｵｶｼﾝﾌﾞﾝｼｬ 1999 静岡新聞社 1,600.0 21cm 157p T－３１

162 186.9 ｸ 秩父路の信仰と霊場 秩父札所記 ﾁﾁﾌﾞｼﾞ ﾉ ｼﾝｺｳ ﾄ ﾚｲｼﾞｮｳ ﾁﾁﾌﾞ ﾌﾀﾞｼｮｷ 栗原 仲道 ｸﾘﾊﾗ ﾁｭｳﾄﾞｳ 1976 国書刊行会 950.0 19cm 264p T－１

163 188 ﾔ キジの儀式 ｷｼﾞ ﾉ ｷﾞｼｷ 安井 玉峰 ﾔｽｲ ｷﾞｮｸﾎｳ 1989 二見書房 1,200.0 19cm 260p Ｔ－１

164 188.4 ｶ 比叡山と高野山（教育社歴史新書） ﾋｴｲｻﾞﾝ ﾄ ｺｳﾔｻﾝ ｷｮｳｲｸｼｬ ﾚｷｼ ｼﾝｼｮ 景山 春樹 ｶｹﾞﾔﾏ ﾊﾙｷ 1985 教育社 1,000.0 18cm 287p T－１

165 188.4 ｶ 比叡山 日本仏教のふるさと 伝説とロマンの樹海 山塔十六谷の風光 ﾋｴｲｻﾞﾝ ﾆﾎﾝ ﾌﾞｯｷｮｳ ﾉ ﾌﾙｻﾄ ﾃﾞﾝｾﾂ ﾄ ﾛﾏﾝ ﾉ ｼﾞｭｶｲ ｻﾝﾄｳ ｼﾞｭｳﾛｸﾀﾞﾆ ﾉ ﾌｳｺｳ 梶原 学 ｶｼﾞﾜﾗ ｶﾞｸ 1986 佼成出版社 1,300.0 19cm 238p T－１
166 188.5 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

167 188.5 ﾐ 修験道 山伏の歴史と思想（教育社歴史新書） ｼｭｹﾞﾝﾄﾞｳ ﾔﾏﾌﾞｼ ﾉ ﾚｷｼ ﾄ ｼｿｳ ｷｮｳｲｸｼｬ ﾚｷｼ ｼﾝｼｮ 宮家 準 ﾐﾔｹ ﾋﾄｼ 1985 教育社 1,000.0 18cm 232p T－１

168 188.5 ｶ 山岳信仰 心身を清める ｻﾝｶﾞｸ ｼﾝｺｳ ｼﾝｼﾝ ｵ ｷﾖﾒﾙ 鎌田 茂雄 ｶﾏﾀ ｼｹﾞｵ 1987 集英社 1,400.0 20cm 267p T－１

169 188.5 ｸ 修験道・実践宗教の世界（新潮選書） ｼｭｹﾞﾝﾄﾞｳ ｼﾞｯｾﾝ ｼｭｳｷｮｳ ﾉ ｾｶｲ ｼﾝﾁｮｳ ｾﾝｼｮ 久保田 展弘 ｸﾎﾞﾀ ﾉﾌﾞﾋﾛ 1988 新潮社 850.0 20cm 258p T－１

170 188.5 ｼ 山伏まんだら 求菩提山修験遺跡にみる（ＮＨＫブックス カラー版） ﾔﾏﾌﾞｼ ﾏﾝﾀﾞﾗ ｸﾎﾞﾃｻﾝ ｼｭｹﾞﾝ ｲｾｷ ﾆ ﾐﾙ 重松 敏美 ｼｹﾞﾏﾂ ﾄｼﾐ 1986 日本放送出版協会 900.0 19cm 172p T－１

171 188.5 ﾃ 出羽三山史 ﾃﾞﾜ ｻﾝｻﾞﾝｼ 出羽三山神社 ﾃﾞﾜ ｻﾝｻﾞﾝ ｼﾞﾝｼｬ 1986 出羽三山神社 頒価不明 19cm 186p T－１
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172 188.5 ﾏ 出羽三山と日本人の精神文化 過去、現在、そして未来… ﾃﾞﾜ ｻﾝｻﾞﾝ ﾄ ﾆﾎﾝｼﾞﾝ ﾉ ｾｲｼﾝ ﾌﾞﾝｶ ｶｺ　ｹﾞﾝｻﾞｲ ｿｼﾃ ﾐﾗｲ 松田 義幸編 ﾏﾂﾀﾞ ﾖｼﾕｷ 1994 ぺりかん社 1,900.0 19cm 229p T－１

173 188.5 ﾆ 石鎚山と修験道 ｲｼｽﾞﾁﾔﾏ ﾄ ｼｭｹﾞﾝﾄﾞｳ 西海 賢二 ﾆｼｶﾞｲ ｹﾝｼﾞ 1984 名著出版 1,400.0 19cm 218p T－１

174 188.5 ﾋ 英彦山 ﾋｺｻﾝ 朝日新聞西部本社編 ｱｻﾋ ｼﾝﾌﾞﾝ ｾｲﾌﾞ ﾎﾝｼｬ 1982 朝日新聞西部本社 950.0 19cm 203p T－１
175 188.6 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

176 190.6 ｵ 東山荘ものがたり ﾄｳｻﾞﾝｿｳ ﾓﾉｶﾞﾀﾘ 落合 則男編 ｵﾁｱｲ ﾉﾘｵ 1985 日本キリスト教青年会同盟 600.0 21cm 118p Ｔ－１

177 193 ｵ 聖書の植物 ｾｲｼｮ ﾉ ｼｮｸﾌﾞﾂ 大槻 虎男 ｵｵﾂｷ ﾄﾗｵ 1997 教文館 2,600.0 21cm 285p T－３１

178 210.5 ﾌ シーボルトの日本探険 ｼｰﾎﾞﾙﾄ ﾉ ﾆﾎﾝ ﾀﾝｹﾝ 布施 昌一 ﾌｾ ｼｮｳｲﾁ 1977 木耳社 1,300.0      19cm       278p Ｔ－１

179 210.5 ﾅ 富士山宝永大爆発（集英社新書） ﾌｼﾞｻﾝ ﾎｳｴｲ ﾀﾞｲﾊﾞｸﾊﾂ ｼｭｳｴｲｼｬ ｼﾝｼｮ 永原 慶二 ﾅｶﾞﾊﾗ ｹｲｼﾞ 2002 集英社 740.0 18cm 267p Ｔ－４１

180 213.2 ｼ 知られざる日光 ｼﾗﾚｻﾞﾙ ﾆｯｺｳ 読売新聞社宇都宮支局編 ﾖﾐｳﾘ ｼﾝﾌﾞﾝｼｬ ｳﾂﾉﾐﾔ ｼｷｮｸ 1995 随想舎 1,500.0 21cm 151p T－１
181 214.2 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

182 215 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

183 215.1 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

184 215.1 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

185 215.1 ﾔ 1 山中湖村の史話と伝説 第一集 ﾔﾏﾅｶｺﾑﾗ ﾉ ｼﾜ ﾄ ﾃﾞﾝｾﾂ ﾀﾞｲｲｯｼｭｳ 山中湖村史話と民話編集委員会 ﾔﾏﾅｶｺﾑﾗ ｼﾜ ﾄ ﾐﾝﾜ ﾍﾝｼｭｳ ｲｲﾝｶｲ 1988 山中湖村教育委員会 頒価不明 26cm 287p T－４５

186 215.1 ﾔ 山梨郷土史研究入門 ﾔﾏﾅｼ ｷｮｳﾄﾞｼ ｹﾝｷｭｳ ﾆｭｳﾓﾝ 山梨郷土史研究会編 ﾔﾏﾅｼ ｷｮｳﾄﾞｼ ｹﾝｷｭｳｶｲ 1992 山梨日日新聞社 2,500.0 22cm 237p T－４１

187 215.1 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

188 215.1 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

189 215.1 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

190 215.1 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

191 215.1 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 附録：山梨県主要遺跡分布図

192 215.1 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

193 215.1 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

194 215.1 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

195 215.1 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

196 215.1 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

197 215.1 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

198 215.1 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

199 215.1 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 附録：甲斐国絵図他

200 215.1 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

201 215.1 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

202 215.1 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

203 215.1 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

204 215.1 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

205 215.1 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

206 215.1 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

207 215.1 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

208 215.1 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

209 215.1 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 附録：郡内織物関係資料集・CD-ROM1枚

210 215.1 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 附録：山梨（県）教育会機関紙総目次

211 215.1 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 附録：山梨（県）教育会機関紙総目次

212 215.1 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
213 215.2 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

214 215.2 ﾖ 上高地物語 ｶﾐｺｳﾁ ﾓﾉｶﾞﾀﾘ 横山 篤美 ﾖｺﾔﾏ ｱﾂﾐ 1981 信州の旅社 1,200.0 19cm 215p T－４５
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215 215.2 ﾏ 新編伊那風土記 隻眼の神と御霊信仰 ｼﾝﾍﾟﾝ ｲﾅ ﾌﾄﾞｷ ｾｷｶﾞﾝ ﾉ ｶﾐ ﾄ ﾐﾀﾏ ｼﾝｺｳ 松山 義雄 ﾏﾂﾔﾏ ﾖｼｵ 1994 法政大学出版局 2,500.0 20cm 314p T－４５

216 215.2 ｺ 八ヶ岳の三万年 黒曜石を追って ﾔﾂｶﾞﾀｹ ﾉ ｻﾝﾏﾝﾈﾝ ｺｸﾖｳｾｷ ｵ ｵｯﾃ 小泉 袈裟勝 ｺｲｽﾞﾐ ｹｻｶﾂ 1988 法政大学出版局 2,000.0 20cm 226p T－４１

217 215.4 ｲ 天城路 ｱﾏｷﾞｼﾞ 板垣 賢一郎 ｲﾀｶﾞｷ ｹﾝｲﾁﾛｳ 1970 板垣賢一郎 600.0 19cm 206p T－４５

218 215.4 ｼ 史話と伝説 富士山麓の巻 ｼﾜ ﾄ ﾃﾞﾝｾﾂ ﾌｼﾞ ｻﾝﾛｸ ﾉ ﾏｷ 松尾 四郎編 ﾏﾂｵ ｼﾛｳ 1958 松尾書店 500.0 22cm 608p T－４２

219 215.4 ﾄ 伊豆・箱根 史話と伝説 ｲｽﾞ ﾊｺﾈ ｼﾜ ﾄ ﾃﾞﾝｾﾂ 戸羽山 瀚 執筆者代表 ﾄﾊﾞﾔﾏ ｶﾝ 1970 松尾書店 2,000.0 22cm 662p T－４２

220 216.5 ｽ 大台ケ原・大杉谷の自然 人とのかかわりあい ｵｵﾀﾞｲｶﾞﾊﾗ ｵｵｽｷﾞﾀﾆ ﾉ ｼｾﾞﾝ ﾋﾄ ﾄﾉ ｶｶﾜﾘｱｲ 菅沼 孝之・鶴田 正人 ｽｶﾞﾇﾏ ﾀｶﾕｷ ﾂﾙﾀ ﾏｻﾄ 1975 ナカニシヤ出版 1,300.0 19cm 259p T－１

221 217.2 ｼ 大山史話 ｵｵﾔﾏ ｼﾜ 下村 章雄 ｼﾓﾑﾗ ｱｷｵ 1987 トミタ写真印刷 頒価不明 19cm 193p T－１

222 217.7 ﾄ 東和町誌ー資料編２ 東和町の植物　 ﾄｳﾜﾁｮｳｼ ｼﾘｮｳﾍﾝ ﾆ ﾄｳﾜﾁｮｳ ﾉ ｼｮｸﾌﾞﾂ 南　敦 ﾐﾅﾐ ｱﾂｼ 1994 山口県大島郡東和町 頒価不明 22cm 267p T－３１

223 219 ｲ 可愛い山 ｶﾜｲｲ ﾔﾏ 石川 欣一 ｲｼｶﾜ ｷﾝｲﾁ 1987 白水社 1,000.0 18cm 207p T－１
224 220 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

225 222.8 ﾍ 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

226 222.9 ｱ チベットの山 ﾁﾍﾞｯﾄ ﾉ ﾔﾏ C・アレン C ｱﾚﾝ 宮持 優 1988 未来社 1,800.0 20cm 274p Ｔ－１

227 260.2 ﾅ 生物学を創った人々 ｼｮｸﾌﾞﾂｶﾞｸ ｵ ﾂｸｯﾀ ﾋﾄﾋﾞﾄ 中村 禎里 ﾅｶﾑﾗ ﾃｲﾘ 2000 みすず書房 3,000.0 20cm 274p T－２３
228 280.8 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

229 281.5 ﾅ 富士北麓と文人たち ﾌｼﾞ　ﾎｸﾛｸ ﾄ ﾌﾞﾝｼﾞﾝ ﾀﾁ 内藤 成雄 ﾅｲﾄｳ ﾐﾁｵ 1986 ぎょうせい 1,500.0 19cm 383p Ｔ－４１
230 289.1 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

231 289.1 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

232 289.1 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

233 289.1 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

234 289.1 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

235 289.1 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

236 289.1 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

237 289.1 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

238 289.1 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

239 289.1 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

240 289.1 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

241 289.1 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

242 289.1 ﾋ 石楠花 平田恭助他遺稿集 ｼｬｸﾅｹﾞ ﾋﾗﾀ ｷｮｳｽｹ ﾎｶ ｲｺｳｼｭｳ 藤崎 昌美 ﾌｼﾞｻｷ ﾏｻﾐ 1941 東京徒歩渓流会 非売品 22cm 104p Ｍ－３８ 附録：遭難現場地図３枚

243 289.1 ﾅ 丹沢・山暮らし ﾀﾝｻﾞﾜ ﾔﾏ ｸﾞﾗｼ 中村 芳男 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼｵ 1980 どうぶつ社 980.0 19cm 260p Ｔ－１

244 289.1 ﾋ 尾瀬に死す ｵｾﾞ ﾆ ｼｽ 平野 長靖 ﾋﾗﾉ ﾁｮｳｾｲ 1976 新潮社 800.0 20cm 273p Ｔ－１

245 289.1 ｲ 今西錦司 自然を求めて（しょうらい社人物双書３） ｲﾏﾆｼ ｷﾝｼﾞ ｼｾﾞﾝ ｵ ﾓﾄﾒﾃ ｼｮｳﾗｲｼｬ ｼﾞﾝﾌﾞﾂ ｿｳｼｮ 斎藤 清明 ｻｲﾄｳ ｷﾖｱｷ 1989 松籟社 1,400.0 19cm 254p Ｔ－１

246 289.1 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 3,500.0 22cm 453p T－１８

247 289.1 ﾏ 牧野富太郎 私は草木の精である（シリーズ民間日本学者４） ﾏｷﾉ ﾄﾐﾀﾛｳ ﾜﾀｸｼ ﾜ ｿｳﾓｸ ﾉ ｾｲ ﾃﾞ ｱﾙ ｼﾘｰｽﾞ ﾐﾝｶﾝ ﾆﾎﾝ ｶﾞｸｼｬ 渋谷 章 ｼﾌﾞﾔ ｱｷﾗ 1987 リブロポート 1,400.0 19cm 239,6p Ｔ－３３

248 289.1 ﾏ 牧野富太郎博士からの手紙 ﾏｷﾉ ﾄﾐﾀﾛｳ ﾊｸｼ ｶﾗ ﾉ ﾃｶﾞﾐ 武井 近三郎 ﾀｹｲ ﾁｶｻﾌﾞﾛｳ 1992 高知新聞社 2,000.0 20cm 281p Ｔ－３３

249 289.1 ﾏ 牧野富太郎 牧野富太郎自叙伝 （人間の記録４） ﾏｷﾉ ﾄﾐﾀﾛｳ ﾏｷﾉ ﾄﾐﾀﾛｳ ｼﾞｼﾞｮﾃﾞﾝ ﾆﾝｹﾞﾝ ﾉ ｷﾛｸ4 牧野 富太郎 ﾏｷﾉ ﾄﾐﾀﾛｳ 1997 日本図書センター 1,800.0 20cm 237p Ｔ－３３

250 289.1 ｼ キミ見てみんか この素晴らしき植物の世界 ｷﾐ ﾐﾃ ﾐﾝｶ ｺﾉ ｽﾊﾞﾗｼｷ ｼｮｸﾌﾞﾂ ﾉ ｾｶｲ 柴岡 弘郎 ｼﾊﾞｵｶ ﾋﾛｵ 2000 学会出版センター 2,000.0 19cm 238p Ｔ－３４

251 289.1 ﾀ 森のひと どろ亀さん （北の肖像） ﾓﾘ ﾉ ﾋﾄ ﾄﾞﾛｶﾒ ｻﾝ ｷﾀ ﾉ ｼｮｳｿﾞｳ 米村 晃太郎 ﾖﾈﾔﾏ ｺｳﾀﾛｳ 1984 春秋社 1,300.0 20cm 193p T－１ 「高橋延清伝」

252 289.1 ﾔ 山の女 秋山郷・焼畑の谷に生きた女の一生 ﾔﾏ ﾉ ｵﾝﾅ ｱｷﾔﾏｺﾞｳ ﾔｷﾊﾞﾀ ﾉ ﾀﾆ ﾆ ｲｷﾀ ｵﾝﾅ ﾉ ｲｯｼｮｳ 山田 ハルエ述 ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙｴ 1992 白日社 2,200.0 20cm 236p T－４５

253 289.1 ﾀ 人はなぜ星を見上げるのか 星と人をつなぐ仕事 ﾋﾄ ﾜ ﾅｾﾞ ﾎｼ ｵ ﾐｱｹﾞﾙ ﾉｶ ﾎｼ ﾄ ﾋﾄ ｵ ﾂﾅｸﾞ ｼｺﾞﾄ 高橋 真理子 ﾀｶﾊｼ ﾏﾘｺ 2016 新日本出版社 1800.00 19cm 173p カウンター
254 289.3 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

255 289.3 ﾗ 清里の父ポール・ラッシュ伝 ｷﾖｻﾄ ﾉ ﾁﾁ ﾎﾟｰﾙ ﾗｯｼｭ ﾃﾞﾝ 山梨日日新聞社 ﾔﾏﾅｼ ﾆﾁﾆﾁ sﾝﾌﾞﾝｼｬ 1993 ユニバース出版社 1,700.0 20cm 508p Ｔ－４１

256 289.3 ｶ 博物学者ビュフォン ﾊｸﾌﾞﾂｶﾞｸｼｬ ﾋﾞｭﾌｫﾝ ピエール・ガスカール ﾋﾟｴｰﾙ ｶﾞｽｶｰﾙ 石木 隆治 1991 白水社 2,400.0 20cm 276p Ｔ－１

257 289.3 ﾌ ミツバチを追って ある生物学者の回想 ﾐﾂﾊﾞﾁ ｵ ｵｯﾃ ｱﾙ ｾｲﾌﾞﾂ ｶﾞｸｼｬ ﾉ ｶｲｿｳ カール・フォン・フリッシュ ｶｰﾙ ﾌｫﾝ ﾌﾘｯｼｭ 伊藤 智夫 1978 法政大学出版局 1,300.0 20cm 260,5p Ｔ－１
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258 289.3 ｳ ウォルター・ウェストンと上條嘉門次 ｳｫﾙﾀｰ ｳｪｽﾄﾝ ﾄ ｶﾐｼﾞｮｳ ｶﾓﾝｼﾞ 上條 久枝 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾋｻｴ 2018 求龍堂 2000.00 20cm 315p カウンター
259 290 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

260 290 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

261 290 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

262 290 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

263 290 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

264 290 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

265 290 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

266 290 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

267 290 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

268 290 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

269 290 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

270 290 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

271 290 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

272 290 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

273 290 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

274 290 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

275 290 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

276 290 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

277 290 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

278 290 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

279 290 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

280 290 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

281 290 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

282 290 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

283 290 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

284 290 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

285 290 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

286 290 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

287 290 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

288 290 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

289 290 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

290 290 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

291 290 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

292 290 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

293 290 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

294 290 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

295 290 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

296 290 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

297 290 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

298 290 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

299 290 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

300 290 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
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301 290 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

302 290 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

303 290 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

304 290 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

305 290 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

306 290 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

307 290 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

308 290 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

309 290 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 S 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

310 290 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 S 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

311 290 ﾆ 日本山嶽志 ﾆﾎﾝ ｻﾝｶﾞｸｼ 高頭 式編纂 ﾀｶﾄｳ ｼｮｸ 1906 博文館 2.00 23cm 1冊 Ｍ－３８

312 290 ﾉ 1 通いつめた我が山々 ｶﾖｲ ﾂﾒﾀ ﾜｶﾞ ﾔﾏﾔﾏ 野口 冬人 ﾉｸﾞﾁ ﾌﾕﾄ 1980 現在旅行研究所 1,600.0 20cm 278p Ｔ－１

313 290 ﾉ 2 低山讃歌 （通いつめた我が山々２） ﾃｲｻﾞﾝ ｻﾝｶ ｶﾖｲ ﾂﾒﾀ ﾜｶﾞ ﾔﾏﾔﾏ 2 野口 冬人 ﾉｸﾞﾁ ﾌﾕﾄ 1982 現在旅行研究所 1,600.0 20cm 250p Ｔ－１
314 290.1 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

315 290.1 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

316 290.2 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

317 290.3 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

318 290.4 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

319 290.4 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

320 290.4 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

321 290.4 ｼ 山・人・本 ﾔﾏ ﾋﾄ ﾎﾝ 島田 巽 ｼﾏﾀﾞ ﾀﾂﾐ 1976 茗渓堂 2,400.0 22cm 349,14p Ｔ－３
322 290.8 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

323 290.9 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

324 290.9 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

325 290.9 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

326 290.9 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

327 290.9 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

328 290.9 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

329 290.9 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

330 290.9 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

331 290.9 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

332 290.9 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 水濡れ有

333 290.9 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

334 290.9 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

335 290.9 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

336 290.9 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

337 290.9 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

338 290.9 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

339 290.9 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

340 290.9 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

341 290.9 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

342 290.9 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

343 290.9 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
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344 290.9 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

345 290.9 ｾ 山湖随筆 ｻﾝｺ ｽﾞｲﾋﾂ 関口 泰 ｾｷｸﾞﾁ ﾀｲ 1941 那珂書店 2.80 22cm 278p Ｍ－３８

346 290.9 ｴ 1 エーデルワイス・シリーズ２山への愛と思索 ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ ｼﾘｰｽﾞ2ﾔﾏ ｴﾉ ｱｲ ﾄ ｼｻｸ 山口 耀久編 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷﾋｻ 1971 角川書店 580.0 18cm 214p Tー２

347 290.9 ｴ 2 エーデルワイス・シリーズ２山の詩集 ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ ｼﾘｰｽﾞ2ﾔﾏ ﾉ ｼｼｭｳ 烏見 迅彦編 ﾄﾐ ﾊﾔﾋｺ 1971 角川書店 580.0 18cm 206p Tー２

348 290.9 ｴ 3 エーデルワイス・シリーズ３名作の山 ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ ｼﾘｰｽﾞ3ﾒｲｻｸ ﾉ ﾔﾏ 岡部 牧夫編 ｵｶﾍﾞ ﾏｷｵ 1968 角川書店 580.0 18cm 198p Tー２

349 290.9 ｴ 4 エーデルワイス・シリーズ４山の博物誌 ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ ｼﾘｰｽﾞ4ﾔﾏ ﾉ ﾊｸﾌﾞﾂｼ 串田 孫一編 ｸｼﾀﾞ ﾏｺﾞｲﾁ 1968 角川書店 580.0 18cm 214p Tー２

350 290.9 ｴ 5 エーデルワイス・シリーズ５思い出の山 ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ ｼﾘｰｽﾞ5ｵﾓｲﾃﾞ ﾉ ﾔﾏ 川崎 隆章編 ｶﾜｻｷ ﾀｶｱｷ 1969 角川書店 580.0 18cm 210p Tー２

351 290.9 ｴ 6 エーデルワイス・シリーズ６山頂への道 ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ ｼﾘｰｽﾞ6ｻﾝﾁｮｳ ｴﾉ ﾐﾁ 山口 耀久編 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷﾋｻ 1968 角川書店 580.0 18cm 222p Tー２

352 290.9 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 1979 白水社 2,500.0 20cm 414,36p Tー２

353 290.9 ｱ 1 青柳健山岳著作集 第１巻 青春の穂高 ｱｵﾔｷﾞ ｹﾝ ｻﾝｶﾞｸ ﾁｮｻｸｼｭｳ ﾀﾞｲ1ｶﾝ ｾｲｼｭﾝ ﾉ ﾎﾀｶ 青柳 健 ｱｵﾔｷﾞ ｹﾝ 1990 穂高書店 2,500.0 20cm 307p Ｔ－２

354 290.9 ｱ 2 青柳健山岳著作集 第２巻 山の絆 ｱｵﾔｷﾞ ｹﾝ ｻﾝｶﾞｸ ﾁｮｻｸｼｭｳ ﾀﾞｲ2ｶﾝ ﾔﾏ ﾉ ｷｽﾞﾅ 青柳 健 ｱｵﾔｷﾞ ｹﾝ 1990 穂高書店 2,500.0 20cm 318p Ｔ－２

355 290.9 ｱ 3 青柳健山岳著作集 第３巻 玄奘三蔵の道を歩く ｱｵﾔｷﾞ ｹﾝ ｻﾝｶﾞｸ ﾁｮｻｸｼｭｳ ﾀﾞｲ3ｶﾝ ｹﾞﾝｼﾞｮｳ ｻﾝｿﾞｳ ﾉ ﾐﾁ ｵ ｱﾙｸ 青柳 健 ｱｵﾔｷﾞ ｹﾝ 1991 穂高書店 2,500.0 20cm 286p Ｔ－２

356 290.9 ｱ 4 青柳健山岳著作集 第４巻 郷愁の山 ｱｵﾔｷﾞ ｹﾝ ｻﾝｶﾞｸ ﾁｮｻｸｼｭｳ ﾀﾞｲ4ｶﾝ ｷｮｳｼｭｳ ﾉ ﾔﾏ 青柳 健 ｱｵﾔｷﾞ ｹﾝ 1991 穂高書店 2,500.0 20cm 252p Ｔ－２

357 290.9 ｱ 5 青柳健山岳著作集 第５巻 山の詩集 ｱｵﾔｷﾞ ｹﾝ ｻﾝｶﾞｸ ﾁｮｻｸｼｭｳ ﾀﾞｲ5ｶﾝ ﾔﾏ ﾉ ｼｼｭｳ 青柳 健 ｱｵﾔｷﾞ ｹﾝ 1991 穂高書店 2,500.0 20cm 306p Ｔ－２

358 290.9 ｵ 快晴の山 ｶｲｾｲ ﾉ ﾔﾏ 織内 信彦 ｵﾘｳﾁ ﾉﾌﾞﾋｺ 1977 茗渓堂 2,500.0 22cm 325p Ｔ－３

359 290.9 ｷ 美しい山を旅して ｳﾂｸｼｲ ﾔﾏ ｵ ﾀﾋﾞｼﾃ ＫＩＫＩ 文・写真 ｷｷ 2014 平凡社 1500.00 21cm 124p カウンター

360 290.9 ｲ 地上に星座をつくる ﾁｼﾞｮｳ ﾆ ｾｲｻﾞ ｵ ﾂｸﾙ 石川 直樹 ｲｼｶﾜ ﾅｵｷ 2021 新潮社 1750.00 20cm 301p カウンター
361 291 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

362 291 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

363 291 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

364 291 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

365 291 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

366 291 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

367 291 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

368 291 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

369 291 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

370 291 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

371 291 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

372 291 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

373 291 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

374 291 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

375 291 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

376 291 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

377 291 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

378 291 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

379 291 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

380 291 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

381 291 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

382 291 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

383 291 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

384 291 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

385 291 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

386 291 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
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387 291 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

388 291 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

389 291 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

390 291 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

391 291 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

392 291 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

393 291 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

394 291 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

395 291 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

396 291 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

397 291 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

398 291 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

399 291 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

400 291 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

401 291 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

402 291 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

403 291 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

404 291 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

405 291 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

406 291 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

407 291 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

408 291 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

409 291 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

410 291 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

411 291 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

412 291 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

413 291 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

414 291 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

415 291 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

416 291 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

417 291 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

418 291 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

419 291 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

420 291 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

421 291 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

422 291 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

423 291 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

424 291 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

425 291 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

426 291 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

427 291 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

428 291 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

429 291 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
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430 291 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

431 291 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

432 291 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

433 291 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

434 291 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

435 291 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

436 291 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

437 291 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

438 291 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

439 291 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

440 291 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

441 291 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

442 291 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

443 291 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

444 291 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

445 291 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 附録：地図1枚

446 291 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

447 291 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

448 291 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

449 291 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

450 291 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

451 291 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

452 291 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

453 291 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

454 291 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

455 291 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

456 291 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

457 291 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

458 291 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

459 291 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

460 291 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

461 291 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

462 291 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

463 291 ﾀ スキーの山旅 ｽｷｰ ﾉ ﾔﾏﾀﾋﾞ 田部 重治 ﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭｳｼﾞ 1930 大村書店 2.50 20cm 431p Ｍ－３６

464 291 ｶ 地図に引く朱線 ﾁｽﾞ ﾆ ﾋｸ ｼｭｾﾝ 河田 楨 ｶﾜﾀﾞ ﾐｷ 1959 朋文堂 380.00 20cm 315p Ｍ－３７

465 291 ｶ 地図に引く朱線 ﾁｽﾞ ﾆ ﾋｸ ｼｭｾﾝ 河田 楨 ｶﾜﾀﾞ ﾐｷ 1959 朋文堂 380.00 20cm 315p 300.00

466 291 ﾐ 幽山秘峡 ﾕｳｻﾞﾝ ﾋｷｮｳ 三田尾 松太郎 ﾐﾀｵ ﾏﾂﾀﾛｳ 1942 冨山房 4.80 22cm 328p Ｍ－３８

467 291 ｵ 5 日本の秘境（自然と人間シリーズ５） ﾆﾎﾝ ﾉ ﾋｷｮｳ ｼｾﾞﾝ ﾄ ﾆﾝｹﾞﾝ ｼﾘｰｽﾞ5 岡田 喜秋 ｵｶﾀﾞ ｷｼｭｳ 1976 スキージャーナル 1,200.0 19cm 278p Ｔ－４８

468 291 ﾅ 一匹のさまよい 人と野生の山岳エッセイ ｲｯﾋﾟｷ ﾉ ｻﾏﾖｲ ﾋﾄ ﾄ ﾔｾｲ ﾉ ｻﾝｶﾞｸ ｴｯｾｲ 中西 光三 ﾅｶﾆｼ ｺｳｿﾞｳ 1987 リベラル社 1,200.0 19cm 218p Ｔ－３

469 291 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 1960 朋文堂 300.0 19cm 434,4p Ｔ－３

470 291 ﾉ 山通いの日々 ﾔﾏｶﾞﾖｲ ﾉ ﾋﾋﾞ 野口 冬人 ﾉｸﾞﾁ ﾌﾕﾄ 1983 刊々堂 1,500.0 20cm 218p Ｔ－３

471 291 ﾌ 日本百名山 新装版 ﾆﾎﾝ ﾋｬｸﾒｲｻﾞﾝ ｼﾝｿｳﾊﾞﾝ 深田 久弥 ﾌｶﾀﾞ ｷｭｳﾔ 1991 新潮社 3,000.0 22cm 429p Ｔ－４

472 291 ｲ 峠の村へ 山里の履歴書 ﾄｳｹﾞ ﾉ ﾑﾗ ｴ ﾔﾏｻﾞﾄ ﾉ ﾘﾚｷｼｮ 飯田 辰彦 ｲｲﾀﾞ ﾀﾂﾋｺ 1994 NHK出版 2,200.0 20cm 257p Ｔ－２
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473 291 ｲ 心に残る山 静かな山の紀行集 ｺｺﾛ ﾆ ﾉｺﾙ ﾔﾏ ｼｽﾞｶﾅ ﾔﾏ ﾉ ｷｺｳｼｭｳ 石井 光造 ｲｼｲ ﾐﾂｿﾞｳ 1993 白山書房 1,650.0 19cm 206p Ｔ－２

474 291 ｲ 山村滞在 ｻﾝｿﾝ ﾀｲｻﾞｲ 岩科 小一郎 ｲﾜｼﾅ ｺｲﾁﾛｳ 1981 岳書房 1,800.0 20cm 318p Ｔ－２

475 291 ﾔ 青空と輝く残雪の山々 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 1987 茗渓堂 1,300.0 19cm 191p Ｔ－４

476 291 ﾕ 山の遠足 ﾔﾏ ﾉ ｴﾝｿｸ 湯沢 淳 ﾕｻﾞﾜ ｱﾂｼ 1980 国文社 2,000.0 20cm 322p Ｔ－４

477 291 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 1,200.0 18cm 238p Ｔ－５

478 291 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 1,700.0 19cm 229p Ｔ－４

479 291 ﾔ 旅は歩くことなり ﾀﾋﾞ ﾜ ｱﾙｸ ｺﾄ ﾅﾘ 山浦 正昭 ﾔﾏｳﾗ ﾏｻｱｷ 1990 実業之日本社 1,900.0 20cm 262p Ｔ－４

480 291 ﾔ 歩く旅　歩く道　歩く人 ｱﾙｸ ﾀﾋﾞ ｱﾙｸ ﾐﾁ ｱﾙｸ ﾋﾄ 山浦 正昭 ﾔﾏｳﾗ ﾏｻｱｷ 1990 実業之日本社 1,900.0 20cm 278p Ｔ－４

481 291 ﾏ 日本海の見える山 ﾆﾎﾝｶｲ ﾉ ﾐｴﾙ ﾔﾏ 増永 迪男 ﾏｽﾅｶﾞ ﾐﾁｵ 1979 北陸通信社 1,400.0 18cm 264p Ｔ－４

482 291 ﾔ 日本の峠路 ﾆﾎﾝ ﾉ ﾄｳｹﾞﾐﾁ 山本 偦 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾄｼ 1988 立風書房 1,550.0 20cm 298p Ｔ－４

483 291 ｳ 山のスケッチ 百山紀行 ﾔﾏ ﾉ ｽｹｯﾁ ﾋｬｸｻﾞﾝ ｷｺｳ 内田 嘉弘 ｳﾁﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 1989 ナカニシヤ 2,000.0 20cm 230p Ｔ－２

484 291 ｵ 山村を歩く ｻﾝｿﾝ ｵ ｱﾙｸ 岡田 喜秋 ｵｶﾀﾞ ｷｼｭｳ 1974 河出書房新社 980.0 20cm 298p Ｔ－２

485 291 ｵ 百山百譜 ﾋｬｸｻﾞﾝ　ﾋｬｸﾌ 小倉 厚 ｵｸﾞﾗ ｱﾂｼ 1986 岳書房 1,800.0 19cm 211p Ｔ－２

486 291 ｲ 峠を歩く ﾄｳｹﾞ ｵ ｱﾙｸ 伊藤 桂一 ｲﾄｳ ｹｲｲﾁ 1979 日本交通公社 1,600.0 20cm 292p Ｔ－２

487 291 ｶ 一日二日 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 1978 木耳社 セット価格3,200.0 19cm 392p Ｔ－３ 分売不可

488 291 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 1978 木耳社 セット価格3,200.0 19cm 279p Ｔ－３ 分売不可

489 291 ｶ ひとり歩きの山 ﾋﾄﾘｱﾙｷ ﾉ ﾔﾏ 加藤 美智子 ｶﾄｳ ﾐﾁｺ 1989 山と渓谷社 1,000.0 18cm 222p Ｔ－２

490 291 ｶ 山を見る日 ﾔﾏ ｵ ﾐﾙ ﾋ 川崎 精雄 ｶﾜｻｷ ﾏｻｵ 1977 茗渓堂 2,900.0 20cm 348p Ｔ－３

491 291 ｶ 雪山・藪山（ｙａｍａ‐ｋｅｉ  ｃｌａｓｓｉｃｓ） ﾕｷﾔﾏ ﾔﾌﾞﾔﾏ ﾔﾏｹｲ ｸﾗｼｯｸｽ 川崎 精雄 ｶﾜｻｷ ﾏｻｵ 2000 山と渓谷社 1,800.0 20cm 325p Ｔ－３

492 291 ｹ 8 現代登山全集 ８ 富士 丹沢 三ツ峠 ｹﾞﾝﾀﾞｲ ﾄｻﾞﾝ ｾﾞﾝｼｭｳ ﾊﾁ ﾌｼﾞ ﾀﾝｻﾞﾜ ﾐﾂﾄｳｹﾞ 諏訪多 栄蔵他編 ｽﾜﾀ ｴｲｿﾞｳ 1978 東京創元社 1,900.0 22cm 346p T－４１

493 291 ｻ 会心の山 ｶｲｼﾝ ﾉ ﾔﾏ 佐伯 邦夫 ｻｴｷ ｸﾆｵ 1982 中央公論社 1,200.0 20cm 229p Ｔ－３

494 291 ｻ 四季の山（新ハイキング選書 １０） ｼｷ ﾉ ﾔﾏ ｼﾝﾊｲｷﾝｸﾞ ｾﾝｼｮ 10 沢 聰 ｻﾜ　ｱｷﾗ 1990 新ハイキング社 1,650.0 19cm 343p Ｔ－３

495 291 ﾀ わが山旅５０年（山岳名著シリーズ） ﾜｶﾞ ﾔﾏﾀﾋﾞ ｺﾞｼﾞｭｳﾈﾝ ｻﾝｶﾞｸ ﾒｲﾁｮ  ｼﾘｰｽﾞ 田部 重治 ﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭｳｼﾞ 1978 二見書房 890.0 20cm 290,2p Ｔ－３

496 291 ﾂ 山と森は私に語った ﾔﾏ ﾄ ﾓﾘ ﾜ ﾜﾀｼ ﾆ ｶﾀｯﾀ 辻 まこと ﾂｼﾞ ﾏｺﾄ 1995 白日社 2,700.0 22cm 173p Ｔ－３

497 291 ﾁ 山頂へのみち ｻﾝﾁｮｳ ｴﾉ ﾐﾁ 筑木 力 ﾁｸｷ ﾂﾖｼ 1987 ほおずき書籍 1,800.0 21cm 330p Ｔ－３

498 291 ﾏ 山への旅 ﾔﾏ ｴﾉ ﾀﾋﾞ 牧野 文子 ﾏｷﾉ ﾌﾐｺ 1982 アディン書房 1,500.0 19cm 361p Ｔ－４

499 291 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 1,500.0 19cm 203p Ｔ－４

500 291 ｼ やま ﾔﾏ 志村 烏嶺・前田 曙山 ｼﾑﾗ ｳﾚｲ ﾏｴﾀﾞ ｼｮｻﾞﾝ 1980 岳書房 2,000.0 20cm 374p T－４５

501 291 ｷ 日本の山登り記 ﾆﾎﾝ ﾉ ﾔﾏﾉﾎﾞﾘ ｷ 木南 金太郎 ｷﾅﾐ ｷﾝﾀﾛｳ 1988 茗渓堂 1,500.0 19cm 465p Ｔ－３

502 291 ﾆ 日本山嶽志 復刻 ﾆﾎﾝ ｻﾝｶﾞｸｼ ﾌｯｺｸ 高頭 式 ﾀｶﾄｳ ｼｮｸ 1970 野島出版 4,800.00 23cm 674,130p T－１８ 附録：山岳会主意書・規則書、日本群島山嶽系統図

503 291 ｲ 風景の科学 名勝と成因（カラー自然ガイド） ﾌｳｹｲ ﾉ ｶｶﾞｸ ﾒｲｼｮｳ ﾄ ｾｲｲﾝ ｶﾗｰ ｼｾﾞﾝ ｶﾞｲﾄﾞ 猪郷 久義 ｲｺﾞｳ ﾋｻﾖｼ 1975 保育社 380.0 15cm 151p T－２５

504 291 ﾀ 日本山岳伝承の謎 山名にさぐる朝鮮ルーツと金属文化 ﾆﾎﾝ ｻﾝｶﾞｸ ﾃﾞﾝｼｮｳ ﾉ ﾅｿﾞ ｻﾝﾒｲ ﾆ ｻｸﾞﾙ ﾁｮｳｾﾝ ﾙｰﾂ ﾄ ｷﾝｿﾞｸ ﾌﾞﾝｶ 谷 有二 ﾀﾆ ﾕｳｼﾞ 1986 未来社 1,300.0 20cm 229p T－３

505 291 ﾆ 1 日本の名山 １ 大雪山 ﾆﾎﾝ ﾉ ﾒｲｻﾞﾝ 1 ﾀｲｾﾂｻﾞﾝ 串田 孫一ほか編 ｸｼﾀﾞ ﾏｺﾞｲﾁ 1998 博品社 1,600.0 20cm 252p T－４２

506 291 ﾆ 2 日本の名山 ２ 岩手山 ﾆﾎﾝ ﾉ ﾒｲｻﾞﾝ 2 ｲﾜﾃｻﾝ 串田 孫一ほか編 ｸｼﾀﾞ ﾏｺﾞｲﾁ 1997 博品社 1,600.0 20cm 251p T－４２

507 291 ﾆ 3 日本の名山 ３ 月山 ﾆﾎﾝ ﾉ ﾒｲｻﾞﾝ 3 ｶﾞｯｻﾝ 串田 孫一ほか編 ｸｼﾀﾞ ﾏｺﾞｲﾁ 1998 博品社 1,600.0 20cm 249p T－４２

508 291 ﾆ 4 日本の名山 ４ 谷川岳 ﾆﾎﾝ ﾉ ﾒｲｻﾞﾝ 4 ﾀﾆｶﾞﾜﾀﾞｹ 串田 孫一ほか編 ｸｼﾀﾞ ﾏｺﾞｲﾁ 1997 博品社 1,600.0 20cm 269p T－４２

509 291 ﾆ 5 日本の名山 ５ 浅間山 ﾆﾎﾝ ﾉ ﾒｲｻﾞﾝ 5 ｱｻﾏﾔﾏ 串田 孫一ほか編 ｸｼﾀﾞ ﾏｺﾞｲﾁ 1997 博品社 1,600.0 20cm 253p T－４２

510 291 ﾆ 6 日本の名山 ６ 白馬岳 ﾆﾎﾝ ﾉ ﾒｲｻﾞﾝ 6 ｼﾛｳﾏﾀﾞｹ 串田 孫一ほか編 ｸｼﾀﾞ ﾏｺﾞｲﾁ 1997 博品社 1,600.0 20cm 258p T－４２

511 291 ﾆ 7 日本の名山 ７ 剣岳 ﾆﾎﾝ ﾉ ﾒｲｻﾞﾝ 7 ﾂﾙｷﾞﾀﾞｹ 串田 孫一ほか編 ｸｼﾀﾞ ﾏｺﾞｲﾁ 1998 博品社 1,600.0 20cm 252p T－４２

512 291 ﾆ 8 日本の名山 ８ 立山 ﾆﾎﾝ ﾉ ﾒｲｻﾞﾝ 8 ﾀﾃﾔﾏ 串田 孫一ほか編 ｸｼﾀﾞ ﾏｺﾞｲﾁ 1997 博品社 1,600.0 20cm 253p T－４２

513 291 ﾆ 9 日本の名山 ９ 槍ヶ岳 ﾆﾎﾝ ﾉ ﾒｲｻﾞﾝ 9 ﾔﾘｶﾞﾀｹ 串田 孫一ほか編 ｸｼﾀﾞ ﾏｺﾞｲﾁ 1997 博品社 1,600.0 20cm 267p T－４２

514 291 ﾆ 10 日本の名山 １０ 穂高岳 ﾆﾎﾝ ﾉ ﾒｲｻﾞﾝ 10 ﾎﾀｶﾀﾞｹ 串田 孫一ほか編 ｸｼﾀﾞ ﾏｺﾞｲﾁ 1997 博品社 1,600.0 20cm 268p T－４２

515 291 ﾆ 11 日本の名山 １１ 御岳山 ﾆﾎﾝ ﾉ ﾒｲｻﾞﾝ 11 ｵﾝﾀｹｻﾝ 串田 孫一ほか編 ｸｼﾀﾞ ﾏｺﾞｲﾁ 1997 博品社 1,600.0 20cm 267p T－４２
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516 291 ﾆ 12 日本の名山 １２ 八ヶ岳 ﾆﾎﾝ ﾉ ﾒｲｻﾞﾝ 12 ﾔﾂｶﾞﾀｹ 串田 孫一ほか編 ｸｼﾀﾞ ﾏｺﾞｲﾁ 1997 博品社 1,600.0 20cm 269p T－４２

517 291 ﾆ 13 日本の名山 １３ 富士山 １ ﾆﾎﾝ ﾉ ﾒｲｻﾞﾝ 13 ﾌｼﾞｻﾝ 1 串田 孫一ほか編 ｸｼﾀﾞ ﾏｺﾞｲﾁ 1997 博品社 1,600.0 20cm 285p T－４２

518 291 ﾆ 15 日本の名山 １５ 富士山 ３ ﾆﾎﾝ ﾉ ﾒｲｻﾞﾝ 15 ﾌｼﾞｻﾝ 3 串田 孫一ほか編 ｸｼﾀﾞ ﾏｺﾞｲﾁ 1999 博品社 1,600.0 20cm 253p T－４２

519 291 ﾆ 16 日本の名山 １６ 甲斐駒ヶ岳 ﾆﾎﾝ ﾉ ﾒｲｻﾞﾝ 16 ｶｲ ｺﾏｶﾞﾀｹ 串田 孫一ほか編 ｸｼﾀﾞ ﾏｺﾞｲﾁ 1997 博品社 1,600.0 20cm 251p T－４２

520 291 ﾆ 17 日本の名山 １７ 北岳 ﾆﾎﾝ ﾉ ﾒｲｻﾞﾝ 17 ｷﾀﾀﾞｹ 串田 孫一ほか編 ｸｼﾀﾞ ﾏｺﾞｲﾁ 1997 博品社 1,600.0 20cm 253p T－４２

521 291 ﾆ 18 日本の名山 １８ 白山 ﾆﾎﾝ ﾉ ﾒｲｻﾞﾝ 18 ﾊｸｻﾝ 串田 孫一ほか編 ｸｼﾀﾞ ﾏｺﾞｲﾁ 1998 博品社 1,600.0 20cm 250p T－４２

522 291 ﾆ 19 日本の名山 １９ 大山 ﾆﾎﾝ ﾉ ﾒｲｻﾞﾝ 19 ﾀﾞｲｾﾝ 串田 孫一ほか編 ｸｼﾀﾞ ﾏｺﾞｲﾁ 1998 博品社 1,600.0 20cm 251p T－４２

523 291 ﾆ 20 日本の名山 ２０ 阿蘇山 ﾆﾎﾝ ﾉ ﾒｲｻﾞﾝ 20 ｱｿｻﾝ 串田 孫一ほか編 ｸｼﾀﾞ ﾏｺﾞｲﾁ 1998 博品社 1,600.0 20cm 253p T－４２

524 291 ﾆ 21 日本の名山 別巻２ 高尾山 ﾆﾎﾝ ﾉ ﾒｲｻﾞﾝ ﾍﾞｯｶﾝ2 ﾀｶｵｻﾝ 串田 孫一ほか編 ｸｼﾀﾞ ﾏｺﾞｲﾁ 1997 博品社 1,600.0 20cm 249p T－４２

525 291 ｸ 登山の黎明 「日本風景論」の謎を追って ﾄｻﾞﾝ ﾉ ﾚｲﾒｲ ﾆﾎﾝ ﾌｳｹｲﾛﾝ ﾉ ﾅｿﾞ ｵ ｵｯﾃ 黒岩 健 ｸﾛｲﾜ ｹﾝ 1979 ぺりかん社 1,600.0 20cm 288p T－４１

526 291 ｱ 山旅素描 足立真一郎画文集 ﾔﾏﾀﾋﾞ ｿﾋﾞｮｳ ｱﾀﾞﾁ ｼﾝｲﾁﾛｳ ｶﾞﾌﾞﾝｼｭｳ 足立 真一郎 ｱﾀﾞﾁ ｼﾝｲﾁﾛｳ 1989 新ハイキング社 1,600.0 20cm 200p T－２

527 291 ｲ 山ことば辞典 岩科山岳語彙集成 ﾔﾏｺﾄﾊﾞ ｼﾞﾃﾝ ｲﾜｼﾅ ｻﾝｶﾞｸ ｺﾞｲ ｼｭｳｾｲ 岩科 小一郎 ｲﾜｼﾅ ｺｲﾁﾛｳ 1993 百水社 1,600.0 19cm 194p T－２

528 291 ｲ 静かな山小さな山 ｼｽﾞｶﾅ ﾔﾏ ﾁｲｻﾅ ﾔﾏ 石井 光造 ｲｼｲ ﾐﾂｿﾞｳ 1992 東京新聞出版局 1,600.0 19cm 136p T－２

529 291 ｲ 1 静かな山歩き１ 季節の山１２か月 （風土と歴史をあるく） ｼｽﾞｶﾅ ﾔﾏｱﾙｷ1 ｷｾﾂ ﾉ ﾔﾏ 12ｶｹﾞﾂ ﾌｳﾄﾞ ﾄ ﾚｷｼ ｵ ｱﾙｸ 石井 光造 ｲｼｲ ﾐﾂｿﾞｳ 1989 そしえて 1,500.0 19cm 79p T－２

530 291 ｲ 2 静かな山歩き２ 一日の１２か月（風土と歴史をあるく） ｼｽﾞｶﾅ ﾔﾏｱﾙｷ2 ｲﾁﾆﾁ ﾉ ﾔﾏ 12ｶｹﾞﾂ ﾌｳﾄﾞ ﾄ ﾚｷｼ ｵ ｱﾙｸ 石井 光造 ｲｼｲ ﾐﾂｿﾞｳ 1989 そしえて 1,500.0 19cm 79p T－２

531 291 ｲ 3 静かな山歩き３ 泊まりの山１２か月（風土と歴史をあるく） ｼｽﾞｶﾅ ﾔﾏｱﾙｷ3 ﾄﾏﾘ ﾉ ﾔﾏ 12ｶｹﾞﾂ ﾌｳﾄﾞ ﾄ ﾚｷｼ ｵ ｱﾙｸ 石井 光造 ｲｼｲ ﾐﾂｿﾞｳ 1990 そしえて 1,500.0 19cm 87p T－２

532 291 ｲ 4 静かな山歩き４ 雪の山８か月（風土と歴史をあるく） ｼｽﾞｶﾅ ﾔﾏｱﾙｷ4 ｲｷ ﾉ ﾔﾏ 8ｶｹﾞﾂ ﾌｳﾄﾞ ﾄ ﾚｷｼ ｵ ｱﾙｸ 石井 光造 ｲｼｲ ﾐﾂｿﾞｳ 1990 そしえて 1,500.0 19cm 86p T－２

533 291 ｲ 5 一等三角点の山を歩く（新ハイキング選書５） ｲｯﾄｳ ｻﾝｶｸﾃﾝ ﾉ ﾔﾏ ｵ ｱﾙｸ ｼﾝﾊｲｷﾝｸﾞ ｾﾝｼｮ5 山口 ゆき子ほか著 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｷｺ 1988 新ハイキング社 1,600.0 19cm 356p T－２

534 291 ｼ マイカーで行く 定年からのふたり旅 ﾏｲｶｰ ﾃﾞ ｲｸ ﾃｲﾈﾝ ｶﾗ ﾉ ﾌﾀﾘ ﾀﾋﾞ 篠原 郁夫 ｼﾉﾊﾗ ｲｸｵ 1990 葦書房 1,360.0 19cm 237p Ｔ－３

535 291 ｽ すぐ役立つ 四季の山 東日本７０コース ｽｸﾞ ﾔｸﾀﾞﾂ ｼｷ ﾉ ﾔﾏ ﾋｶﾞｼﾆﾎﾝ 70ｺｰｽ 岳人編集部編 ｶﾞｸｼﾞﾝ ﾍﾝｼｭｳﾌﾞ 1993 東京新聞出版局 1,500.0 19cm 218p Ｔ－３

536 291 ｽ すぐ役立つ 四季の山 西日本７０コース ｽｸﾞ ﾔｸﾀﾞﾂ ｼｷ ﾉ ﾔﾏ ﾆｼﾆﾎﾝ 70ｺｰｽ 岳人編集部編 ｶﾞｸｼﾞﾝ ﾍﾝｼｭｳﾌﾞ 1994 東京新聞出版局 1,500.0 19cm 218p Ｔ－３

537 291 ﾄ 旅がらすの山（新ハイキング選書８） ﾀﾋﾞｶﾞﾗｽ ﾉ ﾔﾏ ｼﾝﾊｲｷﾝｸﾞ ｾﾝｼｮ8 冨田 弘平 ﾄﾐﾀ ｺｳﾍｲ 1989 新ハイキング社 1,600.0 19cm 366p Ｔ－３

538 291 ﾅ 峠のエンサイクロペディア ﾄｳｹﾞ ﾉ ｴﾝｻｲｸﾛﾍﾟﾃﾞｨｱ 永谷 誠宏 ﾅｶﾞﾀﾆ ﾏｻﾋﾛ 1982 銀河書房 1,500.0 19cm 247p Ｔ－３

539 291 ﾆ 電車で行く山々 ﾃﾞﾝｼｬ ﾃﾞ ｲｸ ﾔﾏﾔﾏ 西山 正知 ﾆｼﾔﾏ ﾏｻﾄﾓ 1993 けやき出版 1,400.0 19cm 241p Ｔ－５

540 291 ﾆ 日本３００名山ガイド 東日本編 ﾆﾎﾝ ｻﾝﾋﾞｬｸ ﾒｲｻﾞﾝ ｶﾞｲﾄﾞ ﾋｶﾞｼﾆﾎﾝﾍﾝ 市川 静子ほか著 ｲﾁｶﾜ ｼｽﾞｺ 1995 新ハイキング社 1,600.0 21cm 347p T－４

541 291 ﾆ 日本３００名山ガイド 西日本編 ﾆﾎﾝ ｻﾝﾋﾞｬｸ ﾒｲｻﾞﾝ ｶﾞｲﾄﾞ ﾆｼ ﾆﾎﾝﾍﾝ 市川 静子ほか著 ｲﾁｶﾜ ｼｽﾞｺ 1995 新ハイキング社 1,600.0 21cm 317p T－４

542 291 ﾆ 日本さくら紀行 東日本編 ﾆﾎﾝ ｻｸﾗ ｷｺｳ  ﾋｶﾞｼﾆﾎﾝﾍﾝ 山と渓谷社編 ﾔﾏ ﾄ ｹｲｺｸｼｬ 2002 山と渓谷社 1,500.0 21cm 239p T－４

543 291 ﾃ 1 展望の山旅 山から見る山・町から見る山 ﾃﾝﾎﾞｳ ﾉ ﾔﾏﾀﾋﾞ ﾔﾏ ｶﾗ ﾐﾙ ﾔﾏ ﾏﾁ ｶﾗ ﾐﾙ ﾔﾏ 藤本 一美･田代 博 ﾌｼﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾐ ﾀｼﾛ ﾋﾛｼ 1987 実業之日本社 1,900.0 20cm 263p Ｔ－３

544 291 ﾃ 2 展望の山旅 町から見る山・山から見る山 ﾃﾝﾎﾞｳ ﾉ ﾔﾏﾀﾋﾞ ﾏﾁ ｶﾗ ﾐﾙ ﾔﾏ ﾔﾏ ｶﾗ ﾐﾙ ﾔﾏ 藤本 一美･田代 博 ﾌｼﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾐ ﾀｼﾛ ﾋﾛｼ 1990 実業之日本社 2,000.0 20cm 261p Ｔ－３

545 291 ﾃ 3 展望の山旅  山から見る山・町から見る山 ﾃﾝﾎﾞｳ ﾉ ﾔﾏﾀﾋﾞ ﾔﾏ ｶﾗ ﾐﾙ ﾔﾏ ﾏﾁ ｶﾗ ﾐﾙ ﾔﾏ 藤本 一美･田代 博 ﾌｼﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾐ ﾀｼﾛ ﾋﾛｼ 1995 実業之日本社 2,000.0 20cm 253p Ｔ－３

546 291 ﾀ 富士山はなぜフジサンか 私の日本山名探険 ﾌｼﾞｻﾝ ﾜ ﾅｾﾞ ﾌｼﾞｻﾝ ｶ ﾜﾀｸｼ ﾉ ﾆﾎﾝ ｻﾝﾒｲ ﾀﾝｹﾝ 谷 有二 ﾀﾆ ﾕｳｼﾞ 1983 山と渓谷社 1,200.0 19cm 302p T－４１

547 291 ﾆ 日本百名谷 ﾆﾎﾝ ﾋｬｸﾒｲｺｸ 関根 幸次ほか編 ｾｷﾈ ｺｳｼﾞ 1983 白山書房 3,000.0 26cm 214p T－４４

548 291 ﾄ 東京から見える山２７６ ﾄｳｷｮｳ ｶﾗ ﾐｴﾙ ﾔﾏ ﾆﾋｬｸﾅﾅｼﾞｭｳﾛｸ 日本ハイキング倶楽部 ﾆﾎﾝ ﾊｲｷﾝｸﾞ ｸﾗﾌﾞ  1983 日本ハイキング 4,700.0 27cm 413p T－４４

549 291 ﾆ 日本２００名山 ﾆﾎﾝ ﾆﾋｬｸﾒｲｻﾞﾝ 深田 クラブ ﾌｶﾀﾞ ｸﾗﾌﾞ 1987 昭文社 1,980.0 26cm 207p T－４４

550 291 ﾔ スケッチの山旅１２ヵ月 北海道から九州まで 山の絵と文 ｽｹｯﾁ ﾉ ﾔﾏﾀﾋﾞ ｼﾞｭｳﾆｶｹﾞﾂ ﾎｯｶｲﾄﾞｳ ｶﾗ ｷｭｳｼｭｳ ﾏﾃﾞ ﾔﾏ ﾉ ｴ ﾄ ﾌﾞﾝ 山里 寿男 ﾔﾏｻﾄ ﾋｻｵ 1992 実業之日本社 20,000.0 21cm 229p T－４３

551 291 ｶ 山みちで花に逢う日は 川口邦雄画文集 ﾔﾏﾐﾁ ﾃﾞ ﾊﾅ ﾆ ｱｳ ﾋ ﾜ ｶﾜｸﾞﾁ ｸﾆｵ ｶﾞﾌﾞﾝｼｭｳ 川口 邦雄 ｶﾜｸﾞﾁ ｸﾆｵ 1978 矢来書院 2,200.0 27cm 104p T－４３

552 291 ﾀ 夏でも冬でも１００名山 ﾅﾂ ﾃﾞﾓ ﾌﾕ ﾃﾞﾓ ﾋｬｸﾒｲｻﾞﾝ 鷹觜 勝之 ﾀｶﾊｼ ｶﾂﾕｷ 2016 早稲田企画 926.00 18cm 507p カウンター
553 291.1 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

554 291.1 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

555 291.1 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

556 291.1 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

557 291.1 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

558 291.1 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
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559 291.1 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 附録：日高山脈概略図

560 291.1 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

561 291.1 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

562 291.1 ｴ 道草山行ひとり旅 ﾐﾁｸｻ ｻﾝｺｳ ﾋﾄﾘﾀﾋﾞ 遠藤 一郎 ｴﾝﾄﾞｳ ｲﾁﾛｳ 2000 朝日新聞社 1,600.0 20cm 221p Ｔ－４

563 291.1 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 ｶﾜｻｷ ﾀｶｱｷ 1980 木耳社 5,500.0 22cm 339p Ｔ－３

564 291.1 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 2,900.0 22cm 358p T－１８

565 291.1 ｲ 北の山 続篇 ｷﾀ ﾉ ﾔﾏ ｿﾞｸﾍﾝ 伊藤 秀五郎 ｲﾄｳ ｼｭｳｺﾞﾛｳ 1976 茗渓堂 2,700.0 23cm 325p T－１８

566 291.1 ﾊ すこし昔の話 千島・樺太・札幌・信濃 ｽｺｼ ﾑｶｼ ﾉ ﾊﾅｼ ﾁｼﾏ ｶﾗﾌﾄ ｻｯﾎﾟﾛ ｼﾅﾉ 初見 一雄 ﾊﾂﾐ ｶｽﾞｵ 1969 茗渓堂 1,200.0 20cm 393p T－１８

567 291.1 ｻ 札幌の山々（さっぽろ文庫４８） ｻｯﾎﾟﾛ ﾉ ﾔﾏﾔﾏ ｻｯﾎﾟﾛ ﾌﾞﾝｺ48 札幌市教育委員会文化資料室編集 ｻｯﾎﾟﾛｼ ｷｮｳｲｸ ｲｲﾝｶｲ ﾌﾞﾝｶ ｼﾘｮｳｼﾂ 1989 北海道新聞社 1,230.0 20cm 317p Ｔ－４

568 291.1 ｲ 北の山と本 その登山史的考察（山書研究３７号） ｷﾀ ﾉ ﾔﾏ ﾄ ﾎﾝ ｿﾉ ﾄｻﾞﾝｼﾃｷ ｺｳｻﾂ ｻﾝｼｮ ｹﾝｷｭｳ 37ｺﾞｳ 高沢 光雄 ﾀｶｻﾞﾜ ﾐﾂｵ 1992 日本山書の会 2,500.0 21cm 182,89p Ｔ－４

569 291.1 ｻ 札幌から見える山 ｻｯﾎﾟﾛ ｶﾗ ﾐｴﾙ ﾔﾏ 朝比奈 英三ほか編 ｱｻﾋﾅ ｴｲｿﾞｳ 1981 北海道大学図書刊行会 1,400.0 27cm 43p T－４４
570 291.2 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

571 291.2 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

572 291.2 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

573 291.2 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

574 291.2 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

575 291.2 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

576 291.2 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

577 291.2 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

578 291.2 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

579 291.2 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

580 291.2 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

581 291.2 ﾅ わたしの山旅 賢治と石と花と ﾜﾀｼ ﾉ ﾔﾏﾀﾋﾞ ｹﾝｼﾞ ﾄ ｲｼ ﾄ ﾊﾅ ﾄ 中谷 俊雄 ﾅｶﾀﾆ ﾄｼｵ 1985 矢立出版 1,800.0 22cm 188p Ｔ－１５

582 291.2 ﾌ 秋田の峠歩き 歴史の道をアウトドアマンが行く ｱｷﾀ ﾉ ﾄｳｹﾞｱﾙｷ ﾚｷｼ ﾉ ﾐﾁ ｵ ｱｳﾄﾄﾞｱﾏﾝ ｶﾞ ｲｸ 藤原 優太郎 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳﾀﾛｳ 1987 無名舎出版 1,600.0 19cm 300p Ｔ－４

583 291.2 ﾅ 岩手の峠 ｲﾜﾃ ﾉ ﾄｳｹﾞ 那須 光吉 ﾅｽ ﾐﾂﾖｼ 1991 トリョーコム 1,480.0 19cm 277p Ｔ－４

584 291.2 ｱ 1 会津の峠 上 ｱｲｽﾞ ﾉ ﾄｳｹﾞ ｼﾞｮｳ 会津史学会編 ｱｲｽﾞ ｼｶﾞｸｶｲ 1978 歴史春秋社 1,300.0 21cm 258p Ｔ－４

585 291.2 ｱ 2 会津の峠 下 ｱｲｽﾞ ﾉ ﾄｳｹﾞ ｹﾞ 会津史学会編 ｱｲｽﾞ ｼｶﾞｸｶｲ 1978 歴史春秋社 1,300.0 21cm 274p Ｔ－４

586 291.2 ﾀ みちのく名峰紀行 ﾐﾁﾉｸ ﾒｲﾎｳ ｷｺｳ 高橋 祐司 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｼﾞ 1993 無名舎出版 1,500.0 19cm 185p Ｔ－５

587 291.2 ｻ 白神山地 本州最後の秘境（地域研究叢書１） ｼﾗｶﾐ ｻﾝﾁ ﾎﾝｼｭｳ ｻｲｺﾞ ﾉ ﾋｷｮｳ ﾁｲｷ ｹﾝｷｭｳ ｿｳｼｮ 佐藤 勉・坂本 知忠 ｻﾄｳ ﾂﾄﾑ ｻｶﾓﾄ ﾄﾓﾀﾀﾞ 1983 現在旅行研究所 1,600.0 20cm 254p Ｔ－５

588 291.2 ﾊ 白竜湖 大谷地（山形県置賜盆地）の自然と文化 ﾊｸﾘｭｳｺ ｵｵﾔﾁ ﾔﾏｶﾞﾀｹﾝ ｵｷﾀﾏ ﾎﾞﾝﾁ ﾉ ｼｾﾞﾝ ﾄ ﾌﾞﾝｶ 白竜湖研究会編 ﾊｸﾘｭｳｺ ｹﾝｷｭｳｶｲ 1976 白竜湖研究会 頒価不明 22cm 274p Ｔ－４

589 291.2 ｻ ひとりぼっちの鳥海山 康さんの山小屋日誌 ﾋﾄﾘﾎﾞｯﾁ ﾉ ﾁｮｳｶｲｻﾝ ﾔｽｻﾝ ﾉ ﾔﾏｺﾞﾔ ﾆｯｼ 佐藤 康 ｻﾄｳ ﾔｽｼ 1991 無名舎出版 1,550.0 19cm 196p Ｔ－５

590 291.2 ﾔ 青森県山岳風土記 ｱｵﾓﾘｹﾝ ｻﾝｶﾞｸ ﾌﾄﾞｷ 山田 耕一郎 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ 1979 北の街社 950.0 19cm 205p Ｔ－４

591 291.2 ｻ 山形百山 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾋｬｸｻﾞﾝ 坂本 俊亮 ｻｶﾓﾄ ﾄｼｱｷ 1991 無名舎 2,300.0 21cm 294p Ｔ－４

592 291.2 ｱ 青森の山歩き ワンダーフォーゲル記録集 ｱｵﾓﾘ ﾉ ﾔﾏｱﾙｷ ﾜﾝﾀﾞｰﾌｫｰｹﾞﾙﾌﾞ ｷﾛｸｼｭｳ 青森市医師会ＷＶ部編 ｱｵﾓﾘｼ ｲｼｶｲ ﾜﾝﾀﾞｰﾌｫｰｹﾞﾙﾌﾞ 1991 北の街社 2,300.0 22cm 196p Ｔ－４

593 291.2 ｲ 岩手の20名山 ｲﾜﾃ ﾉ ﾆｼﾞｭｳ　ﾒｲｻﾞﾝ 岩手日報社出版部編 ｲﾜﾃ ﾆｯﾎﾟｳｼｬ ｼｭｯﾊﾟﾝﾌﾞ 1991 岩手日報社 1,340.0 19cm 137p Ｔ－４ 改訂版

594 291.2 ｲ 岩手の山やま ｲﾜﾃ ﾉ ﾔﾏﾔﾏ 高橋 喜平ほか著 ﾀｶﾊｼ ｷﾍｲ 1985 熊谷印刷 1,350.0 19cm 176p Ｔ－４

595 291.2 ｵ ふくしまの山５０ 初心者からの山歩きガイドブック ﾌｸｼﾏ ﾉ ﾔﾏ 50 ｼｮｼﾝｼｬ ｶﾗ ﾉ ﾔﾏｱﾙｷ ｶﾞｲﾄﾞ ﾌﾞｯｸ 奥田 博 ｵｸﾀ ﾋﾛｼ 1987 歴史春秋社 1,500.0 19cm 239p Ｔ－５

596 291.2 ｺ 火の山散歩 磐梯・吾妻・安達太良 ﾋ ﾉ ﾔﾏ ｻﾝﾎﾟ ﾊﾞﾝﾀﾞｲ ｱｽﾞﾏ ｱﾀﾞﾀﾗ 小林 金次郎 ｺﾊﾞﾔｼ ｷﾝｼﾞﾛｳ 1972 福島郷土研究会 500.0 19cm 196p Ｔ－５

597 291.2 ｱ 阿武隈の山を歩く（新ハイキング選書２２） ｱﾌﾞｸﾏ ﾉ ﾔﾏ ｵ ｱﾙｸ ｼﾝ ﾊｲｷﾝｸﾞ ｾﾝｼｮ 22 新ハイキング・ペンクラブ ｼﾝ ﾊｲｷﾝｸﾞ ﾍﾟﾝ ｸﾗﾌﾞ 2001 新ハイキング社 1,600.0 21cm 201p Ｔ－４

598 291.2 ﾆ 白神岳 周辺ｶﾞｲﾄﾞと風土 ｼﾗｶﾐﾀﾞｹ ｼｭｳﾍﾝ ｶﾞｲﾄﾞ ﾄ ﾌｳﾄﾞ 西口 正司 ﾆｼｸﾞﾁ ﾏｻｼ 1988 岩崎村むらおこし事業推進委員会 1,200.0 19cm 181p Ｔ－５

599 291.2 ﾄ 東北百名山 ﾄｳﾎｸ ﾋｬｸﾒｲｻﾞﾝ 東北山岳写真家集団 ﾄｳﾎｸ ｻﾝｶﾞｸ ｼｬｼﾝｶ ｼｭｳﾀﾞﾝ 1990 山と渓谷社 2,000.0 24cm 167p T－４２

600 291.2 ﾌ みちのく１２０山 東北の登山紀行とガイド ﾐﾁﾉｸ ﾋｬｸﾆｼﾞｭｳｻﾞﾝ ﾄｳﾎｸ ﾉ ﾄｻﾞﾝ ｷｺｳ ﾄ ｶﾞｲﾄﾞ 福島キャノン山の会 ﾌｸｼﾏ ｷｬﾉﾝ ﾔﾏ ﾉ ｶｲ 1991 歴史春秋出版 1,800.0 19cm 494p Ｔ－５

601 291.2 ｶ かぬか平の山々 秘境北上山地を歩く ｶﾇｶﾃｲ ﾉ ﾔﾏﾔﾏ ﾋｷｮｳ ｷﾀｶﾐ ｻﾝﾁ ｵ ｱﾙｸ 日本山岳会岩手支部編 ﾆﾎﾝ ｻﾝｶﾞｸｶｲ ｲﾜﾃ ｼﾌﾞ 1988 現在旅行研究所 1,800.0 20cm 228p Ｔ－５
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602 291.2 ﾓ 山を訪ねて 会津の日向山・日翳山 心ひかれる奥山41座山歩き紀行 ﾔﾏ ｵ ﾀｽﾞﾈﾃ ｱｲｽﾞ ﾉ ﾋﾅﾀﾔﾏ ﾋｶｹﾞﾔﾏ ｺｺﾛ ﾋｶﾚﾙ ｵｸﾔﾏ ﾖﾝｼﾞｭｳｲﾁｻﾞ ﾔﾏｱﾙｷ ｷｺｳ 森澤 堅次 ﾓﾘｻﾜ ｹﾝｼﾞ 1994 歴史春秋社 1,600.0 19cm 278p Ｔ－５

603 291.2 ﾐ 1 南会津郡西部の山と谷（上） ﾐﾅﾐｱｲｽﾞｸﾞﾝ ｾｲﾌﾞ ﾉ ﾔﾏ ﾄ ﾀﾆ ｼﾞｮｳ 郡山山岳会編 ｺｵﾘﾔﾏ ｻﾝｶﾞｸｶｲ 1983 郡山山岳会 2,500.0 21cm 350p Ｔ－４

604 291.2 ﾐ 2 南会津郡西部の山と谷（下） ﾐﾅﾐｱｲｽﾞｸﾞﾝ ｾｲﾌﾞ ﾉ ﾔﾏ ﾄ ﾀﾆ ｹﾞ 郡山山岳会編 ｺｵﾘﾔﾏ ｻﾝｶﾞｸｶｲ 1983 郡山山岳会 2,500.0 21cm 374p Ｔ－４

605 291.2 ﾌ 深野稔生の宮城の山ガイド 里山・奥山６２座 ﾌｶﾉ ﾄｼｵ ﾉ ﾐﾔｷﾞ ﾉ ﾔﾏ ｶﾞｲﾄﾞ ｻﾄﾔﾏ ｵｸﾔﾏ ﾛｸｼﾞｭｳﾆｻﾞ 深野 稔生 ﾌｶﾉ ﾄｼｵ 1992 歴史春秋社 1,800.0 24cm 177p T－４２

606 291.2 ﾌ 神室岳 その山名と登山史覚え書 ｶﾑﾛﾀﾞｹ ｿﾉ ｻﾝﾒｲ ﾄ ﾄｻﾞﾝｼ ｵﾎﾞｴｶﾞｷ 深野 稔生 ﾌｶﾉ ﾄｼｵ 1983 日伸書房 2,000.0 26cm 111p T－４２

607 291.2 ｻ マタギの森 新田沢湖物語 ﾏﾀｷﾞ ﾉ ﾓﾘ ｼﾝﾀｻﾞﾜｺ ﾓﾉｶﾞﾀﾘ 斉藤 勇一 ｻｲﾄｳ ﾕｳｲﾁ 1979 秋田文化出版社 800.0 18cm 176p Ｔ－５

608 291.2 ｵ ふくしま百山紀行 ﾌｸｼﾏ ﾋｬｸｻﾞﾝ ｷｺｳ 奥田 博 ｵｸﾀ ﾋﾛｼ 1989 歴史春秋社 3,500.0 27cm 222p T－４４

609 291.2 ｺ 南山の道 奥会津散策 小滝清次郎写真作品集 ﾐﾅﾐﾔﾏ ﾉ ﾐﾁ ｵｸｱｲｽﾞ ｻﾝｻｸ ｺﾀｷ ｾｲｼﾞﾛｳ ｼｬｼﾝ ｻｸﾋﾝｼｭｳ 小滝 清次郎 ｺﾀｷ ｾｲｼﾞﾛｳ 1975 歴史春秋社 3,400.0 31cm 141p T－４３
610 291.3 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

611 291.3 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

612 291.3 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

613 291.3 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

614 291.3 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

615 291.3 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

616 291.3 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

617 291.3 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 付録「大秩父山嶽図」

618 291.3 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

619 291.3 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

620 291.3 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

621 291.3 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

622 291.3 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

623 291.3 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

624 291.3 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

625 291.3 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

626 291.3 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

627 291.3 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 裏表紙破れ有

628 291.3 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

629 291.3 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

630 291.3 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

631 291.3 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

632 291.3 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

633 291.3 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

634 291.3 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

635 291.3 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

636 291.3 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

637 291.3 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

638 291.3 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

639 291.3 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

640 291.3 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

641 291.3 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 附図秩父山系図

642 291.3 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

643 291.3 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

644 291.3 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
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645 291.3 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

646 291.3 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

647 291.3 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

648 291.3 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

649 291.3 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

650 291.3 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

651 291.3 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

652 291.3 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

653 291.3 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 附録：谷川岳と周辺地図、時刻表

654 291.3 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

655 291.3 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

656 291.3 ﾊ 奥秩父研究 ｵｸﾁﾁﾌﾞ ｹﾝｷｭｳ 原 全教 ﾊﾗ ｾﾞﾝｷｮｳ 1959 朋文堂 500.00 22cm 324p Ｍ－３６

657 291.3 ﾊ 1 奥秩父 ｵｸﾁﾁﾌﾞ 原 全教 ﾊﾗ ｾﾞﾝｷｮｳ 1942 朋文堂 2.80 19cm 524p Ｍ－３７

658 291.3 ﾊ 2 奥秩父 続篇 ｵｸﾁﾁﾌﾞ 原 全教 ﾊﾗ ｾﾞﾝｷｮｳ 1935 朋文堂 2.50 20cm 706p Ｍ－３７

659 291.3 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 19cm 20,460p Ｍ－３７

660 291.3 ﾄ 谷川岳 ﾀﾆｶﾞﾜﾀﾞｹ 東京徒歩渓流会 ﾄｳｷｮｳ ﾄｳﾎ ｹｲﾘｭｳｶｲ  1936 弘明堂書店 3.00 20cm 437p Ｍ－３７
661 291.3 ｶ 尾瀬と桧枝岐 ｵｾﾞ ﾄ ﾋﾉｴﾏﾀ 川崎 隆章 ｶﾜｻｷ ﾀｶｱｷ 1943 那珂書店 10.00 22cm 704p Ｍ－３８

662 291.3 ｱ 雲取山に生きる ランプとともに30年余の山暮らし ｸﾓﾄﾘﾔﾏ ﾆ ｲｷﾙ ﾗﾝﾌﾟ ﾄ ﾄﾓ ﾆ ｻﾝｼﾞｭｳﾈﾝﾖ ﾉ ﾔﾏｸﾞﾗｼ 新井 信太郎 ｱﾗｲ ｼﾝﾀﾛｳ 1988 実業之日本社 1,700.0 20cm 262p Ｔ－５

663 291.3 ｼ 1 丹沢夜話 ﾀﾝｻﾞﾜ ﾔﾜ ハンス・シュトルテ ﾊﾝｽ ｼｭﾄﾙﾃ 1983 有隣堂 1,400.0 19cm 217p Ｔ－５

664 291.3 ｼ 2 丹沢夜話 続 ﾀﾝｻﾞﾜ ﾔﾜ ハンス・シュトルテ ﾊﾝｽ ｼｭﾄﾙﾃ 1991 有隣堂 1,900.0 19cm 232p Ｔ－５

665 291.3 ｼ 3 丹沢夜話 続々 ﾀﾝｻﾞﾜ ﾔﾜ　 ハンス・シュトルテ ﾊﾝｽ ｼｭﾄﾙﾃ 1995 有隣堂 2,000.0 19cm 246p Ｔ－５

666 291.3 ﾆ 西上州の岩山藪山 ﾆｼｼﾞｮｳｼｭｳ ﾉ ｲﾜﾔﾏ ﾔﾌﾞﾔﾏ 二木 久夫 ﾌﾀｷ ﾋｻｵ 1981 現在旅行研究所 2,800.0 20cm 362p Ｔ－３

667 291.3 ﾄ 東京の山 ﾄｳｷｮｳ ﾉ ﾔﾏ 読売新聞社八王子支局編 ﾖﾐｳﾘｼﾝﾌﾞﾝｼｬ ﾊﾁｵｳｼﾞｼｷｮｸ 1978 草風社 1,500.0 22cm 188p Ｔ－４

668 291.3 ﾖ 丹澤記 ﾀﾝｻﾞﾜｷ 吉田 喜久治 ﾖｼﾀﾞ ｷｸﾊﾙ 1983 岳書房 2,600.0 20cm 491p Ｔ－５

669 291.3 ｵ 秩父の峠 ﾁﾁﾌﾞ ﾉ ﾄｳｹﾞ 大久根 茂 ｵｵｸﾈ ｼｹﾞﾙ 1988 さきたま出版 1,500.0 19cm 226p T－５

670 291.3 ｸ 秩父の峠道 ﾁﾁﾌﾞ ﾉ ﾄｳｹﾞﾐﾁ 日下部 朝一郎 ｸｻｶﾍﾞ ﾄﾓｲﾁﾛｳ 1981 木馬書館 1,180.0 19cm 270p T－５

671 291.3 ｶ 関東百山 ｶﾝﾄｳ ﾋｬｸｻﾝ 浅野 孝一他 ｱｻﾉ ｺｳｲﾁ 1985 実業之日本社 1,800.0 20cm 309p Ｔ－６

672 291.3 ｽ 私の山谷川岳 ﾜﾀｼ ﾉ ﾔﾏ ﾀﾆｶﾞﾜﾀﾞｹ 杉本 光作 ｽｷﾞﾓﾄ ｺｲｻｸ 1981 中央公論社 1,400.0 20cm 353p Ｔ－５

673 291.3 ﾎ 尾瀬 私の手帖から ｵｾﾞ ﾜﾀｸｼ ﾉ ﾃﾁｮｳ ｶﾗ 堀 昭一 ﾎﾘ ｼｮｳｲﾁ 1979 上毛新聞社 950.0 19cm 178p Ｔ－５

674 291.3 ﾔ 尾瀬の賛歌 ｵｾﾞﾉ ｻﾝｶ 八木 一郎 ﾔｷﾞ ｲﾁﾛｳ 1979 講談社 980.0 20cm 258p Ｔ－５

675 291.3 ｱ 秋川の山々（復刻版) ｱｷｶﾜ ﾉ ﾔﾏﾔﾏ 東京瓦斯山岳会 ﾄｳｷｮｳ ｶﾞｽ ｻﾝｶﾞｸｶｲ 1977 木耳社 2,000.0 20cm 228p T－６

676 291.3 ｵ 多摩川水流紀行 ﾀﾏｶﾞﾜ ｽｲﾘｭｳ ｷｺｳ 大内 尚樹 ｵｵｳﾁ ﾅｵｷ 1991 白山書房 2,200.0 20cm 238p T－６

677 291.3 ｵ 奥利根・秘境の素顔 ｵｸﾄﾈ ﾋｷｮｳ ﾉ ｽｶﾞｵ 朝日新聞前橋支局編 ｱｻﾋ ｼﾝﾌﾞﾝ ﾏｴﾊﾞｼ ｼｷｮｸ 1983 あさを社 1,000.0 19cm 135p T－６

678 291.3 ｼ 片倉の自然 ｶﾀｸﾗ ﾉ ｼｾﾞﾝ 柴田 隆行 ｼﾊﾞﾀ ﾀｶﾕｷ 1982 かたくら書店 480.0 18cm 115p T－６

679 291.3 ｻ 三斗小屋温泉誌 ｻﾝﾄﾞｺﾞﾔ ｵﾝｾﾝｼ 三斗小屋温泉誌刊行委員会編 ｻﾝﾄﾞｺﾞﾔ ｵﾝｾﾝｼ ｶﾝｺｳ ｲｲﾝｶｲ 1989 隋想舎 2,575.0 22cm 326p Ｔ－６

680 291.3 ﾀ 谷川岳 ﾀﾆｶﾞﾜﾀﾞｹ 朝日新聞前橋支局編 ｱｻﾋ ｼﾝﾌﾞﾝ ﾏｴﾊﾞｼ ｼｷｮｸ 1974 朝日ソノラマ 900.0 20cm 290p T－６

681 291.3 ﾀ 丹沢物語 ﾀﾝｻﾞﾜ ﾓﾉｶﾞﾀﾘ 朝日新聞横浜支局編 ｱｻﾋ ｼﾝﾌﾞﾝ ﾖｺﾊﾏ ｼｷｮｸ 1973 朝日ソノラマ 800.0 20cm 286p Ｔ－６

682 291.3 ﾐ 緑の散歩道 府中市自然ガイドブック ﾐﾄﾞﾘ ﾉ ｻﾝﾎﾟﾐﾁ ﾌﾁｭｳｼ ｼｾﾞﾝ ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ 府中市自然ガイドブック編さん委員会編 ﾌﾁｭｳｼ ｼｾﾞﾝ ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ ﾍﾝｻﾝ ｲｲﾝｶｲ 1980 府中市 頒価不明 21cm 229p T－６

683 291.3 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 8,500.0 20cm 618p T－６ 附録：大秩父山岳図

684 291.3 ﾊ 2 奥秩父 続篇 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 8,500.0 20cm 706p T－６

685 291.3 ｷ 山 心象と風景 ﾔﾏ ｼﾝｼｮｳ ﾄ ﾌｳｹｲ 北原 由夫 ｷﾀﾊﾗ ﾖｼｵ 1984 教育出版センター 2,000.0 20cm 300p T－６

686 291.3 ｲ 13 山村と峠道 山ぐに・秩父を巡る（シリーズ山と民俗１３） ｻﾝｿﾝ ﾄ ﾄｳｹﾞﾐﾁ ﾔﾏｸﾞﾆ ﾁﾁﾌﾞ ｵ ﾒｸﾞﾙ ｼﾘｰｽﾞ ﾔﾏ ﾄ ﾐﾝｿﾞｸ 13 飯野 頼治 ｲｲﾉ ﾖﾘｼﾞ 1990 エンタプライズ 2,000.0 20cm 274p T－４７

687 291.3 ﾁ ふるさと再発見 千葉県 ﾌﾙｻﾄ ｻｲﾊｯｹﾝ ﾁﾊﾞｹﾝ 日地出版編集部編 ﾆｯﾁ ｼｭｯﾊﾟﾝ ﾍﾝｼｭｳﾌﾞ 1994 日地出版 1,500.0 21cm 192p T－６
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688 291.3 ﾎ 房総の山 ﾎﾞｳｿｳ ﾉ ﾔﾏ 千葉県山岳連盟房総の山編集委員会編 ﾁﾊﾞｹﾝ ｻﾝｶﾞｸ ﾚﾝﾒｲ ﾎﾞｳｿｳ ﾉ ﾔﾏ ﾍﾝｼｭｳｲｲﾝｶｲ 1977 千秋社 780.0 19cm 251p T－６

689 291.3 ﾂ 奥多摩・秩父 １００の山と峠 スケッチとエッセイとガイド ｵｸﾀﾏ ﾁﾁﾌﾞ ﾋｬｸ ﾉ ﾔﾏ ﾄ ﾄｳｹﾞ ｽｹｯﾁ ﾄ ｴｯｾｲ ﾄ ｶﾞｲﾄﾞ 津波 克明 ﾂﾅﾐ ｶﾂｱｷ  1995 けやき出版 1,500.0 20cm 170p T－６

690 291.3 ﾓ 多摩の低山 埋もれた道・懐かしい道３８コース ﾀﾏ ﾉ ﾃｲｻﾞﾝ ｳﾓﾚﾀ ﾐﾁ ﾅﾂｶｼｲ ﾐﾁ 38 ｺｰｽ 守屋 竜男 ﾓﾘﾔ ﾀﾂｵ 1988 けやき出版 1,000.0 19cm 238p T－６

691 291.3 ﾆ 西さがみハイク ﾆｼｻｶﾞﾐ　ﾊｲｸ 小田原山岳会編 ｵﾀﾞﾜﾗ ｻﾝｶﾞｸｶｲ 1989 神奈川新聞社 920.0 18cm 229p T－６

692 291.3 ﾓ 相模の低山 相模原上流の山々３４コース ｻｶﾞﾐ ﾉ ﾃｲｻﾞﾝ ｻｶﾞﾐﾊﾗ ｼﾞｮｳﾘｭｳ ﾉ ﾔﾏﾔﾏ 34 ｺｰｽ 守屋 竜男 ﾓﾘﾔ ﾀﾂｵ 1994 けやき出版 1,100.0 19cm 246p T－６

693 291.3 ﾊ 箱根路・ふるさとの街道 三島道石畳を歩く ﾊｺﾈｼﾞ ﾌﾙｻﾄ ﾉ ｶｲﾄﾞｳ ﾐｼﾏﾐﾁ ｲｼﾀﾞﾀﾐ ｵ ｱﾙｸ 稲木 伸治ほか著 ｲﾅｷﾞ ｼﾝｼﾞ 1985 伊豆郷土史研究会 1,200.0 19cm 316p T－６

694 291.3 ﾄ 利根川流域五十山 ﾄﾈｶﾞﾜ ﾘｭｳｲｷ ｺﾞｼﾞｭｳｻﾞﾝ 我孫子登山倶楽部編 ｱﾋﾞｺ ﾄｻﾞﾝ ｸﾗﾌﾞ 1991 崙書房出版 1,500.0 19cm 215p T－６

695 291.3 ｵ 茨城の山と渓谷 ｲﾊﾞﾗｷ ﾉ ﾔﾏ ﾄ ｹｲｺｸ 岡野 重一 ｵｶﾉ ｼｹﾞｲﾁ 1983 茨城新聞社出版部 1,000.0 19cm 183p T－６

696 291.3 ｸ 黒滝山 関東の仙境 不動寺と南牧村を歩く… ｸﾛﾀｷｻﾝ ｶﾝﾄｳ ﾉ ｾﾝｷｮｳ ﾌﾛｳｼﾞ ﾄ ﾅﾝﾓｸﾑﾗ ｵ ｱﾙｸ 〔正満 英利〕ほか編 ﾏｻﾐﾂ ﾋﾃﾞﾄｼ 1994 あさお社 1,000.0 19cm 148p T－５

697 291.3 ｸ 群馬の山歩き８０選 山ぐつはいて 完全新取材安心して行ける要点ｶﾞｲﾄﾞ ｸﾞﾝﾏ ﾉ ﾔﾏｱﾙｷ ﾊﾁｼﾞｯｾﾝ ﾔﾏｸﾞﾂ ﾊｲﾃ ｶﾝｾﾞﾝ ｼﾝｼｭｻﾞｲ ｱﾝｼﾝ ｼﾃ ｲｹﾙ ﾖｳﾃﾝ ｶﾞｲﾄﾞ 上毛新聞社編集 ｼﾞｮｳﾓｳ ｼﾝﾌﾞﾝｼｬ 1985 上毛新聞社 950.0 19cm 199p T－５

698 291.3 ｸ 群馬の山歩き１３０選 徹底紹介 群馬とその周辺の山々 完全新取材安心して行ける要点ｶﾞｲﾄﾞ ｸﾞﾝﾏ ﾉ ﾔﾏｱﾙｷ 130ｾﾝ ﾃｯﾃｲ ｼｮｳｶｲ ｸﾞﾝﾏ ﾄ ｿﾉ ｼｭｳﾍﾝ ﾉ ﾔﾏﾔﾏ ｶﾝｾﾞﾝ ｼﾝｼｭｻﾞｲ ｱﾝｼﾝ ｼﾃ ｲｹﾙ ﾖｳﾃﾝ ｶﾞｲﾄﾞ 上毛新聞社編集 ｼﾞｮｳﾓｳ ｼﾝﾌﾞﾝｼｬ 1991 上毛新聞社 1,000.0 19cm 265p T－５

699 291.3 ｵ 足尾山塊の沢 ｱｼｵ ｻﾝｶｲ ﾉ ｻﾜ 岡田 敏夫 ｵｶﾀﾞ ﾄｼｵ 1988 白山書房 2,000.0 19cm 383p T－５

700 291.3 ｵ 足尾山塊の山 ｱｼｵ ｻﾝｶｲ ﾉ ﾔﾏ 岡田 敏夫 ｵｶﾀﾞ ﾄｼｵ 1988 白山書房 2,000.0 19cm 383p T－５

701 291.3 ｺ 群馬の山 ｸﾞﾝﾏ ﾉ ﾔﾏ 小林 二三雄編 ｺﾊﾞﾔｼ ﾌﾐｵ 1979 上毛新聞社 1,500.0 19cm 284p T－５

702 291.3 ｸ 1 群馬の山１ 尾瀬・武尊・渡良瀬川流域 ｸﾞﾝﾏ ﾉ ﾔﾏ1 ｵｾﾞ ﾎﾀｶ ﾜﾀﾗｾｶﾞﾜ ﾘｭｳｲｷ 群馬県山岳連盟編 ｸﾞﾝﾏｹﾝ ｻﾝｶﾞｸ ﾚﾝﾒｲ 1987 上毛新聞 1,800.0 21cm 213p T－４

703 291.3 ｻ 里山を歩こう 関東周辺の里山歩き30選 ｻﾄﾔﾏ ｵ ｱﾙｺｳ ｶﾝﾄｳ ｼｭｳﾍﾝ ﾉ ｻﾄﾔﾏ ｱﾙｷ 30ｾﾝ 中村 哲夫 ﾅｶﾑﾗ ﾃﾂｵ 1998 保健同人社 1,300.0 21cm 127p T－６

704 291.3 ｻ 西上州の山と峠 ﾆｼｼﾞｮｳｼｭｳ ﾉ ﾔﾏ ﾄ ﾄｳｹﾞ 佐藤 節 ｻﾄｳ ﾐｻｵ 1982 新ハイキング社 1,500.0 19cm 363p T－５

705 291.3 ﾄ 栃木の山１００ さわやか ワンダァーハイク ﾄﾁｷﾞ ﾉ ﾔﾏ100 ｻﾜﾔｶ ﾜﾝﾀﾞｧｰ ﾊｲｸ 宇都宮ハイキングクラブ編 ｳﾂﾉﾐﾔ ﾊｲｷﾝｸﾞ ｸﾗﾌﾞ 1991 随想舎 1,800.0 21cm 246p T－６

706 291.3 ﾉ のんびり樹木散歩 東京＆首都圏の森50選 ﾉﾝﾋﾞﾘ ｼﾞｭﾓｸ ｻﾝﾎﾟ ﾄｳｷｮｳ ｱﾝﾄﾞ ｼｭﾄｹﾝ ﾉ ﾓﾘ ｺﾞｼﾞｯｾﾝ 清澤 一人・水尾 一郎 ｷﾖｻﾜ ｶｽﾞﾄ ﾐｽﾞｵ ｲﾁﾛｳ 1999 淡交社 1,800.0 21cm 143p T－６

707 291.3 ﾐ 小さな旅 西上州・神流川流域の山と峠 ﾁｲｻﾅ ﾀﾋﾞ ﾆｼｼﾞｮｳｼｭｳ ｶﾝﾅｶﾞﾜ ﾘｭｳｲｷ ﾉ ﾔﾏ ﾄ ﾄｳｹﾞ 三宅 伴子 ﾐﾔｹ ﾄﾓｺ 1988 白山書房 1,300.0 19cm 202p T－６

708 291.3 ﾀ あの道この道 心にしみる都心・郊外の散歩道 ｱﾉ ﾐﾁ ｺﾉ ﾐﾁ ｺｺﾛ ﾆ ｼﾐﾙ ﾄｼﾝ ｺｳｶﾞｲ ﾉ ｻﾝﾎﾟﾐﾁ 田中 仲・毛利 好彰 ﾀﾅｶ ﾁｭｳ ﾓｳﾘ ﾖｼｱｷ 1974 実業之日本社 680.0 18cm 289p T－６

709 291.3 ﾊ 箱根の史跡 ﾊｺﾈ ﾉ ｼｾｷ 箱根町観光産業課 ﾊｺﾈﾏﾁ ｶﾝｺｳｻﾝｷﾞｮｳｶ 1988 箱根町 頒価不明 21cm 1冊 T－６

710 291.3 ﾏ 巻機山研究 ﾏｷﾊﾀﾔﾏ ｹﾝｷｭｳ 豊島山岳会編 ﾄｼﾏ ｻﾝｶﾞｸｶｲ 1979 茗渓堂 2,000.0 22cm 344p T－４２

711 291.3 ﾐ 妙義山 歴史と信仰の山（上州路文庫１） ﾐｮｳｷﾞｻﾝ ﾚｷｼ ﾄ ｼﾝｺｳ ﾉ ﾔﾏ ｼﾞｮｳｼｭｳｼﾞ ﾌﾞﾝｺ1 上州路文庫 ｼﾞｮｳｼｭｳｼﾞ ﾌﾞﾝｺ 1980 あさを社 500.0 19cm 95p T－５

712 291.3 ﾖ 東京から見える山を歩く ﾄｳｷｮｳ ｶﾗ ﾐｴﾙ ﾔﾏ ｵ ｱﾙｸ 横山 厚夫 ﾖｺﾔﾏ ｱﾂｵ 1990 山と渓谷社 1,500.0 22cm 200p T－６

713 291.3 ﾄ 秩父 自然と生活 戸井昌造画文集 ﾁﾁﾌﾞ ｼｾﾞﾝ ﾄ ｾｲｶﾂ ﾄｲ ｼｮｳｿﾞｳ ｶﾞﾌﾞﾝｼｭｳ 戸井 昌造 ﾄｲ ｼｮｳｿﾞｳ 1975 二月社 2,800.0 24cm 201p T－４４
714 291.4 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

715 291.4 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

716 291.4 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

717 291.4 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

718 291.4 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 付録：六万二千分一大地図

719 291.4 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

720 291.4 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

721 291.4 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

722 291.4 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

723 291.4 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

724 291.4 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

725 291.4 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

726 291.4 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

727 291.4 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

728 291.4 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

729 291.4 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

730 291.4 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 附録地図8枚
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731 291.4 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 附録：地図1枚

732 291.4 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 附録：地図2枚

733 291.4 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 附録:地図1枚

734 291.4 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

735 291.4 ﾅ わが白山連峰 ふるさとの山々と渓谷 ﾜｶﾞ ﾊｸｻﾝ ﾚﾝﾎﾟｳ ﾌﾙｻﾄ ﾉ ﾔﾏﾔﾏ ﾄ ｹｲｺｸ 長崎 幸雄 ﾅｶﾞｻｷ ﾕｷｵ 1987 北国出版社 1,600.0 19cm 330p Ｔ－７

736 291.4 ﾏ 霧の森 ふくいの山・四季 ｷﾘ ﾉ ﾓﾘ ﾌｸｲ ﾉ ﾔﾏ ｼｷ 増永 迪男 ﾏｽﾅｶﾞ ﾐﾁｵ 1993 ナカニシヤ出版 2,000.0 20cm 175p Ｔ－６

737 291.4 ﾏ 霧の山 続ふくいの山・四季 ｷﾘ ﾉ ﾔﾏ ｿﾞｸ ﾌｸｲ ﾉ ﾔﾏ ｼｷ 増永 迪男 ﾏｽﾅｶﾞ ﾐﾁｵ 1995 ナカニシヤ出版 2,000.0 20cm 204p Ｔ－６

738 291.4 ﾏ 1 霧の谷 ｷﾘ ﾉ ﾀﾆ 増永 迪男 ﾏｽﾅｶﾞ ﾐﾁｵ 1975 北陸通信社 1,500.0 19cm 200p Ｔ－６

739 291.4 ﾏ 2 霧の谷 ２ ｷﾘ ﾉ ﾀﾆ 2 増永 迪男 ﾏｽﾅｶﾞ ﾐﾁｵ 1976 北陸通信社 1,500.0 19cm 192p Ｔ－６

740 291.4 ｲ 石川の山と自然 ｲｼｶﾜ ﾉ ﾔﾏ ﾄ ｼｾﾞﾝ 宮 誠而 ﾐﾔ ｾｲｼﾞ 1969 宮 誠而 880.0 18cm 222p Ｔ－７

741 291.4 ｴ 越中の百山 ｴｯﾁｭｳ ﾉ ﾋｬｸｻﾝ 富山県教職員山岳研究会/富山県高等学校体育連盟山岳部編 ﾄﾔﾏｹﾝ ｷｮｳｼｮｸｲﾝ ｻﾝｶﾞｸ ｹﾝｷｭｳｶｲ ﾄﾔﾏｹﾝ ｺｳﾄｳ ｶﾞｯｺｳ ﾀｲｲｸ ﾚﾝﾒｲ ｻﾝｶﾞｸﾌﾞ 1981 北日本新聞社 1,800.0 19cm 382p T－４２

742 291.4 ﾄ とやま山歩き ﾄﾔﾏ ﾔﾏｱﾙｷ 月刊・タウン情報とやま編 ｹﾞｯｶﾝ ﾀｳﾝ ｼﾞｮｳﾎｳ ﾄﾔﾏ 1986 C・A・P 1,500.0 19cm 253p T－４２

743 291.4 ﾌ 1 越後の山旅 上巻 ｴﾁｺﾞ ﾉ ﾔﾏﾀﾋﾞ ｼﾞｮｳｶﾝ 藤島 玄 ﾌｼﾞｼﾏ ｹﾞﾝ 1985 富士波出版社 2,000.0 19cm 417p T－４２

744 291.4 ﾌ 2 越後の山旅 下巻 ｴﾁｺﾞ ﾉ ﾔﾏﾀﾋﾞ ｹﾞｶﾝ 藤島 玄 ﾌｼﾞｼﾏ ｹﾞﾝ 1983 富士波出版社 2,000.0 20cm 417p T－４２

745 291.4 ｶ 川内山とその周辺 ｶﾜﾁﾔﾏ ﾄ ｿﾉ ｼｭｳﾍﾝ 笠原 藤七 ｶｻﾊﾗ ﾄｳｼﾁ 1987 茗渓堂 1,500.0 21cm 142p T－４２

746 291.4 ｸ 素描・かなざわ その自然と街並み ｿﾋﾞｮｳ ｶﾅｻﾞﾜ ｿﾉ ｼｾﾞﾝ ﾄ ﾏﾁﾅﾐ 櫛田 烏亭 ｸｼﾀﾞ ｳﾃｲ 1984 北国出版社 1,200.0 19cm 223p T－４２

747 291.4 ｻ 剣岳をどう登るか ﾂﾙｷﾞﾀﾞｹ ｵ ﾄﾞｳ ﾉﾎﾞﾙｶ 佐伯 邦夫 ｻｴｷ ｸﾆｵ 1976 北国出版社 1,900.0 22cm 256p T－４５

748 291.4 ｻ 富山県の山（分県登山ガイド１７） ﾄﾔﾏｹﾝ ﾉ ﾔﾏ ﾌﾞﾝｹﾝ ﾄｻﾞﾝ ｶﾞｲﾄﾞ17 佐伯 郁夫・佐伯 克美 ｻｴｷ ｲｸｵ ｻｴｷ ｶﾂﾐ 1995 山と渓谷社 1,750.0 21cm 127p T－４２

749 291.4 ﾆ 新潟の山旅 ﾆｲｶﾞﾀ ﾉ ﾔﾏﾀﾋﾞ 新鉄山岳連盟編 ﾆｲﾃﾂ ｻﾝｶﾞｸ ﾚﾝﾒｲ 1982 新潟日報事業社 1,300.0 19cm 235p T－４２

750 291.4 ﾋ 奥能登 ｵｸﾉﾄ 平谷 平蔵 ﾋﾗﾀﾆ ﾍｲｿﾞｳ 1981 北国出版社 1,300.0 19cm 181p T－４２

751 291.4 ﾏ 福井の山１５０ ﾌｸｲ ﾉ ﾔﾏ 150 増永 迪男 ﾏｽﾅｶﾞ ﾐﾁｵ 1989 ナカニシヤ出版 3,000.0 16×23cm 327p T－４２

752 291.4 ﾌ 福井の山と半島 ﾌｸｲ ﾉ ﾔﾏ ﾄ ﾊﾝﾄｳ 福井大学ワンダーフォーゲルＯＢ会 ﾌｸｲ ﾀﾞｲｶﾞｸ ﾜﾝﾀﾞｰ ﾌｫｰｹﾞﾙﾌﾞ 1977 フェニックス出版 980.0 19cm 322p T－４２ 改訂新版

753 291.4 ﾎ 北陸の百山 Ｆｒｉｅｎｄｌｙ to Ｎatural ﾎｸﾘｸ ﾉ ﾋｬｸｻﾞﾝ ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰ ﾄｩ ﾅﾁｭﾗﾙ 朝日新聞富山支局ほか編 ｱｻﾋ ｼﾝﾌﾞﾝ ﾄﾔﾏ ｼｷｮｸ 1987 能登印刷・出版部 2,700.0 20cm 226p T－４２

754 291.4 ﾜ 若狭の山・谷・峠 ﾜｶｻ ﾉ ﾔﾏ ﾀﾆ ﾄｳｹﾞ 小浜山の会ガイドブック編集委員会編 ｺﾊﾏﾔﾏ ﾉ ｶｲ ｶｲﾞﾄﾞﾌﾞｯｸ ﾍﾝｼｭｳ ｲｲﾝｶｲ 1983 小浜山の会 頒価不明 18cm 146p T－４２

755 291.4 ﾋ 平ヶ岳 知られざる山 ﾋﾗｶﾞﾀｹ ｼﾗﾚｻﾞﾙ ﾔﾏ 北魚沼地区理科教育センター ｷﾀｳｵﾇﾏ ﾁｸ ﾘｶ ｷｮｳｲｸ ｾﾝﾀｰ 1981 北魚沼地区理科教育センター 3,300.0 27cm 112p T－４４
756 291.5 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

757 291.5 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

758 291.5 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

759 291.5 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

760 291.5 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

761 291.5 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

762 291.5 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

763 291.5 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

764 291.5 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

765 291.5 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

766 291.5 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

767 291.5 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

768 291.5 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

769 291.5 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

770 291.5 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

771 291.5 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

772 291.5 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

773 291.5 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 付録：三万四千分一大地図
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774 291.5 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

775 291.5 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

776 291.5 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

777 291.5 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 地図「富士山絶頂之図」１枚

778 291.5 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 附録「日本アルプス縦断記附略図」1枚

779 291.5 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

780 291.5 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

781 291.5 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

782 291.5 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

783 291.5 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

784 291.5 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

785 291.5 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

786 291.5 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

787 291.5 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

788 291.5 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

789 291.5 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

790 291.5 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

791 291.5 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

792 291.5 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

793 291.5 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

794 291.5 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

795 291.5 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

796 291.5 ﾌ 富士山及其の附近 ﾌｼﾞｻﾝ ｵﾖﾋﾞ ｿﾉ ﾌｷﾝ 山梨県山林会 ﾔﾏﾅｼｹﾝ ｻﾝﾘﾝｶｲ 1928 山梨県山林会 非売品 23cm 121p O-１７

797 291.5 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

798 291.5 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

799 291.5 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

800 291.5 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

801 291.5 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

802 291.5 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

803 291.5 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

804 291.5 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

805 291.5 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

806 291.5 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

807 291.5 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

808 291.5 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

809 291.5 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

810 291.5 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

811 291.5 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

812 291.5 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

813 291.5 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

814 291.5 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

815 291.5 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

816 291.5 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
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817 291.5 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

818 291.5 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

819 291.5 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

820 291.5 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

821 291.5 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

822 291.5 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

823 291.5 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

824 291.5 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

825 291.5 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

826 291.5 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

827 291.5 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

828 291.5 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 附録八ヶ岳火山群登山図

829 291.5 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

830 291.5 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

831 291.5 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

832 291.5 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

833 291.5 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

834 291.5 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

835 291.5 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

836 291.5 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

837 291.5 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

838 291.5 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

839 291.5 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

840 291.5 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

841 291.5 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

842 291.5 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

843 291.5 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

844 291.5 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

845 291.5 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 ﾋﾃﾞﾊﾙ 1929 朗月堂 1.80 19cm 307p Ｍ－１４

846 291.5 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

847 291.5 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

848 291.5 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

849 291.5 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 附録：地図1枚

850 291.5 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

851 291.5 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

852 291.5 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

853 291.5 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

854 291.5 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

855 291.5 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

856 291.5 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

857 291.5 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

858 291.5 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

859 291.5 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 附録：日本アルプス大観図、解説10p
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860 291.5 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

861 291.5 ﾎ 愉しかりし山 ﾀﾉｼｶﾘｼ ﾔﾏ 本田 勝一 ﾎﾝﾀﾞ ｶﾂｲﾁ 1971 仮面社 980.00 22cm 243p Ｍ－３６

862 291.5 ﾋ 赤石渓谷 ｱｶｲｼ ｹｲｺｸ 平賀 文男 ﾋﾗｶﾞ ﾌﾐｵ 1933 隆章閣 1.20 20cm 300,4p Ｍ－３７

863 291.5 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 6,4,290p Ｍ－３７

864 291.5 ｷ 北アルプス 増訂版 ｷﾀｱﾙﾌﾟｽ ｿﾞｳﾃｲﾊﾞﾝ 小笠原 勇八・渡邊 公平他共著 ｵｶﾞｻﾊﾗ ﾕｳﾊﾁ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾍｲ 1936 三省堂 1.80 20cm 386,15p Ｍ－３７ 附録：白馬岳頂上展望図・燕岳荘よりの展望図等２枚【索引3-4p欠】

865 291.5 ｷ 北アルプス 新版 ｷﾀｱﾙﾌﾟｽ ｼﾝﾊﾞﾝ 小笠原 勇八・渡邊 公平他共著 ｵｶﾞｻﾊﾗ ﾕｳﾊﾁ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾍｲ 1940 三省堂 2.30 20cm 8,436p Ｍ－３７ 附録：穂高岳・劔岳登山図2枚

866 291.5 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 東京寶文館 3.50 23cm 240p Ｍ－３８

867 291.5 ﾐ 山岳征服 ｻﾝｶﾞｸ ｾｲﾌｸ 三木 高岺 ﾐｷ ｺｳﾚｲ 1929 黒百合社 2.70 23cm 314p Ｍ－３８

868 291.5 ﾐ 南アルプス静寂と秘境を求めて ﾐﾅﾐｱﾙﾌﾟｽ ｾｲｼﾞｬｸ ﾄ ﾋｷｮｳ ｵ ﾓﾄﾒﾃ 平口 善朗他 ﾋﾗｸﾞﾁ ﾖｼﾛｳ 1992 光陽出版社 1,500.0 19cm 222p Ｔ－４１

869 291.5 ﾋ 南アルプス山行記 ﾐﾅﾐｱﾙﾌﾟｽ ｻﾝｺｳｷ 平口 善朗・斎藤 多積 ﾋﾗｸﾞﾁ ﾖｼﾛｳ ｻｲﾄｳ ﾀﾂﾐ 1985 サンブライト 1,800.0 19cm 300p Ｔ－４１

870 291.5 ﾋ 母なる山南アルプス ﾊﾊ ﾅﾙ ﾔﾏ ﾐﾅﾐｱﾙﾌﾟｽ 平口 善朗 ﾋﾗｸﾞﾁ ﾖｼﾛｳ 1987 サンブライト 1,200.0 19cm 189p Ｔ－４１

871 291.5 ﾅ 北アルプス開発誌 山小屋創始者と山案内人列伝 ｷﾀｱﾙﾌﾟｽ ｶｲﾊﾂｼ ﾔﾏｺﾞﾔ ｿｳｼｼｬ ﾄ ﾔﾏ ｱﾝﾅｲﾆﾝ ﾚﾂﾃﾞﾝ 中村 周一郎 ﾅｶﾑﾗ ｼｭｳｲﾁﾛｳ 1981 郷土出版 1,800.0 22cm 202p Ｔ－４５

872 291.5 ｵ 北アルプス山楽山歩 山を楽しみ自然に学ぶ ｷﾀｱﾙﾌﾟｽ ｻﾝｶﾞｸ ｻﾝﾎﾟ ﾔﾏ ｵ ﾀﾉｼﾐ ｼｾﾞﾝ ﾆ ﾏﾅﾌﾞ 小野木 三郎 ｵﾉｷﾞ ｻﾌﾞﾛｳ 1989 教育出版文化協会 1,000.0 21cm 99p Ｔ－４５

873 291.5 ﾔ 八ヶ岳挽歌 ﾔﾂｶﾞﾀｹ ﾊﾞﾝｶ 山口 耀久 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷﾋｻ 2001 平凡社 3,000.0 20cm 386p Ｔ－４１

874 291.5 ﾔ 北八ッ彷徨 随想八ヶ岳（アルプ選書） ｷﾀﾔﾂ ﾎｳｺｳ ｽﾞｲｿｳ ﾔﾂｶﾞﾀｹ ｱﾙﾌﾟ ｾﾝｼｮ 山口 耀久 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷﾋｻ 1980 創文社 1,000.0 18cm 254p Ｔ－４１

875 291.5 ｶ 甲斐路 ふるさとの自然（ふるさと自慢シリーズ４） ｶｲｼﾞ ﾌﾙｻﾄ ﾉ ｼｾﾞﾝ ﾌﾙｻﾄ ｼﾞﾏﾝ ｼﾘｰｽﾞ 山梨県編 ﾔﾏﾅｼｹﾝ 1985 山梨日日新聞 1,300.0 22cm 191p Ｔ－４１

876 291.5 ｲ 富士山 地図を手に ﾌｼﾞｻﾝ ﾁｽﾞ ｵ ﾃ ﾆ 伊藤 幸司 ｲﾄｳ ｺｳｼﾞ 1980 東京新聞出版局 1,800.0 22cm 229p Ｔ－４１

877 291.5 ｴ 富士山よもやま話 ﾌｼﾞｻﾝ ﾖﾓﾔﾏﾊﾞﾅｼ 遠藤 秀男 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞｵ 1989 静岡新聞社 1,600.0 19cm 279p Ｔ－４１

878 291.5 ﾌ 富士山とわたし ﾌｼﾞｻﾝ ﾄ ﾜﾀｼ NHK静岡放送局「富士山とわたし」編集委員会 ｴﾇｴｲﾁｹｲ ｼｽﾞｵｶ ﾎｳｿｳｷｮｸ ﾌｼﾞｻﾝ ﾄ ﾜﾀｼ ﾍﾝｼｭｳ ｲｲﾝｶｲ 1987 黒船出版 1,500.0 19×19ｃｍ 135p Ｔ－４１

879 291.5 ﾌ 富士山 自然から文化史まで（JTBキャンブックス） ﾌｼﾞｻﾝ ｼｾﾞﾝ ｶﾗ ﾌﾞﾝｶｼ ﾏﾃﾞ ｼﾞｪ‐ﾃｨ‐ﾋﾞｰ ｷｬﾝ ﾌﾞｯｸｽ 1996 日本交通公社出版事業局 1,500.0 21cm 143p Ｔ－４１

880 291.5 ｲ 地蔵ガ岳 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 1,000.0 19cm 262p Ｔ－４１

881 291.5 ﾀ 大菩薩峠介山荘 ﾀﾞｲﾎﾞｻﾂ ﾄｳｹﾞ ｶｲｻﾞﾝｿｳ 大菩薩峠介山荘 1998 大菩薩峠介山荘 頒価不明 21cm 72p T－４５

882 291.5 ｸ 上高地逍遥雑記 ｶﾐｺｳﾁ ｼｮｳﾖｳ ｻﾞｯｷ 楠目 高明 ｸｽﾒ ﾀｶｱｷ 1979 草思社 1,300.0 20cm 230p T－４５

883 291.5 ﾔ 信州山岳日帰り紀行 ｼﾝｼｭｳ ｻﾝｶﾞｸ ﾋｶﾞｴﾘ ｷｺｳ 山崎 浩希 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾛｷ 1996 龍鳳書房 1,800.0 19cm 333p T－４５

884 291.5 ﾆ 1 鈴鹿の山と谷 １ 霊仙山・鍋尻山・烏帽子岳・男鬼ほか ｽｽﾞｶ ﾉ ﾔﾏ ﾄ ﾀﾆ 1 ﾘｮｳｾﾝｻﾝ ﾅﾍﾞｼﾞﾘﾔﾏ ｴﾎﾞｼﾀﾞｹ ｵｳﾘ 西尾 寿一 ﾆｼｵ ﾋｻｲﾁ 1987 ナカニシヤ出版 3,800.0 22cm 354p Ｔ－４２

885 291.5 ﾆ 2 鈴鹿の山と谷 ２ 藤原岳・御池岳・茶屋川・青川ほか ｽｽﾞｶ ﾉ ﾔﾏ ﾄ ﾀﾆ 2 ﾌｼﾞﾜﾗﾀﾞｹ ﾐｲｹﾀﾞｹ ﾁｬﾔｶﾞﾜ ｱｵｶﾜ ﾎｶ 西尾 寿一 ﾆｼｵ ﾋｻｲﾁ 1988 ナカニシヤ出版 3,200.0 22cm 305p Ｔ－４２

886 291.5 ﾆ 3 鈴鹿の山と谷 ３ 龍ヶ岳・八風峠・愛知川・日本コバほか ｽｽﾞｶ ﾉ ﾔﾏ ﾄ ﾀﾆ 3 ﾘｭｳｶﾞﾀｹ ﾊｯﾌﾟｳﾄｳｹﾞ ｴﾁｶﾞﾜ ﾆﾎﾝｺﾊﾞ ﾎｶ 西尾 寿一 ﾆｼｵ ﾋｻｲﾁ 1989 ナカニシヤ出版 3,200.0 22cm 318p Ｔ－４２

887 291.5 ﾆ 4 鈴鹿の山と谷 ４ 御在所山・釈迦ヶ岳・雨乞岳・銚子ヶ口ほか ｽｽﾞｶ ﾉ ﾔﾏ ﾄ ﾀﾆ 4 ｺﾞｻﾞｲｼｮﾔﾏ ｼｬｶｶﾞﾀﾞｹ ｱﾏｺﾞｲﾀﾞｹ ﾁｮｳｼｶﾞｸﾁ ﾎｶ 西尾 寿一 ﾆｼｵ ﾋｻｲﾁ 1990 ナカニシヤ出版 3,200.0 22cm 308p Ｔ－４２

888 291.5 ﾆ 5 鈴鹿の山と谷 ５ 鎌ヶ岳・宮指路岳・入道ヶ岳・綿向山ほか ｽｽﾞｶ ﾉ ﾔﾏ ﾄ ﾀﾆ 5 ｶﾏｶﾞﾀｹ ｸｼﾛﾀﾞｹ ﾆｭｳﾄﾞｳｶﾞﾀﾞｹ ﾜﾀﾑｷﾔﾏ ﾎｶ 西尾 寿一 ﾆｼｵ ﾋｻｲﾁ 1991 ナカニシヤ出版 3,700.0 22cm 355p Ｔ－４２

889 291.5 ﾆ 6 鈴鹿の山と谷 ６ 仙ヶ岳・野登山・那須ヶ原山・油日岳ほか ｽｽﾞｶ ﾉ ﾔﾏ ﾄ ﾀﾆ 6 ｾﾝｶﾞﾀﾞｹ ﾉﾉﾎﾞﾘﾔﾏ ﾅｽｶﾞﾊﾗﾔﾏ ｱﾌﾞﾗﾋﾀﾞｹ ﾎｶ 西尾 寿一 ﾆｼｵ ﾋｻｲﾁ 1992 ナカニシヤ出版 3,700.0 22cm 354p Ｔ－４２

890 291.5 ｳ 極東の遊歩場 新装版 The playground of the far east 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 精一 1984 山と渓谷社 3,200.0 22cm 335p T－１８ 附録：地図1枚

891 291.5 ｳ 日本アルプスの登山と探検 Moutaineering and exploration in the Japanese Alps ﾆﾎﾝ ｱﾙﾌﾟｽ ﾉ 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 黒岩 健 1982 大江出版社 3,500.0 22cm 327p T－１８

892 291.5 ｷ 1 北アルプス博物誌１ 登山・民族 ｷﾀｱﾙﾌﾟｽ ﾊｸﾌﾞﾂｼ1 ﾄｻﾞﾝ ﾐﾝｿﾞｸ 大町山岳博物館編 ｵｵﾏﾁ ｻﾝｶﾞｸ ﾊｸﾌﾞﾂｶﾝ 1981 信濃路出版 2,000.0 22cm 346p T－１９

893 291.5 ｷ 2 北アルプス博物誌２ 植物・地学 ｷﾀｱﾙﾌﾟｽ ﾊｸﾌﾞﾂｼ2 ｼｮｸﾌﾞﾂ ﾁｶﾞｸ 大町山岳博物館編 ｵｵﾏﾁ ｻﾝｶﾞｸ ﾊｸﾌﾞﾂｶﾝ 1975 信濃路出版 1,200.0 22cm 342p T－１９

894 291.5 ｷ 3 北アルプス博物誌３ 動物・自然保護 ｷﾀｱﾙﾌﾟｽ ﾊｸﾌﾞﾂｼ3 ﾄﾞｳﾌﾞﾂ ｼｾﾞﾝ 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 1973 信濃路出版 850.0 22cm 348p T－１９

895 291.5 ｼ 日本山岳紀行 ドイツ人が見た明治末の信州 ﾆﾎﾝ ｻﾝｶﾞｸ ｷｺｳ ﾄﾞｲﾂｼﾞﾝ ｶﾞ ﾐﾀ ﾒｲｼﾞﾏﾂ ﾉ ｼﾝｼｭｳ W・シュタイニッツァー W・ｼｭﾀｲﾆｯﾂｧｰ 安藤 勉 1992 信濃毎日新聞社 1,500.0 19cm 260p T－４６

896 291.5 ﾌ 富士山 歴史と風土と人と ﾌｼﾞｻﾝ ﾚｷｼ ﾄ ﾌｳﾄﾞ ﾄ ﾋﾄ ﾄ 中日新聞静岡支局編 ﾁｭｳﾆﾁ ｼﾝﾌﾞﾝ ｼｽﾞｵｶ ｼｷｮｸ 1980 中日新聞本社 1,200.0 20cm 280p T－４１

897 291.5 ｻ 飛騨の山山〔ヤブ山編〕 ﾋﾀﾞ ﾉ ﾔﾏﾔﾏ ﾔﾌﾞﾔﾏ ﾍﾝ 酒井 昭市 ｻｶｲ ｼｮｳｲﾁ 1990 ナカニシヤ 2,500.0 20cm 316p T－４６

898 291.5 ｻ 飛騨の山山〔国境編〕 ﾋﾀﾞ ﾉ ﾔﾏﾔﾏ ｺｯｷｮｳ ﾍﾝ 酒井 昭市 ｻｶｲ ｼｮｳｲﾁ 1992 ナカニシヤ 2,800.0 20cm 349p T－４６

899 291.5 ｻ 飛騨の山 美濃の山 無名のやぶ山と山村紀行 ﾋﾀﾞ ﾉ ﾔﾏ ﾐﾉ ﾉ ﾔﾏ ﾑﾒｲ ﾉ ﾔﾌﾞﾔﾏ ﾄ ｻﾝｿﾝ ｷｺｳ 酒井 昭市 ｻｶｲ ｼｮｳｲﾁ 1988 山と渓谷社 1,300.0 19cm 238p T－４６

900 291.5 ｺ 南信濃と小海線周辺の旅 夢ふるさと ﾐﾅﾐｼﾅﾉ ﾄ ｺｳﾐｾﾝ ｼｭｳﾍﾝ ﾉ ﾀﾋﾞ ﾕﾒ ﾌﾙｻﾄ 小泉 敏夫 ｺｲｽﾞﾐ ﾄｼｵ 2000 東洋出版 1,400.0 21cm 100p T－４５

901 291.5 ｼ 信州の里山を歩く 東北信編 ｼﾝｼｭｳ ﾉ ｻﾄﾔﾏ ｵ ｱﾙｸ ﾄｳﾎｸｼﾝ ﾍﾝ 里山を歩く編集委員会編 ｻﾄﾔﾏ ｵ ｱﾙｸ ﾍﾝｼｭｳ ｲｲﾝｶｲ 1996 信濃毎日新聞社 1,700.0 19cm 173p T－４５

902 291.5 ｼ 信州の里山を歩く 中南信編 ｼﾝｼｭｳ ﾉ ｻﾄﾔﾏ ｵ ｱﾙｸ ﾁｭｳﾅﾝｼﾝ ﾍﾝ 里山を歩く編集委員会編 ｻﾄﾔﾏ ｵ ｱﾙｸ ﾍﾝｼｭｳ ｲｲﾝｶｲ 1999 信濃毎日新聞社 1,650.0 19cm 161p T－４５
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903 291.5 ﾔ 信濃・山みち里みち塩の道 ｼﾅﾉ ﾔﾏﾐﾁ ｻﾄﾐﾁ ｼｵ ﾉ ﾐﾁ 山里 寿男 ﾔﾏｻﾄ ﾋｻｵ 1979 山と渓谷社 680.0 18cm 86p T－４６

904 291.5 ﾊ 木曽谷・じっくり見聞行 ｷｿﾀﾞﾆ ｼﾞｯｸﾘ ｹﾝﾌﾞﾝｺｳ 磐 広人 ﾊﾞﾝ ｺｳｼﾞﾝ 1979 山と渓谷社 680.0 18cm 86p T－４６

905 291.5 ｿ そばと野鳥の里 戸隠ガイド（信濃路ガイドシリーズ） ｿﾊﾞ ﾄ ﾔﾁｮｳ ﾉ ｻﾄ ﾄｶﾞｸｼ ｶﾞｲﾄﾞ ｼﾅﾉｼﾞ ｶﾞｲﾄﾞ ｼﾘｰｽﾞ 信濃路編集部編 ｼﾅﾉｼﾞ ﾍﾝｼｭｳﾌﾞ 1973 信濃路 380.0 18cm 221p T－４６

906 291.5 ﾐ 木曽谷の山と街道（ワンデルングガイド６） ｷｿﾀﾞﾆ ﾉ ﾔﾏ ﾄ ｶｲﾄﾞｳ ﾜﾝﾃﾞﾙﾝｸﾞ ｶﾞｲﾄﾞ6 三森 嘉久雄 ﾐﾂﾓﾘ ｶｸｵ 1987 岳洋社 1,000.0 19cm 200p T－４６

907 291.5 ﾔ 奥秩父西端･わが町の山々 ｵｸﾁﾁﾌﾞ ｻｲﾀﾝ ﾜｶﾞ ﾏﾁ ﾉ ﾔﾏﾔﾏ 矢崎 茂男 ﾔｻﾞｷ ｼｹﾞｵ 1994 近代文芸社 1,500.0 20cm 183p T－４６

908 291.5 ｷ 木曽の鳥居峠（木祖村文化財調査報告書第一集） ｷｿ ﾉ ﾄﾘｲﾄｳｹﾞ ｷｿﾑﾗ ﾌﾞﾝｶｻﾞｲ ﾁｮｳｻ ﾎｳｺｸｼｮ ﾀﾞｲｲｯｼｭｳ 木曽郡木祖村教育委員会編 ｷｿｸﾞﾝ ｷｿﾑﾗ ｷｮｳｲｸ ｲｲﾝｶｲ 1974 木曽郡木祖村教育委員会 頒価不明 22cm 219p T－４６

909 291.5 ｴ 江戸時代参詣絵巻 富士山真景之図 ｴﾄﾞ ｼﾞﾀﾞｲ ｻﾝｹｲ ｴﾏｷ ﾌｼﾞｻﾝ ｼﾝｹｲ ﾉ ｽﾞ 岡田 博校訂・長島 泰行筆画 ｵｶﾀﾞ ﾋﾛｼ ﾅｶﾞｼﾏ ﾀｲｷﾞｮｳ 1985 名著出版 4,800.0 23cm 261p T－４１ 附録：「富士山神宮并麓八海略絵図」

910 291.5 ﾌ 富士川の変貌と住民 ﾌｼﾞｶﾜ ﾉ ﾍﾝﾎﾞｳ ﾄ ｼﾞｭｳﾐﾝ 静岡地理教育研究会編 ｼｽﾞｵｶ ﾁﾘ ｷｮｳｲｸ ｹﾝｷｭｳｶｲ 1976 大明堂 1,900.0 22cm 188p T－４５

911 291.5 ｵ 笛吹川 甲斐のふるさと ﾌｴﾌｷｶﾞﾜ ｶｲ ﾉ ﾌﾙｻﾄ ギンザカメラグループ写真・小林 富司夫 文 ｷﾞﾝｻﾞ ｶﾒﾗ ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｺﾊﾞﾔｼ ﾌｼﾞｵ 1971 山梨日日新聞社 1,200.0 22cm 230p T－４５

912 291.5 ﾌ 富士山 自然と歴史 ﾌｼﾞｻﾝ ｼｾﾞﾝ ﾄ ﾚｷｼ 裾野市教育委員会編 ｽｿﾉｼ ｷｮｳｲｸ ｲｲﾝｶｲ 1993 裾野市立富士山資料館 頒価不明 21cm 32p T－４１

913 291.5 ﾌ 富士五湖周辺の草の根文化をもとめて ﾌｼﾞ ｺﾞｺ ｼｭｳﾍﾝ ﾉ ｸｻ ﾉ ﾈ ﾌﾞﾝｶ ｵ ﾓﾄﾒﾃ 萱沼 英雄監修 ｶﾔﾇﾏ ﾋﾃﾞｵ 1976 富士五湖青年会議所 950.0 19cm 183p T－４１

914 291.5 ｺ 富士の見える山 甲州五十山（新ハイキング選書２） ﾌｼﾞ ﾉ ﾐｴﾙ ﾔﾏ ｺｳｼｭｳ ｺﾞｼﾞｯｻﾝ ｼﾝ ﾊｲｷﾝｸﾞ ｾﾝｼｮ2 小林 経雄 ｺﾊﾞﾔｼ ﾂﾈｵ 1983 新ハイキング社 1,500.0 19cm 324p T－４１

915 291.5 ｸ 富士の見える山小屋 四季の山と展望の山小屋５０選 ﾌｼﾞ ﾉ ﾐｴﾙ ﾔﾏｺﾞﾔ ｼｷ ﾉ ﾔﾏ ﾄ ﾃﾝﾎﾞｳ ﾉ ﾔﾏｺﾞﾔ ｺﾞｼﾞｯｾﾝ 工藤 隆雄 ｸﾄﾞｳ ﾀｶｵ 1989 実業之日本社 1,900.0 20cm 285p T－４１

916 291.5 ﾌ 富士山展望百科 ﾌｼﾞｻﾝ ﾃﾝﾎﾞｳ ﾋｬｯｶ 山と地図のフォーラム編 ﾔﾏ ﾄ ﾁｽﾞ ﾉ ﾌｫｰﾗﾑ 1998 実業之日本社 2,200.0 21cm 286p T－４１

917 291.5 ｸ 1 富士を見る山歩き ﾌｼﾞ ｵ ﾐﾙ ﾔﾏｱﾙｷ 工藤 隆雄 ｸﾄﾞｳ ﾀｶｵ 1996 小学館 1,600.0 22cm 159p T－４１

918 291.5 ｸ 2 富士を見る山歩き 続 ﾌｼﾞ ｵ ﾐﾙ ﾔﾏｱﾙｷ 工藤 隆雄 ｸﾄﾞｳ ﾀｶｵ 1997 小学館 1,600.0 22cm 159p T－４１

919 291.5 ﾔ 山梨県の山（分県登山ガイド１４） ﾔﾏﾅｼｹﾝ ﾉ ﾔﾏ ﾌﾞﾝｹﾝ ﾄｻﾞﾝ ｶﾞｲﾄﾞ14 山村 正光 ﾔﾏﾑﾗ ﾏｻﾐﾂ 1993 山と渓谷社 1,600.0 21cm 111p T－４１

920 291.5 ﾔ 山梨県（県別ガイド１９） ﾔﾏﾅｼｹﾝ ｹﾝﾍﾞﾂ ｶﾞｲﾄﾞ 19 日地出版編集部編 ﾆｯﾁ ｼｭｯﾊﾟﾝ ﾍﾝｼｭｳﾌﾞ 1997 日地出版 1,500.0 21cm 192p T－４１

921 291.5 ﾌ 富士登山ハンドブック 富士山の自然を楽しむために ﾌｼﾞ ﾄｻﾞﾝ ﾊﾝﾄﾞ ﾌﾞｯｸ ﾌｼﾞｻﾝ ﾉ ｼｾﾞﾝ ｵ ﾀﾉｼﾑ ﾀﾒﾆ 富士自然動物園協会 ﾌｼしﾞｼｾﾞﾝ ﾄﾞｳﾌﾞﾂｴﾝ ｷｮｳｶｲ 1987 自由国民社 1,200.0 18cm 266p T－４１

922 291.5 ﾔ 山梨百名山 ﾔﾏﾅｼ ﾋｬｸﾒｲｻﾞﾝ 山梨日日新聞社編集局編 ﾔﾏﾅｼ ﾆﾁﾆﾁ ｼﾝﾌﾞﾝｼｬ ﾍﾝｼｭｳｷｮｸ 1998 山梨日日新聞社 2,400.0 21cm 213p T－４５

923 291.5 ｺ 甲斐の山山 ｶｲ ﾉ ﾔﾏﾔﾏ 小林 経雄 ｺﾊﾞﾔｼ ﾂﾈｵ 1992 新ハイキング社 1,800.0 19cm 358p T－４５

924 291.5 ｳ 1 山梨のハイクコース（山日カラーブックス） ﾔﾏﾅｼ ﾉ ﾊｲｸｺｰｽ ｻﾝﾆﾁ ｶﾗｰ ﾌﾞｯｸｽ 上野 巌 ｳｴﾉ ｲﾜｵ 1991 山梨日日新聞 1,900.0 19cm 178p T－４１

925 291.5 ｳ 2 山梨のハイクコース 続 （山日カラーブックス） ﾔﾏﾅｼ ﾉ ﾊｲｸｺｰｽ  ｻﾝﾆﾁ ｶﾗｰ ﾌﾞｯｸｽ 上野 巌 ｳｴﾉ ｲﾜｵ 1993 山梨日日新聞 1,900.0 19cm 182p T－４１

926 291.5 ﾔ 車窓の山旅・中央線から見える山 ｼｬｿｳ ﾉ ﾔﾏﾀﾋﾞ ﾁｭｳｵｳｾﾝ ｶﾗ ﾐｴﾙ ﾔﾏ 山村 正光 ﾔﾏﾑﾗ ﾏｻﾐﾂ 1985 実業之日本社 1,900.0 20cm 286p T－４５

927 291.5 ﾔ 甲斐の山旅･甲州百山 ｶｲ ﾉ ﾔﾏﾀﾋﾞ ｺｳｼｭｳ ﾋｬｸｻﾞﾝ 蜂谷 緑・山村 正光ほか著 ﾊﾁﾔ ﾐﾄﾞﾘ ﾔﾏﾑﾗ ﾏｻﾐﾂ 1989 実業之日本社 1,900.0 20cm 332p T－４５

928 291.5 ﾔ 中央本線各駅登山 ﾁｭｳｵｳ ﾎﾝｾﾝ ｶｸｴｷ ﾄｻﾞﾝ 山村 正光 ﾔﾏﾑﾗ ﾏｻﾐﾂ 1994 山と渓谷社 1,600.0 21cm 173p T－４５

929 291.5 ﾌ 中央線の山を歩く（新ハイキング選書２１） ﾁｭｳｵｳｾﾝ ﾉ ﾔﾏ ｵ ｱﾙｸ ｼﾝ ﾊｲｷﾝｸﾞ ｾﾝｼｮ21 藤井 寿夫 ﾌｼﾞｲ ﾋｻｵ 1998 新ハイキング社 1,600.0 21cm 284p T－４５

930 291.5 ﾖ 一日の山・中央線私の山旅 ｲﾁﾆﾁ ﾉ ﾔﾏ ﾁｭｳｵｳｾﾝ ﾜﾀｸｼ ﾉ ﾔﾏﾀﾋﾞ 横山 厚夫 ﾖｺﾔﾏ ｱﾂｵ 1986 実業之日本社 1,700.0 20cm 197p T－４５

931 291.5 ﾌ 富士川 その風土と文化 ﾌｼﾞｶﾜ ｿﾉ ﾌｳﾄﾞ ﾄ ﾌﾞﾝｶ 遠藤 秀男 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞｵ 1981 静岡新聞 1,800.0 22cm 218p T－４５

932 291.5 ｷ 狩野川 その風土と文化 ｶﾉｶﾞﾜ ｿﾉ ﾌｳﾄﾞ ﾄ ﾌﾞﾝｶ 木村 博・神野 善治 ｷﾑﾗ ﾋﾛｼ ｶﾐﾉ ﾖｼﾊﾙ 1979 静岡新聞 1,800.0 22cm 198p T－４５

933 291.5 ｺ 南伊豆めぐりある記 ﾐﾅﾐｱｽﾞ ﾒｸﾞﾘｱﾙｷ 小出 和美・金子 昌彦 ｺｲﾃﾞ ｶｽﾞﾐ ｶﾈｺ ﾏｻﾋｺ 1978 小出 和美・金子 昌彦 1,500.0 21cm 219p T－４５

934 291.5 ｼ しずおかのみち ヘルシーウォーク ｼｽﾞｵｶ ﾉ ﾐﾁ ﾍﾙｼｰ ｳｫｰｸ 静岡県保健衛生部健康対策課編 ｼｽﾞｵｶｹﾝ ﾎｹﾝ ｴｲｾｲﾌﾞ ｹﾝｺｳ ﾀｲｻｸｶ 1993 静岡県 頒価不明 21cm 111p T－４５

935 291.5 ｼ 静岡県の山５０選 ｼｽﾞｵｶｹﾝ ﾉ ﾔﾏ ｺﾞｼﾞｯｾﾝ 静岡新聞社出版局編 ｼｽﾞｵｶ ｼﾝﾌﾞﾝｼｬ ｼｭｯﾊﾟﾝｷｮｸ 1998 静岡新聞社 1,600.0 21cm 120p T－４５

936 291.5 ｼ 静岡県の山（分県登山ガイド２１） ｼｽﾞｵｶｹﾝ ﾉ ﾔﾏ ﾌﾞﾝｹﾝ ﾄｻﾞﾝ ｶﾞｲﾄﾞ21 加田 勝利 ｶﾀﾞ ｶﾂﾄｼ 1996 山と渓谷社 1,750.0 21cm 111p T－４５

937 291.5 ｼ 静岡県（県別ガイド２２） ｼｽﾞｵｶｹﾝ ｹﾝﾍﾞﾂ ｶﾞｲﾄﾞ22 日地出版編集部編 ﾆｯﾁ ｼｭｯﾊﾟﾝ ﾍﾝｼｭｳﾌﾞ 1997 日地出版 1,500.0 21cm 208p T－４５

938 291.5 ﾐ 愛知県の山 低山賛歌 登山とハイキングコース徹底案内（ワンデルングガイド１０） ｱｲﾁｹﾝ ﾉ ﾔﾏ ﾃｲｻﾞﾝ ｻﾝｶ ﾄｻﾞﾝ ﾄ ﾊｲｷﾝｸﾞ ｺｰｽ ﾃｯﾃｲ ｱﾝﾅｲ ﾜﾝﾃﾞﾙﾝｸﾞ ｶﾞｲﾄﾞ10 三森 嘉久雄 ﾐﾓﾘ ｶｸｵ 1992 岳洋社 1,200.0 19cm 199p T－４２

939 291.5 ｺ こんなに楽しい愛知の１００山 ハイキングコース徹底ガイド ｺﾝﾅﾆ ﾀﾉｼｲ ｱｲﾁ ﾉ ﾋｬｸｻﾞﾝ ﾊｲｷﾝｸﾞ ｺｰｽ ﾃｯﾃｲ ｶﾞｲﾄﾞ あつた勤労者山岳会編 ｱﾂﾀ ｷﾝﾛｳｼｬ ｻﾝｶﾞｸｶｲ 1989 風媒社 1,550.0 21cm 201p T－４２

940 291.5 ﾅ 名古屋からの山なみ 東山スカイタワー基点 ﾅｺﾞﾔ ｶﾗ ﾉ ﾔﾏﾅﾐ ﾋｶﾞｼﾔﾏ ｽｶｲ ﾀﾜｰ ｷﾃﾝ 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 1994 中日新聞本社 2,000.0 22cm 273p T－４２ 改訂版

941 291.5 ｼ 秘境･奥美濃の山旅 伊吹山から能郷白山へ ﾋｷｮｳ ｵｸﾐﾉ ﾉ ﾔﾏﾀﾋﾞ ｲﾌﾞｷﾔﾏ ｶﾗ ﾉｳｷｮｳ ﾊｸｻﾝ ｴ 芝村 文治編 ｼﾊﾞﾑﾗ ﾌﾞﾝｼﾞ 1972 ナカニシヤ出版 780.0 19cm 223p T－４６

942 291.5 ﾀ 奥美濃 ヤブ山登山のすすめ ｵｸﾐﾉ ﾔﾌﾞﾔﾏ ﾄｻﾞﾝ ﾉ ｽｽﾒ 高木 泰夫 ﾀｶｷﾞ ﾔｽｵ 1987 ナカニシヤ出版 2,000.0 20cm 236p T－４６

943 291.5 ｼ 信州百名山 ｼﾝｼｭｳ ﾋｬｸﾒｲｻﾞﾝ 清水 栄一 ｼﾐｽﾞ ｴｲｲﾁ 1990 桐原書店 2,800.0 27cm 238p T－４４

944 291.5 ｼ わが遍歴の信州百名山 ﾜｶﾞ ﾍﾝﾚｷ ﾉ ｼﾝｼｭｳ ﾋｬｸﾒｲｻﾞﾝ 清水 栄一 ｼﾐｽﾞ ｴｲｲﾁ 1979 桐原書店 2,400.0 27cm 238p T－４４

945 291.5 ﾃ 定本信州百峠 ﾃｲﾎﾝ ｼﾝｼｭｳ ﾋｬｸﾄｳｹﾞ 井出 孫六・市川 健夫 ｲﾃﾞ ﾏｺﾞﾛｸ ｲﾁｶﾜ ﾀｹｵ 1994 郷土出版社 11,000.0 31cm 277p T－４３
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946 291.5 ﾐ 南アルプス ﾐﾅﾐｱﾙﾌﾟｽ 信濃毎日新聞社編集局編 ｼﾅﾉ ﾏｲﾆﾁ ﾍﾝｼｭｳﾌﾞ 1988 信濃毎日新聞社 2,500.0 26cm 175p T－４５

947 291.5 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
948 291.5 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

949 291.5 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

950 291.5 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

951 291.5 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

952 291.5 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

953 291.5 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

954 291.5 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

955 291.5 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

956 291.5 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

957 291.5 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

958 291.5 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

959 291.5 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

960 291.5 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

961 291.5 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

962 291.5 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

963 291.5 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

964 291.5 ｼ 敷島町誌 ｼｷｼﾏﾁｮｳｼ 1966 敷島町役場 非売品 27cm 1223p ２２２

965 291.5 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

966 291.5 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

967 291.5 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

968 291.5 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

969 291.5 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

970 291.5 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

971 291.5 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 附録：年貢一覧表（20枚）

972 291.5 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

973 291.5 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

974 291.5 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

975 291.5 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

976 291.5 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

977 291.5 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

978 291.5 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

979 291.5 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

980 291.5 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

981 291.5 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 附録：早川の方言（ソノシート2枚）

982 291.5 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

983 291.5 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

984 291.5 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 附録：甲斐国郡分絵図

985 291.5 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

986 291.5 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

987 291.5 ﾆ 甲斐百山 ｶｲ ﾋｬｸｻﾞﾝ 日本山岳会山梨支部編 ﾆﾎﾝ ｻﾝｶﾞｸｶｲ ﾔﾏﾅｼ ｼﾌﾞ 2020 日本山岳会山梨支部 1500.00 21cm 207p カウンター

988 291.5 ﾐ 南アルプス‐ヤマケイ アルペンガイド ﾐﾅﾐｱﾙﾌﾟｽ ﾔﾏｹｲ ｱﾙﾍﾟﾝ ｶﾞｲﾄﾞ 中西 俊明・伊藤 哲哉・岸田 明 ﾅｶﾆｼ ﾄｼｱｷ ｲﾄｳ ﾃﾂﾔ ｷｼﾀﾞ ｱｷﾗ 2020 山と渓谷社 2500.00 21cm 200p カウンター
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989 291.5 ｱ ときをこえて 写真でつづる１２８年の歩み 合併記念写真集 ﾄｷ ｵ ｺｴﾃ ｼｬｼﾝ ﾃﾞ ﾂｽﾞﾙ 128ﾈﾝ ﾉ ｱﾕﾐ ｶﾞｯﾍﾟｲ ｷﾈﾝ ｼｬｼﾝｼｭｳ 芦安村写真集編集委員会編 ｱｼﾔｽﾑﾗ ｼｬｼﾝｼｭｳ ﾍﾝｼｭｳ ｲｲﾝｶｲ 2003 芦安村 頒価不明 30cm 189p ２６

990 291.5 ｳ ウェストンが残したクライマーズ・ブック ｳｪｽﾄﾝ ｶﾞ ﾉｺｼﾀ ｸﾗｲﾏｰｽﾞ ﾌﾞｯｸ クライマーズ・ブック刊行会編 ｸﾗｲﾏｰｽﾞ ﾌﾞｯｸ ｶﾝｺｳｶｲ 保科 京子他 2016 信濃毎日新聞社 1500.00 22cm 163p カウンター
991 291.6 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

992 291.6 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 地図8枚

993 291.6 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

994 291.6 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

995 291.6 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

996 291.6 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

997 291.6 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

998 291.6 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

999 291.6 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

1000 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

1001 291.6 ﾀ なつかしの山やま ひょうご低山遍歴 ﾅﾂｶｼ ﾉ ﾔﾏﾔﾏ ﾋｮｳｺﾞ ﾃｲｻﾞﾝ ﾍﾝﾚｷ 多田 繁次 ﾀﾀﾞ ｼｹﾞｼﾞ 1990 神戸新聞総合出版センター 1,300.0 19cm 302p T－４６

1002 291.6 ｿ 紀州の峠路をゆく ｷｼｭｳ ﾉ ﾄｳｹﾞﾐﾁ ｵ ﾕｸ 寒川 萬七 ｿｳｶﾞﾜ ﾏﾝｼﾁ 1983 創樹社美術出版 1,500.0 22cm 170p T－４６

1003 291.6 ｻ 京都北山を歩く 地名語源・歴史伝承と民俗をたずねて ｷｮｳﾄ ｷﾀﾔﾏ ｵ ｱﾙｸ ﾁﾒｲ ｺﾞｹﾞﾝ ﾚｷｼ ﾃﾞﾝｼｮｳ ﾄ ﾐﾝｿﾞｸ ｵ ﾀｽﾞﾈﾃ 澤 潔 ｻﾜ ｷﾖｼ 1991 ナカニシヤ出版 1,900.0 20cm 174p T－４６

1004 291.6 ﾂ 京都・北山が聞こえる ｷｮｳﾄ ｷﾀﾔﾏ ｶﾞ ｷｺｴﾙ 坪井 憲二 ﾂﾎﾞｲ ｹﾝｼﾞ 1988 白地社 1,200.0 19cm 145p T－４６

1005 291.6 ｶ 1 北山の峠 京都から若狭へ （上） ｷﾀﾔﾏ ﾉ ﾄｳｹﾞ ｷｮｳﾄ ｶﾗ ﾜｶｻ ｴ ｼﾞｮｳ 金久 昌業 ｶﾈﾋｻ ﾏｻﾅﾘ 1978 ナカニシヤ出版 1,900.0 22cm 238p T－４６

1006 291.6 ｶ 2 北山の峠 京都から若狭へ （中） ｷﾀﾔﾏ ﾉ ﾄｳｹﾞ ｷｮｳﾄ ｶﾗ ﾜｶｻ ｴ ﾁｭｳ 金久 昌業 ｶﾈﾋｻ ﾏｻﾅﾘ 1979 ナカニシヤ出版 1,900.0 22cm 230p T－４６

1007 291.6 ｶ 3 北山の峠 京都から若狭・丹後へ （下） ｷﾀﾔﾏ ﾉ ﾄｳｹﾞ ｷｮｳﾄ ｶﾗ ﾜｶｻ ﾀﾝｺﾞ ｴ ｹﾞ 金久 昌業 ｶﾈﾋｻ ﾏｻﾅﾘ 1980 ナカニシヤ出版 1,900.0 22cm 246p T－４６

1008 291.6 ｼ 史跡探訪 東山三十六峰 ｼｾｷ ﾀﾝﾎﾞｳ ﾋｶﾞｼﾔﾏ ｻﾝｼﾞｭｳﾛｯﾎﾟｳ 京都新聞社編 ｷｮｳﾄ ｼﾝﾌﾞﾝｼｬ 1978 京都新聞社 850.0 19cm 247p T－４６

1009 291.6 ｼ 史跡探訪 京の北山 ｼｾｷ ﾀﾝﾎﾞｳ ｷｮｳ ﾉ ｷﾀﾔﾏ 京都新聞社編 ｷｮｳﾄ ｼﾝﾌﾞﾝｼｬ 1980 京都新聞社 980.0 19cm 190p T－４６

1010 291.6 ｷ 京都北山百山 レポート集 ｷｮｳﾄ ｷﾀﾔﾏ ﾋｬｸｻﾞﾝ ﾚﾎﾟｰﾄｼｭｳ 北山クラブ著 ｷﾀﾔﾏ ｸﾗﾌﾞ 1989 金久 千津子 頒価不明 22cm 495p T－４６

1011 291.6 ｳ 京都滋賀南部の山 ｷｮｳﾄ ｼｶﾞ ﾅﾝﾌﾞ ﾉ ﾔﾏ 内田 嘉弘 ｳﾁﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 1992 ナカニシヤ出版 2,000.0 20cm 246p T－４６

1012 291.6 ﾔ 山城三十山 ﾔﾏｼﾛ ｻﾝｼﾞｯｻﾝ 日本山岳会京都支部編著 ﾆﾎﾝ ｻﾝｶﾞｸｶｲ ｷｮｳﾄ ｼﾌﾞ 1994 ナカニシヤ出版 1,900.0 20cm 194p T－４６

1013 291.6 ｷ 近畿の山 登山地図帳 ｷﾝｷ ﾉ ﾔﾏ ﾄｻﾞﾝ ﾁｽﾞﾁｮｳ 泉州山岳会 ｾﾝｼｭｳ ｻﾝｶﾞｸｶｲ 1960 山と渓谷社 150.0 19cm 192p T－４６

1014 291.6 ｹ 1 兵庫丹波の山 上 氷上郡の山 ﾋｮｳｺﾞ ﾀﾝﾊﾞ ﾉ ﾔﾏ ｼﾞｮｳ ﾋｶﾐｸﾞﾝ ﾉ ﾔﾏ 慶佐次 盛一 ｹｻｼﾞ ｾｲｲﾁ 1991 ナカニシヤ出版 2,000.0 20cm 208p T－４６

1015 291.6 ｹ 2 兵庫丹波の山 下 多紀郡の山 ﾋｮｳｺﾞ ﾀﾝﾊﾞ ﾉ ﾔﾏ ｹﾞ ﾀｷｸﾞﾝ ﾉ ﾔﾏ 慶佐次 盛一 ｹｻｼﾞ ｾｲｲﾁ 1992 ナカニシヤ出版 2,000.0 20cm 201p T－４６

1016 291.6 ﾀ 兵庫の山やま 総集編 ﾋｮｳｺﾞ ﾉ ﾔﾏﾔﾏ ｿｳｼｭｳﾍﾝ 多田 繁次 ﾀﾀﾞ ｼｹﾞｼﾞ 1977 神戸新聞センター 960.0 19cm 310p T－４６

1017 291.6 ﾀ 芦屋の山 ロックガーデン プライベート・ガイド ｱｼﾔ ﾉ ﾔﾏ ﾛｯｸ ｶﾞｰﾃﾞﾝ ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄ ｶﾞｲﾄﾞ 高谷 昌良 ﾀｶﾀﾆ ﾏｻﾖｼ 1989 山と渓谷社 1,000.0 19cm 153p T－４６

1018 291.6 ﾔ 大和 青垣の山々 ﾔﾏﾄ ｱｵｶﾞｷ ﾉ ﾔﾏﾔﾏ 奈良山岳会編 ﾅﾗ ｻﾝｶﾞｸｶｲ 1980 奈良新聞社 1,800.0 19cm 335p T－４６

1019 291.6 ﾔ 近江 湖北の山 ｵｳﾐ ｺﾎｸ ﾉ ﾔﾏ 山本 武人 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹﾋﾄ 1985 ナカニシヤ出版 2,000.0 19×19cm 159p T－４６

1020 291.6 ｺ 和歌山県の山（分県登山ガイド２９） ﾜｶﾔﾏｹﾝ ﾉ ﾔﾏ ﾌﾞﾝｹﾝ ﾄｻﾞﾝ ｶﾞｲﾄﾞ29 児島 弘幸 ｺｼﾞﾏ ﾋﾛﾕｷ 1995 山と渓谷社 1,750.0 22cm 111p T－４６

1021 291.6 ﾔ 近江朽木の山 ｵｳﾐ ｸﾂｷ ﾉ ﾔﾏ 山本 武人 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹﾋﾄ 1992 ナカニシヤ出版 2,000.0 26cm 119p T－４３
1022 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

1023 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

1024 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

1025 291.7 ｵ おかやまの峠 ｵｶﾔﾏ ﾉ ﾄｳｹﾞ 石田 寛監修 ｲｼﾀﾞ ﾋﾛｼ 1980 福武書店 950.0 22cm 153p T－４６

1026 291.7 ﾀ 大山をめぐる山々伯耆・出雲の低山ガイド（伯耆文庫４） ﾀﾞｲｾﾝ ｵ ﾒｸﾞﾙ ﾔﾏﾔﾏ ﾎｳｷ ｲｽﾞﾓ ﾉ ﾃｲｻﾞﾝ ｶﾞｲﾄﾞ ﾎｳｷ ﾌﾞﾝｺ 4 遠崎 幸雄ほか著 ｴﾝｻｷ ﾕｷｵ 1988 今井書店 1,280.0 19cm 179p T－４６

1027 291.7 ｲ 大山の道づれ 自然美と史跡 ﾀﾞｲｾﾝ ﾉ ﾐﾁｽﾞﾚ ｼｾﾞﾝﾋﾞ ﾄ ｼｾｷ 伊田 弘実 ｲﾀﾞ ﾋﾛﾐ 1979 山陰放送 1,000.0 19cm 220p T－４６

1028 291.7 ﾏ 大山を歩く ﾀﾞｲｾﾝ ｵ ｱﾙｸ 松下 順一・松下 千鶴著 ﾏﾂｼﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ ﾏﾂｼﾀ ﾁｽﾞﾙ 1983 たたら書房 1,200.0 20cm 157p T－４６

1029 291.7 ﾀ 大山探訪 自然へ 愛をこめて ﾀﾞｲｾﾝ ﾀﾝﾎﾞｳ ｼｾﾞﾝ ｴ ｱｲ ｵ ｺﾒﾃ 中国新聞社編 ﾁｭｳｺﾞｸ ｼﾝﾌﾞﾝｼｬ 1991 中国新聞社 1,800.0 21cm 155p T－４６

1030 291.7 ﾀ 大山 その自然と歴史 ﾀﾞｲｾﾝ ｿﾉ ｼｾﾞﾝ ﾄ ﾚｷｼ 山陽新聞社 ｻﾝﾖｳ ｼﾝﾌﾞﾝｼｬ 1992 山陽新聞社 2,800.0 26cm 175p T－４３

1031 291.7 ﾌ 1 ふるさとの山歩き 広島県と周辺の山々 ﾌﾙｻﾄ ﾉ ﾔﾏｱﾙｷ ﾋﾛｼﾏｹﾝ ﾄ ｼｭｳﾍﾝ ﾉ ﾔﾏﾔﾏ 広島県山岳連盟監修 ﾋﾛｼﾏｹﾝ ｻﾝｶﾞｸ ﾚﾝﾒｲ 1995 中国新聞社 1,500.0 21cm 221p T－４６
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1032 291.7 ﾌ 2 ふるさとの山歩き 続 広島県と周辺の山々 ﾌﾙｻﾄ ﾉ ﾔﾏｱﾙｷ ｿﾞｸ ﾋﾛｼﾏｹﾝ ﾄ ｼｭｳﾍﾝ ﾉ ﾔﾏﾔﾏ 広島県山岳連盟監修 ﾋﾛｼﾏｹﾝ ｻﾝｶﾞｸ ﾚﾝﾒｲ 1994 中国新聞社 1,500.0 21cm 237p T－４６

1033 291.7 ﾁ 中国自然歩道1900キロ ﾁｭｳｺﾞｸ ｼｾﾞﾝ ﾎﾄﾞｳ ｾﾝｷｭｳﾋｬｯｷﾛ 中国新聞社編 ﾁｭｳｺﾞｸ ｼﾝﾌﾞﾝｼｬ 1978 中国新聞社 800.0 17×18cm 139p T－４６

1034 291.7 ｲ 出雲の山々 ｲｽﾞﾓ ﾉ ﾔﾏﾔﾏ 松江勤労者山岳会 ﾏﾂｴ ｷﾝﾛｳｼｬ ｻﾝｶﾞｸｶｲ 1981 松江勤労者山岳会 頒価不明 21cm 70p T－４６

1035 291.7 ﾓ 1 岡山の山やま 上巻 ｵｶﾔﾏ ﾉ ﾔﾏﾔﾏ 1 守屋 益男編集 ﾓﾘﾔ ﾏｽｵ 1981 岡山県勤労者山岳連盟 850.0 26cm 77p T－４３

1036 291.7 ﾓ 2 岡山の山やま 中巻 ｵｶﾔﾏ ﾉ ﾔﾏﾔﾏ 2 守屋 益男編集 ﾓﾘﾔ ﾏｽｵ 1981 岡山県勤労者山岳連盟 900.0 26cm 83p T－４３

1037 291.7 ﾓ 3 岡山の山やま 下巻 ｵｶﾔﾏ ﾉ ﾔﾏﾔﾏ 3 守屋 益男編集 ﾓﾘﾔ ﾏｽｵ 1981 岡山県勤労者山岳連盟 900.0 26cm 82p T－４３

1038 291.7 ｱ 防長百山 ﾎﾞｳﾁｮｳ ﾋｬｸｻﾞﾝ 阿倍 正道 ｱﾍﾞ ﾏｻﾐﾁ 1977 マツノ書店 2,000.0 22cm 235p T－４６

1039 291.7 ｱ 周防アルハイク ふるさとのやぶ山８０選（防長紀行７） ｽｵｳ ｱﾙﾊｲｸ ﾌﾙｻﾄ ﾉ ﾔﾌﾞﾔﾏ ﾊﾁｼﾞｯｾﾝ 阿倍 正道 ｱﾍﾞ ﾏｻﾐﾁ 1981 マツノ書店 1,800.0 20cm 203p T－４６

1040 291.7 ﾘ リュックかついで 広島の山歩き ﾘｭｯｸ ｶﾂｲﾃﾞ ﾋﾛｼﾏ ﾉ ﾔﾏｱﾙｷ 中国新聞社編 ﾁｭｳｺﾞｸ ｼﾝﾌﾞﾝｼｬ 1980 中国新聞社 1,000.0 17cm 305p T－４６
1041 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

1042 291.8 ｼ 四国百山 ｼｺｸ ﾋｬｸｻﾞﾝ 高知新聞社 ｺｳﾁ ｼﾝﾌﾞﾝｼｬ 1987 高知新聞 3,900.0 26cm 243p T－１９

1043 291.8 ｴ 愛媛の山と渓谷 東・南予編 （愛媛文化双書１８） ｴﾋﾒ ﾉ ﾔﾏ ﾄ ｹｲｺｸ ﾄｳﾅﾝ ﾖﾍﾝ ｴﾋﾒ ﾌﾞﾝｶ ｿｳｼｮ18 愛媛大学山岳会 ｴﾋﾒ ﾀﾞｲｶﾞｸ ｻﾝｶﾞｸﾌﾞ 　 1974 愛媛文化双書刊行会 950.0 19cm 196p T－４６
1044 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

1045 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

1046 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

1047 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

1048 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

1049 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

1050 291.9 ｷ 九州の峠 ｷｭｳｼｭｳ ﾉ ﾄｳｹﾞ 甲斐 素純・前山 光則他 ｶｲ ﾓﾄｽﾐ ﾏｴﾔﾏ ﾐﾂﾉﾘ 1996 葦書房 2,400.0 19cm 325p T－４６

1051 291.9 ｵ 沖縄の自然 その生いたちを訪ねて ｵｷﾅﾜ ﾉ ｼｾﾞﾝ ｿﾉ ｵｲﾀﾁ ｵ ﾀｽﾞﾈﾃ 沖縄第四紀調査団・沖縄地学会編 ｵｷﾅﾜ ﾀﾞｲﾖﾝｷ ﾁｮｳｻﾀﾞﾝ ｵｷﾅﾜ ﾁｶﾞｸｶｲ 1975 平凡社 780.0 19cm 237p T－４６

1052 291.9 ﾔ 屋久島の自然 ﾔｸｼﾏ ﾉ ｼｾﾞﾝ 松田 好行 ﾏﾂﾀﾞ ﾖｼﾕｷ 1976 八重岳書房 680.0 19cm 202p T－４６

1053 291.9 ﾜ 九州の山歩き マイカーで行く ｷｭｳｼｭｳ ﾉ ﾔﾏｱﾙｷ ﾏｲｶｰ ﾃﾞ ｲｸ 渡部 智倶人 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁｸﾞﾄ 1982 葦書房 1,000.0 19cm 223p T－４３

1054 291.9 ｷ 九州の山と高原（ガイドブック） ｷｭｳｼｭｳ ﾉ ﾔﾏ ﾄ ｺｳｹﾞﾝ ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ 折本 秀穂 ｵﾘﾓﾄ ﾋﾃﾞﾎ 1977 西日本新聞社 950.0 19cm 325p T－４３ 改訂版：附録：地図３枚

1055 291.9 ｱ 家族ハイク 九州北部の山 ｶｿﾞｸ ﾊｲｸ ｷｭｳｼｭｳ ﾎｸﾌﾞ ﾉ ﾔﾏ 足利 武三・井上 優 ｱｼｶｶﾞ ﾀｹｿﾞｳ ｲﾉｳｴ ﾏｻﾙ 1988 西日本新聞社 1,500.0 19cm 157p T－４６

1056 291.9 ﾅ 英彦山の山歩き（ポケットガイド） ﾋｺｻﾝ ﾉ ﾔﾏｱﾙｷ ﾎﾟｹｯﾄ ｶﾞｲﾄﾞ 永井 直 ﾅｶﾞｲ ｽﾅｵ 1990 葦書房 800.0 19cm 133p T－４６

1057 291.9 ﾖ 大分県の山歩き ｵｵｲﾀｹﾝ ﾉ ﾔﾏｱﾙｷ 吉川 満 ﾖｼｶﾜ ﾐﾂﾙ 1989 葦書房 1,360.0 19cm 198p T－４３

1058 291.9 ﾊ 長崎県の山歩き ﾅｶﾞｻｷｹﾝ ﾉ ﾔﾏｱﾙｷ 林 正康 ﾊﾔｼ ﾏｻﾔｽ 1988 葦書房 1,000.0 19cm 166p T－４３

1059 291.9 ﾖ 熊本県の山歩き ｸﾏﾓﾄｹﾝ ﾉ ﾔﾏｱﾙｷ 吉川 満 ﾖｼｶﾜ ﾐﾂﾙ 1988 葦書房 1,200.0 19cm 195p T－４３

1060 291.9 ﾖ 宮崎県の山歩き ﾐﾔｻﾞｷｹﾝ ﾉ ﾔﾏｱﾙｷ 吉川 満 ﾖｼｶﾜ ﾐﾂﾙ 1989 葦書房 1,360.0 19cm 220p T－４６

1061 291.9 ﾓ 九州の山旅 ｷｭｳｼｭｳ ﾉ ﾔﾏﾀﾋﾞ 森永 恭典 ﾓﾘﾅｶﾞ ｷｮｳｽｹ 1982 編集室「樹林帯」 3,000.0 27cm 106,30p T－４３
1062 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

1063 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

1064 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

1065 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

1066 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

1067 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

1068 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

1069 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

1070 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

1071 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

1072 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

1073 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

1074 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
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1075 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

1076 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

1077 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

1078 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

1079 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

1080 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

1081 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

1082 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

1083 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

1084 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

1085 292.1 ｲ 白頭山登頂記 ﾊｸﾄｳｻﾝ ﾄｳﾁｮｳｷ 今井 通子・カモシカ同人隊 ｲﾏｲ ﾐﾁｺ ｶﾓｼｶ ﾄﾞｳｼﾞﾝﾀｲ 1987 朝日新聞 1,300.0 19cm 209p Ｔ－７
1086 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

1087 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

1088 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

1089 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

1090 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

1091 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

1092 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

1093 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

1094 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

1095 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

1096 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

1097 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

1098 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

1099 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

1100 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

1101 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

1102 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

1103 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

1104 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

1105 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

1106 292.2 ﾍ ゴビ沙漠横断記 瑞・支共同科学探検 ｺﾞﾋﾞ ｻﾊﾞｸ ｵｳﾀﾞﾝｷ ｽﾞｲｼ ｷｮｳﾄﾞｳ ｶｶﾞｸ ﾀﾝｹﾝ スヴェン・ヘディン ｽｳﾞｪﾝ ﾍﾃﾞｨﾝ 隅田 久尾 1943 鎌倉書房 3.80 19cm 562,8p Ｍ－３６

1107 292.2 ﾁ 中国の高峰 ﾁｭｳｺﾞｸ ﾉ ｺｳﾎｳ 中国登山協会監修 ﾁｭｳｺﾞｸ ﾄｻﾞﾝ ｷｮｳｶｲ 1981 東京新聞出版局 2,000.0 26cm 151,45p Ｔ－２０
1108 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

1109 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

1110 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

1111 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

1112 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

1113 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

1114 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

1115 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

1116 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

1117 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
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1118 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

1119 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

1120 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

1121 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

1122 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

1123 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

1124 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

1125 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

1126 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

1127 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

1128 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

1129 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

1130 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

1131 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

1132 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

1133 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

1134 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

1135 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

1136 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

1137 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

1138 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

1139 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

1140 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

1141 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

1142 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

1143 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

1144 292.5 ｾ 1 １９７０年エヴェレスト登山隊報告書Ⅰ 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

1145 292.5 ｾ 2 １９７１年エヴェレスト登山隊報告書Ⅱ 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

1146 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

1147 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

1148 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

1149 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

1150 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

1151 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

1152 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

1153 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

1154 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

1155 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

1156 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

1157 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 附録地図4枚

1158 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

1159 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

1160 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
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1161 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

1162 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

1163 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

1164 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 歌あり

1165 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

1166 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

1167 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

1168 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

1169 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

1170 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

1171 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

1172 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

1173 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

1174 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

1175 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

1176 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

1177 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

1178 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 附録：地図2枚

1179 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

1180 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

1181 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

1182 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

1183 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

1184 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

1185 292.5 ﾊ Ｋ２　非常の山 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

1186 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

1187 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

1188 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

1189 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

1190 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

1191 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

1192 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

1193 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

1194 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

1195 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

1196 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

1197 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

1198 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

1199 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

1200 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

1201 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 特装本

1202 292.5 ﾗ エヴェレスト探検記 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

1203 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
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1204 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

1205 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

1206 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

1207 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

1208 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

1209 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

1210 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

1211 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

1212 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

1213 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

1214 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

1215 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

1216 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

1217 292.5 ｲ 雪男探検記 ﾕｷｵﾄｺ ﾀﾝｹﾝｷ リーフ・イザード ﾘｰﾌ ｲｻﾞｰﾄﾞ 村岡 潤次郎 1957 ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙマガジン社 460.00 19cm 350p Ｍ－３６

1218 292.5 ｻ 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 Ｍ－３６

1219 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 3000.00 22cm 446p Ｍ－３８

1220 292.5 ﾌ ヒマラヤ登攀史　 ﾋﾏﾗﾔ ﾄｳﾊﾝｼ 深田 久弥 ﾌｶﾀﾞ ｷｭｳﾔ 1988 岩波書店 480.0 18cm 215p Ｔ－７ 岩波新書（青版）

1221 292.5 ﾌ 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 270.0 20cm 241p Ｔ－７

1222 292.5 ｴ 処女峰アンナプルナ 最初の８０００m峰登頂 ｼｮｼﾞｮﾎｳ ｱﾝｱﾝﾌﾟﾙﾅ ｻｲｼｮ ﾉ ﾊｯｾﾝﾒｰﾄﾙ ﾎｳ ﾄｳﾁｮｳ モーリス・エルゾーグ ﾓｰﾘｽ ｴﾙｿﾞｰｸﾞ 近藤 等 1987 白水社 1,200.0 18cm 308p Ｔ－７

1223 292.5 ｺ ジャヌー北壁 ｼﾞｬﾇｰ ﾎｸﾍｷ 小西 正継 ｺﾆｼ ﾏｻﾂｸﾞ 1987 白水社 1,200.0 18cm 286p Ｔ－７

1224 292.5 ｶ 13 ヒマラヤ取材記（自然と人間シリーズ１３） ﾋﾏﾗﾔ ｼｭｻﾞｲｷ ｼｾﾞﾝ ﾄ ﾆﾝｹﾞﾝ ｼﾘｰｽﾞ13 片山 全平 ｶﾀﾔﾏ ｾﾞﾝﾍﾟｲ 1978 スキージャーナル 1,200.0 19cm 329p Ｔ－４８

1225 292.5 ｵ 果てしなき山行 ﾊﾃｼﾅｷ ｻﾝｺｳ 尾崎 隆 ｵｻﾞｷ ﾀｶｼ 1983 中央公論社 1,200.0 20cm 228p Ｔ－７

1226 292.5 ｲ シェルパの友だちに会いに行く エベレスト街道日誌２０２１ ｼｪﾙﾊﾟ ﾉ ﾄﾓﾀﾞﾁ ﾆ ｱｲﾆ ｲｸ ｴﾍﾞﾚｽﾄ ｶｲﾄﾞｳ ﾆｯｼ 2021 石川 直樹 ｲｼｶﾜ ﾅｵｷ 2021 青土社 1800.00 19cm 168p カウンター
1227 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

1228 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

1229 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

1230 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

1231 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

1232 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

1233 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

1234 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

1235 292.9 ﾍ 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

1236 292.9 ﾍ 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

1237 292.9 ﾍ 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

1238 292.9 ﾍ 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

1239 292.9 ﾍ 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

1240 292.9 ﾍ 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

1241 292.9 ﾍ 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

1242 292.9 ﾍ 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

1243 292.9 ﾍ 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

1244 292.9 ﾍ 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

1245 292.9 ﾍ 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

1246 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
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1247 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

1248 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

1249 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

1250 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

1251 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

1252 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

1253 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

1254 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

1255 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

1256 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

1257 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

1258 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

1259 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

1260 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

1261 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

1262 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

1263 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

1264 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

1265 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

1266 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

1267 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

1268 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

1269 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

1270 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

1271 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

1272 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

1273 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

1274 293.4 ﾎ 大いなる山の日々 ｵｵｲﾅﾙ ﾔﾏ ﾉ ﾋﾋﾞ ワルテル・ボナッティ ﾜﾙﾃﾙ ﾎﾞﾅｯﾃｨ 横川 文雄 1987 白水社 1,200.0 18cm 227p Ｔ－７

1275 293.4 ﾚ 星と嵐 ６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 1987 白水社 1,100.0 18cm 194p Ｔ－７

1276 293.4 ﾚ 星と嵐 ６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 1977 白水社 1,500.0 21cm 203,17p Ｔ－７

1277 293.4 ｽ スイスの山々 SAC山案内人の体験談 ｽｲｽ ﾉ ﾔﾏﾔﾏ ｴｽｴｰｼｰ ﾔﾏ ｱﾝﾅｲﾆﾝ ﾉ ﾀｲｹﾝﾀﾞﾝ オレル・フュスリ社編 ｵﾚﾙ ﾌｭｽﾘｼｬ 岡沢 祐吉 1982 ベースボール・マガジン社 1,900.0 21cm 181p Ｔ－７
1278 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

1279 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

1280 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

1281 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

1282 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

1283 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

1284 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

1285 295.3 ﾅ 米国本土最高の峰 ホイットネ征服記 ﾍﾞｲｺｸ ﾎﾝﾄﾞ ｻｲｺｳ ﾉ ﾐﾈ 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 19cm 174p Ｍ－３６

1286 295.3 ﾐ 山の博物誌 ﾔﾏ ﾉ ﾊｸﾌﾞﾂｼ ジョン・ミューア ｼﾞｮﾝ ﾐｭｰｱ 小林 勇次 1994 立風書房 2,000.0 20cm 262p Ｔ－７
1287 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

1288 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

1289 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
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1290 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

1291 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

1292 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

1293 297.3 ｶ 人喰い人種の国 秘境ニューギニア ﾋﾄｸｲ ｼﾞﾝｼｭ ﾉ ｸﾆ ﾋｷｮｳ ﾆｭｰｷﾞﾆｱ 風見 武秀 ｶｻﾞﾐ ﾀｹﾋﾃﾞ 1961 二見書房 290.0 19cm 257p Ｔ－７
1294 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

1295 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

1296 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

1297 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

1298 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

1299 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

1300 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

1301 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

1302 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

1303 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

1304 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

1305 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

1306 302.7 ﾔ ニュージーランドの魅力 ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ ﾉ ﾐﾘｮｸ 山田 禎介 ﾔﾏﾀﾞ ﾃｲｽｹ 1994 サイマル出版会 1,600.0 19cm 231p Ｔ－７

1307 302.7 ﾔ ニュージーランドの魅力 ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ ﾉ ﾐﾘｮｸ 山田 禎介 ﾔﾏﾀﾞ ﾃｲｽｹ 1994 サイマル出版会 1,600.0 19cm 231p Ｔ－７
1308 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

1309 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 雑誌

1310 361.7 ｳ 2 山里紀行 山里の釣りから２ ﾔﾏｻﾞﾄ ｷｺｳ ﾔﾏｻﾞﾄ ﾉ ﾂﾘ ｶﾗ 内山 節 ｳﾁﾔﾏ ﾀｶｼ 1990 日本経済評論社 1,600.0 20cm 261p T－４３

1311 369 ｲ １９７４年伊豆半島沖地震とその災害 地質学的調査報告書 ｾﾝｷｭｳﾋｬｸﾅﾅｼﾞｭｳﾖﾈﾝ ｲｽﾞ ﾊﾝﾄｳｵｷ ｼﾞｼﾝ ﾄ ｿﾉ ｻｲｶﾞｲ ﾁｼﾂｶﾞｸﾃｷ ﾁｮｳｻ ﾎｳｺｸｼｮ 静岡県消防防災課 ｼｽﾞｵｶｹﾝ ｼｮｳﾎﾞｳ ﾎﾞｳｻｲｶ 1975 静岡県消防防災課 頒価不明 26cm 15p T－１９

1312 369.1 ﾓ 古地図が教える地震危険地帯 ｺﾁｽﾞ ｶﾞ ｵｼｴﾙ ｼﾞｼﾝ ｷｹﾝ ﾁﾀｲ 守屋 喜久夫 ﾓﾘﾔ ｷｸｵ 1978 日刊工業新聞社 800.0 19cm 199p T－４３

1313 380.4 ﾅ 狸とその世界 ﾀﾇｷ ﾄ ｿﾉ ｾｶｲ 中村 禎里 ﾅｶﾐﾗ ﾃｲﾘ 1990 朝日新聞社 1,120.0 19cm 254,25p T－４３
1314 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

1315 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

1316 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

1317 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

1318 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

1319 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

1320 382.1 ｳ 山村の四季 ｻﾝｿﾝ ﾉ ｼｷ 宇都宮 貞子 ｳﾂﾉﾐﾔ ｻﾀﾞｺ 1971 創文社 980.0 22cm 289p T－４３

1321 382.1 ﾔ 甲斐の落葉 ｶｲ ﾉ ｵﾁﾊﾞ 山中 共古 ﾔﾏﾅｶ ｷｮｳｺ 1975 有峰書店 2,500.0 20cm 137,36p T－４３

1322 382.1 ﾐ 2 日本民衆史２ 山に生きる人々 ﾆﾎﾝ ﾐﾝｼｭｳｼ 2 ﾔﾏ ﾆ ｲｷﾙ ﾋﾄﾋﾞﾄ 宮本 常一 ﾐﾔﾓﾄ ﾂﾈｲﾁ 1975 未来社 700.0 19cm 234p T－４３

1323 382.1 ﾀ 遠野物語考 ﾄｳﾉ ﾓﾉｶﾞﾀﾘｺｳ 高橋 喜平 ﾀｶﾊｼ ｷﾍｲ 1982 創樹社 1,200.0 20cm 174p T－４３

1324 382.1 ﾅ 植物民俗（ものと人間の文化史１０１） ｼｮｸﾌﾞﾂ ﾐﾝｿﾞｸ ﾓﾉ ﾄ ﾆﾝｹﾞﾝ ﾉ ﾌﾞﾝｶｼ101 長沢 武 ﾅｶﾞｻﾜ ﾀｹｼ 2001 法政大学出版局 3,200.0 20cm 312,23p Ｔ－３４

1325 382.1 ﾖ 11 山人のムラ 北アルプス山麓安曇村の人と生活（シリーズ山と民俗１１） ﾔﾓﾄﾞ ﾉ ﾑﾗ ｷﾀｱﾙﾌﾟｽ ｻﾝﾛｸ ｱｽﾞﾐﾑﾗ ﾉ ﾋﾄ ﾄ ｾｲｶﾂ ｼﾘｰｽﾞ ﾔﾏ ﾄ ﾐﾝｿﾞｸ 11 横山 篤美 ﾖｺﾔﾏ ｱﾂﾐ 1989 エンタプライズ 2,000.0 20cm 249p T－４３

1326 382.1 ﾆ 14 山村の十二ヵ月 丹波美山の暮らしと民俗（シリーズ山と民俗１４） ｻﾝｿﾝ ﾉ ｼﾞｭｳﾆｶｹﾞﾂ ﾀﾝﾊﾞ ﾐﾔﾏ ﾉ ｸﾗｼ ﾄ ﾐﾝｿﾞｸ ｼﾘｰｽﾞ ﾔﾏ ﾄ ﾐﾝｿﾞｸ 14 西浦 左門 ﾆｼｳﾗ ｻﾓﾝ 1990 エンタプライズ 2,000.0 20cm 253p T－４７

1327 382.1 ｳ 山形ふしぎ紀行 井上 円了の足跡を辿る ﾔﾏｶﾞﾀ ﾌｼｷﾞ ｷｺｳ ｲﾉｳｴ ｴﾝﾘｮｳ ﾉ ｿｸｾｷ ｵ ﾀﾄﾞﾙ 烏兎沼 宏之 ｳﾄﾇﾏ ﾋﾛｼ 1991 法政大学出版局 1,900.0 20cm 241p T－４３

1328 382.1 ﾀ 全国駒ヶ岳の民族誌-駒ヶ岳学講座シリース７ ｾﾞﾝｺｸ ｺﾏｶﾞﾀｹ ﾉ ﾐﾝｿﾞｸｼ ｺﾏｶﾞﾀｹｶﾞｸ ｺｳｻﾞ ｼﾘｰｽﾞ ７ 田口 計介 ﾀｸﾞﾁ ｹｲｽｹ 2019 田口 計介 頒価不明 26cm 169p カウンター
1329 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

1330 382.7 ﾏ チューレの最後の王 ﾁｭｰﾚ ﾉ ｻｲｺﾞ ﾉ ｵｳ ジャン・マローリー ｼﾞｬﾝ ﾏﾛｰﾘｰ 柾木 峡介 1958 大日本雄弁会講談社 360.00 19cm 285p Ｍ－３６

1331 383 ｲ いまむかし 暮らしの小道具・植物事典 ｲﾏ ﾑｶｼ ｸﾗｼ ﾉ ｺﾄﾞｳｸﾞ ｼｮｸﾌﾞﾂ ｼﾞﾃﾝ 井波 一雄 ｲﾅﾐ ｶｽﾞｵ 1985 毎日新聞社 980.0 18cm 222p T－２８

1332 383.8 ﾔ 4 山の味 山村の食制と山の植物誌（シリーズ山と民俗４） ﾔﾏ ﾉ ｱｼﾞ ｻﾝｿﾝ ﾉ ｼｮｸｾｲ ﾄ ﾔﾏ ﾉ ｼｮｸﾌﾞﾂｼ ｼﾘｰｽﾞ ﾔﾏ ﾄ ﾐﾝｿﾞｸ 4 山村民俗の会編 ｻﾝｿﾝ ﾐﾝｿﾞｸ ﾉ ｶｲ 1990 エンタプライズ 2,000.0 20cm 241p T－４３
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1333 383.9 ｽ 5 住む・着る 山村の民家・民具と衣生活（シリーズ山と民俗５） ｽﾑ ｷﾙ ｻﾝｿﾝ ﾉ ﾐﾝｶ ﾐﾝｸﾞ ﾄ ｲｾｲｶﾂ ｼﾘｰｽﾞ ﾔﾏ ﾄ ﾐﾝｿﾞｸ 5 山村民俗の会編 ｻﾝｿﾝ ﾐﾝｿﾞｸ ﾉ ｶｲ 1990 エンタプライズ 2,000.0 20cm 249p T－４３
1334 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

1335 384 ﾈ 山の人生 マタギの村から ﾔﾏ ﾉ ｼﾞﾝｾｲ ﾏﾀｷﾞ ﾉ ﾑﾗ ｶﾗ 根深 誠 ﾈﾌﾞｶ ﾏｺﾄ 1991 日本放送出版 830.0 19cm 222p T－４３
1336 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 装丁：和装

1337 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

1338 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

1339 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

1340 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

1341 384.3 ｱ 野兎狩り（民俗選書１６） ﾉｳｻｷﾞｶﾞﾘ ﾐﾝｿﾞｸ ｾﾝｼｮ 16 天野 武 ｱﾏﾉ ﾀｹｼ 1987 秋田文化出版 1,500.0 19cm 251p T－４３

1342 384.3 ﾏ 狩りの語部 伊那の山峡より ｶﾘ ﾉ ｶﾀﾘﾍﾞ ｲﾅ ﾉ ｻﾝｷｮｳ ﾖﾘ 松山 義雄 ﾏﾂﾔﾏ ﾖｼｵ 1977 法政大学出版局 1,300.0 20cm 224p T－４３

1343 384.3 ｼ 1 狩猟 狩りの民俗と山の動物誌（シリーズ山と民俗１） ｼｭﾘｮｳ ｶﾘ ﾉ ﾐﾝｿﾞｸ ﾄ ﾔﾏ ﾉ ﾄﾞｳﾌﾞﾂｼ ｼﾘｰｽﾞ ﾔﾏ ﾄ ﾐﾝｿﾞｸ 1 山村民俗の会編 ｻﾝｿﾝ ﾐﾝｿﾞｸ ﾉ ｶｲ 1989 エンタプライズ 2,000.0 20cm 231p T－４３

1344 384.3 ｿ 2 杣と木地屋 木に生きる山人のくらし（シリーズ山と民俗２） ｿﾏ ﾆ ｲｷﾙ ﾔﾏﾋﾞﾄ ﾉ ｸﾗｼ ｼﾘｰｽﾞ ﾔﾏ ﾄ ﾐﾝｿﾞｸ 2 山村民俗の会編 ｻﾝｿﾝ ﾐﾝｿﾞｸ ﾉ ｶｲ 1989 エンタプライズ 2,000.0 20cm 247p T－４３

1345 384.3 ﾄ 3 峠路をゆく人々 山村の交易・交通と運搬（シリーズ山と民俗３） ﾄｳｹﾞｼﾞ ｵ ﾕｸ ﾋﾄﾋﾞﾄ ｻﾝｿﾝ ﾉ ｺｳｴｷ ｺｳﾂｳ ﾄ ｳﾝﾊﾟﾝ ｼﾘｰｽﾞ ﾔﾏ ﾄ ﾐﾝｿﾞｸ 3 山村民俗の会編 ｻﾝｿﾝ ﾐﾝｿﾞｸ ﾉ ｶｲ 1990 エンタプライズ 2,000.0 20cm 233p T－４３

1346 384.3 ｴ 山に暮らす 失われゆく山の民俗学 ﾔﾏ ﾆ ｸﾗｽ ｳｼﾅﾜﾚﾕｸ ﾔﾏ ﾉ ﾐﾝｿﾞｸｶﾞｸ 遠藤 ケイ ｴﾝﾄﾞｳ ｹｲ 1993 岩波書店 2,400.0 26cm 205p T－４３

1347 384.3 ｵ マタギ（全） 消えゆく山人の記録（郷土の研究２） ﾏﾀｷﾞ ｾﾞﾝ ｷｴﾕｸ ﾔﾏﾋﾞﾄ ﾉ ｷﾛｸ ｷｮｳﾄﾞ ﾉ ｹﾝｷｭｳ2 太田 雄治 ｵｵﾀ ﾕｳｼﾞ 1979 翠楊社 1,800.0 19cm 314p Ｔ－４３

1348 384.3 ﾉ マタギを生業にした人たち ﾏﾀｷﾞ ｵ ﾅﾘﾜｲ ﾆ ｼﾀ ﾋﾄﾀﾁ 野添 憲治 ﾉｿﾞｴ ｹﾝｼﾞ 1989 同友館 1,400.0 19cm 198p Ｔ－４３

1349 384.3 ﾊ 漂泊の山民 木地屋の世界 ﾋｮｳﾊｸ ﾉ ｻﾝﾐﾝ ｷｼﾞﾔ ﾉ ｾｶｲ 橋本 鉄男 ﾊｿﾓﾄ ﾃﾂｵ 1993 白水社 2,300.0 20cm 245p Ｔ－４３

1350 384.3 ﾏ 深山秘録 伊那谷の木地師伝承 ﾐﾔﾏ ﾋﾛｸ ｲﾅﾀﾞﾆ ﾉ ｷｼﾞｼ ﾃﾞﾝｼｮｳ 松山 義雄 ﾏﾂﾔﾏ ﾖｼｵ 1985 法政大学出版局 2,060.0 20cm 344p Ｔ－４３
1351 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

1352 386.1 ｻ 花の民俗学 ﾊﾅ ﾉ ﾐﾝｿﾞｸｶﾞｸ 桜井 満 ｻｸﾗｲ ﾐﾂﾙ 1974 雄山閣 1,800.0 21cm 259p T－２４

1353 386.1 ﾔ 9 山の歳時暦 山村の暮らしと祭り・行事（シリーズ山と民俗９） ﾔﾏ ﾉ ｻｲｼﾞﾚｷ ｻﾝｿﾝ ﾉ ｸﾗｼ ﾄ ﾏﾂﾘ ｷﾞｮｳｼﾞ ｼﾘｰｽﾞ ﾔﾏ ﾄ ﾐﾝｿﾞｸ 9 山村民俗の会編 ｻﾝｿﾝ ﾐﾝｿﾞｸ ﾉ ｶｲ 1991 エンタプライズ 2,000.0 20cm 257p T－４３

1354 387 ﾔ 7 山の神とヲコゼ（シリーズ山と民俗７） ﾔﾏ ﾉ ｶﾐ ﾄ ｵｺｾﾞ ｼﾘｰｽﾞ ﾔﾏ ﾄ ﾐﾝｿﾞｸ 7 山村民俗の会編 ｻﾝｿﾝ ﾐﾝｿﾞｸ ﾉ ｶｲ 1990 エンタプライズ 2,000.0 20cm 241p T－４３

1355 387 ﾊ 8 妣なる山に祈る 祖霊信仰と山の地母神（シリーズ山と民俗８） ﾊﾊ ﾅﾙ ﾔﾏ ﾆ ｲﾉﾙ ｿﾚｲ ｼﾝｺｳ ﾄ ﾔﾏ ﾉ ﾁﾎﾞｼﾝ ｼﾘｰｽﾞ ﾔﾏ ﾄ ﾐﾝｿﾞｸ 8 山村民俗の会編 ｻﾝｿﾝ ﾐﾝｿﾞｸ ﾉ ｶｲ 1990 エンタプライズ 2,000.0 20cm 263p T－４３

1356 387 ｱ 15 飛騨路の神ほとけ 祈りのルーツと神（シリーズ山と民俗１５） ﾋﾀﾞｼﾞ ﾉ ｶﾐ ﾎﾄｹ ｲﾉﾘ ﾉ ﾙｰﾂ ﾄ ｶﾐ ｼﾘｰｽﾞ ﾔﾏ ﾄ ﾐﾝｿﾞｸ 15 青木 自由治 ｱｵｷ ｼﾞﾕｳｼﾞ 1991 エンタプライズ 2,000.0 20cm 209p T－４７

1357 387 ﾓ 石鎚山（山と信仰） ｲｼｽﾞﾁｻﾝ ﾔﾏ ﾄ ｼﾝｺｳ 森 正史 ﾓﾘ ﾏｻﾌﾐ 1995 佼成出版社 1,800.0 19cm 205p T－４７

1358 387 ﾐ 恐山（山と信仰） ｵｿﾚｻﾞﾝ ﾔﾏ ﾄ ｼﾝｺｳ 宮本 袈裟雄・高松 敬吉 ﾐﾔﾓﾄ ｹｻｵ ﾀｶﾏﾂ ｹｲｷﾁ 1995 佼成出版社 1,800.0 19cm 245p T－４７

1359 387 ﾋ 立山（山と信仰） ﾀﾃﾔﾏ ﾔﾏ ﾄ ｼﾝｺｳ 廣瀬 誠・清水 巌 ﾋﾛｾ ﾏｺﾄ ｼﾐｽﾞ ｲﾜｵ 1995 佼成出版社 1,800.0 19cm 245p T－４７

1360 387 ﾖ 山の神 易・五行と日本の原始蛇信仰 ﾔﾏ ﾉ ｶﾐ ｴｷ ｺﾞｷﾞｮｳ ﾄ ﾆﾎﾝ ﾉ ｹﾞﾝｼ ﾍﾋﾞ ｼﾝｺｳ 吉野 裕子 ﾖｼﾉ ﾋﾛｺ 1995 人文書院 2,000.0 20cm 228p T－４７

1361 387 ﾀ みちのくの山の神 ﾐﾁﾉｸ  ﾉ ﾔﾏ ﾉ ｶﾐ 高橋 喜平写真・文 ﾀｶﾊｼ ｷﾍｲ 1991 岩手日報社 2,300.0 23cm 108p T－４７

1362 387.4 ﾊ 地蔵信仰（塙新書４９） ｼﾞｿﾞｳ ｼﾝｺｳ ﾊﾅﾜ ｼﾝｼｮ 49 速水 侑 ﾊﾔﾐ ﾀｽｸ 1985 塙新書 600.0 18cm 174p T－４３
1363 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

1364 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

1365 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

1366 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

1367 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

1368 388 ﾌ 芦安村のあれこれ ｱｼﾔｽﾑﾗ ﾉ ｱﾚｺﾚ 深澤 政輝 ﾌｶｻﾜ ﾏｻｷ 芦安村教育委員会 頒価不明 21×30cm 58p カウンター
1369 388.1 ﾔ アルプスの民話 ｱﾙﾌﾟｽ ﾉ ﾐﾝﾜ 山田 野理夫 ﾔﾏﾀﾞ ﾉﾘｵ 1965 潮文社 250.00 18cm 218p O-１６

1370 388.1 ﾔ アルプスの民話 ｱﾙﾌﾟｽ ﾉ ﾐﾝﾜ 山田 野理夫 ﾔﾏﾀﾞ ﾉﾘｵ 1962 潮文社 300.00 19cm 217p Ｍ－３０

1371 388.1 ｺ 北海道ふしぎふしぎ物語 ﾎｯｶｲﾄﾞｳ ﾌｼｷﾞ ﾌｼｷﾞ ﾓﾉｶﾞﾀﾘ 合田 一道 ｺﾞｳﾀﾞ ｲﾁﾄﾞｳ 1988 幻洋社 1,300.0 17cm 318p T－４３

1372 388.1 ｶ ものがたり奥武蔵 ﾓﾉｶﾞﾀﾘ ｵｸﾑｻｼ 神山 弘 ｶﾐﾔﾏ ﾋﾛｼ 1982 岳書房 1,600.0 20cm 170p T－４３ 附録：地図1枚

1373 388.1 ﾔ アルプスの民話 ｱﾙﾌﾟｽ ﾉ ﾐﾝﾜ 山田 野理夫編著 ﾔﾏﾀﾞ ﾉﾘｵ 1976 潮文社新書 580.0 18cm 218p T－４３

1374 388.1 ﾔ 6 山の怪奇・百物語（シリーズ山と民俗６） ﾔﾏ ﾉ ｶｲｷ ﾋｬｸﾓﾉｶﾞﾀﾘ ｼﾘｰｽﾞ ﾔﾏ ﾄ ﾐﾝｿﾞｸ 6 山村民俗の会編 ｻﾝｿﾝ ﾐﾝｿﾞｸ ﾉ ｶｲ 1989 エンタプライズ 2,000.0 20cm 243p T－４３

1375 388.1 ﾔ 10 山ことばと炉端話 山の伝説・昔話とことばの民俗（シリーズ山と民俗１０） ﾔﾏ ｺﾄﾊﾞ ﾄ ﾛﾊﾞﾀﾊﾞﾅｼ ﾔﾏ ﾉ ﾃﾞﾝｾﾂ ﾑｶｼﾊﾞﾅｼ ﾄ ｺﾄﾊﾞ ﾉ ﾐﾝｿﾞｸ ｼﾘｰｽﾞ ﾔﾏ ﾄ ﾐﾝｿﾞｸ 10 山村民俗の会編 ｻﾝｿﾝ ﾐﾝｿﾞｸ ﾉ ｶｲ 1991 エンタプライズ 2,000.0 20cm 267p T－４３
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1376 388.1 ｶ 12 怨念の将門 将門伝説に山伏の影あり（シリーズ山と民俗１２） ｵﾝﾈﾝ ﾉ ﾏｻｶﾄﾞ ﾏｻｶﾄﾞ ﾃﾞﾝｾﾂ ﾆ ﾔﾏﾌﾞｼ ﾉ ｶｹﾞ ｱﾘ ｼﾘｰｽﾞ ﾔﾏ ﾄ ﾐﾝｿﾞｸ 12 神山 弘 ｶﾐﾔﾏ ﾋﾛｼ 1989 エンタプライズ 2,000.0 20cm 244p T－４３

1377 388.1 ｲ 河口湖周辺の伝説と民俗 ｶﾜｸﾞﾁｺ ｼｭｳﾍﾝ ﾉ ﾃﾞﾝｾﾂ ﾄ ﾐﾝｿﾞｸ 伊藤 堅吉編著 ｲﾄｳ ｹﾝｷﾁ 1980 緑星社 500.0 19cm 138p T－４３
1378 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

1379 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

1380 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

1381 389.6 ｱ 森と川の神話 奥アマゾン・ピロ族の世界 ﾓﾘ ﾄ ｶﾜ ﾉ ｼﾝﾜ ｵｸｱﾏｿﾞﾝ ﾋﾟﾛｿﾞｸ ﾉ ｾｶｲ リカルド・アルバレス ﾘｶﾙﾄﾞ ｱﾙﾊﾞﾚｽ 向 晶子 1988 文京書房 1,800.0 22cm 229p Ｔ－７
1382 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

1383 404 ﾅ 冬の華 ﾌﾕ ﾉ ﾊﾅ 中谷 宇吉郎 ﾅｶﾔ ｳｷﾁﾛｳ 1938 岩波書店 2.20 20cm 436p Ｍ－３６

1384 404 ｲ 自然と山と ｼｾﾞﾝ ﾄ ﾔﾏ ﾄ 今西 錦司 ｲﾏﾆｼ ｷﾝｼﾞ 1974 筑摩書房 1,100.0 20cm 220p Ｔ－８

1385 404 ｼ 自然との対話 ｼｾﾞﾝ ﾄﾉ ﾀｲﾜ 串田 孫一ほか著 ｸｼﾀﾞ ﾏｺﾞｲﾁ 1981 山と渓谷社 1,400.0 20cm 252p Ｔ－８
1386 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

1387 435.4 ｳ 水とはなにか ミクロに見たそのふるまい（ ブルーバックスB-335） ﾐｽﾞ ﾄﾜ ﾅﾆｶ ﾐｸﾛ ﾆ ﾐﾀ ｿﾉ ﾌﾙﾏｲ ﾌﾞﾙｰ ﾊﾞｯｸｽ 上平 恒 ｳｴﾀﾞｲﾗ ﾋｻｼ 1983 講談社 480.0 18cm 202p Ｔ－８
1388 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

1389 440.7 ﾀ すべての人に星空を 「病院がプラネタリウム」の風景 ｽﾍﾞﾃ ﾉ ﾋﾄ ﾆ ﾎｼｿﾞﾗ ｵ ﾋﾞｮｳｲﾝ ｶﾞ ﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ ﾉ ﾌｳｹｲ 高橋 真理子 ﾀｶﾊｼ ﾏﾘｺ 2020 新日本出版社 1800.00 19cm 156p カウンター
1390 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

1391 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

1392 448.9 ｶ 地図の旅愁 ﾁｽﾞ ﾉ ﾘｮｼｭｳ 籠瀬 良明 ｶｺﾞｾ ﾖｼｱｷ 1993 古今書院 2,400.0 21cm 138p Ｔ－８
1393 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 装丁：和装

1394 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

1395 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

1396 450 ｸ 1 櫛形山の自然 ｸｼｶﾞﾀﾔﾏ ﾉ ｼｾﾞﾝ 山梨県立巨摩高等学校 ﾔﾏﾅｼｹﾝﾘﾂ ｺﾏ ｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 1976 山梨県立巨摩高等学校 頒価不明 22cm 270p ６

1397 450 ｸ 2 櫛形山の自然 続 ｸｼｶﾞﾀﾔﾏ ﾉ ｼｾﾞﾝ 山梨県立巨摩高等学校 ﾔﾏﾅｼｹﾝﾘﾂ ｺﾏ ｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 1983 山梨県立巨摩高等学校 頒価不明 22cm 268p ６

1398 450 ﾌ 富士山と五湖 北麓の自然科学 ﾌｼﾞｻﾝ ﾄ ｺﾞｺ ﾎｸﾛｸ ﾉ ｼｾﾞﾝ ｶｶﾞｸ 山梨県立富士ビジターセンター ﾔﾏﾅｼｹﾝﾘﾂ ﾌｼﾞ ﾋﾞｼﾞﾀｰ ｾﾝﾀｰ 1981 山梨県立富士ビジターセンター 頒価不明 21cm 28p Ｔ－４１

1399 450 ﾌ 富士を守る ﾌｼﾞ ｵ ﾏﾓﾙ 坂本 肇編 ｻｶﾓﾄ ﾊｼﾞﾒ 1972 二十一日会事務局・野鳥の声事務局 非売品 21cm 158p Ｔ－４１

1400 450 ﾊ 富士山周辺の面白い地学入門 １００問１００答 ﾌｼﾞｻﾝ ｼｭｳﾍﾝ ﾉ ｵﾓｼﾛｲ ﾁｶﾞｸ ﾆｭｳﾓﾝ 100ﾓﾝ 100ﾄｳ 服部 哲雄 ﾊｯﾄﾘ ﾃﾂｵ 1978 世界社 頒価不明 26cm 146p T－１９
1401 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

1402 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

1403 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

1404 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

1405 450.9 ﾆ アラスカの自然 ｱﾗｽｶ ﾉ ｼｾﾞﾝ NHK取材班 ﾆｯﾎﾟﾝ ﾎｳｿｳ ｷｮｳｶｲ ｼｭｻﾞｲﾊﾝ 1980 日本放送出版協会 1,300.0 19cm 202p Ｔ－８

1406 450.9 ｵ 神奈川 自然の歴史　 ｶﾅｶﾞﾜ ｼｾﾞﾝ ﾉ ﾚｷｼ 奥村 清 ｵｸﾑﾗ ｷﾖｼ 1981 コロナ社 1,400.0 19cm 200,9p Ｔ－８

1407 450.9 ｵ 山陰地学ハイキング ｻﾝｲﾝ ﾁｶﾞｸ ﾊｲｷﾝｸﾞ 大久保 雅弘 ｵｵｸﾎﾞ ﾏｻﾋﾛ 1976 たたら書房 780.0 19cm 128p Ｔ－８

1408 450.9 ｻ 札幌の自然（さっぽろ文庫２０） ｻｯﾎﾟﾛ ﾉ ｼｾﾞﾝ ｻｯﾎﾟﾛ ﾌﾞﾝｺ 20 札幌市教育委員会文化資料室編 ｻｯﾎﾟﾛｼ ｷｮｳｲｸ ｲｲﾝｶｲ ﾌﾞﾝｶ ｼﾘｮｳｼﾂ 1982 北海道新聞社 980.0 19cm 316p Ｔ－８

1409 450.9 ﾛ 六甲の自然 ﾛｯｺｳ ﾉ ｼｾﾞﾝ 室井 綽・清水 三重子編 ﾑﾛｲ ﾋﾛｼ ｼﾐｽﾞ ﾐｴｺ 1982 神戸新聞 980.0 19cm 229p Ｔ－８

1410 450.9 ﾐ みやぎの自然 ﾐﾔｷﾞ ﾉ ｼｾﾞﾝ みやぎの自然編集委員会編 ﾐﾔｷﾞ ﾉ ｼｾﾞﾝ ﾍﾝｼｭｳ ｲｲﾝｶｲ 1978 宝文堂 1,480.0 19cm 228p Ｔ－８

1411 450.9 ﾅ 日本の自然（岩波新書 青版） ﾆﾎﾝ  ﾉ ｼｾﾞﾝ 中野 尊正・小林 国夫 ﾅｶﾉ ﾀｶﾏｻ ｺﾊﾞﾔｼ ｸﾆｵ 1971 岩波書店 320.0 18cm 203,6p Ｔ－８

1412 450.9 ｼ ハワイの自然 3000万年の楽園 ﾊﾜｲ ﾉ ｼｾﾞﾝ ｻﾝｾﾞﾝﾏﾝﾈﾝ ﾉ ﾗｸｴﾝ 清水 善和 ｼﾐｽﾞ ﾖｼｶｽﾞ 1998 古今書院 1,800.0 22cm 184p T－１９
1413 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

1414 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

1415 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

1416 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

1417 451 ｸ 風の色・四季の色 ｶｾﾞ ﾉ ｲﾛ ｼｷ ﾉ ｲﾛ 倉嶋 厚 ｸﾗｼﾏ ｱﾂｼ 1990 丸善 2,266.0 19×27ｃｍ 73p Ｔ－８

1418 451 ﾀ 微気象の探究 生活のなかの観察と活用 ﾋﾞｷｼｮｳ ﾉ ﾀﾝｷｭｳ ｾｲｶﾂ ﾉ ﾅｶ ﾉ ｶﾝｻﾂ ﾄ ｶﾂﾖｳ 大後 美保 ﾀﾞｲｺﾞ ﾖｼﾔｽ 1977 日本放送出版 650.0 19cm 253p Ｔ－８
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1419 451 ｸ 四季のたより 忘れかけた季をたずねて ｼｷ ﾉ ﾀﾖﾘ ﾜｽﾚｶｹﾀ ﾄｷ ｵ ﾀｽﾞﾈﾃ 倉嶋 厚 ｸﾗｼﾏ ｱﾂｼ 1991 丸善 1,600.0 19cm 190p T－３５
1420 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

1421 451.2 ｵ 天気図の見かた（カラー自然ガイド） ﾃﾝｷｽﾞ ﾉ ﾐｶﾀ ｶﾗｰ ｼｾﾞﾝ ｶﾞｲﾄﾞ 岡林 一夫 ｵｶﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｵ 1975 保育社 380.0 15cm 151p T－２５

1422 451.5 ｱ オーロラ 地球をとりまく放電現象 ｵｰﾛﾗ ﾁｷｭｳ ｵ ﾄﾘﾏｸ ﾎｳﾃﾞﾝ ｹﾞﾝｼｮｳ 赤祖父 俊一 ｱｶｿﾌ ｼｭﾝｲﾁ 1975 中央公論社 1,290.0 18cm 230p Ｔ－８
1423 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

1424 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

1425 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

1426 451.6 ﾀ 雪国の人々 ﾕｷｸﾞﾆ ﾉ ﾋﾄﾋﾞﾄ 高橋 喜平 ﾀｶﾊｼ ｷﾍｲ 1983 創樹社 1,200.0 20cm 258p Ｔ－８

1427 451.6 ｲ 雲の表情（カラーブックス） ｸﾓ ﾉ ﾋｮｳｼﾞｮｳ ｶﾗｰ ﾌﾞｯｸｽ 伊藤 洋三 ｲﾄｳ ﾖｳｿﾞｳ 1974 保育社 380.0 15cm 152p T－２５

1428 451.6 ｶ カラー 雲（山渓カラーガイド） ｶﾗｰ ｸﾓ ﾔﾏｹｲ ｶﾗｰ ｶﾞｲﾄﾞ 新田 次郎随想・山本 三郎解説 ﾆｯﾀ ｼﾞﾛｳ ﾔﾏﾓﾄ ｻﾌﾞﾛｳ 1972 山と渓谷社 580.0 19cm 198p T－３２

1429 451.6 ﾀ 雪と氷  写真集 ﾕｷ ﾄ ｺｳﾘ ｼｬｼﾝｼｭｳ 高橋 喜平 ﾀｶﾊｼ ｷﾍｲ 1985 朝日新聞社 2,900.0 21cm 91p Ｔ－８

1430 451.8 ﾁ 地球SOS 地球環境を考える ﾁｷｭｳ ｴｽｵｰｴｽ ﾁｷｭｳ ｶﾝｷｮｳ ｵ ｶﾝｶﾞｴﾙ 新井田 秀一・山下 浩之 ｱﾗｲﾀﾞ ｼｭｳｲｲﾁ ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾕｷ 1996 神奈川県立 生命の星・地球博物館 頒価不明 21cm 54p Ｔ－８

1431 451.9 ｼ 静岡県のお天気 ｼｽﾞｵｶｹﾝ ﾉ ｵﾃﾝｷ 安井 春雄他著 ﾔｽｲ ﾊﾙｵ 1982 静岡新聞社 980.0 19cm 254p T－４５

1432 451.9 ﾎ 天気がわかることわざ事典 富士山を中心として ﾃﾝｷ ｶﾞ ﾜｶﾙ ｺﾄﾜｻﾞ ｼﾞﾃﾝ ﾌｼﾞｻﾝ ｵ ﾁｭｳｼﾝ ﾄ ｼﾃ 細田 剛 ﾎｿﾀﾞ ﾂﾖｼ 1991 自由国民社 1,500.0 18cm 222p T－４５
1433 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

1434 452.9 ｵ 東富士の地下水解析 ﾋｶﾞｼﾌｼﾞ ﾉ ﾁｶｽｲ ﾌﾞﾝｾｷ 落合 敏郎 ｵﾁｱｲ ﾄｼﾛｳ 1995 リーベル出版 2,900.0 22cm 206p Ｔ－４１
1435 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

1436 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

1437 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

1438 453.3 ﾘ 動物は地震を予知するか ﾄﾞｳﾌﾞﾂ ﾜ ｼﾞｼﾝ ｵ ﾖﾁ ｽﾙｶ 力武 常次 ﾘｷﾀｹ ﾂﾈｼﾞ 1978 講談社 460.0 18cm 215p Ｔ－８
1439 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

1440 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

1441 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 Ｍ－３８

1442 453.8 ｱ 阿蘇火山 世界一のカルデラ ｱｿ ｶｻﾞﾝ ｾｶｲｲﾁ ﾉ ｶﾙﾃﾞﾗ 松本 征夫・松本 幡郎編 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｷｵ ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾀｵ 1981 東海大学 1,200.0 19cm 248p Ｔ－８

1443 453.8 ﾊ 箱根火山 ﾊｺﾈ ｶｻﾞﾝ 日本火山学会編 ﾆﾎﾝ ｶｻﾞﾝ ｶﾞｯｶｲ 1972 箱根町 450.0 19cm 185p Ｔ－８
1444 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

1445 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

1446 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

1447 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

1448 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

1449 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

1450 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

1451 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

1452 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

1453 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

1454 454.5 ｺ 山を読む ﾔﾏ ｵ ﾖﾑ 小疇 尚 ｺｱｾﾞ ﾀｶｼ 1991 岩波書店 1,200.0 19cm 147p Ｔ－８

1455 454.5 ｺ 日本の山はなぜ美しい―山の自然学への招待― ﾆﾎﾝ ﾉ ﾔﾏ ﾜ ﾅｾﾞ ｳﾂｸｼｲ ﾔﾏ ﾉ ｼｾﾞﾝｶﾞｸ ｴﾉ ｼｮｳﾀｲ 小泉 武栄 ｺｲｽﾞﾐ ﾀｹｴｲ 1993 古今書院 2,600.0 19cm 228p Ｔ－８

1456 454.5 ﾔ 山（東京大学公開講座 ３２） ﾔﾏ ﾄｳｷｮｳ ﾀﾞｲｶﾞｸ ｺｳｶｲ ｺｳｻﾞ 向坊 隆著者代表 ﾑｶｲﾎﾞｳ ﾀｶｼ 1981 東京大学出版会 1,200.0 19cm 282p Ｔ－８
1457 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

1458 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

1459 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

1460 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

1461 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
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1462 455 ｼ 静岡の自然をたずねて ｼｽﾞｵｶ ﾉ ｼｾﾞﾝ ｵ ﾀｽﾞﾈﾃ 地学団体研究会静岡支部編 ﾁｶﾞｸ ﾀﾞﾝﾀｲ ｹﾝｷｭｳｶｲ ｼｽﾞｵｶ ｼﾌﾞ 1993 築地書館 1,854.0 19cm 218p T－４５

1463 455.1 ｵ 地質構造とその研究 ﾁｼﾂ ｺｳｿﾞｳ ﾄ ｿﾉ ｹﾝｷｭｳ 大塚 弥之助 ｵｵﾂｶ ﾔﾉｽｹ 1956 朋文堂 430.00 22cm 275p Ｍ－３８

1464 455.1 ﾄ 東海自然歩道の地学案内 朝霧高原から鳳来寺山まで ﾄｳｶｲ ｼｾﾞﾝ ﾎﾄﾞｳ ﾉ ﾁｶﾞｸ ｱﾝﾅｲ ｱｻｷﾞﾘ ｺｳｹﾞﾝ ｶﾗ ﾎｳﾗｲｼﾞ ｻﾝ ﾏﾃﾞ 静岡県地学会編 ｼｽﾞｵｶｹﾝ ﾁｶﾞｸｶｲ 1976 黒船出版部 1,000.0 19cm 207p T－４５

1465 457 ｵ 失われた生物（カラー自然ガイド） ｳｼﾅﾜﾚﾀ ｾｲﾌﾞﾂ ｶﾗｰ ｼｾﾞﾝ ｶﾞｲﾄﾞ 小畠 郁生 ｵﾊﾞﾀ ｲｸｵ 1973 保育社 380.0 15cm 151p T－２５

1466 457.7 ﾎ 神戸の植物化石物語（のじぎく文庫） ｺｳﾍﾞ ﾉ ｼｮｸﾌﾞﾂ ｶｾｷ ﾓﾉｶﾞﾀﾘ ﾉｼﾞｷﾞｸ ﾌﾞﾝｺ 堀 治三朗 ﾎﾘ ｼﾞｻﾌﾞﾛｳ 1991 神戸新聞総合出版センター 1,300.0 19cm 222p T－３７
1467 457.8 ﾛ ゴビ砂漠探険記 恐竜の骨をもとめて ｺﾞﾋﾞ ｻﾊﾞｸ ﾀﾝｹﾝｷ ｷｮｳﾘｭｳ ﾉ ﾎﾈ ｵ ﾓﾄﾒﾃ ア・カ・ロジェストヴェンスキー ｱ ｶ ﾛｼﾞｪｽﾄｳﾞｪﾝｽｷｰ 南 信司郎 1957 ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙマガジン社 290.00 20cm 252p Ｍ－３６

1468 457.8 ﾊ 生きている化石 動物（カラー自然ガイド） ｲｷﾃｲﾙ ｶｾｷ ﾄﾞｳﾌﾞﾂ ｶﾗｰ ｼｾﾞﾝ ｶﾞｲﾄﾞ 浜田 隆士 ﾊﾏﾀﾞ ﾀｶｼ 1975 保育社 380.0 15cm 151p T－２５

1469 459 ﾏ 鉱物 やさしい鉱物学（カラー自然ガイド） ｺｳﾌﾞﾂ ﾔｻｼｲ ｺｳﾌﾞﾂｶﾞｸ ｶﾗｰ ｼｾﾞﾝ ｶﾞｲﾄﾞ 益富 寿之助 ﾏｽﾄﾐ ｶｽﾞﾉｽｹ 1974 保育社 380.0 15cm 151p T－２５

1470 460 ｺ 小さな博物誌 ﾁｲｻﾅ ﾊｸﾌﾞﾂｼ 小林 清之介 ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲﾉｽｹ 1972 毎日新聞社 620.0 20cm 269p Ｔ－８

1471 460.2 ﾆ リンネとその使徒たち 探険博物学の夜明け ﾘﾝﾈ ﾄ ｿﾉ ｼﾄ ﾀﾁ ﾀﾝｹﾝ ﾊｸﾌﾞﾂｶﾞｸ ﾉ ﾖｱｹ 西村 三郎 ﾆｼﾑﾗ ｻﾌﾞﾛｳ 1989 人文書院 2,850.0 20cm 348p Ｔ－８

1472 460.2 ﾄ 殿様生物学の系譜 ﾄﾉｻﾏ ｾｲﾌﾞﾂｶﾞｸ ﾉ ｹｲﾌ 科学朝日編 ｶｶﾞｸ ｱｻﾋ 1991 朝日新聞社 1,100.0 19cm 292p Ｔ－８

1473 460.4 ﾅ 自然対談 ｼｾﾞﾝ ﾀｲﾀﾞﾝ 那須 良輔 ﾅｽ ﾘｮｳｽｹ 1978 新潮社 980.0 20cm 237p Ｔ－３

1474 460.4 ﾅ 自然対談 ｼｾﾞﾝ ﾀｲﾀﾞﾝ 那須 良輔 ﾅｽ ﾘｮｳｽｹ 1978 新潮社 980.0 20cm 237p Ｔ－８

1475 460.4 ｻ 旅の博物誌 ﾀﾋﾞ ﾉ ﾊｸﾌﾞﾂｼ 更科 源蔵 ｻﾗｼﾅ ｹﾞﾝｿﾞｳ 1970 北書房 400.0 19cm 285p Ｔ－８

1476 460.4 ﾜ 私の博物誌 ﾜﾀｸｼ ﾉ ﾊｸﾌﾞﾂｼ 共同通信社編 ｷｮｳﾄﾞｳ ﾂｳｼﾝｼｬ 1990 共同通信社 1,000.0 19cm 254p Ｔ－８

1477 460.4 ｶ 森の歳時記 ﾓﾘ ﾉ ｻｲｼﾞｷ 河合 雅雄 ｶﾜｲ ﾏｻｵ 1990 平凡社 2,000.0 20cm 160p Ｔ－８

1478 460.7 ｼ 自然保護ハンドブック ｼｾﾞﾝ ﾎｺﾞ ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ Ｊ・W・ブレイナード J・W・ﾌﾞﾚｲﾅｰﾄﾞ 長野県自然保護の会 1974 地人書館 2,000.0 22cm 269p Ｔ－８

1479 460.8 ﾏ 生物生態画集 ｾｲﾌﾞﾂ ｾｲﾀｲ ｶﾞｼｭｳ 牧野  四子吉画 ﾏｷﾉ ﾖﾈｷﾁ 2003 東方出版 2,800.0 31cm 227p Ｔ－４０

1480 462 ﾄ 1 自然研究 第１集 峠の小鳥　 ｼｾﾞﾝ ｹﾝｷｭｳ ﾀﾞｲｲｯｼｭｳ ﾄｳｹﾞ ﾉ ｺﾄﾘ 佐藤 喜太郎編 ｻﾄｳ ｷﾀﾛｳ 1955 山形県西村山郡大井沢小中学校 頒価不明 22cm 136p Ｔ－８

1481 462 ﾄ 2 自然研究 第２集 峠の小鳥　 ｼｾﾞﾝ ｹﾝｷｭｳ ﾀﾞｲﾆｼｭｳ ﾄｳｹﾞ ﾉ ｺﾄﾘ 渡辺 邦太郎編 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｸﾆﾀﾛｳ 1970 山形県西村山郡大井沢小中学校 頒価不明 22cm 158p Ｔ－８

1482 462 ﾄ 3 峠の小鳥 第３集 ｼｾﾞﾝ ｹﾝｷｭｳ ﾀﾞｲｲｯｼｭｳ ﾄｳｹﾞ ﾉ ｺﾄﾘ 大矢 正実 ｵｵﾔ ﾏｻﾐ 1975 山形県西村山郡大井沢小中学校 頒価不明 22cm 135p Ｔ－８
1483 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

1484 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

1485 462.1 ｺ 南アルプスの自然と人 ﾐﾅﾐｱﾙﾌﾟｽ ﾉ ｼｾﾞﾝ ﾄ ﾋﾄ 近田 文弘 ｺﾝﾀ ﾌﾐﾋﾛ 1982 南アルプス研究会 1,550.0 19cm 296p T－４１

1486 462.1 ｲ 1 伊豆の博物誌（１） ｲｽﾞ ﾉ ﾊｸﾌﾞﾂｼ 1 忍田 中 ｵｼﾀﾞ ｱﾀﾙ 1980 忍田 富 1,500.0 19cm 251p Ｔ－９

1487 462.1 ｲ 2 伊豆の博物誌（２） ｲｽﾞ ﾉ ﾊｸﾌﾞﾂｼ 2 忍田 中 ｵｼﾀﾞ ｱﾀﾙ 1980 忍田 富 1,500.0 19cm 251p Ｔ－９ 著者の手紙

1488 462.1 ｲ 3 伊豆の博物誌（３） ｲｽﾞ ﾉ ﾊｸﾌﾞﾂｼ 3 忍田 中 ｵｼﾀﾞ ｱﾀﾙ 1981 忍田 富 1,500.0 19cm 255p Ｔ－９

1489 462.1 ｷ 北の新博物記 ｷﾀ ﾉ ｼﾝ ﾊｸﾌﾞﾂｷ 読売新聞北海道支社 ﾖﾐｳﾘ ｼﾝﾌﾞﾝ ﾎｯｶｲﾄﾞｳ ｼｼｬ 1975 太陽 1,200.0 19cm 273p Ｔ－８

1490 462.1 ｻ 山野を歩く 茨城の自然 ｻﾝﾔ ｵ ｱﾙｸ ｲﾊﾞﾗｷ ﾉ ｼｾﾞﾝ 山崎 睦男他〔共著〕 ﾔﾏｻﾞｷ ﾑﾂｵ 1975 郁文 1,300.0 21cm 328p Ｔ－９

1491 462.1 ﾀ 小川原湖の自然 ｵｶﾞﾜﾗ ｺ ﾉ ｼｾﾞﾝ 田高 昭二 ﾀﾀﾞｶ ｼｮｳｼﾞ 1978 東奥日報社 1,100.0 18cm 329p Ｔ－９

1492 462.1 ﾅ 比良ー山の自然譜ー ﾋﾗ ﾔﾏ ﾉ ｼｾﾞﾝﾌ 中井 一郎 ﾅｶｲ ｲﾁﾛｳ 1977 ナカニシヤ 1,500.0 19cm 234p Ｔ－９

1493 462.1 ﾜ 京都の秘境・芦生-原生林への招待‐ ｷｮｳﾄ ﾉ ﾋｷｮｳ ｱｼｳ ｹﾞﾝｾｲﾘﾝ ｴﾉ ｼｮｳﾀｲ 渡辺 弘之 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ 1973 ナカニシヤ 780.0 19cm 197p Ｔ－９ 増補版

1494 462.1 ｼ 新・兵庫の自然 ｼﾝ ﾋｮｳｺﾞ ﾉ ｼｾﾞﾝ 兵庫県生物学会 ﾋｮｳｺﾞｹﾝ ｾｲﾌﾞﾂ ｶﾞｯｶｲ 1976 のじぎく文庫 1,000.0 19cm 206p Ｔ－９

1495 462.1 ｺ 南アルプスの自然と人 ﾐﾅﾐｱﾙﾌﾟｽ ﾉ ｼｾﾞﾝ ﾄ ﾋﾄ 近田 文弘 ｺﾝﾀ ﾌﾐﾋﾛ 1982 南アルプス研究会 1,550.0 19cm 296p Ｔ－４１

1496 462.1 ﾌ 富士山 大いなる自然の検証 ﾌｼﾞｻﾝ ｵｵｲﾅﾙ ｼｾﾞﾝ ﾉ ｹﾝｼｮｳ 読売新聞社編 ﾖﾐｳﾘ ｼﾝﾌﾞﾝ ﾎｯｶｲﾄﾞｳ ｼｼｬ ｼﾝﾌﾞﾝｼｬ 1992 読売新聞社 2,500.0 21cm 325p Ｔ－４１

1497 462.1 ｼ 三ﾂ峠の自然界 ﾐﾂﾄｳｹﾞ ﾉ ｼｾﾞﾝｶｲ 篠原 博 ｼﾉﾊﾗ ﾋﾛｼ 1977 篠原博 900.0 21cm 161p T－４５

1498 462.1 ﾆ 山の博物誌 ﾔﾏ ﾉ ﾊｸﾌﾞﾂｼ 西丸 震哉 ﾆｼﾏﾙ ｼﾝﾔ 1981 実業之日本社 1,500.0 20cm 271p Ｔ－９

1499 462.1 ﾎ 尾瀬の湿原をさぐる そのおいたちと植物 ｵｾﾞ ﾉ ｼﾂｹﾞﾝ ｵ ｻｸﾞﾙ ｿﾉ ｵｲﾀﾁ ﾄ ｼｮｸﾌﾞﾂ 堀 正一 ﾎﾘ ｼｮｳｲﾁ 1973 築地書館 850.0 18cm 213p Ｔ－９

1500 462.1 ﾐ 裏山の博物誌 ｳﾗﾔﾏ ﾉ ﾊｸﾌﾞﾂｼ 三宅 修 ﾐﾔｹ ｵｻﾑ 1989 山と渓谷社 1,800.0 19cm 255p Ｔ－９

1501 462.1 ｻ 1 コタン生物記 樹木・雑草編 ｺﾀﾝ ｾｲﾌﾞﾂｷ ｼﾞｭﾓｸ ｻﾞｯｿｳ ﾍﾝ 更科 源蔵・更科 光 ｻﾗｼﾅ ｹﾞﾝｿﾞｳ ｻﾗｼﾅ ｺｳ 1976 法政大学 1,300.0 20cm 265p Ｔ－９

1502 462.1 ｻ 2 コタン生物記 野獣・海獣・魚族編 ｺﾀﾝ ｾｲﾌﾞﾂｷ ﾔｼﾞｭｳ ｶｲｼﾞｭｳ ｷﾞｮｿﾞｸ ﾍﾝ 更科 源蔵・更科 光 ｻﾗｼﾅ ｹﾞﾝｿﾞｳ ｻﾗｼﾅ ｺｳ 1976 法政大学 1,300.0 20cm p269~539 Ｔ－９

1503 462.1 ｻ 3 コタン生物記 野鳥・水鳥・昆虫編 ｺﾀﾝ ｾｲﾌﾞﾂｷ ﾔﾁｮｳ ﾐｽﾞﾄﾞﾘ ｺﾝﾁｭｳ ﾍﾝ 更科 源蔵・更科 光 ｻﾗｼﾅ ｹﾞﾝｿﾞｳ ｻﾗｼﾅ ｺｳ 1977 法政大学 1,300.0 20cm p543~773p Ｔ－９

1504 462.1 ｱ ザ・高尾 ４ すみれの詩 ｻﾞ ﾀｶｵ 4 ｽﾐﾚ ﾉ ｳﾀ 新井 次郎 ｱﾗｲ ｼﾞﾛｳ 1989 のんぶる社 1,500.0 20cm 175p Ｔ－９
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1505 462.1 ｼ 九重の自然 ｺｺﾉｴ ﾉ ｼｾﾞﾝ 嶋田 裕雄 ｼﾏﾀﾞ ﾋﾛｵ 1988 不知火書房 1,200.0 19cm 185p Ｔ－９

1506 462.1 ﾀ 雪国博物誌 ﾕｷｸﾞﾆ ﾊｸﾌﾞﾂｼ 高橋 喜平 ﾀｶﾊｼ ｷﾍｲ 1986 クロスロード 1,400.0 19cm 214p Ｔ－９
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