
 ２０１６年８月特集展示「山　～8月11日は山の日～」

請求記号 書名 著者名 出版者名
163タ 富士山文化 竹谷　靱負 祥伝社
163ニ 日本の山岳信仰 鈴木　正崇 宝島社
163フ 富士山コスモロジー 藤原　成一 青弓社
163マ 山の霊力 町田　宗鳳 講談社
188キ 丹沢の行者道を歩く 城川　隆生 白山書房
188フ 熊野、修験の道を往く 藤田　庄市 淡交社
210タ 名山の文化史 高橋　千劔破 河出書房新社
210タ 名山の日本史 高橋　千劔破 河出書房新社
291シ 春夏秋冬ハイキング 山と溪谷社
291.3ト 東京近郊の山ハイク ＪＴＢパブリッシング
291.3ト 東京周辺お泊まりゆる登山 西野　淑子 実業之日本社
292イ 現代ヒマラヤ登攀史 池田　常道 山と溪谷社
292オ ヒマラヤ初登頂未踏への挑戦 尾形　好雄 東京新聞出版部
292ノ エベレスト５０年の挑戦 ジャムリン・テンジン・ノルゲイ 広済堂出版
292ミ ７５歳のエベレスト 三浦　雄一郎 日本経済新聞出版社
292ヤ 垂直の記憶 山野井　泰史 山と渓谷社
293コ マッターホルン北壁 小西　政継 山と渓谷社
369.3ト ドキュメント御嶽山大噴火 山と溪谷社 山と溪谷社
380ヤ 新編柳田国男集　第１巻 柳田　国男 筑摩書房
382ヤ 雲の上で暮らす 山本　紀夫 ナカニシヤ出版
387ス 女人禁制 鈴木　正崇 吉川弘文館
402ア 高尾自然観察手帳 新井　二郎 ＪＴＢパブリッシング
402チ 高尾山自然観察ガイド 茅野　義博 山と溪谷社
448カ 地図の読み方入門 梶谷　耕一 地球丸
451ア やさしい山のお天気教室 粟澤　徹 枻出版社
451イ 山岳気象大全 猪熊　隆之 山と溪谷社
452ヤ 山の百名水 山下　喜一郎 東京新聞出版局
453イ 歴史を変えた火山噴火 石　弘之 刀水書房
453フ 富士を知る 小山　真人 集英社
453フ 正しく恐れよ！富士山大噴火 藤井　敏嗣 徳間書店
454コ ここが見どころ日本の山 小泉　武栄 文一総合出版
454ヒ 山が楽しくなる地形と地学 広島　三朗 山と溪谷社
454ワ 地形図の読み方・歩き方 渡辺　一夫 誠文堂新光社
596マ 山小屋ごはん 松本　理恵 山と溪谷社

596.4オ 元気のでる山の食事 大森　博 山と溪谷社
686ウ 箱根登山鉄道１２５年のあゆみ 生方　良雄 ＪＴＢパブリッシング
686セ 世界で一番美しい山岳鉄道 エクスナレッジ
721オ 北斎の冨嶽三十六景 大久保　純一 小学館
721シ 雪舟の「山水長巻」 島尾　新 小学館
723テ 自然の美術館 カロリーヌ・デノエット 河合楽器製作所・出版部

725ヤ 今から始める山のスケッチ 山里　寿男 山と溪谷社
726キ グスコーブドリの伝記 宮沢　賢治 リトルモア
743ヤ カメラをつれて山歩へ行こう！ 矢島　慎一 技術評論社
748ウ 富士山の四季 宇田川　孝 大塚カラー

W748オ 宇宙の富士山 大山　行男 山と溪谷社
W748シ 白川義員世界百名山 白川　義員 小学館
W748ス 穂高光彩 鈴木　悦子 山と溪谷社
748フ ヒマラヤ百高峰 藤田　弘基 平凡社
782カ 全国トレランコースガイド 鏑木　毅 〓出版社
786ア 山岳遭難の構図 青山　千彰 東京新聞出版局
786ア 赤ちゃんから始めました親子登山 新井　和也 東京新聞
786カ はじめよう！山歩きレッスンブック 柏　澄子 ＪＴＢパブリッシング
786ク 山小屋の主人の知恵袋　生き字引に学ぶ登山術 工藤　隆雄 東京新聞出版局
786コ 雪山１００のリスク 近藤　謙司 山と溪谷社
786サ 病気に負けない健康登山 齋藤　繁 山と溪谷社

W786セ 世界の山岳大百科 ドーリング・キンダスリー社 山と溪谷社
786タ 田部井淳子の人生は８合目からがおもしろい 田部井　淳子 主婦と生活社
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786タ 頂きへ、そしてその先へ 竹内　洋岳 東京書籍
786タ 山小屋の主人を訪ねて 高桑　信一 東京新聞
786ト 登山の医学ハンドブック　改訂第２版 松林　公蔵 杏林書院
786ト 山のことば辞典 豊田　和弘 河出書房新社
786ナ 海外登山 中村　進 山と溪谷社
786ヌ 明解日本登山史 布川　欣一 山と溪谷社
B786ノ 落ちこぼれてエベレスト 野口　健 集英社
786ノ 山登りトラブル回避＆対処マニュアル 野口　いづみ 大泉書店

B786ハ ドキュメント生還 羽根田　治 山と溪谷社
786ハ バテない体をつくる登山エクササイズ 大森　義彦 誠文堂新光社
786ハ バテない体をつくる登山食 大森　義彦 誠文堂新光社
B786フ わが愛する山々 深田　久弥 山と溪谷社
786ホ 山岳装備大全 ホーボージュン 山と溪谷社
786ム 山岳読図大全 村越　真 山と溪谷社
786ヤ アルピニズムと死 山野井　泰史 山と溪谷社
786ワ セルフレスキュー 渡邊　輝男 山と溪谷社
786ワ 私の山道具　２ 山と溪谷社
910ク アルプ　特集串田孫一 山口　耀久 山と溪谷社

B914ニ 新田次郎山の歳時記 新田　次郎 山と溪谷社
915イ 山のぼりおり 石田　千 山と溪谷社
915シ クレタ、神々の山へ 真保　裕一 岩波書店
915ナ 山行記 南木　佳士 山と溪谷社
933ヒ 平ら山を越えて テリー・ビッスン 河出書房新社

B936ク 空へ ジョン・クラカワー 山と溪谷社
936ハ アンデスの奇蹟 ナンド・パラード 山と溪谷社
936ラ アーロン・ラルストン奇跡の６日間 アーロン・ラルストン 小学館

B943マ 魔の山　上 トーマス・マン 岩波書店
B943マ 魔の山　下 トーマス・マン 岩波書店
943メ マロリーは二度死んだ ラインホルト・メスナー 山と渓谷社
B953ト 類推の山 Ｒ・ドーマル 河出書房新社
B954カ シーシュポスの神話 カミュ 新潮社
C1シ Ｒ．シュトラウス：アルプス交響曲｜ドン・ファン Ｒ．　シュトラウス　ズービン　メータ　ロスアンジェ ユニバーサルミュージック

C1ム ムソルグスキー：「展覧会の絵」｜「はげ山の一夜」　他 ムソルグスキー　ウィーンフィルハーモニー管弦楽団 ユニバーサルミュージック

BFイ 氷壁 井上　靖 新潮社
BFカ 山の音 川端　康成 新潮社
BFサ 凍 沢木　耕太郎 新潮社
BFサ 桜の森の満開の下・白痴　他十二篇 坂口　安吾 岩波書店
Fサ 春を背負って 笹本　稜平 文藝春秋
Fサ 分水嶺 笹本　稜平 祥伝社
BFニ 栄光の岩壁　上 新田　次郎 新潮社
BFニ 栄光の岩壁　下 新田　次郎 新潮社
BFニ 冬山の掟 新田　次郎 文藝春秋
BFニ 芙蓉の人 新田　次郎 文藝春秋
BFフ 楢山節考 深沢　七郎 新潮社
BFユ 呼ぶ山 夢枕　獏 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
V1サ ＜ＤＶＤ＞サウンド・オブ・ミュージック《６５米》 ロバート　ワイズ ２０世紀フォックスホームエンターテイメントジャパン
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