
　　＜日本の山＞

No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

1 日本の名山  写真家の視点で選んだ100山 日本山岳写真協会／編 信濃毎日新聞社 1999.7 29108/8 一般開架

2 ふるさとの富士250山をゆく 吉野 晴朗／著 毎日新聞社 2000.1 29108/11 一般開架

3
日本の屋根  北・南・中央アルプスと日本列島
の大分水嶺

栗田 貞多男／写真・編 世界文化社 2013.6 29108/26 一般開架

4 百名山以外の名山50 深田 久弥／著 河出書房新社 1999.8 29109/111 一般開架

5 百名山ふたたび 深田 久弥／著 河出書房新社 2000.4 29109/132 一般開架

6 日本百低山 小林 泰彦／著 山と渓谷社 2001.12 29109/173 一般開架

7 日本の名山を考える 斎藤 一男／著 アテネ書房 2001.12 29109/175 一般書庫

8 峰と渓 冠 松次郎／著 河出書房新社 2002.5 29109/182 一般書庫

9 関東平野を囲む山々 石井 光造／著 さきたま出版会 1999.1 2913/35/2 一般開架

10 白山山系とっておきの33山 柚本 寿二／著 北国新聞社 1999.4 29143/11 一般開架

11 富士山展望百科 山と地図のフォーラム／編 実業之日本社 1998.12 29151/10 一般開架

12 富士山と日本人 青弓社編集部／編 青弓社 2002.5 29151/15 一般開架

13 知られざる富士山  秘話 逸話 不思議な話 上村 信太郎／著 山と溪谷社 2014.1 29151/24 一般開架

14 レンズが撮らえた幕末明治の富士山 小沢 健志／監修 山川出版社 2013.12 29151/25 一般開架

15 中央アルプス
信濃毎日新聞社
編集局／編 信濃毎日新聞社 2004.3 29152/47 一般開架

16 上高地・乗鞍  北アルプス
ブルーガイド
センター／編集 山岳観光社 1996.4 29152/56 一般開架

17 日本山岳紀行  ドイツ人が見た明治末の信州 W.シュタイニッツァー／著 信濃毎日新聞社 2013.1 29152/61 一般開架

18 熊野  万霊の山河 神坂 次郎／監修 講談社 2004.4 29166/21 一般開架

19 北アルプス  四季の彩り
日本山岳写真協会
松本支部／編 信濃毎日新聞社 1996.7 748/37 一般書庫

20 日本の名山・花彩彩  白籏史朗写真集 白籏 史朗／著 新日本出版社 1996.1 748/99 一般書庫

21 神顕つ山  立山 原槇 春夫／写真 光村印刷 1997.12 748/153 一般書庫

22 富士幻景  近代日本と富士の病 小原 真史／監修・著 IZU PHOTO MUSEUM 2011.12 748/738 一般開架

全て東部図書館 所蔵

　　　千葉県立東部図書館　資料紹介コーナー

　山を想う      ―8／11は山の日―
展示期間:平成28年6月18日～7月31日
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　　＜世界の山＞

No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

23
マウンテンワールド  地球に生きる 地球と生
きる

National Geographic
Society／編 同朋舎出版 1993.8 2909/29 一般開架

24 最後の辺境  チベットのアルプス 中村 保／著 東京新聞 2012.4 29223/30 一般開架

25 ネパール・ヒマラヤ・トレッキング案内 中村 昌之／著 山と渓谷社 2001.4 29258/18 一般開架

26
ヒマラヤ・チベット縦横無尽  NHKカメラマンの
秘境撮影記

東野 良／著 平凡社 2002.1 29258/23 一般開架

27 ヒマラヤンブルー 宮原 寧子／写真と文 河出書房新社 2002.8 29258/24 一般開架

28 遙かなるヒマラヤ  絵描きトレッキング紀行 小野 克之／著 論創社 2003.1 29258/27 一般開架

29
エベレスト50年の挑戦  テンジン親子のチョモ
ランマ

ジャムリン・テンジン・
ノルゲイ／著 広済堂出版 2003.6 29258/28 一般開架

30 エベレスト登頂請負い業 村口 徳行／著 山と溪谷社 2011.4 29258/41 一般開架

31
スイスアルプス・ハイキング案内  フランス=モ
ン・ブラン山群を含む

小川 清美／著 山と渓谷社 2001.4 29345/18 一般開架

32
チロルの山を歩いてみませんか  オーストリア
アルプス

和田 肇／著 ラ・テール出版局 1999.6 29346/10 一般開架

33 山岳写真大全 中西 俊明／著 山と溪谷社 2011.12 7435/10/2 一般開架

34 花のヒマラヤ  吉田外司夫写真集 吉田 外司夫／著 平凡社 1994.5 748/2 一般書庫

35 神の国・ネパールヒマラヤ 内野 克美／著 新潮社 1997.1 748/81 一般書庫

36 世界の名峰・花巡礼  白籏史朗写真集 白籏 史朗／著 新日本出版社 1995.1 748/98/2 一般書庫

37 空撮ヒマラヤ 大森 弘一郎／著 山と渓谷社 1994.9 748/103 一般書庫

38 ヒマラヤ50峰 内田 良平／著 朝日ソノラマ 2001.1 748/326 一般書庫

39
ヒマラヤ百高峰  標高7000mを超える氷雪の
山々

藤田 弘基／著 平凡社 2006.4 748/532 一般書庫

　　＜登山の仕方＞

No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

40
登山道で出会える花  中高年のための登山
学  関東エリア

日本放送出版協会 2004.3 29109/218 一般開架

41 東京周辺の山350  ベストコース 山と渓谷社 2001.1 2913/51 一般開架

42 山小屋利用でのんびり山歩き
中田 真二
／取材・執筆・写真 立風書房 2001.5 2915/31 一般開架

43
山岳写真の探究  日本山岳写真協会創立70
周年記念出版

日本カメラ社 2009.9 7435/9 一般開架

44 沢登り  入門とガイド 吉川 栄一／編 山と渓谷社 1990.9 7861/16 一般書庫

45
山のトラブル体験マニュアル  登山事故から
身を守る最善策Q&A

中井 正則／著 中井正則 1998.12 7861/30 一般開架

46 中高年登山トラブル防止小事典 堀川 虎男／編著 大月書店 1999.5 7861/35 一般開架

47
中高年登山者のための生理学  これだけは
知っておきたい!

塩田 純一／著 本の泉社 1999.12 7861/43 一般開架
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No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

48
中高年のための登山医学  山のドクターがア
ドヴァイス

大森 薫雄／著 東京書籍 1998.11 7861/46 一般書庫

49 女性の山  もっと素敵に 岩崎 元郎／編著 かもがわ出版 2000.5 7861/49 一般書庫

50 登山の医学ハンドブック 松林 公蔵／監修 杏林書院 2009.9 7861/50/9 一般開架

51 山歩きはじめの一歩    1 山と渓谷社 2001.5 7861/60/1 一般開架

52 山歩きはじめの一歩    2 山と渓谷社 2001.6 7861/60/2 一般開架

53 山歩きはじめの一歩    3 山と渓谷社 2001.5 7861/60/3 一般開架

54 山歩きはじめの一歩    4 山と渓谷社 2001.8 7861/60/4 一般開架

55 山歩きはじめの一歩    5 山と渓谷社 2001.7 7861/60/5 一般開架

56 山歩きはじめの一歩    6 山と渓谷社 2001.7 7861/60/6 一般開架

57 山歩きはじめの一歩    7 山と渓谷社 2001.9 7861/60/7 一般開架

58
どうする山のトイレ・ゴミ  オーバーユースと登
山者の課題

日本勤労者山岳
連盟／編 大月書店 2002.6 7861/65 一般開架

59
登山者・トレッカーのためのサバイバル救急・
処置読本

Jim Duff／共著 本の泉社 2005.4 7861/78 一般開架

60 中高年のための山の道具の選び方 吉野 紳一／著 山海堂 1998.4 78613/1 一般開架

61
日本のクラシックルート  アルパインクライミン
グ・ルート集

山と渓谷社／編 山と渓谷社 1997.11 78616/1 一般書庫

　　＜山岳信仰＞

No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

62 泰山  中国人の信仰 シャヴァンヌ／著 勉誠出版 2001.5 1631/8 一般開架

63 山の霊力  日本人はそこに何を見たか 町田 宗鳳／著 講談社 2003.2 1631/11 一般開架

64 山岳信仰と日本人 安田 喜憲／編著 NTT出版 2006.4 1631/14 一般開架

65 富士・大山信仰  山岳信仰と地域社会 下 西海 賢二／著 岩田書院 2008.11 1631/16 一般開架

66 富士塚考  江戸高田富士築造の謎を解く 竹谷 靱負／著 岩田書院 2009.9 1631/19 一般開架

67 富士塚考    続 竹谷 靱負／著 岩田書院 2010.1 1631/19/2 一般開架

68
浅間山信仰の歴史  火の山の鬼と仏と女神た
ち

岡村 知彦／著 信濃毎日新聞社 2013.12 1631/23 一般開架

69 富士山信仰と修験道 大高 康正／著 岩田書院 2013.12 1631/24 一般開架

70 山の宗教  修験道 五来 重／著 淡交社 1999.1 18859/16 一般開架

71 白山信仰の源流  泰澄の生涯と古代仏教 本郷 真紹／著 法蔵館 2001.12 18859/24 一般開架

72 京都愛宕山と火伏せの祈り 八木 透／編 昭和堂 2006.3 18859/28 一般開架

73 山伏入門  人はなぜ修験に向かうのか? 宮城 泰年／監修 淡交社 2006.3 18859/30 一般開架

74 天界の道  吉野・大峯 山岳の霊場 永坂 嘉光／著 小学館 2006.11 18859/34 一般開架

75 関東霊山紀行  信仰の山歩き41 浅野 孝一／著 自由国民社 1996.1 2913/3 一般開架
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　　＜山のトラブル＞

No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

76 プロジェクトX挑戦者たち    17
NHKプロジェクトX
制作班／編

日本放送出版協会 2003.4 21076/58 一般書庫

77
the Chronicle  ザ・クロニクル戦後日本の70年
9

共同通信社 2015.5 21076/247 一般開架

78 人はなぜ山へ 山の本編集部／編 白山書房 2002.11 29109/190 一般書庫

79 生と死の分岐点  山の遭難に学ぶ安全と危険 ピット・シューベルト／著 山と渓谷社 1997.2 7861/9 一般書庫

80
山岳遭難の教訓  死なないための発想転換
入門

出海 栄三／著 岳書房 1990.9 78618/1 一般書庫

81 死者は還らず  山岳遭難の現実 丸山 直樹／著 山と渓谷社 1998.3 78618/2 一般書庫

82
デス・ゾーン8848M  エヴェレスト大量遭難の
真実

アナトリ・ブクレーエフ／著 角川書店 1998.8 78618/3 一般書庫

83
空と山のあいだ  岩木山遭難・大館鳳鳴高生
の五日間

田沢 拓也／著 TBSブリタニカ 1999.4 78618/4 一般書庫

84 運命の雪稜  高峰に逝った友へのレクイエム 神長 幹雄／著 山と渓谷社 2000.1 78618/5 一般書庫

85 K2非情の頂  5人の女性サミッターの生と死 ジェニファー・ジョーダン／著 山と溪谷社 2006.4 78618/13 一般書庫

86
山岳遭難の構図  すべての事故には理由が
ある

青山 千彰／著 東京新聞出版局 2007.1 78618/15 一般開架

87
トムラウシ山遭難はなぜ起きたのか  低体温
症と事故の教訓

羽根田 治／著 山と溪谷社 2010.8 78618/16 一般開架

88
レスキュー最前線長野県警察山岳遭難救助
隊

長野県警察山岳
遭難救助隊／編 山と溪谷社 2011.11 78618/17 一般開架

89 ドキュメント単独行遭難 羽根田 治／著 山と溪谷社 2012.8 78618/18 一般開架

90
墜落の村  御巣鷹山日航機墜落事故をめぐ
る人びと

飯塚 訓／著 河出書房新社 2012.11 916/ｲｻ4 一般開架

91 死のクレバス  アンデス氷壁の遭難 J.シンプソン／[著] 岩波書店 2000.11 936/ｼｼ2 一般書庫

 平成28年から、8月11日が「山の日」として

国民の祝日になります。 

 「山の日」の意義は、「山に親しむ機会を得

て、山の恩恵に感謝する」とされています。 

 8月に祝日が設けられるのは初めてで、こ

れにより国民の祝日は年間15日から16日に

増えました。  

山の日 
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　　＜登山家＞

No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

92 カラコルム・ヒマラヤに魅せられて 井上 重治／著 遊人工房 2004.4 29257/6 一般開架

93
K2 2006  日本人女性初登頂・世界最年少登
頂の記録

東海大学K2登山隊／編 東海大学出版会 2007.4 29257/9 一般開架

94
K2苦難の道程  東海大学K2登山隊登頂成功
までの軌跡

出利葉 義次／著 東海大学出版会 2008.7 29257/12 一般開架

95 裸の山  ナンガ・パルバート ラインホルト・メスナー／著 山と溪谷社 2010.1 29257/14 一般開架

96
沈黙の山嶺(いただき)  第一次世界大戦とマ
ロリーのエヴェレスト  上

ウェイド・デイヴィス／著 白水社 2015.6 29258/47/1 一般開架

97
沈黙の山嶺(いただき)  第一次世界大戦とマ
ロリーのエヴェレスト  下

ウェイド・デイヴィス／著 白水社 2015.6 29258/47/2 一般開架

98
遙かなるクリュチェフスカヤ  おじいちゃん探
検隊カムチャツカ最高峰を行く

藤本 栄之助／著 アーツアンドクラフツ 2003.1 29292/8 一般開架

99 マッターホルン北壁  日本人冬期初登攀 小西 政継／著 山と渓谷社 2000.3 29345/13 一般開架

100 日本女性登山史 坂倉 登喜子／著 大月書店 1992.8 7861/20 一般書庫

101 弟・植村直己 植村 修／著 編集工房ノア 1999.4 7861/34 一般書庫

102 山なんて嫌いだった 市毛 良枝／著 山と渓谷社 1999.6 7861/36 一般書庫

103 落ちこぼれてエベレスト 野口 健／著
集英社インター
ナショナル 1999.1 7861/41 一般書庫

104
そして謎は残った  伝説の登山家マロリー発
見記

ヨッヘン・ヘムレブ／著 文芸春秋 1999.12 7861/42 一般書庫

105 山の生涯  来し方行く末  上 田口 二郎／著 茗溪堂 1999.9 7861/44/1 一般書庫

106 山の生涯  来し方行く末  下 田口 二郎／著 茗溪堂 1999.12 7861/44/2 一般書庫

107 エリック・シプトン  山岳探検家・波瀾の生涯 ピーター・スティール／著 山と渓谷社 2000.7 7861/51 一般書庫

108 ザイルを結ぶとき 奥山 章／著 山と渓谷社 2000.1 7861/54 一般書庫

109
お父さんほら、山が見えるよ!  視力を失って
から始めた僕の山歩き

金山 広美／著 山と渓谷社 2001.1 7861/57 一般書庫

110 僕の名前は。  アルピニスト野口健の青春 一志 治夫／著 講談社 2001.6 7861/63 一般開架

111 全盲のクライマー、エヴェレストに立つ
エリック・ヴァイエン
マイヤー／著 文芸春秋 2002.1 7871/66 一般開架

112 植村直己、挑戦を語る 植村 直己／著 文芸春秋 2004.7 7861/75 一般開架
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　　＜山岳小説＞

No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

113 氷壁 井上 靖／著 新潮社 2002.6 9136/I57 書庫ＣＬ

114 密閉山脈 森村 誠一／著 講談社 1971 9136/MO56 書庫ＣＬ

115 腐蝕の構造 森村 誠一／著 講談社 1978 9136/MO56 書庫ＣＬ

116 孤高の人    上 新田 次郎／著 新潮社 1977 9136/N88 書庫ＣＬ

117 孤高の人    下 新田 次郎／著 新潮社 1980 9136/N88 書庫ＣＬ

118 蒼氷・強力伝 新田 次郎／著 新潮社 1973 9136/N88 書庫ＣＬ

119 槍ケ岳開山 新田 次郎／著 文芸春秋 1979 9136/N88 書庫ＣＬ

120 ホワイトアウト 真保 裕一／著 新潮社 1995.9 9136/SH55 書庫ＣＬ

121 マークスの山 高村 薫／著 早川書房 1993.3 9136/TA45 書庫ＣＬ

122 高熱隧道 吉村 昭／著 新潮社 1977 9136/Y91 書庫ＣＬ

123 完盗オンサイト 玖村 まゆみ／著 講談社 2011.8 9136/ｸﾏ5 一般開架

124 灰色の北壁 真保 裕一／著 講談社 2005.3 9136/ｼﾕ17 一般書庫

125 草すべり  その他の短篇 南木 佳士／著 文藝春秋 2008.7 9136/ﾅｹ31 一般開架

126 約束の地 樋口 明雄／著 光文社 2008.11 9136/ﾋｱ17 一般開架

127 神々の山嶺(いただき)    上 夢枕 獏／著 集英社 1997.8 9136/ﾕﾊ2/1 一般書庫

128 神々の山嶺(いただき)    下 夢枕 獏／著 集英社 1997.8 9136/ﾕﾊ2/2 一般書庫

129 クライマーズ・ハイ 横山 秀夫／著 文芸春秋 2003.8 9136/ﾖﾋ9 一般書庫

130 新・山の本おすすめ50選 福島 功夫／著 東京新聞出版局 2004.11 7861/76 一般開架

131 山のひと山の本  岳人岳書録 雁部 貞夫／著 木犀社 2008.12 7861/88 一般書庫

132
山岳マンガ・小説・映画の系譜  「山」はいか
に描かれてきたのか

GAMO／著 山と溪谷社 2011.12 7861/90 一般開架

133 山の名作読み歩き  読んで味わう山の楽しみ 大森 久雄／編 山と溪谷社 2014.11 7861/94 一般開架
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