
 

 

 

特定主題文献目録 
 

2016（平成28）年度改訂版 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山形県図書館協会 



 



1 この目録は、各市町村の郷土の誇る人物、史跡名勝、郷土芸能、物産あ

るいは地場産業等、特色のある主題（件名）を選定し、各市町村図書館

が所蔵する単行本について掲載したものである。

2 各市町村の特定主題及び文献記載の順序は、別紙「市町村別特定主題資

料収集分担一覧表」のとおりである。

3 文献記載順番は五十音順である。

4 備考欄に記入されている「※」印は館外貸出不可、「◎」印は個人貸出

はできないが、図書館間貸出可能なものである。

5 資料の貸借については、山形県公共図書館（図書室）相互貸借既定によ

り行うものとする。

6 この文献目録は加除式になっており、今後新規に収集した文献について

は、順次追加していくものとする。

凡　　例



人物 特産物 名所 事物・事件他

1 山形市 会田算左衛門安明 鋳物 蔵王　山寺 いも煮会

2 上山市 齋藤茂吉 干し柿 温泉 かせ鳥

3 天童市 佐藤千夜子　吉田大八 将棋駒 若松寺 モミジ

4 山辺町 安達峰一郎

5 中山町 スモモ（プルーン） ヒマワリ 巫女（オナカマ）

6 寒河江市 寒河江大江氏 さくらんぼ 慈恩寺

7 河北町 堀米庸三　新関良三 べにばな 雛人形　舞楽

8 西川町 山菜 出羽三山 カヌー

9 朝日町 りんご 空気神社

10 大江町 青苧　べントナイト 最上川舟唄　朝日連峰

11 村山市
松岡俊三　最上徳内　林崎
甚助

じゅんさい　ソバ バラ　居合

12 東根市 国分一太郎　阿部和重 さくらんぼ　葉たばこ 欅 イバラトミヨ

13 尾花沢市 松尾芭蕉 スイカ 御所山・銀山 花笠踊り

14 大石田町 齋藤茂吉（大石田関係） ソバ
ギフチョウ・ヒメギフチョ
ウ

15 新庄市 安島直円　松田甚次郎
東山焼　亀綾織　くじらも
ち

神室山 新庄まつり　雪

16 金山町 西田羽長坊 杉 グリーンバレー モトクロス

17 最上町 馬
文献登録
なし

18 舟形町 アユ 猿羽根山

19 真室川町 ナメコ、伝承野菜 梅

20 大蔵村 コケシ
文献登録
なし

21 鮭川村 きのこ

22 戸沢村 シイタケ 最上川

23 米沢市
上杉氏　上杉謙信　上杉鷹
山

米沢織物 上杉まつり　川中島合戦

24 南陽市 結城豊太郎 ぶどう ハンググライダー

25 高畠町 浜田広介 ラフランス 文殊

26 川西町 井上ひさし  高梨健吉 牛肉、豆（紅大豆） ダリヤ

27 長井市 菅原白龍 長井紬　けん玉 あやめ公園 黒獅子

28 小国町 ブナ 飯豊

29 白鷹町 佐野利器 深山和紙　ホップ

30 飯豊町 肉牛

高山樗牛　石原莞爾　藤沢
周平

御殿まり

旧藤島町 斎藤外市 トマト 独木舟

旧羽黒町 柿 羽黒山

旧櫛引町 斎藤秀一 キュウリ 黒川能

旧朝日村 ワイン

旧温海町 カブ 朝市
文献登録
なし

旧立川町 北楯大学　清河八郎 ハーブ

旧余目町
安保氏　阿部亀冶 佐藤幸
徳

庄内金魚 やや祭り

33 三川町 菜の花 方言
文献登録
なし

石原莞爾 大川周明 土門拳
本間家

イカの一夜干 酒田港　鳥海山 日本海海運

旧八幡町 たけのこ

旧松山町
阿部次郎　松森胤保（松山
藩）

麩 眺海の森 薪能

旧平田町 ニンニク　刺し子

35 遊佐町 佐藤正養　シェイクスピア サケ 鳥海山

備考

市町村別特定主題資料収集分担一覧表

31 鶴岡市

32 庄内町

34 酒田市

特定主題
番号 市町村名



人物 特産物 名所 事物・事件他

山形市   1P ～ 会田算左衛門安明 鋳物 蔵王　山寺 いも煮会

上山市   7P ～ 齋藤茂吉 干し柿 温泉 かせ鳥

天童市  59P ～ 佐藤千夜子　吉田大八 将棋駒 若松寺 モミジ

山辺町  65P ～ 安達峰一郎

中山町  67P ～ スモモ（プルーン） ヒマワリ 巫女（オナカマ）

寒河江市  73P ～ 寒河江大江氏 さくらんぼ 慈恩寺

河北町  89P ～ 堀米庸三　新関良三 べにばな 雛人形　舞楽

西川町 127P ～ 山菜 出羽三山 カヌー

朝日町 155P ～ りんご 空気神社

大江町 157P ～ 青苧　べントナイト 最上川舟唄　朝日連峰

村山市 161P ～ 松岡俊三　最上徳内　林崎
甚助

じゅんさい　ソバ バラ　居合

東根市 185P ～ 国分一太郎　阿部和重 さくらんぼ　葉たばこ 欅 イバラトミヨ

尾花沢市 197P ～ 松尾芭蕉 スイカ 御所山・銀山 花笠踊り

大石田町 225P ～ 齋藤茂吉（大石田関係） ソバ
ギフチョウ・ヒメギフチョ
ウ

新庄市 237P ～ 安島直円　松田甚次郎
東山焼　亀綾織　くじらも
ち

神室山 新庄まつり　雪

金山町 255P ～ 西田羽長坊 杉 グリーンバレー モトクロス

最上町 259P ～ 馬

舟形町 261P ～ アユ 猿羽根山

真室川町 263P ～ ナメコ、伝承野菜 梅

大蔵村 267P ～ コケシ

鮭川村 269P ～ きのこ

戸沢村 271P ～ シイタケ 最上川

米沢市 273P ～ 上杉氏　上杉謙信　上杉鷹
山

米沢織物 上杉まつり　川中島合戦

南陽市 289P ～ 結城豊太郎 ぶどう ハンググライダー

高畠町 299P ～ 浜田広介 ラフランス 文殊

川西町 313P ～ 井上ひさし  高梨健吉 牛肉、豆（紅大豆） ダリヤ

長井市 331P ～ 菅原白龍 長井紬　けん玉 あやめ公園 黒獅子

小国町 337P ～ ブナ 飯豊

白鷹町 341P ～ 佐野利器 深山和紙　ホップ

飯豊町 345P ～ 肉牛

高山樗牛　石原莞爾　藤沢
周平

御殿まり

旧藤島町 斎藤外市 トマト 独木舟

旧羽黒町 柿 羽黒山

旧櫛引町 斎藤秀一 キュウリ 黒川能

旧朝日村 ワイン

旧温海町 カブ 朝市

旧立川町 北楯大学　清河八郎 ハーブ

旧余目町
安保氏　阿部亀冶 佐藤幸
徳

庄内金魚 やや祭り

三川町 365P ～ 菜の花 方言

石原莞爾 大川周明 土門拳
本間家

イカの一夜干 酒田港　鳥海山 日本海海運

旧八幡町 たけのこ

旧松山町
阿部次郎　松森胤保（松山
藩）

麩 眺海の森 薪能

旧平田町 ニンニク　刺し子

遊佐町 417P ～ 佐藤正養　シェイクスピア サケ 鳥海山

市町村別特定主題文献目録　目次
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No.1

館(室)
名

山形市立図書館 特定主題大分類 人物 特定主題

No. 書名 著・編者 発行所 出版年 分類記号 備考

1 会田算左衛門安明 平山諦　松岡元久
富士短期大学出版
部

1966 Y41 ｱ 英

2 会田算左衛門安明 平山諦　松岡元久 平山諦 1982 Y41 ｱ

3 会田算左衛門安明展 山形市立図書館 1980 Y41 ｱ

4 会田先生算学塚銘  19** Y41 ｱ

5 「会田先生算子塚銘」訳注 嶋崎一郎 中国古典研究会 1988 Y41 ｼ

6 会田安明 大矢真一 中央公論社 1977 Y41 ｱ

7 会田安明翁事蹟並山形県の和算家 大木善太郎 大木善太郎 1933 Y41 ｵ

8 ザ・エピソード
山形県企画調整部
地域計画課

1996 Y29 ｻﾞ

9 自在物談 会田安明
富士短期大学出版
部

I966 Y41 ｱ

10 ジパング江戸科学史散歩 金子務 河出書房新社 2002 Y40 ｶﾈｺ

11
最上流算学師・自在先生禅昌寺碑と
会田重助家・内海与平治家について

横川啓太郎 東沢郷土研究会 1980 Y41 ｻ

12
最上流和算の開祖・会田算左衛門
安明先生150年祭記念展出品目録

会田算左衛門安明先
生150年祭実行委員会

1966 Y41 ｻ

13 山形の和算
『山形の和算』編集
委員会

山形県和算研究会 1996 Y41 ﾔ

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

会田算左衛門安明

特 定 主 題 文 献 目 録
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No.2

館(室)
名

山形市立図書館 特定主題大分類 特産物 特定主題

No. 書名 著・編者 発行所 出版年 分類記号 備考

1 人づくり風土記　６ 加藤秀俊　ほか 農山漁村文化協会 1991 Y20.9 ﾋ

2 東北の工匠 毎日新聞社 毎日新聞社 1979 Y75 ﾄ

3 山彪鋳物業のあゆみ 小形利吉 小形利吉 1985 Y58 ｵ

4 山形鋳物考 槙昭一 槙昭一 1981 Y58 ﾏ

5 山形県芸術文化史 山形県芸術文化会議
山形県芸術文化会
議

1973 Y70 ﾔ

6
山形銑鉄鋳物産地中小企業振興ビ
ジョン

山形県商工労働部 山彪県商工労働部 1981 Y56 ﾔ

7 山形の銅町 槙昭一 槙昭一  Y58 ﾏ

8 山形を語る会昭和６３年度記録集 山形市教育委員会 山形市教育委員会 1989 Y56 ﾔ

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

特 定 主 題 文 献 目 録

鋳物
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No.3

館(室)
名

山形市立図書館 特定主題大分類 名所 特定主題

No. 書名 著・編者 発行所 出版年 分類記号 備考

1 救急車蔵王を登る 高橋孝 あゆみ出版 1984 Y49　ﾀ

2 熊・樹氷・自然 安斎徹 中央書院 1974 Y29.1　ｱ

3 蔵王 東北大学山の会 大日本図書 1975 Y29.1　ｻﾞ

4 蔵王温泉火災概要 山形市消防本部 山形市消防本部 1983 Y31.7　ｻﾞ

5 蔵王・観松平のゴヨウマツ 小平利吉 フロラ山形 1975 Y47　ｵ

6 蔵王県境が動く 佐藤欣哉 やまがた散歩社 1996 Y32　ｻ

7
蔵王国定公園西蔵王地域動物調査
報告書

山形県 山形県 1974 Y48　ｻﾞ

8 蔵王五十年の歩み 伊東五郎 山形市蔵王クラブ 1962 Y21　ｻﾞ

9 蔵王五十年の歩みとスキーの発達 伊東五郎 山形市蔵王クラブ 1977 Y78　ｻﾞ

10 蔵王今昔温泉記 伊東久一 木村富子 1973 Y21 ｲ

11 蔵王山植物調査報告書 小形利吉 山形市 1976 Y47 ｻﾞ

12 蔵王山調査報告書 上山文化財調査会 上山市教育委員会 1971 Y29.2 ｻﾞ

13 歳王山の金石文 武田好吉 上山市教育委員会 1971 Y20.2 ﾀ

14 蔵王山の花 菅原亀悦 東北出版企画 1979 Y47 ｻﾞ

15 蔵王山麓風物誌 菅野新一 万葉堂書店 1974 Y38 ｶ

16 蔵王地蔵尊　第１集 田中邦太郎 蔵王地蔵尊保存会 1988 Y18 ｻﾞ

17 蔵王樹氷のすべて  東北出版企画 1979 Y45 ｻﾞ

18
蔵王スキー客アンケート集　昭和
５１年度

 
山形市経済部観光
物産課

1976 Y68 ｻﾞ 76

19
蔵王スキー客アンケート集　平成
２年度

山形市産業部観光物
産課

山形市産業部観光
物産課

1992 Y68 ｻﾞ 90

20 蔵王（高湯）温泉史の研究　１ 斎藤久雄 蔵王クラブ文教部 1951 Y21 ｻ 1

21 蔵王（高湯）温泉史の研究　４ 斎藤久雄 郁文堂書店 1972 Y21 ｻ 4

22 蔵王地区郷土史 前田熊夫
蔵王地区ふるさと
を考える会

1981 Y21 ｻﾞｵｳ

23 蔵王地区郷土史　第１号 前田熊夫
蔵王地区ふるさと
を考える会

1978 Y21 ｻﾞ 1

24 蔵王地区年表 前田熊夫
蔵王地区ふるさと
を考える会

1978 Y21 ｻﾞ

25 蔵王地区の歴史マップ
蔵王地区町内会連合
会

蔵王地区町内会連
合会

2004
Y29.4 ｻﾞｵ

ｳ

26 蔵王東麓の木地業とこけし 佐藤友晴 未来社 1984 Y75 ｻ

27 蔵王とともに 伊東五郎 蔵王クラブ 1974 Y21 ｲ

28 蔵王とともに八十八年 伊東五郎 山形商工会議所 1979 Y21 ｲ

29 蔵王と茂吉のふるさと  読売新聞社 1978 Y29 ｻﾞ

30 蔵王の御釜 安斎徹 山形地質学研究所 1961 Y45 ｱ

特 定 主 題 文 献 目 録

蔵王
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No.4

館(室)
名

山形市立図書館 特定主題大分類 名所 特定主題

No. 書名 著・編者 発行所 出版年 分類記号 備考

特 定 主 題 文 献 目 録

蔵王

31 蔵王の自然観察 小形利吉 日本自然保護協会 1982 Y40 ｻﾞ

32 蔵王の自然と纏物 加藤久一 高陽堂書店 1975 Y47 ｶ

33 蔵王の花 村上孝夫 金港堂出版部 1993 Y47 ﾑ

34 蔵王・花のガイド 趣味の山野草 月刊さつき研究所 1988 Y47 ｻﾞ

35 蔵王・花の旅 趣味の山野草 月刊さつき研究所 1984 Y47 ｻﾞ

36
蔵王祓川水系水資源調査報告書
昭和55年7月

 
鴫谷地簡易水道組
合

1980 Y51.7 ｻﾞ

37 蔵王連峰
山形県総合学術調査
会

山形県総合学術調
査会

1985 Y29.1 ｻﾞ

38 蔵王連峰 山形県立博物館 山形県立博物館 1987 Y40 ｻﾞ

39 自然と風土蔵王 河北新報社 河北新報社 1993 Y29 ｼ

40 樹氷と共に
〔蔵王温泉観光株式会
社〕社史編集委員会

蔵王温泉観光 1987 Y68 ｼﾞ

41
雪氷に関する阿部正二朗先生報文
抄

阿部正二朗
阿部正二朗先生報
文刊行会

1989 Y45 ｱ

42 東北の火山 築地書館 1999 Y45 ﾄｳﾎ

43 花の蔵王 大場俊司 ほおずき書籍 2000 Y47 ｵｵﾊﾞ

44 フラワートレッキング蔵王連峰 日野東 無明舎出版 2004 Y29 ﾋﾉｱ

45 山形県蔵王鉱毒対策事業誌
山形県農林部耕地第
一課

山形県 1975 Y56 ﾔ

46 山形の蔵王　第１版 黒木衛 山形市観光協会 1985 Y21 ｸ

47 山形の蔵王　第２版 黒木衛 山形市観光協会 1986 Y21 ｸ

48 山形の蔵王　第３版 黒木衛 山形市観光協会 1990 Y21 ｸ

49 山形の蔵王　第4版 黒木衛 山形市観光協会 1994 Y21 ｸ

50 山形の横顔 黒木衛 黒木衛 1989 Y29.1 ｸ

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

- 4 -



No.5

館(室)
名

山形市立図書館 特定主題大分類 名所 特定主題

No. 書名 著・編者 発行所 出版年 分類記号 備考

1 御朱印地考 布施弥平治 布施弥平治 1980 Y21 ﾌ

2 慈覚大師と山寺 布施弥平治 布施弥平治 1980 Y18 ﾌ

3 中世山寺の一例 茨木光裕 茨木光裕  Y20.2 ｲ

4 民族資料選集　３２ 文化庁文化財部 国土地理協会 2004
Y38.6 ﾐﾝ

ｿﾞ

5 名勝及史蹟山寺 安斎徹 山形県郷土研究会 1933 Y29 ｷ 4

6 名勝史跡山寺案内書 立石寺 立石寺 1979 Y18 ﾘ

7 山形市街十景と山寺 小形利吉 小形利吉 1988 Y29.1 ｵ

8 山形市史資料　第６８号
山形市総務部総務課
分室

山形市 1984 Y21 ﾔ 68

9 山形市史編集資料　第３０号 山形市史編集委員会 山形市 1973 Y21 ﾔ 30

10 山形の山寺　第１版 黒木衛
山形市観光キャン
ペーン実行委員会

1990 Y29.1 ｸ

11 山形の山寺　第２版 黒木衛
山形市観光キャン
ペーン実行委員会

1991 Y29.1 ｸ

12 山形の山寺　第３版 黒木衛 山形市観光協会 1993 Y29.1 ｸ

13 山形の横顔 黒木衛 黒木衛 1989 Y29.1 ｸ

14 やまでら天台のみち 山寺郷土研究会 山寺郷土研究会 2003
Y29.1 ﾔﾏ

ﾃﾞ

15 山寺芭蕉記念館紀要　第１号
山形市文化振興事業
団

山形市文化振興事
業団

1996
Y91.3 ﾔﾏ

ﾃﾞ 1

16 山寺芭蕉記念館紀要　第２号
山形市文化振興事業
団

山形市文化振興事
業団

1997
Y91.3 ﾔﾏ

ﾃﾞ 2

17 山寺芭蕉記念館紀要　第３号
山形市文化振興事業
団

山形市文化振興事
業団

1998
Y91.3 ﾔﾏ

ﾃﾞ 3

18 山寺芭蕉記念館紀要　第４号
山形市文化振興事業
団

山形市文化振興事
業団

1999
Y91.3 ﾔﾏ

ﾃﾞ 4

19 山寺芭蕉記念館紀要　第５号
山形市文化振興事業
団

山形市文化振興事
業団

2000
Y91.3 ﾔﾏ

ﾃﾞ 5

20 山寺芭蕉記念館紀要　第６号
山形市文化振興事業
団

山形市文化振興事
業団

2001
Y91.3 ﾔﾏ

ﾃﾞ 6

21 山寺百話 伊沢不忍 伊沢貞一 1991 Y21 ｲ

22 山寺百話　続 伊沢不忍 伊沢貞一 1997 Y21 ｲ 2

23 山寺ふるさと物語 山寺地区振興会 山寺地区振興会 1995 Y38 ﾔﾏﾃﾞ

24 山寺名勝志 伊沢栄次 寶〔ﾘｭｳ〕堂 1925 Y29 ｲ

25 山寺・立石寺千手院考 佐々木太四郎 佐々木太四郎 1989 Y29.1 ｻ

26 山寺立石寺の梵・半鐘について 小形利吉 小形利吉 Y75 ｵ

27

28

29

30

特 定 主 題 文 献 目 録

山寺
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No.6

館(室)
名

山形市立図書館 特定主題大分類 事物・事件他 特定主題

No. 書名 著・編者 発行所 出版年 分類記号 備考

1 芋煮関係資料 山形市立図書館 山形市立図書館 Y38 ｲﾓﾆ

2 いも煮マニア 斎藤美紀子 斎藤美紀子 2001 Y38 ｻｲﾄ

3 知っておきたい生活情報あれこれ 槇光章
山形生活文化研究
所

2002 Y38 ﾏｷﾐ

4 山形の芋煮会 黒木衛 山形市観光協会 1984 Y38 ｸ

5 山形の芋煮会 真木衛 山形市観光協会 1991 Y38 ｸ 2

6 山形の名物芋煮会のはじまり考 烏兎沼宏之 藻南文化研究所 1981 Y38 ｳ

7
ワクワク！ドキドキ！たベものた
んけんたい山形

山形県連合小学校長
会

日本標準 1994 YJ38 ﾜ

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

特 定 主 題 文 献 目 録

いも煮会
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No.1

館(室)
名

上山市立図書館 特定主題大分類 人物 特定主題

No. 書名 著・編者 発行所 出版年 分類記号 備考

1 「感謝」する人 斎藤 美智子∥著 講談社 1997 M916/ｻ/

2 『赤光』の生誕 岡井 隆∥著 書肆山田 2005 M911.1/ｵ/

3 『赤光』全注釈 吉田 漱∥著 短歌新聞社 1991 M911.1/ﾖ/

4 『白き山』全注釈 吉田 漱∥著 短歌新聞社 1997 M911.1/ﾖ/

5 Ｗａｎｚｅｎ  ｔａｇｅｂｕｃｈ 斎藤  茂吉∥著
Herder Verlag
Gmbh

2011 M915/ｻ/

6 あらたま 齋藤 茂吉∥著 春陽堂 1921 M911.1/ｻ/ ※

7 あらたま 齋藤 茂吉∥著 春陽堂 1921 M911.1/ｻ/ ※

8 あらたま 斎藤 茂吉∥著 短歌新聞社 2004
M911.168/

ｻ/

9 アララギと角館 高橋 惠一∥編集
文化サミット実行
委員会

1991 M911/ﾀ/

10 アララギの巨匠たち 神戸 利郎∥著 令文社 1991 M911.1/ｺ/

11 アララギ第４６巻第１０号 アララギ発行所 1953
M911.1/ｱ
/46-1

※

12
アララギ年刊歌集　第１２（昭和
１０年度）

アララギ同人∥編 岩波書店 1936
M911.167/

ｱ/

13 アララギ年刊歌集 別篇 岩波書店 1940
M911.1/ｱ/

ﾍﾞﾂ
※

14 あんずの花 永井 ふさ子∥著 短歌新聞社 1993 M911.1/ﾅ/

15 おきなぐさ 林谷 廣∥編集 斎藤茂吉研究会 1997 M911/ｵ/ ※

16 おきなぐさ 林谷 廣∥編集 斎藤茂吉研究会 1997 M911/ｵ/

17 おきなぐさ 林谷 廣∥編集 斎藤茂吉研究会 1997 M911/ｵ/

18 おきなぐさ 第10号 林谷 廣∥編集者 斎藤茂吉研究会 1996 M911/ｵ/

19 おきなぐさ第１０号 林谷 廣∥編集者 斎藤茂吉研究会 1986 M911/ｵ/ ※

20 おきなぐさ第１２号 林谷 廣∥編集者 斎藤茂吉研究会 1987 M911/ｵ/ ※

21 おきなぐさ第１３号 林谷 廣∥編集者 斎藤茂吉研究会 1987 M911/ｵ/ ※

22 おきなぐさ第１４号 林谷 廣∥編集者 斎藤茂吉研究会 1988 M911/ｵ/ ※

23 おきなぐさ第１５号 林谷 廣∥編集者 斎藤茂吉研究会 1989 M911/ｵ/ ※

24 おきなぐさ第１６号 林谷 廣∥編集者 斎藤茂吉研究会 1990 M911/ｵ/ ※

25 おきなぐさ第１７号 林谷 廣∥編集者 斎藤茂吉研究会 1991 M911/ｵ/ ※

26 おきなぐさ第１８号 林谷 廣∥編集者 斎藤茂吉研究会 1992 M911/ｵ/ ※

27 おきなぐさ第１９号 林谷 廣∥編集者 斎藤茂吉研究会 1993 M911/ｵ/ ※

28 おきなぐさ第２０号 林谷 廣∥編集者 斎藤茂吉研究会 1993 M911/ｵ/ ※

29 おきなぐさ第２４号 林谷 廣∥編集者 斎藤茂吉研究会 1996 M911/ｵ/ ※

30 おきなぐさ第２６号 林谷 廣∥編集者 斎藤茂吉研究会 1999 M911/ｵ/ ※

特 定 主 題 文 献 目 録

齋藤
サイトウ

　茂吉
モキチ

- 7 -



No.2

館(室)
名

上山市立図書館 特定主題大分類 人物 特定主題

No. 書名 著・編者 発行所 出版年 分類記号 備考

特 定 主 題 文 献 目 録

齋藤
サイトウ

　茂吉
モキチ

31 おきなぐさ第８号 林谷 廣∥編集者 斎藤茂吉研究会 1985 M911/ｵ/ ※

32 おばさんの茂吉論 宮原 望子∥著 柊書房 2005
M911.162/

ﾐ/

33 この父にして 斎藤 茂太∥著 毎日新聞社 1978
M911.162/

ｻ/

34 この父にして 斎藤 茂太∥著 毎日新聞社 1978 M911.1/ｻ/

35 この父にして 斎藤 茂太∥著 毎日新聞社 1978
M911.162/

ｻ/

36 この母にして 斎藤 輝子∥著 文芸春秋 1980 M289.1/ｻ/

37 この母にして 斎藤 輝子∥著 文芸春秋 1980 M289.1/ｻ/

38 コレクション日本歌人選０１８ 和歌文学会∥監修 笠間書院 2011
M911.102/

ｺ/

39 たかはら 斎藤 茂吉∥著 岩波書店 1950
M911.168/

ｻ/
※

40 たらちねの奇妙キテレツ 斎藤 茂太∥著 黙出版 1999 M367.3/ｻ/

41 つきかげ 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1978 M911.1/ｻ/ ※

42 つゆじも 斎藤 茂吉∥著 短歌新聞社 2004
M911.168/

ｻ/

43 つゆじも 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1946 M911.1/ｻ/ ※

44 つゆじも 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1946 M911.1/ｻ/ ※

45 ともしび 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1950 M911.1/ｻ/ ※

46 ともしび 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1950 M911.1/ｻ/ ※

47 のぼり路 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1943 M911.1/ｻ/

48 のぼり路 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1943 M911.1/ｻ/ ※

49 はざま路
齋藤茂吉記念館∥編
集

齋藤茂吉記念館 1999 M911.1/ﾊ/

50 はざま路
齋藤茂吉記念館∥編
集

齋藤茂吉記念館 1999 M911.1/ﾊ/ ※

51 みちのく斎藤茂吉の歌碑を訪ねて 丸谷 慶二郎∥著 仙台 宝文堂 1987 M911// ※

52 みちのく斎藤茂吉の歌碑を訪ねて 丸谷 慶二郎∥著 仙台 宝文堂 1987 M911/ﾏ/ ※

53 もっと、奥の細道 居鶴 弥太郎 2000 M051/ﾓ/

54 ヨーロッパの斎藤茂吉 藤岡 武雄∥著 有斐閣 1981 M911.1/ﾌ/

55 ヨーロッパの斎藤茂吉 藤岡 武雄∥著 有斐閣 1981 M911.1/ﾌ/

56 わが斎藤茂吉 渡辺 中∥著 ぎょうせい 1992 M911/ﾜ/

57 わが斎藤茂吉 渡辺 中∥著 ぎょうせい 1992 M911/ﾜ/ ※

58 阿部次郎と斎藤茂吉 下 北住 敏夫∥著 桜楓社 1985
M910.2/ｷ

/2

59 阿部次郎と斎藤茂吉 上 北住 敏夫∥著 桜楓社 1984
M910.2/ｷ

/1

60 愛唱歌集斎藤茂吉赤光 斎藤  茂吉∥著 斎藤茂吉記念館 2013 M911.1/ｻ/ ※
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No.3

館(室)
名

上山市立図書館 特定主題大分類 人物 特定主題

No. 書名 著・編者 発行所 出版年 分類記号 備考

特 定 主 題 文 献 目 録

齋藤
サイトウ

　茂吉
モキチ

61 愛唱歌集斎藤茂吉赤光 斎藤  茂吉∥著 斎藤茂吉記念館 2013 M911.1/ｻ/

62 伊藤左千夫 齋藤 茂吉∥著 中央公論社 1943 M910.2/ｻ/ ※

63 伊藤左千夫 齋藤 茂吉∥著 新声閣 1942 M911.1/ｻ/ ※

64 伊藤左千夫 齋藤 茂吉∥著 中央公論社 1943 M910.2/ｻ/ ※

65 猿羽根越 齋藤茂吉記念館∥編 齋藤茂吉記念館 1985 M911/ｻ/ ※

66 猿羽根峠
齋藤茂吉記念館∥編
集

上山 齋藤茂吉記念
館

1997 M911/ｻ/

67 猿羽根峠
齋藤茂吉記念館∥編
集

上山 齋藤茂吉記念
館

1997 M911/ｻ/ ※

68 遠遊 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1947 M911.1/ｻ/ ※

69 遠遊 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1947 M911.1/ｻ/ ※

70 塩の沢
齋藤茂吉記念館∥編
集

齋藤茂吉記念館 1995 M911/ｻ/ ※

71 鴎外・茂吉・杢太郎 岡井 隆∥著 書肆山田 2008
M910.26/ｵ

/

72 鴎外と茂吉 加賀 乙彦∥著 潮出版社 1997 M910.2/ｶ/

73 歌集 山刀伐峠
齋藤茂吉記念館∥編
集

齋藤茂吉記念館 1998 M911.1/ﾅ/ ※

74 歌集 山刀伐峠
齋藤茂吉記念館∥編
集

齋藤茂吉記念館 1998 M911.1/ﾅ/

75 歌集 山刀伐峠
齋藤茂吉記念館∥編
集

齋藤茂吉記念館 1998 M911.1/ﾅ/

76 歌集『ともしび』とその背景 岡井 隆∥著 短歌新聞社 2007
M911.162/

ｵ/

77 歌人・齋藤茂吉とその周辺 杉沼  永一∥編著 山形Ｂibliaの会 2015
M911.162/

ｽ/

78 歌人茂吉  人間茂吉 秋葉  四郎∥著 日本放送出版協会 2011 M911.1/ｱ/

79 歌人茂吉  人間茂吉 秋葉  四郎∥著 日本放送出版協会 2011 M911.1/ｱ/

80 歌人茂吉から何を学ぶか 鈴木 啓蔵∥著者 齋藤茂吉記念館 1986 M911/ｽ/ ※

81 歌人茂吉から何を学ぶか 鈴木 啓蔵∥著者 齋藤茂吉記念館 1986 M911/ｽ/

82 歌人齋藤茂吉 蔦谷  榮三∥絵・文 上山市退職校長会 2011 M911.1/ﾂ/ ※

83 歌人齋藤茂吉 蔦谷  榮三∥絵と文 蔦谷榮三 2014 M911.1/ﾂ/ ※

84 歌人齋藤茂吉 蔦谷  榮三∥絵と文 蔦谷榮三 2014 M911.1/ﾂ/ ※

85 歌人齋藤茂吉 蔦谷  榮三∥絵・文 上山市退職校長会 2011 M911.1/ﾂ/ ※

86 歌人齋藤茂吉 蔦谷  榮三∥絵と文 蔦谷榮三 2014 M911.1/ﾂ/

87 歌人齋藤茂吉 蔦谷  榮三∥絵・文 上山市退職校長会 2011 M911.1/ﾂ/

88 歌人齋藤茂吉 蔦谷  榮三∥絵・文 上山市退職校長会 2011 M911.1/ﾂ/

89 歌碑行 齋藤茂吉記念館∥編
上山市立斎藤茂吉
記念館

1980 M911/ｻ/ ※

90 解釈と鑑賞 至文社 1965 M911/ｶ/
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No.4

館(室)
名

上山市立図書館 特定主題大分類 人物 特定主題

No. 書名 著・編者 発行所 出版年 分類記号 備考

特 定 主 題 文 献 目 録

齋藤
サイトウ

　茂吉
モキチ

91 回想の父茂吉母輝子 斎藤 茂太∥著 中央公論社 1993 M911.1/ｻ/

92 回想の父茂吉母輝子 斎藤 茂太∥著 中央公論社 1993 M911.1/ｻ/

93 回想の父茂吉母輝子 斎藤 茂太∥著 中央公論社 1993 M911.1/ｻ/

94 快妻物語 斎藤 茂太∥著 文芸春秋 1966 M914.6/ｻ/ ※

95 快妻物語 斎藤 茂太∥著 文芸春秋 1966 M914.6/ｻ/

96 柿本人麿 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1934 M911.1/ｻ/ ※

97 柿本人麿 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1934 M911.1/ｻ/ ※

98 柿本人麿 鴨山考補註篇 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1935 M911.1/ｻ/ ※

99 柿本人麿 鴨山考補註篇 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1935 M911.1/ｻ/ ※

100 柿本人麿 評釈篇 巻之下 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1939
M911.1/ｻ

/17
※

101 柿本人麿 評釈篇 巻之上 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1937
M911.1/ｻ

/16
※

102 寒雲 齋藤 茂吉∥著 古今書院 1940 M911.1/ｻ/ ※

103 寒雲 齋藤 茂吉∥著 古今書院 1940 M911.1/ｻ/ ※

104 寒雲 斎藤 茂吉∥著 短歌新聞社 2005
M911.168/

ｻ/

105 鑑賞日本現代文学 ９ 角川書店 1981
M910.2/ｶ

/9

106 岩崎潮風 茂吉の歌かな作品集 岩崎 潮風∥著
「岩崎潮風茂吉の
歌かな作品集」刊
行委員会

1982 M911.1/ｲ/

107 季刊書の歳時記 創刊第３号 豊島 宗七∥著 日貿出版社 1987 M728/ｷ/

108 共同討議 斎藤茂吉の世界
田中 隆尚∥〔ほか〕
著

青土社 1981 M911.1/ｷ/

109 峡の空 齋藤茂吉記念館∥編 齋藤茂吉記念館 1991 M911/ｻ/ ※

110 暁紅 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1940 M911.1/ｻ/ ※

111 暁紅 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1940 M911.1/ｻ/ ※

112 暁紅 斎藤 茂吉∥著 短歌新聞社 2005
M911.168/

ｻ/

113 近代の詩人 ３ 潮出版社 1993
M911.5/ｷ

/3

114 近代作家研究叢書 ３６ 日本図書センター 1984
M910.2/ｷ

/36

115 近代作家追悼文集成 ３４ ゆまに書房 1997
M910.2/ｷ

/34

116 近代短歌論争史 昭和編 篠 弘∥著 角川書店 1981 M911.1/ｼ/

117 近代短歌論争史 明治大正編 篠 弘∥著 角川書店 1976 M911.1/ｼ/

118 近代文学研究叢書 ７３ 昭和女子大学∥著
昭和女子大学近代
文化研究所

1997
M910.2/ｼ

/73

119 金槐集私鈔 齋藤 茂吉∥著 春陽堂 1926 M911.1/ｻ/ ※

120 金槐集私鈔 齋藤 茂吉∥著 春陽堂 1926 M911.1/ｻ/ ※
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　茂吉
モキチ

121 経塚山 齋藤茂吉記念館∥編 齋藤茂吉記念館 1981 M911// ※

122 月刊 素晴らしい山形〈復刻〉 相沢 嘉久治∥著者 いちい書房 1996 M910/ｱ/

123 月刊 素晴らしい山形〈復刻〉 相沢 嘉久治∥著者 いちい書房 1996 M910/ｱ/

124 研究紀要　１２ 港区立港郷土資料館
港区立港郷土資料
館

2010
M911.1/ｹ

/12

125 研究紀要　１２ 港区立港郷土資料館
港区立港郷土資料
館

2010
M911.1/ｹ

/12

126 研究紀要　１３ 港区立港郷土資料館
港区立港郷土資料
館

2011
M911.1/ｹ

/13

127 研究紀要　１３ 港区立港郷土資料館
港区立港郷土資料
館

2011
M911.1/ｹ

/13

128 研究紀要１２ 港区立港郷土資料館
港区立港郷土資料
館

2010
M911.1/ｹ

/12
※

129 研究紀要１３ 港区立港郷土資料館
港区立港郷土資料
館

2011
M911.1/ｹ

/13
※

130 幻想の視角 安森 敏隆∥著 双文社出版 1989 M911.1/ﾔ/

131 源実朝 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1943 M911.1/ｻ/ ※

132 現代の随想 ２２ 弥生書房 1982
M914.6/ｹ

/22

133 現代秀歌　１ 上田 三四二∥著 筑摩書房 1981
M911.1/ｳ

/1

134 現代短歌の世界 久保田 正文∥著 新潮社 1972 M911.1/ｸ/

135 現代短歌の世界 久保田 正文∥著 新潮社 1972 M911.1/ｸ/

136 現代日本文学全集 ２３ 筑摩書房 1953
M918.6/ｹ

/23

137 故郷人茂吉 蔦谷 栄三∥著 上山市教育委員会 2002
M911.162/

ﾂ/
※

138 五月野
齋藤茂吉生誕百年記
念事業準備室∥編

上山市 1982 M911// ※

139 五月野
齋藤茂吉生誕百年記
念事業準備室∥編

上山市 1982 M911// ※

140 高千穂峰 齋藤 茂吉∥著 改造社 1940 M911.1/ｻ/ ※

141 今から読む斎藤茂吉 岡井  隆∥著 砂子屋書房 2012
M911.162/

ｵ/

142 今甦る 茂吉の心とふるさと山形
齋藤茂吉没後５０周年
事業実行委員会∥編

齋藤茂吉没後５０周
年事業実行委員会

2003
M911.162/

ｲ/
※

143 今甦る 茂吉の心とふるさと山形
齋藤茂吉没後５０周年
事業実行委員会∥編

齋藤茂吉没後５０周
年事業実行委員会

2003
M911.162/

ｲ/
※

144 今甦る 茂吉の心とふるさと山形
齋藤茂吉没後５０周年
事業実行委員会∥編

齋藤茂吉没後５０周
年事業実行委員会

2003
M911.162/

ｲ/
※

145 今甦る 茂吉の心とふるさと山形
齋藤茂吉没後５０周年
事業実行委員会∥編

齋藤茂吉没後５０周
年事業実行委員会

2003
M911.162/

ｲ/
※

146 今甦る 茂吉の心とふるさと山形
斎藤茂吉没後５０周年
事業実行委員会∥編者

短歌研究社 2004
M911.162/

ｲ/
※

147 今甦る 茂吉の心とふるさと山形
斎藤茂吉没後５０周年
事業実行委員会∥編者

短歌研究社 2004
M911.162/

ｲ/

148 今甦る 茂吉の心とふるさと山形
斎藤茂吉没後５０周年
事業実行委員会∥編者

短歌研究社 2004
M911.162/

ｲ/

149 砂石 齋藤 茂吉∥著 新声閣 1941 M914.6/ｻ/ ※

150 最上峡 齋藤茂吉記念館∥編 齋藤茂吉記念館 1986 M911/ｻ/ ※
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上山市立図書館 特定主題大分類 人物 特定主題
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齋藤
サイトウ

　茂吉
モキチ

151 最上川三難所 齋藤茂吉記念館∥編 齋藤茂吉記念館 1998 M911/ｻ/ ※

152 斎藤茂吉 米田 利昭∥著 明治書院 1965 M911.1/ﾖ/ ※

153 斎藤茂吉 藤岡 武雄∥著 沖積舎 1982 M911.1/ﾌ/ ※

154 斎藤茂吉 山口 茂吉∥著 雄鶏社 1958 M911// ※

155 斎藤茂吉 横田 正知∥編集撮影 筑摩書房 1958 M911.1/ｻ/ ※

156 斎藤茂吉 平野 仁啓∥著 構成社 1943 M911.1/ﾋ/ ※

157 斎藤茂吉 横田 正知∥著 筑摩書房 1961 M910.2/ﾖ/ ※

158 斎藤茂吉 片桐 顕智∥著 清水書院 1967 M911.1/ｶ/ ※

159 斎藤茂吉 藤岡 武雄∥著 桜楓社 1980 M911.1/ﾌ/

160 斎藤茂吉
日本文学研究資料刊
行会∥編

有精堂 1980 M911.1/ｻ/

161 斎藤茂吉
本林 勝夫∥校訂・注
釈・解説

有精堂 1978 M911.1/ﾓ/

162 斎藤茂吉 藤岡 武雄∥著 沖積舎 1992 M911.1/ﾌ/

163 斎藤茂吉 横田 正知∥編集撮影 筑摩書房 1968 M911.1/ｻ/

164 斎藤茂吉 本林 勝夫∥著 桜楓社 1980 M911/ﾓ/

165 斎藤茂吉
本林 勝夫∥校訂・注
釈・解説

有精堂 1978 M911.1/ﾓ/

166 斎藤茂吉 西郷 信綱∥著 朝日新聞社 2002 M911.1/ｻ/

167 斎藤茂吉 藤岡 武雄∥著 桜楓社 1980 M911.1/ﾌ/

168 斎藤茂吉 本林 勝夫∥著 桜楓社 1980 M911/ﾓ/

169 斎藤茂吉 片桐 顕智∥著 清水書院 1967
M911.162/

ｶ/

170 斎藤茂吉 片桐 顕智∥著 清水書院 1967
M911.162/

ｶ/

171 斎藤茂吉 上田 三四二∥著 筑摩書房 1985 M911.1/ｳ/

172 斎藤茂吉 品田 悦一∥著 ミネルヴァ書房 2010 M911.1/ｼ/

173 斎藤茂吉 岡井 隆∥著 砂子屋書房 1998
M911.162/

ｻ/

174 斎藤茂吉 片桐 顕智∥著 清水書院 1967 M911.1/ｶ/

175 斎藤茂吉 梶木 剛∥著 紀伊国屋書店 1970 M911.1/ｶ/

176 斎藤茂吉 本林 勝夫∥著 桜楓社 1980 M911/ﾓ/

177 斎藤茂吉 岡井 隆∥著 砂子屋書房 1984 M911.1/ｵ/

178 斎藤茂吉 小倉 真理子∥著 勉誠出版 2005 M911.1/ｵ/

179 斎藤茂吉 増補 梶木 剛∥著 芹沢出版 1977 M911.1/ｶ/

180 斎藤茂吉「小園」考 加藤 茂正∥著 東銀座出版社 1993 M911.1/ｶ/
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サイトウ

　茂吉
モキチ

181 斎藤茂吉『あらたま』ノート 伊吹 純∥著 短歌新聞社 2007
M911.162/

ｲ/

182 斎藤茂吉『白き山』と最上川 小平 博之∥著 短歌新聞社 2008 M911.1/ｺ/

183 斎藤茂吉・愛の手紙によせて 永井 ふさ子∥著 求竜堂 1981 M915.6/ﾅ/

184 斎藤茂吉・愛の手紙によせて 永井 ふさ子∥著 求竜堂 1981 M915.6/ﾅ/

185
斎藤茂吉・兄弟ゆかりの地 志文
内

中川町エコミュージ
アムセンター∥編

中川町エコミュー
ジアムセンター

2013
M911.152/

ｻ/
※

186 斎藤茂吉から塚本邦雄へ 坂井 修一∥著 五柳書院 2006
M911.162/

ｻ/

187
斎藤茂吉ジュニア短歌コンクール
入選作品集

斎藤茂吉記念館∥編
集

斎藤茂吉没後五十周
年事業実行委員会

2004
M911.167/

ｻ/

188
斎藤茂吉ジュニア短歌コンクール
入選作品集

斎藤茂吉記念館∥編
集

斎藤茂吉没後五十周
年事業実行委員会

2004
M911.167/

ｻ/

189
斎藤茂吉ジュニア短歌コンクール
入選作品集

斎藤茂吉記念館∥編
集

斎藤茂吉没後五十周
年事業実行委員会

2004
M911.167/

ｻ/
※

190
斎藤茂吉ジュニア短歌コンクール
入選作品集

斎藤茂吉記念館∥編
集

斎藤茂吉没後五十周
年事業実行委員会

2004
M911.167/

ｻ/
※

191
斎藤茂吉ジュニア短歌コンクール
入選作品集平成１７年度

斎藤茂吉記念館∥編
集

山形県 2006
M911.167/

ｻ/17

192
斎藤茂吉ジュニア短歌コンクール
入選作品集平成１７年度

斎藤茂吉記念館∥編
集

山形県 2006
M911.167/

ｻ/17
※

193
斎藤茂吉ジュニア短歌コンクール
入選作品集平成１７年度

斎藤茂吉記念館∥編
集

山形県 2006
M911.167/

ｻ/17
※

194 斎藤茂吉とその周辺 藤岡 武雄∥著 清水弘文堂 1975 M911.1/ﾌ/

195 斎藤茂吉と医学 加藤 淑子∥著 みすず書房 1978 M911.1/ｶ/ ※

196 斎藤茂吉と荘内 斎藤 邦明∥著 林昌出版 1978 M911.1/ｻ/

197 斎藤茂吉と荘内 斎藤 邦明∥著 林昌出版 1978
M911.162/

ｻ/

198 斎藤茂吉と荘内 斎藤 邦明∥著 林昌出版 1978 M911.1/ｻ/ ※

199 斎藤茂吉と荘内 斎藤 邦明∥著 林昌出版 1978 M911.1/ｻ/ ※

200 斎藤茂吉と中野重治 岡井 隆∥著 砂子屋書房 1993 M911.1/ｵ/

201 斎藤茂吉と土屋文明 清水 房雄∥著 明治書院 1999 M911.1/ｼ/

202 斎藤茂吉と良寛 伊藤 宏見∥著 新人物往来社 1984 M911.1/ｲ/

203 斎藤茂吉のヴァン・ゴッホ 片野 達郎∥著 講談社 1986 M911.1/ｶ/

204 斎藤茂吉ノオト 中野 重治∥著 筑摩書房 1941 M911.1/ﾅ/ ※

205 斎藤茂吉ノート 中野 重治∥[著] 講談社 2012 M911.1/ﾅ/

206 斎藤茂吉のふるさと金瓶 金瓶学校保存会∥編 金瓶学校保存会 1994 M911.1/ｻ/

207 斎藤茂吉のふるさと金瓶 金瓶学校保存会∥編 金瓶学校保存会 2001 M911.1/ｻ/

208 斎藤茂吉のふるさと金瓶 金瓶学校保存会∥編 金瓶学校保存会 2001 M911.1/ｻ/

209 斎藤茂吉のふるさと金瓶 金瓶学校保存会∥編 金瓶学校保存会 2001 M911.1/ｻ/

210 斎藤茂吉のふるさと金瓶 金瓶学校保存会∥編 金瓶学校保存会 1994 M911.1/ｻ/
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211 斎藤茂吉のふるさと金瓶 金瓶学校保存会∥編 金瓶学校保存会 2001 M911.1/ｻ/ ※

212 斎藤茂吉のふるさと金瓶 金瓶学校保存会∥編 金瓶学校保存会 2001 M911.1/ｻ/ ※

213 斎藤茂吉のふるさと金瓶 金瓶学校保存会∥編 金瓶学校保存会 2001 M911.1/ｻ/ ※

214 斎藤茂吉のふるさと金瓶 金瓶学校保存会∥編 金瓶学校保存会 2001 M911.1/ｻ/ ※

215 斎藤茂吉の歌碑
早稲田大学文学碑と
拓本の会∥編

瑠璃書房 1983 M911/ﾜ/

216 斎藤茂吉の歌碑
早稲田大学文学碑と
拓本の会∥編

二玄社 1973 M911// ※

217 斎藤茂吉の研究 本林 勝夫∥著 桜楓社 1990 M911.1/ﾓ/

218 斎藤茂吉の研究 山根 巴∥著 双文社出版 1996 M911.1/ﾔ/ ※

219 斎藤茂吉の十五年戦争 加藤 淑子∥〔著〕 みすず書房 1990 M911.1/ｶ/

220 斎藤茂吉の十五年戦争 加藤 淑子∥〔著〕 みすず書房 1990 M911.1/ｶ/

221 斎藤茂吉の書 山上 次郎∥著 二玄社 1973
M728.21/ﾔ

/

222 斎藤茂吉の書 山上 次郎∥著 二玄社 1973 M728.2/ﾔ/

223 斎藤茂吉の書 山上 次郎∥著 二玄社 1973 M728.2/ﾔ/ ※

224 斎藤茂吉の生涯 山上 次郎∥著 文芸春秋 1974 M911.1/ﾔ/

225 斎藤茂吉の添削と批評 鹿児島 寿蔵∥著 短歌新聞社 1987 M911.1/ｶ/ ※

226 斎藤茂吉の風土 真壁 仁∥著 平凡社 1975
M911.162/

ﾏ/

227 斎藤茂吉の風土 真壁 仁∥著 平凡社 1975 M911.1/ﾏ/

228 斎藤茂吉の風土 真壁 仁∥著 平凡社 1975
M911.162/

ﾏ/

229 斎藤茂吉の風土 真壁 仁∥著 平凡社 1975 M911.1/ﾏ/

230 斎藤茂吉の風土 真壁 仁∥著 平凡社 1975 M911.1/ﾏ/ ※

231 斎藤茂吉の恋と歌 山上 次郎∥著 新紀元社 1966 M911.1/ﾔ/ ※

232 斎藤茂吉を知る 柴生田 稔∥著 笠間書院 1998 M911.1/ｼ/

233 斎藤茂吉異形の短歌 品田 悦一∥著 新潮社 2014 M911.1/ｼ/

234 斎藤茂吉遺墨集成 斎藤 茂吉∥〔書〕 講談社 1976
M911.168/

ｻ/
※

235 斎藤茂吉遺墨集成 斎藤 茂吉∥〔書〕 講談社 1976
M911.168/

ｻ/
※

236 斎藤茂吉遺墨展目録
斎藤茂吉記念館建設
実行委員会∥編

斎藤茂吉記念館建
設実行委員会

出版年不
明

M911.1/ｻ/ ※

237 斎藤茂吉歌集 齋藤 茂吉∥〔著〕 思潮社 1977 M911.1/ｻ/ ※

238
斎藤茂吉歌集赤光・あらたま・暁
紅総索引

長谷川 孝士∥編 清文堂出版 1980 M911.1/ﾊ/ ※

239 斎藤茂吉覚え書 太田 一郎∥著 創樹社 1987 M911.1/ｵ/

240
斎藤茂吉記念歌集 児童・ 生徒
作品集第２９集

斎藤茂吉記念全国大
会運営委員会∥編集

齋藤茂吉記念館 2003 M911/ｻ/29
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241
斎藤茂吉記念歌集 児童・ 生徒
作品集第２９集

斎藤茂吉記念全国大
会運営委員会∥編集

齋藤茂吉記念館 2003 M911/ｻ/29

242
斎藤茂吉記念歌集 児童・ 生徒
作品集第３０集

斎藤茂吉記念全国大
会運営委員会∥編集

齋藤茂吉記念館 2004 M911/ｻ/30 ※

243
斎藤茂吉記念歌集 児童・ 生徒
作品集第３０集

斎藤茂吉記念全国大
会運営委員会∥編集

齋藤茂吉記念館 2004 M911/ｻ/30

244
斎藤茂吉記念歌集 児童・生徒作
品集第２８集

斎藤茂吉記念全国大
会運営委員会∥編者

齋藤茂吉記念館 2002 M911/ｻ/ ※

245
斎藤茂吉記念歌集 児童・生徒作
品集第２８集

斎藤茂吉記念全国大
会運営委員会∥編者

齋藤茂吉記念館 2002 M911/ｻ/

246 斎藤茂吉記念歌集第２６集
斎藤茂吉記念歌集編
集委員会∥編者

齋藤茂吉記念館 2000 M911/ｻ/26 ※

247 斎藤茂吉記念歌集第２６集
斎藤茂吉記念歌集編
集委員会∥編者

齋藤茂吉記念館 2000 M911/ｻ/26

248 斎藤茂吉記念歌集第２７集
斎藤茂吉記念全国大
会運営委員会∥編集

斎藤茂吉記念館 2001 M911/ｻ/27 ※

249 斎藤茂吉記念歌集第２８集
斎藤茂吉記念全国大
会運営委員会∥編集

斎藤茂吉記念館 2002 M911/ｻ/28 ※

250 斎藤茂吉記念歌集第２８集
斎藤茂吉記念全国大
会運営委員会∥編集

斎藤茂吉記念館 2002 M911/ｻ/28

251 斎藤茂吉記念歌集第２９集
斎藤茂吉記念全国大
会運営委員会∥編集

斎藤茂吉記念館 2003 M911/ｻ/29 ※

252 斎藤茂吉記念歌集第２９集
斎藤茂吉記念全国大
会運営委員会∥編集

斎藤茂吉記念館 2003 M911/ｻ/29

253 斎藤茂吉記念歌集第３０集
斎藤茂吉記念全国大
会運営委員会∥編集

齋藤茂吉記念館 2004 M911/ｻ/30 ※

254 斎藤茂吉記念歌集第３０集
斎藤茂吉記念全国大
会運営委員会∥編集

齋藤茂吉記念館 2004 M911/ｻ/30

255 斎藤茂吉記念歌集第３１集
斎藤茂吉記念全国大
会運営委員会∥編集

齋藤茂吉記念館 2005 M911/ｻ/31 ※

256 斎藤茂吉記念歌集第３１集
斎藤茂吉記念全国大
会運営委員会∥編集

齋藤茂吉記念館 2005 M911/ｻ/31

257 斎藤茂吉記念歌集第３２集
斎藤茂吉記念全国大
会運営委員会∥編集

齋藤茂吉記念館 2006 M911/ｻ/32 ※

258 斎藤茂吉記念歌集第３２集
斎藤茂吉記念全国大
会運営委員会∥編集

齋藤茂吉記念館 2006 M911/ｻ/32

259 斎藤茂吉記念歌集第３３集
斎藤茂吉記念全国大
会運営委員会∥編集

齋藤茂吉記念館 2007 M911/ｻ/33 ※

260 斎藤茂吉記念歌集第３３集
斎藤茂吉記念全国大
会運営委員会∥編集

齋藤茂吉記念館 2007 M911/ｻ/33

261 斎藤茂吉記念歌集第３４集
斎藤茂吉記念全国大
会運営委員会∥編集

齋藤茂吉記念館 2008 M911/ｻ/34 ※

262 斎藤茂吉記念歌集第３４集
斎藤茂吉記念全国大
会運営委員会∥編集

齋藤茂吉記念館 2008 M911/ｻ/34

263 斎藤茂吉記念歌集第３５集
斎藤茂吉記念全国大
会運営委員会∥編集

齋藤茂吉記念館 2009 M911/ｻ/35 ※

264 斎藤茂吉記念歌集第３５集
斎藤茂吉記念全国大
会運営委員会∥編集

齋藤茂吉記念館 2009 M911/ｻ/35

265 斎藤茂吉記念歌集第３６集
斎藤茂吉記念全国大
会運営委員会∥編集

齋藤茂吉記念館 2010 M911/ｻ/36 ※

266 斎藤茂吉記念歌集第３６集
斎藤茂吉記念全国大
会運営委員会∥編集

齋藤茂吉記念館 2010 M911/ｻ/36

267 斎藤茂吉記念歌集第３７集
斎藤茂吉記念全国大
会運営委員会∥編集

齋藤茂吉記念館 2011 M911/ｻ/37 ※

268 斎藤茂吉記念歌集第３７集
斎藤茂吉記念全国大
会運営委員会∥編集

齋藤茂吉記念館 2011 M911/ｻ/37

269 斎藤茂吉記念歌集第３８集
斎藤茂吉記念全国大
会運営委員会∥編集

齋藤茂吉記念館 2011 M911/ｻ/38 ※

270 斎藤茂吉記念歌集第３８集
斎藤茂吉記念全国大
会運営委員会∥編集

齋藤茂吉記念館 2012 M911/ｻ/38
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271 斎藤茂吉記念歌集第３９集
斎藤茂吉記念全国大
会運営委員会∥編集

齋藤茂吉記念館 2013 M911/ｻ/39 ※

272 斎藤茂吉記念歌集第３９集
斎藤茂吉記念全国大
会運営委員会∥編集

齋藤茂吉記念館 2014 M911/ｻ/40 ※

273 斎藤茂吉記念歌集第３９集
斎藤茂吉記念全国大
会運営委員会∥編集

齋藤茂吉記念館 2013 M911/ｻ/39

274 斎藤茂吉記念歌集第４１集
斎藤茂吉記念全国大
会運営委員会∥編集

齋藤茂吉記念館 2015 M911/ｻ/41 ※

275 斎藤茂吉記念歌集第４２集
斎藤茂吉記念全国大
会運営委員会∥編集

齋藤茂吉記念館 2016 M911/ｻ/42 ※

276 斎藤茂吉記念館 齋藤茂吉記念館∥編 齋藤茂吉記念館 1991 M069.8/ｻ/ ※

277
斎藤茂吉記念館の歴史 年報特集
号１

鈴木 啓蔵∥著 齋藤茂吉記念館 1986 M069//1 ※

278
斎藤茂吉記念館の歴史 年報特集
号１

鈴木 啓蔵∥著 齋藤茂吉記念館 1986 M069//1 ※

279
斎藤茂吉記念館の歴史 年報特集
号１

鈴木 啓蔵∥著 齋藤茂吉記念館 1986 M069/ｽ/1

280
斎藤茂吉記念館の歴史 年報特集
号２

齋藤茂吉記念館∥編 齋藤茂吉記念館 1987 M069// ※

281
斎藤茂吉記念館の歴史 年報特集
号２

齋藤茂吉記念館∥編 齋藤茂吉記念館 1987 M069//2 ※

282
斎藤茂吉記念館の歴史 年報特集
号２

齋藤茂吉記念館∥編 齋藤茂吉記念館 1987 M069// ※

283
斎藤茂吉記念館の歴史 年報特集
号２

齋藤茂吉記念館∥編 齋藤茂吉記念館 1987 M069//

284
斎藤茂吉記念館の歴史 年報特集
号３

齋藤茂吉記念館∥編 齋藤茂吉記念館 1988 M069// ※

285 斎藤茂吉記念館収蔵品目録1974年 斎藤茂吉記念館∥編 齋藤茂吉記念館 1974 M069.9/ｻ/ ※

286 斎藤茂吉記念館収蔵品目録1976年 斎藤茂吉記念館∥編 齋藤茂吉記念館 1976 M069.9/ｻ/ ※

287 斎藤茂吉記念館収蔵品目録1979年 齋藤茂吉記念館∥編 齋藤茂吉記念館 1979 M069.9/ｻ/ ※

288 斎藤茂吉記念館収蔵品目録1979年 齋藤茂吉記念館∥編 齋藤茂吉記念館 1979 M069.9/ｻ/ ※

289 斎藤茂吉記念館収蔵品目録1979年 齋藤茂吉記念館∥編 齋藤茂吉記念館 1979 M069.9/ｻ/

290 斎藤茂吉記念館年報通巻第１０号 齋藤茂吉記念館∥編 齋藤茂吉記念館 1995 M069// ※

291 斎藤茂吉記念館年報通巻第１１号 齋藤茂吉記念館∥編 齋藤茂吉記念館 1996 M069/ｻ/ ※

292 斎藤茂吉記念館年報通巻第４号
齋藤茂吉記念館∥編
集

齋藤茂吉記念館 1989 M069.8// ※

293 斎藤茂吉記念館年報通巻第４号
齋藤茂吉記念館∥編
集

齋藤茂吉記念館 1989
M069.8/ｻ

/4

294 斎藤茂吉記念館年報通巻第５号 齋藤茂吉記念館∥編 齋藤茂吉記念館 1990 M069.8// ※

295 斎藤茂吉記念館年報通巻第６号 齋藤茂吉記念館∥編 齋藤茂吉記念館 1991 M069.8/ｻ/ ※

296 斎藤茂吉記念館年報通巻第７号
齋藤茂吉記念館∥編
集

齋藤茂吉記念館 1992
M069.8/ｻ

/7

297 斎藤茂吉記念館年報通巻第８号
齋藤茂吉記念館∥編
集

齋藤茂吉記念館 1992 M069// ※

298 斎藤茂吉記念館年報通巻第８号
齋藤茂吉記念館∥編
集

齋藤茂吉記念館 1993
M069.8/ｻ

/8
※

299 斎藤茂吉記念館年報通巻第８号
齋藤茂吉記念館∥編
集

齋藤茂吉記念館 1993
M069.8/ｻ

/8

300 斎藤茂吉記念館年報通巻第９号 齋藤茂吉記念館∥編 齋藤茂吉記念館 1994 M069// ※
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301
斎藤茂吉記念全国大会の栞第２６
回

齋藤茂吉記念館∥編 齋藤茂吉記念館 2000 M911/ｻ/ ※

302
斎藤茂吉記念全国大会関係綴第３
６回～

齋藤茂吉記念館∥編 齋藤茂吉記念館 2010～
M911.1/ｻ
/36～

303
斎藤茂吉記念全国大会参加作品集
第２６回

齋藤茂吉記念全国大
会運営委員会∥編

齋藤茂吉記念館 2000 M911/ｻ/ ※

304
斎藤茂吉記念全国大会参加作品集
第２６回

齋藤茂吉記念全国大
会運営委員会∥編

齋藤茂吉記念館 2000 M911/ｻ/

305
斎藤茂吉記念全国大会参加作品集
第２７回

齋藤茂吉記念全国大
会運営委員会∥編

齋藤茂吉記念館内斎藤茂
吉記念全国大会事務局 2001 M911/ｻ/ ※

306
斎藤茂吉記念全国大会参加作品集
第２７回

齋藤茂吉記念全国大
会運営委員会∥編

齋藤茂吉記念館内斎藤茂
吉記念全国大会事務局 2001 M911/ｻ/

307
斎藤茂吉記念全国大会参加作品集
第２８回

齋藤茂吉記念全国大
会運営委員会∥編集

齋藤茂吉記念館内斎藤茂
吉記念全国大会事務局 2002 M911/ｻ/28 ※

308
斎藤茂吉記念全国大会参加作品集
第２８回

齋藤茂吉記念全国大
会運営委員会∥編集

齋藤茂吉記念館内斎藤茂
吉記念全国大会事務局 2002 M911/ｻ/28

309
斎藤茂吉記念全国大会参加作品集
第２９回

斎藤茂吉記念全国大
会運営委員会∥編集

斎藤茂吉記念館内斎藤茂
吉記念全国大会事務局 2003 M911/ｻ/29 ※

310
斎藤茂吉記念全国大会参加作品集
第２９回

斎藤茂吉記念全国大
会運営委員会∥編集

斎藤茂吉記念館内斎藤茂
吉記念全国大会事務局 2003 M911/ｻ/29

311
斎藤茂吉記念全国大会参加作品集
第３０回

斎藤茂吉記念全国大
会運営委員会∥編集

斎藤茂吉記念館内斎藤茂
吉記念全国大会事務局 2004 M911/ｻ/30 ※

312
斎藤茂吉記念全国大会参加作品集
第３０回

斎藤茂吉記念全国大
会運営委員会∥編集

斎藤茂吉記念館内斎藤茂
吉記念全国大会事務局 2004 M911/ｻ/30

313 斎藤茂吉研究 佐藤 佐太郎∥著 宝文館 1957 M911/ｻ/ ※

314 斎藤茂吉研究 佐藤 佐太郎∥著 宝文館 1957 M911/ｻ/ ※

315 斎藤茂吉研究 平野 仁啓∥編著 右文書院 1980 M911.1/ｻ/

316 斎藤茂吉研究 佐藤 佐太郎∥著 宝文館 1957 M911/ｻ/

317
斎藤茂吉研究 茂吉生誕百年記念
号

林谷 広∥編 斎藤茂吉研究会 1982 M911// ※

318 斎藤茂吉研究３ 林谷 広∥編 斎藤茂吉研究会 1981 M911// ※

319 斎藤茂吉研究５ 林谷 広∥編 斎藤茂吉研究会 1982 M911// ※

320 斎藤茂吉研究７ 林谷 広∥編 斎藤茂吉研究会 1984 M911//7 ※

321 斎藤茂吉幻想論 安森 敏隆∥著 桜楓社 1978 M911.1/ﾔ/

322 斎藤茂吉言行 佐藤 佐太郎∥著 角川書店 1973 M911.1/ｻ/ ※

323 斎藤茂吉考 鈴木  豊次∥著
ミューズ・コーポ
レーション

2015
M911.162/

ｽ/

324 斎藤茂吉私論 中村 稔∥著 朝日新聞社 1983 M911.1/ﾅ/

325 斎藤茂吉資料 小笠原 信夫∥発行
斎藤茂吉記念館建
設実行委員会

1965 M911.1/ｻ/ ※

326 斎藤茂吉資料 小笠原 信夫∥発行
斎藤茂吉記念館建
設実行委員会

1965 M911.1/ｻ/ ※

327 斎藤茂吉資料 小笠原 信夫∥発行
斎藤茂吉記念館建
設実行委員会

1965 M911.1/ｻ/

328 斎藤茂吉秀歌 齋藤 茂吉∥著 中央公論社 1975
M911.168/

ｻ/
※

329 斎藤茂吉秀歌 齋藤 茂吉∥著 中央公論社 1975 M911.1/ｻ/

330 斎藤茂吉秀歌 齋藤 茂吉∥著 中央公論社 1975 M911.1/ｻ/

- 17 -



No.12

館(室)
名

上山市立図書館 特定主題大分類 人物 特定主題

No. 書名 著・編者 発行所 出版年 分類記号 備考

特 定 主 題 文 献 目 録

齋藤
サイトウ

　茂吉
モキチ

331 斎藤茂吉秀歌鑑賞 浅井 喜多治∥著 短歌新聞社 1974 M911.1/ｱ/

332 斎藤茂吉秀歌鑑賞 浅井 喜多治∥著 短歌新聞社 1974 M911.1/ｱ/

333 斎藤茂吉秀歌選　下 齋藤 茂吉∥著 宝文館 1957
M911.1/ｻ

/2
※

334 斎藤茂吉秀歌選　上 齋藤 茂吉∥著 宝文館 1957
M911.1/ｻ

/1
※

335 斎藤茂吉秀歌朗詠集 安食 師風∥著・監修 中央印刷 1983 M768// ※

336 斎藤茂吉秀歌朗詠集 追刊
安食 岳帥(貞義）∥
著 吟譜

茂吉秀歌に親しみ
朗詠する研究会

2003 M768.9/ｱ/ ※

337 斎藤茂吉小伝 鈴木 啓蔵∥著 齋藤茂吉記念館 1985 M911/ｽ/ ※

338 斎藤茂吉小伝 鈴木 啓蔵∥著 齋藤茂吉記念館 1985 M911/ｽ/ ※

339 斎藤茂吉小伝 鈴木 啓蔵∥著 齋藤茂吉記念館 1985 M911/ｽ/

340 斎藤茂吉小伝 鈴木 啓蔵∥著 齋藤茂吉記念館 1985 M911//

341 斎藤茂吉小伝 鈴木 啓蔵∥著 齋藤茂吉記念館 1985 M911//

342 斎藤茂吉小伝 鈴木 啓蔵∥著 齋藤茂吉記念館 1985 M911/ｽ/

343 斎藤茂吉随行記　下巻 板垣 家子夫∥著 古川書房 1983
M911.1/ｲ

/2

344 斎藤茂吉随行記　上巻 板垣 家子夫∥著 古川書房 1983
M911.1/ｲ

/1

345 斎藤茂吉随筆集 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1986 M914.6/ｻ/

346 斎藤茂吉生誕百年記念作文集
齋藤茂吉生誕百年記
念事業準備室∥編

上山市 1982 M816/ｻ/

347 斎藤茂吉生誕百年記念作文集
齋藤茂吉生誕百年記
念事業準備室∥編

上山市 1982 M816/ｻ/

348 斎藤茂吉生誕百年記念作文集
齋藤茂吉生誕百年記
念事業準備室∥編

上山市 2982 M816/ｻ/ ※

349 斎藤茂吉生誕百年記念事業誌
齋藤茂吉生誕百年記
念事業準備室∥編

上山市 1983 M910/ｻ/

350 斎藤茂吉生誕百年記念事業誌
齋藤茂吉生誕百年記
念事業準備室∥編

上山市 1983 M910/ｻ/

351 斎藤茂吉生誕百年記念事業誌
齋藤茂吉生誕百年記
念事業準備室∥編

上山市 1983 M910/ｻ/ ※

352 斎藤茂吉生誕百年記念事業誌
齋藤茂吉生誕百年記
念事業準備室∥編

上山市 1983 M910/ｻ/ ※

353 斎藤茂吉生誕百年記念事業誌
齋藤茂吉生誕百年記
念事業準備室∥編

上山市 1983 M910/ｻ/ ※

354 斎藤茂吉生誕百年記念論文集
齋藤茂吉生誕百年記
念事業準備室∥編

上山市 1982 M911.1/ｻ/

355 斎藤茂吉生誕百年記念論文集
齋藤茂吉生誕百年記
念事業準備室∥編

上山市 1982 M911.1/ｻ/

356 斎藤茂吉生誕百年記念論文集
齋藤茂吉生誕百年記
念事業準備室∥編

上山市 1982 M911.1/ｻ/ ※

357 斎藤茂吉選集第１０巻 斎藤  茂吉∥著 岩波書店 1981
M918.6/ｻ

/10

358 斎藤茂吉選集第１０巻 斎藤  茂吉∥著 岩波書店 1981
M918.6/ｻ

/10

359 斎藤茂吉選集第１１巻 斎藤  茂吉∥著 岩波書店 1981
M918.6/ｻ

/11

360 斎藤茂吉選集第１１巻 斎藤  茂吉∥著 岩波書店 1981
M918.6/ｻ

/11
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361 斎藤茂吉選集第１２巻 斎藤  茂吉∥著 岩波書店 1982
M918.6/ｻ

/12

362 斎藤茂吉選集第１２巻 斎藤  茂吉∥著 岩波書店 1982
M918.6/ｻ

/12

363 斎藤茂吉選集第１３巻 斎藤  茂吉∥著 岩波書店 1982
M918.6/ｻ

/13

364 斎藤茂吉選集第１３巻 斎藤  茂吉∥著 岩波書店 1982
M918.6/ｻ

/13

365 斎藤茂吉選集第１４巻 斎藤  茂吉∥著 岩波書店 1981
M918.6/ｻ

/14

366 斎藤茂吉選集第１４巻 斎藤  茂吉∥著 岩波書店 1981
M918.6/ｻ

/14

367 斎藤茂吉選集第１５巻 斎藤  茂吉∥著 岩波書店 1981
M918.6/ｻ

/15

368 斎藤茂吉選集第１５巻 斎藤  茂吉∥著 岩波書店 1981
M918.6/ｻ

/15

369 斎藤茂吉選集第１６巻 斎藤  茂吉∥著 岩波書店 1981
M918.6/ｻ

/16

370 斎藤茂吉選集第１６巻 斎藤  茂吉∥著 岩波書店 1981
M918.6/ｻ

/16

371 斎藤茂吉選集第１７巻 斎藤  茂吉∥著 岩波書店 1982
M918.6/ｻ

/17

372 斎藤茂吉選集第１７巻 斎藤  茂吉∥著 岩波書店 1982
M918.6/ｻ

/17

373 斎藤茂吉選集第１８巻 斎藤  茂吉∥著 岩波書店 1982
M918.6/ｻ

/18

374 斎藤茂吉選集第１８巻 斎藤  茂吉∥著 岩波書店 1982
M918.6/ｻ

/18

375 斎藤茂吉選集第１９巻 斎藤  茂吉∥著 岩波書店 1982
M918.6/ｻ

/19

376 斎藤茂吉選集第１９巻 斎藤  茂吉∥著 岩波書店 1982
M918.6/ｻ

/19

377 斎藤茂吉選集第１巻 斎藤 茂吉∥著 岩波書店 1981
M918.6/ｻ

/1

378 斎藤茂吉選集第１巻 斎藤 茂吉∥著 岩波書店 1981
M918.6/ｻ

/1

379 斎藤茂吉選集第２０巻 斎藤  茂吉∥著 岩波書店 1982
M918.6/ｻ

/20

380 斎藤茂吉選集第２０巻 斎藤  茂吉∥著 岩波書店 1982
M918.6/ｻ

/20

381 斎藤茂吉選集第２巻 斎藤 茂吉∥著 岩波書店 1981
M918.6/ｻ

/2

382 斎藤茂吉選集第２巻 斎藤 茂吉∥著 岩波書店 1981
M918.6/ｻ

/2

383 斎藤茂吉選集第３巻 斎藤 茂吉∥著 岩波書店 1981
M918.6/ｻ

/3

384 斎藤茂吉選集第３巻 斎藤 茂吉∥著 岩波書店 1981
M918.6/ｻ

/3

385 斎藤茂吉選集第４巻 斎藤 茂吉∥著 岩波書店 1981
M918.6/ｻ

/4

386 斎藤茂吉選集第４巻 斎藤 茂吉∥著 岩波書店 1981
M918.6/ｻ

/4

387 斎藤茂吉選集第５巻 斎藤 茂吉∥著 岩波書店 1981
M918.6/ｻ

/5

388 斎藤茂吉選集第５巻 斎藤 茂吉∥著 岩波書店 1981
M918.6/ｻ

/5

389 斎藤茂吉選集第６巻 斎藤 茂吉∥著 岩波書店 1982
M918.6/ｻ

/6

390 斎藤茂吉選集第６巻 斎藤 茂吉∥著 岩波書店 1982
M918.6/ｻ

/6

- 19 -



No.14

館(室)
名

上山市立図書館 特定主題大分類 人物 特定主題

No. 書名 著・編者 発行所 出版年 分類記号 備考

特 定 主 題 文 献 目 録

齋藤
サイトウ

　茂吉
モキチ

391 斎藤茂吉選集第７巻 斎藤  茂吉∥著 岩波書店 1982
M918.6/ｻ

/7

392 斎藤茂吉選集第７巻 斎藤  茂吉∥著 岩波書店 1982
M918.6/ｻ

/7

393 斎藤茂吉選集第８巻 斎藤  茂吉∥著 岩波書店 1981
M918.6/ｻ

/8

394 斎藤茂吉選集第８巻 斎藤  茂吉∥著 岩波書店 1981
M918.6/ｻ

/8

395 斎藤茂吉選集第９巻 斎藤  茂吉∥著 岩波書店 1981
M918.6/ｻ

/9

396 斎藤茂吉選集第９巻 斎藤  茂吉∥著 岩波書店 1981
M918.6/ｻ

/9

397 斎藤茂吉全歌集 齋藤 茂吉∥著 筑摩書房 1968 M911.1/ｻ/

398 斎藤茂吉全歌集 齋藤 茂吉∥著 筑摩書房 1968 M911.1/ｻ/ ※

399 斎藤茂吉全歌集各句索引 別冊 佐藤 嘉一∥著 佐藤嘉一 1992 M911/ｻ/

400 斎藤茂吉全画集 齋藤 茂吉∥画 中央公論美術出版 1969 M721.7/ｻ/

401 斎藤茂吉全集 第１０巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1954
M918.6/ｻ

/10

402 斎藤茂吉全集 第１０巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1954
M918.6/ｻ

/10

403 斎藤茂吉全集 第１１巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1953
M918.6/ｻ

/11

404 斎藤茂吉全集 第１１巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1953
M918.6/ｻ

/11

405 斎藤茂吉全集 第１２巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1952
M918.6/ｻ

/12

406 斎藤茂吉全集 第１２巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1952
M918.6/ｻ

/12

407 斎藤茂吉全集 第１３巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1953
M918.6/ｻ

/13

408 斎藤茂吉全集 第１３巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1953
M918.6/ｻ

/13

409 斎藤茂吉全集 第１４巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1952
M918.6/ｻ

/14

410 斎藤茂吉全集 第１４巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1952
M918.6/ｻ

/14

411 斎藤茂吉全集 第１５巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1952
M918.6/ｻ

/15

412 斎藤茂吉全集 第１５巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1952
M918.6/ｻ

/15

413 斎藤茂吉全集 第１６巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1952
M918.6/ｻ

/16

414 斎藤茂吉全集 第１６巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1952
M918.6/ｻ

/16

415 斎藤茂吉全集 第１７巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1954
M918.6/ｻ

/17

416 斎藤茂吉全集 第１７巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1954
M918.6/ｻ

/17

417 斎藤茂吉全集 第１８巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1953
M918.6/ｻ

/18

418 斎藤茂吉全集 第１８巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1953
M918.6/ｻ

/18

419 斎藤茂吉全集 第１９巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1954
M918.6/ｻ

/19

420 斎藤茂吉全集 第１９巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1954
M918.6/ｻ

/19
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421 斎藤茂吉全集 第１巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1952
M918.6/ｻ

/1

422 斎藤茂吉全集 第１巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1952
M918.6/ｻ

/1

423 斎藤茂吉全集 第２０巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1953
M918.6/ｻ

/20

424 斎藤茂吉全集 第２０巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1953
M918.6/ｻ

/20

425 斎藤茂吉全集 第２１巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1953
M918.6/ｻ

/21

426 斎藤茂吉全集 第２１巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1953
M918.6/ｻ

/21

427 斎藤茂吉全集 第２２巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1953
M918.6/ｻ

/22

428 斎藤茂吉全集 第２２巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1953
M918.6/ｻ

/22

429 斎藤茂吉全集 第２３巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1953
M918.6/ｻ

/23

430 斎藤茂吉全集 第２３巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1953
M918.6/ｻ

/23

431 斎藤茂吉全集 第２４巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1953
M918.6/ｻ

/24

432 斎藤茂吉全集 第２４巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1953
M918.6/ｻ

/24

433 斎藤茂吉全集 第２５巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1954
M918.6/ｻ

/25

434 斎藤茂吉全集 第２５巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1954
M918.6/ｻ

/25

435 斎藤茂吉全集 第２６巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1954
M918.6/ｻ

/26

436 斎藤茂吉全集 第２７巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1954
M918.6/ｻ

/27

437 斎藤茂吉全集 第２７巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1954
M918.6/ｻ

/27

438 斎藤茂吉全集 第２８巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1955
M918.6/ｻ

/28

439 斎藤茂吉全集 第２９巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1955
M918.6/ｻ

/29

440 斎藤茂吉全集 第２９巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1955
M918.6/ｻ

/29

441 斎藤茂吉全集 第２巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1953
M918.6/ｻ

/2

442 斎藤茂吉全集 第２巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1953
M918.6/ｻ

/2

443 斎藤茂吉全集 第３０巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1955
M918.6/ｻ

/30

444 斎藤茂吉全集 第３０巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1955
M918.6/ｻ

/30

445 斎藤茂吉全集 第３１巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1955
M918.6/ｻ

/31

446 斎藤茂吉全集 第３２巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1956
M918.6/ｻ

/32

447 斎藤茂吉全集 第３２巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1956
M918.6/ｻ

/32

448 斎藤茂吉全集 第３３巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1955
M918.6/ｻ

/33

449 斎藤茂吉全集 第３３巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1955
M918.6/ｻ

/33

450 斎藤茂吉全集 第３４巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1954
M918.6/ｻ

/34
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451 斎藤茂吉全集 第３４巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1954
M918.6/ｻ

/34

452 斎藤茂吉全集 第３４巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1954
M918.6/ｻ

/34
※

453 斎藤茂吉全集 第３５巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1955
M918.6/ｻ

/35

454 斎藤茂吉全集 第３６巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1954
M918.6/ｻ

/36

455 斎藤茂吉全集 第３６巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1954
M918.6/ｻ

/36

456 斎藤茂吉全集 第３７巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1954
M918.6/ｻ

/37

457 斎藤茂吉全集 第３７巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1954
M918.6/ｻ

/37

458 斎藤茂吉全集 第３８巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1954
M918.6/ｻ

/38

459 斎藤茂吉全集 第３９巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1955
M918.6/ｻ

/39

460 斎藤茂吉全集 第３巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1953
M918.6/ｻ

/3

461 斎藤茂吉全集 第３巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1953
M918.6/ｻ

/3

462 斎藤茂吉全集 第４０巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1956
M918.6/ｻ

/40

463 斎藤茂吉全集 第４１巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1955
M918.6/ｻ

/41

464 斎藤茂吉全集 第４２巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1955
M918.6/ｻ

/42

465 斎藤茂吉全集 第４３巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1955
M918.6/ｻ

/43

466 斎藤茂吉全集 第４４巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1956
M918.6/ｻ

/44

467 斎藤茂吉全集 第４５巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1957
M918.6/ｻ

/45

468 斎藤茂吉全集 第４５巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1957
M918.6/ｻ

/45

469 斎藤茂吉全集 第４６巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1956
M918.6/ｻ

/46

470 斎藤茂吉全集 第４６巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1956
M918.6/ｻ

/46

471 斎藤茂吉全集 第４７巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1956
M918.6/ｻ

/47

472 斎藤茂吉全集 第４７巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1956
M918.6/ｻ

/47

473 斎藤茂吉全集 第４８巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1956
M918.6/ｻ

/48

474 斎藤茂吉全集 第４８巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1956
M918.6/ｻ

/48

475 斎藤茂吉全集 第４９巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1955
M918.6/ｻ

/49

476 斎藤茂吉全集 第４９巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1955
M918.6/ｻ

/49

477 斎藤茂吉全集 第４巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1952
M918.6/ｻ

/4

478 斎藤茂吉全集 第４巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1952
M918.6/ｻ

/4

479 斎藤茂吉全集 第５０巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1955
M918.6/ｻ

/50

480 斎藤茂吉全集 第５０巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1955
M918.6/ｻ

/50
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481 斎藤茂吉全集 第５１巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1954
M918.6/ｻ

/51

482 斎藤茂吉全集 第５１巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1954
M918.6/ｻ

/51

483 斎藤茂吉全集 第５２巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1956
M918.6/ｻ

/52

484 斎藤茂吉全集 第５２巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1956
M918.6/ｻ

/52

485 斎藤茂吉全集 第５３巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1956
M918.6/ｻ

/53

486 斎藤茂吉全集 第５３巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1956
M918.6/ｻ

/53

487 斎藤茂吉全集 第５４巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1956
M918.6/ｻ

/54

488 斎藤茂吉全集 第５４巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1956
M918.6/ｻ

/54

489 斎藤茂吉全集 第５５巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1957
M918.6/ｻ

/55

490 斎藤茂吉全集 第５５巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1957
M918.6/ｻ

/55

491 斎藤茂吉全集 第５６巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1957
M918.6/ｻ

/56

492 斎藤茂吉全集 第５６巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1957
M918.6/ｻ

/56

493 斎藤茂吉全集 第５巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1953
M918.6/ｻ

/5

494 斎藤茂吉全集 第５巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1953
M918.6/ｻ

/5

495 斎藤茂吉全集 第６巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1954
M918.6/ｻ

/6

496 斎藤茂吉全集 第６巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1954
M918.6/ｻ

/6

497 斎藤茂吉全集 第７巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1952
M918.6/ｻ

/7

498 斎藤茂吉全集 第７巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1952
M918.6/ｻ

/7

499 斎藤茂吉全集 第８巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1952
M918.6/ｻ

/8

500 斎藤茂吉全集 第８巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1952
M918.6/ｻ

/8

501 斎藤茂吉全集 第９巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1953
M918.6/ｻ

/9

502 斎藤茂吉全集 第９巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1953
M918.6/ｻ

/9

503 斎藤茂吉全集第１０巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1973 M918/ｻ/10

504 斎藤茂吉全集第１０巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1973
M918.6/ｻ

/10
※

505 斎藤茂吉全集第１１巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1974 M918/ｻ/11

506 斎藤茂吉全集第１１巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1974
M918.6/ｻ

/11
※

507 斎藤茂吉全集第１２巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1974 M918/ｻ/12

508 斎藤茂吉全集第１２巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1974
M918.6/ｻ

/12
※

509 斎藤茂吉全集第１３巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1975 M918/ｻ/13

510 斎藤茂吉全集第１３巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1975
M918.6/ｻ

/13
※
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511 斎藤茂吉全集第１４巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1975 M918/ｻ/14

512 斎藤茂吉全集第１４巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1975
M918.6/ｻ

/14
※

513 斎藤茂吉全集第１５巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1973 M918/ｻ/15

514 斎藤茂吉全集第１５巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1973
M918.6/ｻ

/15
※

515 斎藤茂吉全集第１６巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1974 M918/ｻ/16

516 斎藤茂吉全集第１６巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1974
M918.6/ｻ

/16
※

517 斎藤茂吉全集第１７巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1974 M918/ｻ/17

518 斎藤茂吉全集第１７巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1974
M918.6/ｻ

/17
※

519 斎藤茂吉全集第１８巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1975 M918/ｻ/18

520 斎藤茂吉全集第１８巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1975
M918.6/ｻ

/18
※

521 斎藤茂吉全集第１９巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1973 M918/ｻ/19

522 斎藤茂吉全集第１９巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1973
M918.6/ｻ

/19
※

523 斎藤茂吉全集第１巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1973 M918/ｻ/1

524 斎藤茂吉全集第１巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1973
M918.6/ｻ

/1
※

525 斎藤茂吉全集第２０巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1973 M918/ｻ/20

526 斎藤茂吉全集第２０巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1973
M918.6/ｻ

/20
※

527 斎藤茂吉全集第２１巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1973 M918/ｻ/21

528 斎藤茂吉全集第２１巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1973
M918.6/ｻ

/21
※

529 斎藤茂吉全集第２２巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1973 M918/ｻ/22

530 斎藤茂吉全集第２２巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1973
M918.6/ｻ

/22
※

531 斎藤茂吉全集第２３巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1974 M918/ｻ/23

532 斎藤茂吉全集第２３巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1974
M918.6/ｻ

/23
※

533 斎藤茂吉全集第２４巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1975 M918/ｻ/24

534 斎藤茂吉全集第２４巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1975
M918.6/ｻ

/24
※

535 斎藤茂吉全集第２５巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1975 M918/ｻ/25

536 斎藤茂吉全集第２５巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1975
M918.6/ｻ

/25
※

537 斎藤茂吉全集第２６巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1976 M918/ｻ/26

538 斎藤茂吉全集第２６巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1976
M918.6/ｻ

/26
※

539 斎藤茂吉全集第２７巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1974 M918/ｻ/27

540 斎藤茂吉全集第２７巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1974
M918.6/ｻ

/27
※
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541 斎藤茂吉全集第２８巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1974 M918/ｻ/28

542 斎藤茂吉全集第２８巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1974
M918.6/ｻ

/28
※

543 斎藤茂吉全集第２９巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1973 M918/ｻ/29

544 斎藤茂吉全集第２９巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1973
M918.6/ｻ

/29
※

545 斎藤茂吉全集第２巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1973 M918/ｻ/2

546 斎藤茂吉全集第２巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1973
M918.6/ｻ

/2
※

547 斎藤茂吉全集第３０巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1974 M918/ｻ/30

548 斎藤茂吉全集第３０巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1974
M918.6/ｻ

/30
※

549 斎藤茂吉全集第３１巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1974 M918/ｻ/31

550 斎藤茂吉全集第３１巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1974
M918.6/ｻ

/31
※

551 斎藤茂吉全集第３２巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1975 M918/ｻ/32

552 斎藤茂吉全集第３２巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1975
M918.6/ｻ

/32
※

553 斎藤茂吉全集第３３巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1974 M918/ｻ/33

554 斎藤茂吉全集第３３巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1974
M918.6/ｻ

/33
※

555 斎藤茂吉全集第３４巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1975 M918/ｻ/34

556 斎藤茂吉全集第３４巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1974
M918.6/ｻ

/34
※

557 斎藤茂吉全集第３５巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1975 M918/ｻ/35

558 斎藤茂吉全集第３５巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1975
M918.6/ｻ

/35
※

559 斎藤茂吉全集第３６巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1976 M918/ｻ/36

560 斎藤茂吉全集第３６巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1976
M918.6/ｻ

/36
※

561 斎藤茂吉全集第３巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1974 M918/ｻ/3

562 斎藤茂吉全集第３巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1974
M918.6/ｻ

/3
※

563 斎藤茂吉全集第４巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1975 M918/ｻ/4

564 斎藤茂吉全集第４巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1975
M918.6/ｻ

/4
※

565 斎藤茂吉全集第５巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1973 M918/ｻ/5

566 斎藤茂吉全集第５巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1973
M918.6/ｻ

/5
※

567 斎藤茂吉全集第６巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1974 M918/ｻ/6

568 斎藤茂吉全集第６巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1974
M918.6/ｻ

/6
※

569 斎藤茂吉全集第７巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1975 M918/ｻ/7

570 斎藤茂吉全集第７巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1975
M918.6/ｻ

/7
※
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571 斎藤茂吉全集第８巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1973 M918/ｻ/8

572 斎藤茂吉全集第８巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1973
M918.6/ｻ

/8
※

573 斎藤茂吉全集第９巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1973 M918/ｻ/9

574 斎藤茂吉全集第９巻 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1973
M918.6/ｻ

/9
※

575 斎藤茂吉全短歌１ 斎藤 茂吉∥著 岩波書店 1982 M911//1 ※

576 斎藤茂吉全短歌１ 斎藤 茂吉∥著 岩波書店 1982
M911.168/

ｻ/1
※

577 斎藤茂吉全短歌２ 斎藤 茂吉∥著 岩波書店 1982 M911//2 ※

578 斎藤茂吉全短歌２ 斎藤 茂吉∥著 岩波書店 1982
M911.168/

ｻ/2
※

579 斎藤茂吉全短歌３ 斎藤 茂吉∥著 岩波書店 1982
M911.168/

ｻ/3
※

580 斎藤茂吉全短歌３ 斎藤 茂吉∥著 岩波書店 1982 M911//3 ※

581 斎藤茂吉全短歌４ 斎藤 茂吉∥著 岩波書店 1982
M911.168/

ｻ/4
※

582 斎藤茂吉全短歌４ 斎藤 茂吉∥著 岩波書店 1982 M911//4 ※

583 斎藤茂吉短歌研究 安森 敏隆∥著 世界思想社 1998 M911.1/ﾔ/

584 斎藤茂吉短歌合評 下 土屋 文明∥編 明治書院 1985
M911.1/ｻ

/2

585 斎藤茂吉短歌合評 上 土屋 文明∥編 明治書院 1985
M911.1/ｻ

/1

586 斎藤茂吉追慕歌集第１集
齋藤茂吉追慕歌集第
一集編集委員会∥編

上山市 1975 M911/ｻ/

587 斎藤茂吉追慕歌集第１集
齋藤茂吉追慕歌集第
一集編集委員会∥編

上山市 1975 M911/ｻ/

588 斎藤茂吉追慕歌集第１集
齋藤茂吉追慕歌集第
一集編集委員会∥編

上山市 1975 M911//

589 斎藤茂吉追慕歌集第１集
齋藤茂吉追慕歌集第
一集編集委員会∥編

上山市 1975 M911// ※

590 斎藤茂吉追慕歌集第１集
齋藤茂吉追慕歌集第
一集編集委員会∥編

上山市 1975 M911// ※

591 斎藤茂吉追慕歌集第１集
齋藤茂吉追慕歌集第
一集編集委員会∥編

上山市 1975 M911// ※

592 斎藤茂吉追慕歌集第２集
齋藤茂吉追慕歌集編
集委員会∥編

上山市立斎藤茂吉
記念館

1976 M911/ｻ/

593 斎藤茂吉追慕歌集第２集
齋藤茂吉追慕歌集編
集委員会∥編

上山市立斎藤茂吉
記念館

1976 M911/ｻ/

594 斎藤茂吉追慕歌集第２集
齋藤茂吉追慕歌集編
集委員会∥編

上山市立斎藤茂吉
記念館

1976 M911// ※

595 斎藤茂吉追慕歌集第２集
齋藤茂吉追慕歌集編
集委員会∥編

上山市立斎藤茂吉
記念館

1976 M911/ｻ/ ※

596 斎藤茂吉追慕歌集第３集
齋藤茂吉追慕歌集編
集委員会∥編

上山市 1977 M911/ｻ/

597 斎藤茂吉追慕歌集第３集
齋藤茂吉追慕歌集編
集委員会∥編

上山市 1977 M911/ｻ/

598 斎藤茂吉追慕歌集第３集
齋藤茂吉追慕歌集編
集委員会∥編

上山市 1977 M911/ｻ/ ※

599 斎藤茂吉追慕歌集第３集
齋藤茂吉追慕歌集編
集委員会∥編

上山市 1977 M911/ｻ/ ※

600 斎藤茂吉追慕歌集第４集
齋藤茂吉追慕歌集編
集委員会∥編集者

上山市 1978 M911/ｻ/
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601 斎藤茂吉追慕歌集第４集
齋藤茂吉追慕歌集編
集委員会∥編集者

上山市 1978 M911/ｻ/

602 斎藤茂吉追慕歌集第４集
齋藤茂吉追慕歌集編
集委員会∥編集者

上山市 1978 M911/ｻ/ ※

603 斎藤茂吉追慕歌集第４集
齋藤茂吉追慕歌集編
集委員会∥編集者

上山市 1978 M911// ※

604 斎藤茂吉追慕歌集第５集
齋藤茂吉追慕歌集編
集委員会∥編集者

上山市 1979 M911/ｻ/

605 斎藤茂吉追慕歌集第５集
齋藤茂吉追慕歌集編
集委員会∥編集者

上山市 1979 M911/ｻ/

606 斎藤茂吉追慕歌集第５集
齋藤茂吉追慕歌集編
集委員会∥編集者

上山市 1979 M911/ｻ/

607 斎藤茂吉追慕歌集第５集
齋藤茂吉追慕歌集編
集委員会∥編集者

上山市 1979 M911// ※

608 斎藤茂吉追慕歌集第５集
齋藤茂吉追慕歌集編
集委員会∥編集者

上山市 1979 M911/ｻ/ ※

609 斎藤茂吉追慕歌集第６集
齋藤茂吉追慕歌集編
集委員会∥編

上山市 1980 M911/ｻ/

610 斎藤茂吉追慕歌集第６集
齋藤茂吉追慕歌集編
集委員会∥編

上山市 1980 M911// ※

611 斎藤茂吉追慕歌集第６集
齋藤茂吉追慕歌集編
集委員会∥編

上山市 1980 M911/ｻ/ ※

612
斎藤茂吉追慕全国大会の栞第１１
回

上山市∥編 上山市 1985 M911// ※

613
斎藤茂吉追慕全国大会の栞第１１
回

上山市∥編 上山市 1985 M911// ※

614 斎藤茂吉追慕全国大会記録第１回 齋藤茂吉記念館∥編 齋藤茂吉記念館 1976 M910// ※

615
斎藤茂吉追慕全国大会作品集 第
２０回記念

財団法人斎藤茂吉記
念館∥編

齋藤茂吉記念館 1994 M911/ｻ/ ※

616
斎藤茂吉追慕全国大会二十年の歴
史

第二十回記念斎藤茂吉追慕全国
大会実行委員会∥編集 齋藤茂吉記念館 1994 M911.1/ｻ/ ※

617
斎藤茂吉追慕全国短歌大会記録第
１回

上山市立斎藤茂吉記
念館∥編

齋藤茂吉記念館 1976 M910// ※

618 斎藤茂吉展 柴生田 稔∥監修 上山市 1982 M911.1/ｻ/

619 斎藤茂吉展 柴生田 稔∥監修 上山市 1982 M911.1/ｻ/

620 斎藤茂吉展 柴生田 稔∥監修 上山市 1982 M911.1/ｻ/

621 斎藤茂吉展 柴生田 稔∥監修 上山市 1982 M911.1/ｻ/ ※

622 斎藤茂吉伝 柴生田 稔∥著 新潮社 1979 M911.1/ｼ/

623 斎藤茂吉伝 続 柴生田 稔∥著 新潮社 1981
M911.1/ｼ

/2

624 斎藤茂吉二百首 藤岡 武雄∥編 短歌新聞社 1994 M911.1/ﾌ/

625 斎藤茂吉入門 藤岡 武雄∥編著 思文閣出版 1994 M911.1/ﾌ/

626 斎藤茂吉入門 藤岡 武雄∥編著 思文閣出版 1994 M911.1/ﾌ/

627 斎藤茂吉悩める精神病医の眼差し 小泉 博明∥著 ミネルヴァ書房 2016
M911.162/

ｺ/
※

628 斎藤茂吉略歴 齋藤茂吉記念館∥編 齋藤茂吉記念館 1970 M910// ※

629 斎藤茂吉論 加藤 将之∥著 清水弘文堂 1974 M911.1/ｶ/

630 斎藤茂吉論 本林 勝夫∥著 角川書店 1971 M911.1/ﾓ/
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631 斎藤茂吉論 松林 尚志∥著 北宋社 2006
M911.162/

ﾏ/

632 斎藤茂吉論序説 薄井 忠男∥著 桜楓社 1978 M911.1/ｳ/

633 斎藤茂吉論序説 薄井 忠男∥著 桜楓社 1978 M911.1/ｳ/

634 作歌四十年 齋藤 茂吉∥著 筑摩書房 1985 M911.1/ｻ/ ※

635 作歌四十年 齋藤 茂吉∥著 筑摩書房 1985 M911.1/ｻ/ ※

636 作歌四十年　１ 齋藤 茂吉∥著 中央公論美術出版 1974 M911//1 ※

637 作歌四十年　２ 齋藤 茂吉∥著 中央公論美術出版 1974 M911//2 ※

638 作歌四十年　３ 齋藤 茂吉∥著 中央公論美術出版 1974 M911//3 ※

639 作歌四十年　４ 齋藤 茂吉∥著 中央公論美術出版 1974 M911//4 ※

640 作歌四十年 解題 齋藤 茂吉∥著 中央公論美術出版 1974 M911// ※

641 作歌実語鈔 齋藤 茂吉∥著 要書房 1947 M911.1/ｻ/ ※

642 作歌実語鈔 齋藤 茂吉∥著 要書房 1947 M911.1/ｻ/ ※

643 桜実 Sakurago平成１９年度
斎藤茂吉記念館∥編
集

山形県 2008
M911.167/

ｻ/19

644 桜実 Sakurago平成１９年度
斎藤茂吉記念館∥編
集

山形県 2008
M911.167/

ｻ/19
※

645 桜実 Sakurago平成１９年度
斎藤茂吉記念館∥編
集

山形県 2008
M911.167/

ｻ/19
※

646 桜実 Sakurago平成２０年度
斎藤茂吉記念館∥編
集

山形県 2009
M911.167/

ｻ/20

647 桜実 Sakurago平成２０年度
斎藤茂吉記念館∥編
集

山形県 2009
M911.167/

ｻ/20
※

648 桜実 Sakurago平成２０年度
斎藤茂吉記念館∥編
集

山形県 2009
M911.167/

ｻ/20
※

649 桜実 Sakurago平成２１年度
斎藤茂吉記念館∥編
集

山形県 2010
M911.167/

ｻ/21

650 桜実 Sakurago平成２１年度
斎藤茂吉記念館∥編
集

山形県 2010
M911.167/

ｻ/21
※

651 桜実 Sakurago平成２２年度
斎藤茂吉記念館∥編
集

山形県 2011
M911.167/

ｻ/22

652 桜実 Sakurago平成２２年度
斎藤茂吉記念館∥編
集

山形県 2011
M911.167/

ｻ/22
※

653 桜実 Sakurago平成２３年度
斎藤茂吉記念館∥編
集

山形県 2012
M911.167/

ｻ/23

654 桜実 Sakurago平成２３年度
斎藤茂吉記念館∥編
集

山形県 2012
M911.167/

ｻ/23
※

655 桜実 Sakurago平成２４年度
斎藤茂吉記念館∥編
集

山形県 2013
M911.167/

ｻ/24

656 桜実 Sakurago平成２４年度
斎藤茂吉記念館∥編
集

山形県 2013
M911.167/

ｻ/24
※

657 桜実 Sakurago平成２５年度
斎藤茂吉記念館∥編
集

山形県 2014
M911.167/

ｻ/25
※

658 桜実 Sakurago平成２６年度
斎藤茂吉記念館∥編
集

山形県 2015
M911.167/

ｻ/26

659 桜実 Sakurago平成２６年度
斎藤茂吉記念館∥編
集

山形県 2015
M911.167/

ｻ/26
※

660 桜実 Sakurago平成２７年度
斎藤茂吉記念館∥編
集

山形県 2016
M911.167/

ｻ/27
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661 桜実 Sakurago平成２７年度
斎藤茂吉記念館∥編
集

山形県 2016
M911.167/

ｻ/27
※

662 笹谷越え 齋藤茂吉記念館∥編 齋藤茂吉記念館 1988 M911/ｻ/ ※

663 山形の鴎外・茂吉 斎藤 利世∥著 やまがた散歩社 1983
M910.28/ｻ

/

664 山形県内における茂吉の歌どころ 鈴木 啓蔵∥著 短歌新聞社 1975 M911/ｽ/

665 山形県内における茂吉の歌どころ 鈴木 啓蔵∥著 短歌新聞社 1975 M911/ｽ/

666 山形県内における茂吉の歌どころ 鈴木 啓蔵∥著 短歌新聞社 1975 M911/ｽ/

667 山形県内における茂吉の歌どころ 鈴木 啓蔵∥著 短歌新聞社 1975 M911/ｽ/

668 山形県内における茂吉の歌どころ 鈴木 啓蔵∥著 短歌新聞社 1975 M911/ｽ/ ※

669 山形県内における茂吉の歌どころ 鈴木 啓蔵∥著 短歌新聞社 1975 M911/ｽ/ ※

670 山形県内詠作品集　４
齋藤茂吉記念館∥編
集

齋藤茂吉記念館 1992 M911/ｻ/ ※

671 山形県内詠作品集　５ 斎藤茂吉記念館 1993 M911/ｻ/ ※

672 山口茂吉 加藤 淑子∥著 みすず書房 1984 M911.1/ｶ/

673 山刀伐峠
齋藤茂吉記念館∥編
集

齋藤茂吉記念館 1998 M911.1/ﾅ/ ※

674 写真・白き山と最上川 小平 博之∥著・写真 講談社 1976
M911.162/

ｺ/

675 写真・白き山と最上川 小平 博之∥著・写真 講談社 1976
M911.162/

ｺ/

676 純愛三十年 齋藤 茂吉∥著者 折口書店 1954 M915.6/ｻ/ ※

677 書の歳時記 創刊第３号 日貿出版社∥編 日貿出版社 1987 M728// ※

678 書簡にみる斎藤茂吉 藤岡 武雄∥著 短歌新聞社 2002 M911.1/ﾌ/

679 書票　６ 佐々木 太道∥編輯 山形愛書クラブ 1966
M910.5/ｼ

/6

680 書票　６ 佐々木 太道∥編輯 山形愛書クラブ 1966
M910.5/ｼ

/6
※

681 書票　６ 佐々木 太道∥編輯 山形愛書クラブ 1966
M910.5/ｼ

/6
※

682 書票　６ 佐々木 太道∥編輯 山形愛書クラブ 1966
M910.5/ｼ

/6
※

683 女のはないき男のためいき 斎藤 茂太∥著 第三文明社 2003 M914.6/ｻ/

684 小園 斎藤 茂吉∥著 短歌新聞社 2005
M911.168/

ｻ/

685 小園 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1976 M911.1/ｻ/ ※

686 小園 斎藤 茂吉∥著 岩波書店 1949
M911.168/

ｻ/
※

687 小園 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1976 M911.1/ｻ/ ※

688 小歌論 齋藤 茂吉∥著 第一書房 1943 M911.1/ｻ/ ※

689 小歌論 齋藤 茂吉∥著 第一書房 1943 M911.1/ｻ/ ※

690 小国 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 19-- M911//
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691 小説斎藤茂吉 小山 栄雅∥著 檸檬新社 2007 M913.6/ｺ/

692 小説斎藤茂吉 小山 栄雅∥著 檸檬新社 2007 M913.6/ｺ/

693 少年茂吉 林谷 広∥著 短歌新聞社 2002 M911.1/ﾊ/

694 少年茂吉 林谷 広∥著 短歌新聞社 2002 M911.1/ﾊ/ ※

695 少年茂吉 林谷 広∥著 短歌新聞社 2002 M911.1/ﾊ/ ※

696 食をうたう 原田 信男∥著 岩波書店 2008 M911.0/ﾊ/

697 心のふるさと山形路 日本交通公社 1982 M291.2/ｺ/

698 心のふるさと山形路 日本交通公社 1982 M291.2/ｺ/

699 心のふるさと山形路 日本交通公社 1982 M291.2/ｺ/

700 心のふるさと山形路 日本交通公社 1982 M291.2/ｺ/

701 新しい短歌鑑賞　第2巻 晃洋書房 2008
M911.1/ｱ

/2

702
新選名著複刻全集近代文学館
〔１９〕

名著複刻全集編集委
員会∥編集

日本近代文学館 1982
M918.6/ｼ

/19
※

703 新潮日本文学アルバム １４ 新潮社 1985 M910/ｻ/

704 新論歌人茂吉 秋葉 四郎∥著 角川書店 2003
M911.162/

ｱ/

705 新論歌人茂吉 秋葉 四郎∥著 角川書店 2003
M911.162/

ｱ/

706 人間茂吉 下 真壁 仁∥著 三省堂 1967
M911.162/

ﾏ/

707 人間茂吉 下 真壁 仁∥著 三省堂 1967 M911.1/ﾏ/

708 人間茂吉 下 真壁 仁∥著 三省堂 1967
M911.1/ﾏ

/2
※

709 人間茂吉 下 真壁 仁∥著 三省堂 1967
M911.1/ﾏ

/2
※

710 人間茂吉 上 真壁 仁∥著 三省堂 1967 M911.1/ﾏ/

711 人間茂吉 上 真壁 仁∥著 三省堂 1967
M911.162/

ﾏ/

712 人間茂吉 上 真壁 仁∥著 三省堂 1967
M911.1/ﾏ

/1
※

713 人間茂吉 上 真壁 仁∥著 三省堂 1967
M911.1/ﾏ

/1
※

714 人間茂吉 上 真壁 仁∥著 三省堂 1967
M911.1/ﾏ

/1
※

715 人間茂吉 上 真壁 仁∥著 三省堂 1967
M911.1/ﾏ

/1
※

716 推すか敲くか 平柳 一夫∥著 碧天舎 2003 M911.1/ﾋ/

717 正岡子規 齋藤 茂吉∥著 創元社 1943 M911.3/ｻ/ ※

718 精神科医三代 斎藤 茂太∥著 中央公論社 1976
M911.162/

ｻ/

719 精神病医斎藤茂吉の生涯 岡田 靖雄∥著 思文閣出版 2000 M911.1/ｵ/

720 西山を歩む齋藤茂吉
[蔦谷  榮三∥絵・
文]

[蔦谷榮三] 2008 M911.1/ﾂ/ ※
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721 青年茂吉 北 杜夫∥著 岩波書店 1001 M911.1/ｷ/

722 石泉 斎藤 茂吉∥著 短歌新聞社 2006
M911.168/

ｻ/

723 石泉 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1951 M911.1/ｻ/ ※

724 赤光 斎藤 茂吉∥著 短歌新聞社 2005
M911.168/

ｻ/

725 赤光 改選 齋藤 茂吉∥著 春陽堂 1925 M911.1/ｻ/ ※

726 全国短歌コンクール入選作品集 斎藤茂吉記念館∥編 山形県 2013
M911.167/

ｾ/

727 全国短歌コンクール入選作品集 斎藤茂吉記念館∥編 山形県 2013
M911.167/

ｾ/
※

728 壮年茂吉 北 杜夫∥著 岩波書店 1993 M911.1/ｷ/

729 壮年茂吉 北 杜夫∥著 岩波書店 2001 M911.1/ｷ/

730 壮年茂吉 北 杜夫∥著 岩波書店 1993 M911.1/ｷ/

731 霜 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1951 M911.1/ｻ/ ※

732 霜 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1951 M911.1/ｻ/ ※

733 蔵王っ子茂吉せんせい 斎藤 幸郎∥著 斎藤 幸郎 2003
M911.162/

ｻ/

734 蔵王っ子茂吉せんせい 斎藤 幸郎∥著 斎藤 幸郎 2003
M911.162/

ｻ/

735 蔵王っ子茂吉せんせい 斎藤 幸郎∥著 斎藤 幸郎 2003
M911.162/

ｻ/
※

736 蔵王と茂吉のふるさと 読売新聞社 1978
M291.23/ｻ

/

737 蔵王と茂吉のふるさと 読売新聞社 1978
M291.23/ｻ

/

738 蔵王と茂吉のふるさと 読売新聞社 1978
M291.23/ｻ

/

739 蔵王と茂吉のふるさと 読売新聞社 1978
M291.23/ｻ

/

740 蔵王と茂吉のふるさと 読売新聞社 1978 M291.2/ｻ/

741 蔵王と茂吉のふるさと 読売新聞社 1978
M291.23/ｻ

/
※

742 蔵王晴 並木 一樹∥著者 1984 M911/ﾅ/

743 蔵王晴 並木 一樹∥著者 1984 M911/ﾅ/

744 続茂吉歳時記 高橋 光義∥著 短歌新聞社 1987
M911.1/ﾀ

/2

745
第二十五回記念茂吉忌合同歌会作
品集

茂吉忌合同歌会編集
委員会∥編

山形 山形県芸術文
化会議

1992 M911// ※

746 短歌と共に 柴生田 稔∥著 笠間書院 2004
M911.104/

ｼ/

747 短歌一家言 齋藤 茂吉∥著 斎藤書店 1947 M911.1/ｻ/ ※

748 短歌研究２０１２年４月号 短歌研究社 2012
M911.1/ﾀ
/2012.04

749 短歌写生の説 齋藤 茂吉∥著 鉄塔書院 1929 M911.1/ｻ/ ※

750 短歌写生の説 齋藤 茂吉∥著 鉄塔書院 1929 M911.1/ｻ/ ※
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751 短歌入門 齋藤 茂吉∥著 弘文堂書房 1970 M911/ｻ/ ※

752 中国三華 林谷 廣∥著 斎藤茂吉研究会 1992 M911/ﾊ/

753 中国三華 林谷 廣∥著 斎藤茂吉研究会 1992 M911/ﾊ/ ※

754 中野重治の茂吉ノオト 満田 郁夫∥著 童牛社 1984 M911.1/ﾐ/

755 長崎の茂吉 北村 謙次郎∥著 皆美社 1972 M913.6/ｷ/

756 長塚節研究 下 齋藤 茂吉∥編 筑摩書房 1944
M910.2/ﾅ

/2
※

757 長塚節研究 上 齋藤 茂吉∥編 筑摩書房 1944
M910.2/ﾅ

/1
※

758 追慕 第８集
齋藤茂吉生誕百年記
念歌集「追慕」編集
委員∥著者

上山市立斎藤茂吉
記念館

1982 M911/ﾂ/

759 追慕 第８集
齋藤茂吉生誕百年記
念歌集「追慕」編集
委員∥著者

上山市立斎藤茂吉
記念館

1982 M911/ﾂ/

760 追慕 第８集
齋藤茂吉生誕百年記
念歌集「追慕」編集
委員∥著者

上山市立斎藤茂吉
記念館

1982 M911/ﾂ/

761 追慕 第８集
齋藤茂吉生誕百年記
念歌集「追慕」編集
委員∥著者

上山市立斎藤茂吉
記念館

1982 M911/ﾂ/

762 追慕 第８集
齋藤茂吉生誕百年記
念歌集「追慕」編集
委員∥著者

上山市立斎藤茂吉
記念館

1982 M911/ﾂ/ ※

763 追慕 第８集
齋藤茂吉生誕百年記
念歌集「追慕」編集
委員∥著者

上山市立斎藤茂吉
記念館

1982 M911/ﾂ/ ※

764 定家・迢空・茂吉 太田 一郎∥著 創樹社 1979 M911.0/ｵ/

765 定本 人間茂吉 真壁 仁∥著 三省堂 1976 M911.1/ﾏ/ ※

766 定本 人間茂吉 真壁 仁∥著 三省堂 1976 M911.1/ﾏ/ ※

767 都雅の歌人 中嶋 真二∥著 中嶋真二 1995
M911.162/

ﾅ/

768
土屋文明・五味保義・吉田正俊作
品集

齋藤茂吉記念館∥編 齋藤茂吉記念館 1991 M911/ｻ/ ※

769 東北の秘郷 上山・楢下宿 サンケイ出版 1981 M291.2/ﾄ/

770 東北の秘郷 上山・楢下宿 サンケイ出版 1981 M291.2/ﾄ/

771 東北の秘郷 上山・楢下宿 サンケイ出版 1981 M291.2/ﾄ/

772 東北の秘郷 上山・楢下宿 サンケイ出版 1981 M291.2/ﾄ/

773 東北の秘郷 上山・楢下宿 サンケイ出版 1981 M291.2/ﾄ/

774 湯殿の山 齋藤茂吉記念館∥編 齋藤茂吉記念館 1989 M911/ｻ/ ※

775 童牛 小谷 心太郎∥編者 童牛発行所 1970 M910/ｺ/

776 童牛漫語 齋藤 茂吉∥著 斎藤書店 1947 M911.1/ｻ/ ※

777 童牛漫語 齋藤 茂吉∥著 斎藤書店 1947 M911.1/ｻ/ ※

778 童馬山房随聞 佐藤 佐太郎∥著 岩波書店 1976 M911.1/ｻ/

779 童馬山房夜話 第１ 齋藤 茂吉∥著 八雲書店 1944
M911.0/ｻ

/1
※

780 童馬山房夜話 第１ 齋藤 茂吉∥著 八雲書店 1944
M911.0/ｻ

/1
※
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781 童馬山房夜話 第２ 齋藤 茂吉∥著 八雲書店 1944
M911.0/ｻ

/2
※

782 童馬山房夜話 第２ 齋藤 茂吉∥著 八雲書店 1944
M911.0/ｻ

/2
※

783 童馬山房夜話 第３ 齋藤 茂吉∥著 八雲書店 1946
M911.0/ｻ

/3
※

784 童馬山房夜話 第３ 齋藤 茂吉∥著 八雲書店 1946 M911.0/ｻ/ ※

785 童馬山房夜話 第３ 齋藤 茂吉∥著 八雲書店 1946
M911.0/ｻ

/3
※

786 童馬山房夜話 第４ 齋藤 茂吉∥著 八雲書店 1946
M911.0/ｻ

/4
※

787 童馬山房夜話 第４ 齋藤 茂吉∥著 八雲書店 1946
M911.0/ｻ

/4
※

788 童馬山房夜話 第４ 齋藤 茂吉∥著 八雲書店 1946
M911.0/ｻ

/4
※

789 童馬漫語 ５版 齋藤 茂吉∥著 春陽堂 1919 M911.1/ｻ/ ※

790 童馬漫語 ５版 齋藤 茂吉∥著 春陽堂 1919 M911.1/ｻ/ ※

791 日本の詩歌 ８ 中央公論社 1968
M911.0/ﾆ

/8

792 日本の詩歌 ８ 新訂版 中央公論社 1978
M911.0/ﾆ

/8

793 日本近代短歌史の構築 太田 登∥著 八木書店 2006
M911.16/ｵ

/

794 日本近代文学大系４３ 角川書店 1970
M918.6/ﾆ

/43

795 日本近代文学大系４３ 角川書店 1970
M918.6/ﾆ

/43

796 年譜 斎藤茂吉伝 藤岡 武雄∥著 沖積舎 1992 M911.1/ﾌ/

797 年譜 斎藤茂吉伝 藤岡 武雄∥著 図書新聞社 1967 M911.1/ﾌ/ ※

798 年譜 斎藤茂吉伝 新訂版 藤岡 武雄∥著 沖積舎 1982 M911.1/ﾌ/

799 念珠集 斎藤 茂吉∥〔著〕 講談社 2004 M914.6/ｻ/

800 念珠集 齋藤 茂吉∥著 鉄塔書院 1930 M914.6/ｻ/ ※

801 念珠集 齋藤 茂吉∥著 鉄塔書院 1930 M914.6/ｻ/ ※

802 納豆主義の生き方 斎藤 茂太∥著 創森社 2003 M619.6/ｻ/

803 芭蕉と茂吉の山河 皆川 盤水∥著 東京新聞出版局 2000 M911.3/ﾐ/

804 馬酔木の花 齋藤茂吉記念館∥編 齋藤茂吉記念館 1984 M911//

805 白き山 斎藤 茂吉∥著 短歌新聞社 2005
M911.168/

ｻ/

806 白き山 齋藤 茂吉∥著 中央公論美術出版 1977 M911// ※

807 白き山 齋藤 茂吉∥著 中央公論美術出版 1977 M911// ※

808 白き山 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1949 M911.1/ｻ/ ※

809 白き山 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1949 M911.1/ｻ/ ※

810 白き山研究 山形国語の会∥編著 右文書院 1969 M911.1/ｼ/
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811 白き山研究 山形国語の会∥編著 右文書院 1969 M911.1/ｼ/ ※

812 白き山研究 補訂版 扇畑 忠雄∥監修 短歌新聞社 1969
M911.162/

/
※

813 白秋と茂吉 飯島 耕一∥〔著〕 みすず書房 2003 M911.5/ｲ/

814 白桃 斎藤 茂吉∥著 短歌新聞社 2006
M911.168/

ｻ/

815 白桃 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1942 M911.1/ｻ/ ※

816 百味 ２０００ ７月号
東京有名百味会∥編
者

東京有名百味会 2000 M051/ﾋ/

817 百味 ２０００ ７月号
東京有名百味会∥編
者

東京有名百味会 2000 M051/ﾋ/

818 百味 ２０００ ７月号
東京有名百味会∥編
者

東京有名百味会 2000 M051/ﾋ/ ※

819 評伝斉藤茂吉 藤岡 武雄∥著 桜楓社 1972 M911.1/ﾌ/ ※

820 評伝中村憲吉 藤原 勇次∥著 青磁社 2008 M911.1/ﾌ/

821 不可解ゆゑに我愛す 塚本 邦雄∥著 花曜社 1991 M911.1/ﾂ/

822 不断経 改訂 齋藤 茂吉∥著 書物展望社 1940 M914.6/ｻ/ ※

823 文学直路 齋藤 茂吉∥著 青磁社 1946 M914.6/ｻ/ ※

824 文献 茂吉と鰻 林谷 広∥著 短歌新聞社 1981 M911.1/ﾊ/

825 文献 茂吉と鰻 林谷 広∥著 短歌新聞社 1981 M911.1/ﾊ/ ※

826 文献 茂吉と鰻 林谷 広∥著 短歌新聞社 1981 M911.1/ﾊ/ ※

827 文献 茂吉と鰻 林谷 広∥著 短歌新聞社 1981
M911.162/

ﾊ/
※

828 文殊谷 齋藤茂吉記念館∥編 加藤印刷 1987 M911/ｻ/ ※

829 遍歴 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1948 M911.1/ｻ/ ※

830 遍歴 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1948 M911.1/ｻ/ ※

831 母の影 北 杜夫∥著 新潮社 1994 M913.6/ｷ/

832 萌黄の頃 上山市∥編 上山市 1983 M911/ｻ/ ※

833 墨１７号 小針 代助∥編 芸術新聞社 1979 M911/ｽ/ ※

834 墨１７号 小針 代助∥編 芸術新聞社 1979 M911// ※

835
没後三十周年斎藤茂吉遺慕歌集第
９集

齋藤茂吉追慕歌集編
集委員会∥編

上山市 1983 M911// ※

836 万葉の歌境 齋藤 茂吉∥著 青磁社 1947 M911.1/ｻ/ ※

837 万葉集研究 下 齋藤 茂吉∥編 岩波書店 1981
M911.1/ﾏ

/2
※

838 万葉集研究 上 齋藤 茂吉∥編 岩波書店 1981
M911.1/ﾏ

/1
※

839
名著複刻全集 近代文学館 〔４
２〕

名著複刻全集近代文
学館編集委員会∥編
集

日本近代文学館 1968 M918.6/ｻ/ ※

840 明治大正短歌史 齋藤 茂吉∥著 中央公論社 1970 M911.1/ｻ/ ※
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841 明治大正短歌史 続 齋藤 茂吉∥著 中央公論社 1970
M911.1/ｻ

/2
※

842 茂吉 幻の歌集『萬軍』 秋葉 四郎∥編著 岩波書店 2012 M911.1/ｱ/

843 茂吉 幻の歌集『萬軍』 秋葉 四郎∥編著 岩波書店 2012 M911.1/ｱ/

844 茂吉・光太郎の戦後 大島 徳丸∥著 清水弘文堂 1979 M911.0/ｵ/

845 茂吉とその秀歌 結城 哀草果∥著 中央企画社 1972 M911.1/ﾕ/

846 茂吉とその秀歌 結城 哀草果∥著 中央企画社 1972 M911.1/ﾕ/ ※

847 茂吉と鴎外、そして仁，恒 杉沼 永一∥著者
山形 山形Ｂｉｂｌ
ｉａの会

1995 M911/ｽ/ ※

848 茂吉と吾妻
高湯温泉観光協会∥
再編集

高湯温泉観光協会 2006 M911.1/ﾓ/ ※

849 茂吉と吾妻
高湯温泉観光協会∥
再編集

高湯温泉観光協会 2006 M911.1/ﾓ/ ※

850 茂吉と山形 鈴木 啓蔵∥著 短歌新聞社 1975 M911/ｽ/

851 茂吉と山形 鈴木 啓蔵∥著 短歌新聞社 1975 M911/ｽ/

852 茂吉と山形 鈴木 啓蔵∥著 上山市 1982 M911// ※

853 茂吉と上ノ山 鈴木 啓蔵∥著 山塊発行所 1958 M911// ※

854 茂吉と上山 鈴木 啓蔵∥編 1958
M911.162/

ﾓ/
※

855 茂吉と上山 補訂 鈴木 啓蔵∥著 茂吉と上山刊行会 1981 M911.1/ｽ/

856 茂吉と上山 補訂 鈴木 啓蔵∥著 茂吉と上山刊行会 1981 M911.1/ｽ/

857 茂吉と上山 補訂 鈴木 啓蔵∥著 茂吉と上山刊行会 1981 M911.1/ｽ/

858 茂吉と上山 補訂 鈴木 啓蔵∥著 茂吉と上山刊行会 1981 M911.1/ｽ/

859 茂吉と上山 補訂 鈴木 啓蔵∥著 茂吉と上山刊行会 1981 M911.1/ｽ/

860 茂吉と上山 補訂 鈴木 啓蔵∥著 茂吉と上山刊行会 1981 M911.1/ｽ/

861 茂吉と上山 補訂 鈴木 啓蔵∥著 茂吉と上山刊行会 1981 M911.1/ｽ/ ※

862 茂吉と信濃 松本 武∥著者 石川書房 1997 M911/ﾏ/

863 茂吉のふるさと金瓶
金瓶学校保存会∥制
作

金瓶学校保存会
金瓶学校
保存会∥

制作
864 茂吉の歌 岡井 隆∥著 創樹社 1974 M911.1/ｵ/

865 茂吉の歌私記 岡井 隆∥著 創樹社 1973 M911.1/ｵ/

866 茂吉の山河 塚本 邦雄∥監修 求竜堂 2003
M911.162/

ﾓ/

867 茂吉の山河 塚本 邦雄∥監修 求竜堂 2003
M911.162/

ﾓ/
※

868 茂吉の周辺 斎藤 茂太∥〔著〕 毎日新聞社 1978 M911.1/ｻ/

869 茂吉の足あと 鈴木 啓蔵∥著 短歌新聞社 1984 M911.1/ｽ/

870 茂吉の足あと 鈴木 啓蔵∥著 短歌新聞社 1974 M911.1/ｽ/
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871 茂吉の足あと 鈴木 啓蔵∥著 短歌新聞社 1974 M911.1/ｽ/ ※

872 茂吉の足あと 鈴木 啓蔵∥著 短歌新聞社 1974 M911.1/ｽ/ ※

873 茂吉の体臭 斎藤 茂太∥著 岩波書店 1964 M911/ｻ/

874 茂吉の体臭 斎藤 茂太∥著 岩波書店 2000 M911.1/ｻ/

875 茂吉の体臭 斎藤 茂太∥著 岩波書店 1967 M911.1/ｻ/ ※

876 茂吉の短歌を読む 岡井 隆∥著 岩波書店 1995 M911.1/ｵ/

877 茂吉の短歌を読む 岡井 隆∥著 岩波書店 1995 M911.1/ｵ/

878 茂吉の方法 玉城 徹∥著 清水弘文堂 1979 M911.1/ﾀ/

879 茂吉の方法 玉城 徹∥著 清水弘文堂 1979 M911.1/ﾀ/

880 茂吉ゆかりの地を訪ねる旅
齋藤茂吉記念館∥編
者

齋藤茂吉記念館 2000 M911/ｻ/

881 茂吉ゆかりの地を訪ねる旅
齋藤茂吉記念館∥編
者

齋藤茂吉記念館 2000 M911/ｻ/ ※

882 茂吉を語る 上山市∥編 上山市 1981 M911/ﾓ/

883 茂吉を語る 上山市∥編 上山市 1981 M911/ﾓ/ ※

884 茂吉を語る 上山市∥編 上山市 1981 M911/ﾓ/ ※

885 茂吉を語る 上山市∥編 上山市 1981 M911/ﾓ/ ※

886 茂吉を語る 上山市∥編 上山市 1981 M911/ﾓ/ ※

887 茂吉を辿る道
山形県村山総合支庁
∥編集

山形県村山総合支
庁

2003 M911.1/ﾓ/

888 茂吉を辿る道
山形県村山総合支庁
∥編集

山形県村山総合支
庁

2003 M911.1/ﾓ/

889 茂吉を辿る道
山形県村山総合支庁
∥編集

山形県村山総合支
庁

2003 M911.1/ﾓ/ ※

890 茂吉を読む 小松原 千里∥著 短歌新聞社 2000 M911.1/ｺ/

891 茂吉を読む 小池 光∥著 五柳書院 2003 M911.1/ｺ/

892 茂吉一代記 藤岡 武雄∥著 短歌研究社 2002 M911.1/ﾌ/

893 茂吉一面 瀬戸 由雄∥著 近代文芸社 1984 M911.1/ｾ/

894 茂吉遠望 本林 勝夫∥著 短歌新聞社 1996
M911.162/

ﾓ/

895 茂吉解説 佐藤 佐太郎∥著 弥生書房 1977 M911.1/ｻ/

896 茂吉覚書 佐藤 通雅∥著 青磁社 2009
M911.162/

ｻ/

897 茂吉忌合同歌会詠草第２７回 齋藤茂吉記念館∥編 齋藤茂吉記念館 1994 M911//

898 茂吉忌合同歌会詠草第２８回
山形県芸術文化会議
∥ほか編

山形 山形県芸術文
化会議

1995 M911//

899 茂吉忌合同歌会詠草第３２回
山形県芸術文化会議
∥ほか編

山形 山形県芸術文
化会議

1996 M911/ﾓ/

900 茂吉忌合同歌会詠草第３２回
山形県芸術文化会議
∥ほか編

山形 山形県芸術文
化会議

1999 M911/ﾓ/
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901
茂吉忌合同歌会作品集第３０回記
念

茂吉忌合同歌会事務
局∥編集者

1997 M911/ﾓ/ ※

902
茂吉忌合同歌会作品集第３０回記
念

茂吉忌合同歌会事務
局∥編集者

1997 M911/ﾓ/ ※

903 茂吉忌合同歌会作品集第３３回
茂吉忌合同歌会事務
局∥編集者

2000 M911/ﾓ/

904 茂吉忌合同歌会作品集第３４回
茂吉忌合同歌会事務
局∥編集者

2001 M911/ﾓ/ ※

905 茂吉忌合同歌会作品集第３５回
茂吉忌合同歌会事務
局∥編集者

2002 M911/ﾓ/ ※

906 茂吉忌合同歌会作品集第３６回
茂吉忌合同歌会事務
局∥編集者

茂吉忌合同歌会事
務局

2003 M911/ﾓ/

907 茂吉忌合同歌会作品集第３６回
茂吉忌合同歌会事務
局∥編集者

茂吉忌合同歌会事
務局

2003 M911/ﾓ/ ※

908 茂吉忌合同歌会作品集第３７回
茂吉忌合同歌会事務
局∥編集者

茂吉忌合同歌会事
務局

2004
M911.1/ﾓ

/37

909 茂吉忌合同歌会作品集第３７回
茂吉忌合同歌会事務
局∥編集者

茂吉忌合同歌会事
務局

2004
M911.1/ﾓ

/37
※

910 茂吉忌合同歌会作品集第３８回
茂吉忌合同歌会事務
局∥編集者

茂吉忌合同歌会事
務局

2005
M911.1/ﾓ

/38

911 茂吉忌合同歌会作品集第３８回
茂吉忌合同歌会事務
局∥編集者

茂吉忌合同歌会事
務局

2005
M911.1/ﾓ

/38
※

912 茂吉忌合同歌会作品集第３９回
茂吉忌合同歌会事務
局∥編集者

茂吉忌合同歌会事
務局

2006
M911.1/ﾓ

/39

913 茂吉忌合同歌会作品集第３９回
茂吉忌合同歌会事務
局∥編集者

茂吉忌合同歌会事
務局

2006
M911.1/ﾓ

/39
※

914 茂吉忌合同歌会作品集第４０回
茂吉忌合同歌会事務
局∥編集者

茂吉忌合同歌会事
務局

2007
M911.1/ﾓ

/40

915 茂吉忌合同歌会作品集第４０回
茂吉忌合同歌会事務
局∥編集者

茂吉忌合同歌会事
務局

2007
M911.1/ﾓ

/40
※

916 茂吉忌合同歌会作品集第４１回
茂吉忌合同歌会事務
局∥編集者

茂吉忌合同歌会事
務局

2008
M911.1/ﾓ

/41

917 茂吉忌合同歌会作品集第４１回
茂吉忌合同歌会事務
局∥編集者

茂吉忌合同歌会事
務局

2008
M911.1/ﾓ

/41
※

918 茂吉忌合同歌会作品集第４２回
茂吉忌合同歌会事務
局∥編集者

茂吉忌合同歌会事
務局

2009
M911.1/ﾓ

/42

919 茂吉忌合同歌会作品集第４２回
茂吉忌合同歌会事務
局∥編集者

茂吉忌合同歌会事
務局

2009
M911.1/ﾓ

/42
※

920 茂吉忌合同歌会作品集第４３回
茂吉忌合同歌会事務
局∥編集者

茂吉忌合同歌会事
務局

2010
M911.1/ﾓ

/43

921 茂吉忌合同歌会作品集第４３回
茂吉忌合同歌会事務
局∥編集者

茂吉忌合同歌会事
務局

2010
M911.1/ﾓ

/43

922 茂吉忌合同歌会作品集第４３回
茂吉忌合同歌会事務
局∥編集者

茂吉忌合同歌会事
務局

2020
M911.1/ﾓ

/43
※

923 茂吉忌合同歌会作品集第４４回
茂吉忌合同歌会事務
局∥編集者

茂吉忌合同歌会事
務局

2011
M911.1/ﾓ

/44
※

924 茂吉忌合同歌会作品集第４５回
茂吉忌合同歌会事務
局∥編集者

茂吉忌合同歌会事
務局

2012
M911.1/ﾓ

/45

925 茂吉忌合同歌会作品集第４５回
茂吉忌合同歌会事務
局∥編集者

茂吉忌合同歌会事
務局

2012
M911.1/ﾓ

/45

926 茂吉忌合同歌会作品集第４５回
茂吉忌合同歌会事務
局∥編集者

茂吉忌合同歌会事
務局

2012
M911.1/ﾓ

/45
※

927 茂吉忌合同歌会作品集第４６回
茂吉忌合同歌会事務
局∥編

茂吉忌合同歌会事
務局

2013
M911.1/ﾓ

/46

928 茂吉忌合同歌会作品集第４６回
茂吉忌合同歌会事務
局∥編

茂吉忌合同歌会事
務局

2013
M911.1/ﾓ

/46

929 茂吉忌合同歌会作品集第４６回
茂吉忌合同歌会事務
局∥編

茂吉忌合同歌会事
務局

2013
M911.1/ﾓ

/46
※

930 茂吉忌合同歌会作品集第４７回
茂吉忌合同歌会事務
局∥編

茂吉忌合同歌会事
務局

2014
M911.1/ﾓ

/47
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931 茂吉忌合同歌会作品集第４７回
茂吉忌合同歌会事務
局∥編

茂吉忌合同歌会事
務局

2014
M911.1/ﾓ

/47
※

932 茂吉忌合同歌会作品集第４８回
茂吉忌合同歌会事務
局∥編

茂吉忌合同歌会事
務局

2015
M911.1/ﾓ

/48
※

933 茂吉忌合同歌会作品集第４９回
茂吉忌合同歌会事務
局∥編

茂吉忌合同歌会事
務局

2016
M911.1/ﾓ

/49

934 茂吉忌合同歌会作品集第４９回
茂吉忌合同歌会事務
局∥編

茂吉忌合同歌会事
務局

2016
M911.1/ﾓ

/49
※

935 茂吉記念館叢書 第２編 齋藤茂吉記念館∥編 齋藤茂吉記念館 1991 M911/ｻ/ ※

936 茂吉形影 加藤 淑子∥著 幻戯書房 2007 M911.1/ｶ/

937 茂吉研究随稿 林谷 広∥著 短歌新聞社 1985 M911.1/ﾊ/

938 茂吉研究随稿 林谷 広∥著 短歌新聞社 1985 M911.1/ﾊ/ ※

939 茂吉再生
神奈川文学振興会∥
編

県立神奈川近代文学館・
神奈川文学振興会 2012

M911.162/
ﾓ/

940 茂吉再生
神奈川文学振興会∥
編

県立神奈川近代文学館・
神奈川文学振興会 2012

M911.162/
ﾓ/

※

941 茂吉歳時記 高橋 光義∥著 短歌新聞社 1984 M911.1/ﾀ/

942 茂吉歳時記 高橋 光義∥著 短歌新聞社 1984 M911.1/ﾀ/

943 茂吉歳時記 高橋 光義∥著 短歌新聞社 1984 M911.1/ﾀ/

944 茂吉歳時記続々 高橋 光義∥著 短歌新聞社 1996
M911.162/

ﾀ/3

945 茂吉死後 近藤 芳美∥著 短歌新聞社 1969 M911.1/ｺ/

946 茂吉写生説の構造 写生語義篇 宇沢 甚吾∥著 東出版 1962 M911.1/ｳ/ ※

947 茂吉秀詠 山形新聞社∥編 深夜叢書社 1982 M911.1/ﾓ/

948 茂吉秀詠 山形新聞社∥編 深夜叢書社 1982
M911.162/

ﾓ/

949 茂吉秀詠 山形新聞社∥編 深夜叢書社 1982 M911.1/ﾓ/ ※

950 茂吉秀歌 塚本 邦雄∥〔著〕 文芸春秋 1978 M911.1/ﾂ/

951 茂吉秀歌 塚本 邦雄∥著 文芸春秋 1985 M911.1/ﾂ/

952 茂吉秀歌 塚本 邦雄∥著 文芸春秋 1978 M911.1/ﾂ/

953 茂吉秀歌 塚本 邦雄∥著 文芸春秋 1981 M911.1/ﾂ/

954 茂吉秀歌 下巻 佐藤 佐太郎∥著 岩波書店 1978
M911.1/ｻ

/2
※

955 茂吉秀歌 上巻 佐藤 佐太郎∥著 岩波書店 1978
M911.1/ｻ

/1
※

956 茂吉随聞 下巻 田中 隆尚∥著 筑摩書房 1975
M911.1/ﾀ

/2

957 茂吉随聞 下巻 田中 隆尚∥著 筑摩書房 1960
M911.1/ﾀ

/2
※

958 茂吉随聞 下巻 田中 隆尚∥著 筑摩書房 1960
M911.1/ﾀ

/2
※

959 茂吉随聞 上巻 田中 隆尚∥著 筑摩書房 1975
M911.1/ﾀ

/1

960 茂吉随聞 上巻 田中 隆尚∥著 筑摩書房 1960
M911.1/ﾀ

/1
※
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961 茂吉随聞 上巻 田中 隆尚∥著 筑摩書房 1960
M911.1/ﾀ

/1
※

962 茂吉随聞 別巻 田中 隆尚∥著 筑摩書房 1961
M911.1/ﾀ

/3
※

963 茂吉随聞 別巻 田中 隆尚∥著 筑摩書房 1961
M911.1/ﾀ

/3
※

964 茂吉探訪 山上 次郎∥著 古川書房 1973 M911.1/ﾔ/

965 茂吉探訪 山上 次郎∥著 古川書房 1973 M911.1/ﾔ/

966 茂吉短歌の諸相 高橋 宗伸∥著 短歌新聞社 1993 M911/ﾀ/

967 茂吉短歌の諸相 高橋 宗伸∥著 短歌新聞社 1993 M911/ﾀ/

968 茂吉短歌の諸相　続 高橋 宗伸∥著 短歌新聞社 2002
M911.162/

ﾀ/2

969 茂吉短歌ポスト作品集第１０集 齋藤茂吉記念館∥編 齋藤茂吉記念館 1986 M911/ﾓ/10 ※

970 茂吉短歌ポスト作品集第１１集 齋藤茂吉記念館∥編 齋藤茂吉記念館 1987 M911/ﾓ/11 ※

971 茂吉短歌ポスト作品集第１２集 齋藤茂吉記念館∥編 齋藤茂吉記念館 1988 M911/ﾓ/12 ※

972 茂吉短歌ポスト作品集第１３集 齋藤茂吉記念館∥編 齋藤茂吉記念館 1989 M911/ﾓ/13 ※

973 茂吉短歌ポスト作品集第１４集 齋藤茂吉記念館∥編 齋藤茂吉記念館 1990 M911/ﾓ/14 ※

974 茂吉短歌ポスト作品集第１５集
斎藤茂吉記念館∥編
集

斎藤茂吉記念館 1992 M911/ﾓ/15 ※

975 茂吉短歌ポスト作品集第１６集 斎藤茂吉記念館∥編 斎藤茂吉記念館 2006 M911/ﾓ/16 ※

976 茂吉短歌ポスト作品集第１７集 斎藤茂吉記念館∥編 斎藤茂吉記念館 2007 M911/ｻ/17 ※

977 茂吉短歌ポスト作品集第１８集 斎藤茂吉記念館∥編 斎藤茂吉記念館 2008 M911/ﾓ/18

978 茂吉短歌ポスト作品集第１８集 斎藤茂吉記念館∥編 斎藤茂吉記念館 2008 M911/ﾓ/18 ※

979 茂吉短歌ポスト作品集第１９集 斎藤茂吉記念館∥編 斎藤茂吉記念館 2009 M911/ﾓ/19

980 茂吉短歌ポスト作品集第１９集 斎藤茂吉記念館∥編 斎藤茂吉記念館 2009 M911/ﾓ/19 ※

981 茂吉短歌ポスト作品集第１集 齋藤茂吉記念館∥編 齋藤茂吉記念館 1977 M911/ﾓ/1 ※

982 茂吉短歌ポスト作品集第２０集 斎藤茂吉記念館∥編 斎藤茂吉記念館 2010 M911/ﾓ/20

983 茂吉短歌ポスト作品集第２０集 斎藤茂吉記念館∥編 斎藤茂吉記念館 2010 M911/ﾓ/20 ※

984 茂吉短歌ポスト作品集第２１集 斎藤茂吉記念館∥編 斎藤茂吉記念館 2011 M911/ﾓ/22

985 茂吉短歌ポスト作品集第２１集 斎藤茂吉記念館∥編 斎藤茂吉記念館 2011 M911/ﾓ/22 ※

986 茂吉短歌ポスト作品集第２３集 斎藤茂吉記念館∥編 斎藤茂吉記念館 2015 M911/ﾓ/

987 茂吉短歌ポスト作品集第２３集 斎藤茂吉記念館∥編 斎藤茂吉記念館 2015 M911/ﾓ/ ※

988 茂吉短歌ポスト作品集第２４集 斎藤茂吉記念館∥編 斎藤茂吉記念館 2016 M911/ﾓ/24 ※

989 茂吉短歌ポスト作品集第２集 齋藤茂吉記念館∥編 齋藤茂吉記念館 1978 M911/ﾓ/2 ※

990 茂吉短歌ポスト作品集第３集 齋藤茂吉記念館∥編 齋藤茂吉記念館 1979 M911/ﾓ/3
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991 茂吉短歌ポスト作品集第３集 齋藤茂吉記念館∥編 齋藤茂吉記念館 1979 M911/ﾓ/3 ※

992 茂吉短歌ポスト作品集第４集 齋藤茂吉記念館∥編 齋藤茂吉記念館 1980 M911/ﾓ/4 ※

993 茂吉短歌ポスト作品集第５集 斎藤茂吉記念館∥編 斎藤茂吉記念館 1981 M911/ﾓ/5 ※

994 茂吉短歌ポスト作品集第６集 齋藤茂吉記念館∥編 齋藤茂吉記念館 1982 M911/ﾓ/6 ※

995 茂吉短歌ポスト作品集第７集 齋藤茂吉記念館∥編 齋藤茂吉記念館 1983 M911/ﾓ/7

996 茂吉短歌ポスト作品集第７集 齋藤茂吉記念館∥編 齋藤茂吉記念館 1983 M911/ﾓ/7 ※

997 茂吉短歌ポスト作品集第８集 齋藤茂吉記念館∥編 齋藤茂吉記念館 1984 M911/ﾓ/8 ※

998 茂吉短歌ポスト作品集第９集 齋藤茂吉記念館∥編 齋藤茂吉記念館 1985 M911/ﾓ/9 ※

999 茂吉短歌考１ 青山 星三∥著 桜楓社 1985
M911.1/ｱ

/1

1000 茂吉短歌考１ 青山 星三∥著 桜楓社 1985
M911.1/ｱ

/1

1001 茂吉短歌考２ 青山 星三∥著 桜楓社 1985
M911.162/

ｱ/

1002 茂吉短歌考３ 青山 星三∥著 桜楓社 1985
M911.1/ｱ

/3

1003 茂吉短歌考３ 青山 星三∥著 桜楓社 1985
M911.1/ｱ

/3

1004 茂吉短歌考４ 青山 星三∥著 桜楓社 1985
M911.162/

ｱ/

1005 茂吉短歌表現考 高橋 宗伸∥著 短歌新聞社 2002
M911.162/

ﾀ/

1006 茂吉追慕 林谷 廣∥著者 東京四季出版 1995 M911.1/ﾊ/

1007 茂吉追慕 林谷 廣∥著者 東京四季出版 1995 M911.1/ﾊ/

1008 茂吉追慕 林谷 廣∥著者 東京四季出版 1995
M911.162/

ﾊ/
※

1009 茂吉追慕 林谷 廣∥著者 東京四季出版 1995
M911.162/

ﾊ/
※

1010 茂吉晩年 北 杜夫∥著 岩波書店 1998 M911.1/ｷ/

1011 茂吉晩年 北 杜夫∥著 岩波書店 2001 M911.1/ｷ/

1012 茂吉晩年 上田 三四二∥著 弥生書房 1988 M911.1/ｳ/

1013 茂吉百話 鈴木 啓蔵∥著 短歌新聞社 1987
M911.162/

ｽ/

1014 茂吉百話 鈴木 啓蔵∥著 短歌新聞社 1987 M911.1/ｽ/

1015 茂吉百話 鈴木 啓蔵∥著 短歌新聞社 1987 M911.1/ｽ/

1016 茂吉百話 鈴木 啓蔵∥著 短歌新聞社 1987 M911.1/ｽ/ ※

1017 茂吉評伝 藤岡 武雄∥著 桜楓社 1989 M911.1/ﾌ/

1018 茂吉名歌の背景 中村 憲雄∥著 古川書房 1978 M911.1/ﾅ/

1019 茂吉名歌の背景 中村 憲雄∥著 古川書房 1978 M911.1/ﾅ/

1020 茂吉彷徨 北 杜夫∥著 岩波書店 2001 M911.1/ｷ/
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1021 茂吉彷徨 北 杜夫∥著 岩波書店 1996 M911.1/ｷ/

1022 茂吉彷徨 北 杜夫∥著 岩波書店 1996 M911.1/ｷ/

1023 遥かなる斎藤茂吉 岡井 隆∥著 思潮社 1979 M911.1/ｵ/

1024 遥かなる斎藤茂吉 岡井 隆∥著 思潮社 1979 M911.1/ｵ/

1025 連山 齋藤 茂吉∥著 岩波書店 1950 M911.1/ｻ/ ※

1026 論集長塚節 １ 長塚節研究会∥編 教育出版センター 1971
M910.2/ﾛ

/1

1027 佛の山 齋藤茂吉記念館∥編 齋藤茂吉記念館 1993 M911/ｻ/ ※

1028 抒情の行程 梶木 剛∥著 短歌新聞社 1999 M911.1/ｶ/

1029 淺山 齋藤茂吉記念館∥編 齋藤茂吉記念館 1992 M911/ｻ/ ※

1030 齋藤茂吉
港区立港郷土資料館
∥編

港区立港郷土資料
館

2010
M911.162/

ｻ/
※

1031 齋藤茂吉
港区立港郷土資料館
∥編

港区立港郷土資料
館

2010
M911.162/

ｻ/
※

1032 齋藤茂吉
港区立港郷土資料館
∥編

港区立港郷土資料
館

2010
M911.162/

ｻ/
※

1033 齋藤茂吉と『楡家の人びと』展 世田谷文学館∥編 世田谷文学館 2012
M911.162/

ｻ/

1034 齋藤茂吉とふるさと 蔦谷  榮三∥著 蔦谷榮三
出版年不

明
M911.1/ﾂ/ ※

1035 齋藤茂吉のふるさと金瓶 金瓶学校保存会∥編 金瓶学校保存会 2011 M911.1/ｻ/ ※

1036 齋藤茂吉の生涯 蔦谷 榮三∥編者 上山市 2002
M911.162/

ﾂ/

1037 齋藤茂吉の生涯 蔦谷 榮三∥編者 上山市 2002
M911.162/

ﾂ/

1038 齋藤茂吉の生涯 蔦谷 榮三∥編者 上山市 2002
M911.162/

ﾂ/

1039 齋藤茂吉の生涯 蔦谷 榮三∥編者 上山市 2002
M911.162/

ﾂ/

1040 齋藤茂吉の生涯 蔦谷 榮三∥編者 上山市 2002
M911.162/

ﾂ/
※

1041 齋藤茂吉の生涯 蔦谷 榮三∥編者 上山市 2002
M911.162/

ﾂ/
※

1042 齋藤茂吉の添削と批評 鹿児島 寿蔵∥著者 齋藤茂吉記念館 1987 M911/ｶ/

1043 齋藤茂吉記念館 齋藤茂吉記念館∥編 齋藤茂吉記念館 2002 M069.8/ｻ/ ※

1044 齋藤茂吉記念館建設実行委員会誌
齋藤茂吉記念館∥編
集

齋藤茂吉記念館 1984 M069.2/ｻ/

1045 齋藤茂吉記念館建設実行委員会誌
齋藤茂吉記念館∥編
集

齋藤茂吉記念館 1984 M069.2/ｻ/

1046 齋藤茂吉記念館建設実行委員会誌
齋藤茂吉記念館∥編
集

齋藤茂吉記念館 1984 M069.2/ｻ/

1047 齋藤茂吉記念館建設実行委員会誌
齋藤茂吉記念館∥編
集

齋藤茂吉記念館 1984 M069.2/ｻ/ ※

1048 齋藤茂吉記念館建設実行委員会誌
齋藤茂吉記念館∥編
集

齋藤茂吉記念館 1984 M069.2/ｻ/ ※

1049 齋藤茂吉記念館主要資料目録
齋藤茂吉記念館∥編
集

齋藤茂吉記念館 1991 M069.9/ｻ/ ※

1050 齋藤茂吉記念館主要資料目録
齋藤茂吉記念館∥編
集

齋藤茂吉記念館 1991 M069.9/ｻ/ ※
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1051 齋藤茂吉記念館年報通巻第１２号 齋藤茂吉記念館∥編 齋藤茂吉記念館 1996 M069/ｻ/ ※

1052 齋藤茂吉記念館年報通巻第１２号 齋藤茂吉記念館∥編 齋藤茂吉記念館 1996 M069/ｻ/ ※

1053 齋藤茂吉記念館年報通巻第１３号 齋藤茂吉記念館∥編 齋藤茂吉記念館 1997 M069/ｻ/ ※

1054 齋藤茂吉記念館年報通巻第１３号 齋藤茂吉記念館∥編 齋藤茂吉記念館 1997 M069/ｻ/ ※

1055 齋藤茂吉記念館年報通巻第１４号
齋藤茂吉記念館∥編
集

齋藤茂吉記念館 1999 M069.8/ｻ/ ※

1056 齋藤茂吉記念館年報通巻第１４号
齋藤茂吉記念館∥編
集

齋藤茂吉記念館 1999 M069.8/ｻ/ ※

1057 齋藤茂吉記念館年報通巻第１５号
齋藤茂吉記念館∥編
集

齋藤茂吉記念館 2000 M069.8/ｻ/ ※

1058 齋藤茂吉記念館年報通巻第１５号
齋藤茂吉記念館∥編
集

齋藤茂吉記念館 2000 M069.8/ｻ/ ※

1059 齋藤茂吉記念館年報通巻第１７号
齋藤茂吉記念館∥編
集

齋藤茂吉記念館 2001 M069.8/ｻ/ ※

1060 齋藤茂吉記念館年報通巻第１７号
齋藤茂吉記念館∥編
集

齋藤茂吉記念館 2002
M069.8/ｻ

/17
※

1061 齋藤茂吉記念館年報通巻第１７号
齋藤茂吉記念館∥編
集

齋藤茂吉記念館 2002
M069.8/ｻ

/17
※

1062 齋藤茂吉記念館年報通巻第１８号
齋藤茂吉記念館∥編
集

齋藤茂吉記念館 2003
M069.8/ｻ

/18
※

1063 齋藤茂吉記念館年報通巻第１８号
齋藤茂吉記念館∥編
集

齋藤茂吉記念館 2003
M069.8/ｻ

/18

1064 齋藤茂吉記念館年報通巻第１９号
齋藤茂吉記念館∥編
集

齋藤茂吉記念館 2004
M069.8/ｻ

/19
※

1065 齋藤茂吉記念館年報通巻第１９号
齋藤茂吉記念館∥編
集

齋藤茂吉記念館 2004
M069.8/ｻ

/19
※

1066 齋藤茂吉記念館年報通巻第２０号
齋藤茂吉記念館∥編
集

齋藤茂吉記念館 2005
M069.8/ｻ

/20
※

1067 齋藤茂吉記念館年報通巻第２０号
齋藤茂吉記念館∥編
集

齋藤茂吉記念館 2005
M069.8/ｻ

/20
※

1068 齋藤茂吉記念館年報通巻第２１号
齋藤茂吉記念館∥編
集

齋藤茂吉記念館 2006
M069.8/ｻ

/21
※

1069 齋藤茂吉記念館年報通巻第２１号
齋藤茂吉記念館∥編
集

齋藤茂吉記念館 2006
M069.8/ｻ

/21
※

1070 齋藤茂吉記念館年報通巻第２２号
齋藤茂吉記念館∥編
集

齋藤茂吉記念館 2007
M069.8/ｻ

/22
※

1071 齋藤茂吉記念館年報通巻第２３号
齋藤茂吉記念館∥編
集

齋藤茂吉記念館 2008
M069.8/ｻ

/23
※

1072 齋藤茂吉記念館年報通巻第２３号
齋藤茂吉記念館∥編
集

齋藤茂吉記念館 2008
M069.8/ｻ

/23
※

1073 齋藤茂吉記念館年報通巻第２４号
齋藤茂吉記念館∥編
集

齋藤茂吉記念館 2009
M069.8/ｻ

/24
※

1074 齋藤茂吉記念館年報通巻第２４号
齋藤茂吉記念館∥編
集

齋藤茂吉記念館 2009
M069.8/ｻ

/24
※

1075 齋藤茂吉記念館年報通巻第２５号
齋藤茂吉記念館∥編
集

齋藤茂吉記念館 2010
M069.8/ｻ

/25
※

1076 齋藤茂吉記念館年報通巻第２５号
齋藤茂吉記念館∥編
集

齋藤茂吉記念館 2010
M069.8/ｻ

/25
※

1077 齋藤茂吉記念館年報通巻第２６号
齋藤茂吉記念館∥編
集

齋藤茂吉記念館 2011
M069.8/ｻ

/26
※

1078 齋藤茂吉記念館年報通巻第２７号
齋藤茂吉記念館∥編
集

齋藤茂吉記念館 2012
M069.8/ｻ

/27
※

1079 齋藤茂吉記念館年報通巻第２８号
齋藤茂吉記念館∥編
集

齋藤茂吉記念館 2013
M069.8/ｻ

/28
※

1080 齋藤茂吉記念館年報通巻第２８号
齋藤茂吉記念館∥編
集

齋藤茂吉記念館 2014
M069.8/ｻ

/29
※
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1081 齋藤茂吉記念館年報通巻第３０号
齋藤茂吉記念館∥編
集

齋藤茂吉記念館 2015
M069.8/ｻ

/30
※

1082 齋藤茂吉秀歌朗詠集
安食 師岳（貞義）∥
著者

茂吉秀歌に親しみ
朗詠する研究会

1998 M768.9/ｱ/ ※

1083 齋藤茂吉秀歌朗詠集 補訂版 安食 貞義∥著・監修
中央印刷・太陽印
刷

1983 M768.9/ｱ/ ※

1084 齋藤茂吉秀歌朗詠集 補訂版 安食 貞義∥著・監修
中央印刷・太陽印
刷

1983 M768.9/ｱ/ ※

1085 齋藤茂吉追慕歌集第１０集
齋藤茂吉追慕歌集編
集委員会∥編

齋藤茂吉記念館 1984 M911/ｻ/

1086 齋藤茂吉追慕歌集第１０集
齋藤茂吉追慕歌集編
集委員会∥編

齋藤茂吉記念館 1984 M911/ｻ/

1087 齋藤茂吉追慕歌集第１０集
齋藤茂吉追慕歌集編
集委員会∥編

齋藤茂吉記念館 1984 M911/ｻ/ ※

1088 齋藤茂吉追慕歌集第１０集
齋藤茂吉追慕歌集編
集委員会∥編

齋藤茂吉記念館 1984 M911/ｻ/ ※

1089 齋藤茂吉追慕歌集第１１集
齋藤茂吉生誕百年記
念歌集「追慕」編集
委員∥編

齋藤茂吉記念館 1985 M911/ｻ/

1090 齋藤茂吉追慕歌集第１１集
齋藤茂吉生誕百年記
念歌集「追慕」編集
委員∥編

齋藤茂吉記念館 1985 M911// ※

1091 齋藤茂吉追慕歌集第１１集
齋藤茂吉生誕百年記
念歌集「追慕」編集
委員∥編

齋藤茂吉記念館 1985 M911/ｻ/ ※

1092 齋藤茂吉追慕歌集第１２集
斎藤茂吉追慕歌集運
営委員会∥編

齋藤茂吉記念館 1986 M911/ｻ/

1093 齋藤茂吉追慕歌集第１２集
斎藤茂吉追慕歌集運
営委員会∥編

齋藤茂吉記念館 1986 M911// ※

1094 齋藤茂吉追慕歌集第１２集
斎藤茂吉追慕歌集運
営委員会∥編

齋藤茂吉記念館 1986 M911/ｻ/ ※

1095 齋藤茂吉追慕歌集第１３集
齋藤茂吉生誕百年記
念歌集「追慕」編集
委員∥編

齋藤茂吉記念館 1987 M911// ※

1096 齋藤茂吉追慕歌集第１３集
齋藤茂吉生誕百年記
念歌集「追慕」編集
委員∥編

齋藤茂吉記念館 1987 M911/ｻ/ ※

1097 齋藤茂吉追慕歌集第１４集
齋藤茂吉生誕百年記
念歌集「追慕」編集
委員∥編

齋藤茂吉記念館 1988 M911// ※

1098 齋藤茂吉追慕歌集第１５集
齋藤茂吉生誕百年記
念歌集「追慕」編集
委員∥編

齋藤茂吉記念館 1989 M911/ｻ/

1099 齋藤茂吉追慕歌集第１５集
齋藤茂吉生誕百年記
念歌集「追慕」編集
委員∥編

齋藤茂吉記念館 1989 M911// ※

1100 齋藤茂吉追慕歌集第１６集
齋藤茂吉生誕百年記
念歌集「追慕」編集
委員∥編

齋藤茂吉記念館 1990 M911// ※

1101 齋藤茂吉追慕歌集第１７集
齋藤茂吉生誕百年記
念歌集「追慕」編集
委員∥編

齋藤茂吉記念館 1991 M911// ※

1102 齋藤茂吉追慕歌集第１８集
齋藤茂吉生誕百年記
念歌集「追慕」編集
委員∥編

齋藤茂吉記念館 1992 M911// ※

1103 齋藤茂吉追慕歌集第１９集
齋藤茂吉追慕歌集運
営委員会∥編

齋藤茂吉記念館 1993 M911/ｻ/

1104 齋藤茂吉追慕歌集第１９集
齋藤茂吉追慕歌集運
営委員会∥編

齋藤茂吉記念館 1993 M911// ※

1105 齋藤茂吉追慕歌集第２０集
第二十回記念斎藤茂吉追慕
全国大会実行委員∥著者 齋藤茂吉記念館 1994 M911// ※

1106 齋藤茂吉追慕歌集第２０集
第二十回記念斎藤茂吉追慕
全国大会実行委員∥著者 齋藤茂吉記念館 1994 M911/ｻ/ ※

1107 齋藤茂吉追慕歌集第２１集
齋藤茂吉追慕歌集編
集委員会∥編

齋藤茂吉記念館 1995 M911// ※

1108 齋藤茂吉追慕歌集第２２集
齋藤茂吉追慕歌集編
集委員会∥編

斎藤茂吉記念館 1996 M911/ｻ/

1109 齋藤茂吉追慕歌集第２２集
齋藤茂吉追慕歌集編
集委員会∥編

斎藤茂吉記念館 1996 M911// ※

1110 齋藤茂吉追慕歌集第２３集
齋藤茂吉追慕歌集編
集委員会∥編

齋藤茂吉記念館 1997 M911/ｻ/ ※

- 43 -



No.38

館(室)
名

上山市立図書館 特定主題大分類 人物 特定主題

No. 書名 著・編者 発行所 出版年 分類記号 備考

特 定 主 題 文 献 目 録

齋藤
サイトウ

　茂吉
モキチ

1111 齋藤茂吉追慕歌集第２３集
齋藤茂吉追慕歌集編
集委員会∥編

齋藤茂吉記念館 1997 M911/ｻ/ ※

1112 齋藤茂吉追慕歌集第２４集
齋藤茂吉追慕歌集編
集委員会∥編

齋藤茂吉記念館 1998 M911/ｻ/

1113 齋藤茂吉追慕歌集第２４集
齋藤茂吉追慕歌集編
集委員会∥編

齋藤茂吉記念館 1998 M911/ｻ/

1114 齋藤茂吉追慕歌集第２４集
齋藤茂吉追慕歌集編
集委員会∥編

齋藤茂吉記念館 1998 M911/ｻ/ ※

1115 齋藤茂吉追慕歌集第２５集
齋藤茂吉追慕歌集編
集委員会∥編

齋藤茂吉記念館 1999 M911.1/ｻ/

1116 齋藤茂吉追慕歌集第２５集
齋藤茂吉追慕歌集編
集委員会∥編

齋藤茂吉記念館 1999 M911.1/ｻ/ ※

1117 齋藤茂吉追慕歌集第７集
齋藤茂吉追慕歌集編
集委員会∥編

上山市 1981 M911/ｻ/

1118 齋藤茂吉追慕歌集第７集
齋藤茂吉追慕歌集編
集委員会∥編

上山市 1981 M911/ｻ/ ※

1119 齋藤茂吉追慕歌集第７集
齋藤茂吉追慕歌集編
集委員会∥編

上山市 1981 M911/ｻ/ ※

1120 齋藤茂吉追慕歌集第９集
齋藤茂吉追慕歌集編
集委員会∥編

上山市 1983 M911/ｻ/

1121 齋藤茂吉追慕歌集第９集
齋藤茂吉追慕歌集編
集委員会∥編

上山市 1983 M911/ｻ/ ※

1122
齋藤茂吉追慕全国大会の栞第１２
回

山形県∥編集 山形県 1986
M911.1/ｻ

/12

1123
齋藤茂吉追慕全国大会の栞第２４
回

山形県∥編 山形県 1998 M911.1/ｻ/

1124 齋藤茂吉病床日誌
大石田町教育委員会
∥編纂

大石田町教育委員
会

2007 M911.1/ｻ/ ※

1125 齋藤茂吉病床日誌
大石田町教育委員会
∥編纂

大石田町教育委員
会

2007 M911.1/ｻ/ ※

1126 窿應の生涯と茂吉 黒江 太郎∥著 白玉書房 1972 M188.6/ｸ/

1127 窿應の生涯と茂吉 黒江 太郎∥著 白玉書房 1972 M188.6/ｸ/

1128 窿應の生涯と茂吉 黒江 太郎∥著 白玉書房 1972 M188.6/ｸ/ ※

1129 窿應和尚と茂吉 黒江 太郎∥著 原田吉男 1966 M911.1/ｸ/

1130 窿應和尚と茂吉 黒江 太郎∥著 原田吉男 1966 M911.1/ｸ/ ※

1131 窿應和尚と茂吉 黒江 太郎∥著 原田吉男 1966
M911.162/

ｸ/
※

1132 萬軍 齋藤 茂吉∥著者 紅書房 1988 M911/ｻ/

1133

1134

1135

1136

1137

1138

1139

1140
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1 おいしいほしがき
ひさかたチャイル
ド

2013.9 628.2

2 とらとほしがき
パク ジェヒョン∥再
話 絵

光村教育図書 2006.11 E

3 ばあちゃんの紅ほしがき 折原  由美子∥制作
山形県視聴覚ライ
ブラリー協議会

779.8
※視聴
覚資料

4 ばあちゃんの紅ほしがき 折原  由美子∥制作 山形県教育委員会 779.8
視聴覚
資料

5 ほしがきぺろぺろ
土田  義晴∥脚本
絵

童心社 2011.10 C 紙芝居

6 ほし柿 川口 久八郎∥著 川口 久八郎 1980.10 628.2 ※

7 柿づくし 浜崎 貞弘∥著 農山漁村文化協会 2016.7 628

8 柿の王国 鈴木 克也∥著
日本地域社会研究
所

2015.1 628.2

9 干し柿 西村 豊∥写真 文 あかね書房 2006.10 E

10 健康食 柿 傍島 善次∥編著 農山漁村文化協会 1986.02 498.5 ※

11 市報かみのやま 上山市庶務課∥編 上山市 2001.12.1 318 ※

12
上山市総合文化祭俳句作品集 第
１９号

上山市文化団体協議会総合
文化祭俳句部∥編者

上山市文化団体協議
会総合文化祭俳句部

1976.10 911 ※

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

特 定 主 題 文 献 目 録

干
ホ

し柿
ガキ
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1
「男はつらいよ」寅さんロケ地ガ
イド

「男はつらいよ寅さ
んDVDマガジン」編集
グループ∥編

講談社 2013.7 778.21 ※

2 『ヘルスツーリズムセミナー』
日本ヘルスツーリズム
振興機構事務局∥編

日本ヘルスツーリ
ズム振興機構

2012.9 492.5

3 47都道府県・温泉百科 山村 順次∥著 丸善出版 2015.12 453.9

4
アスリートヴィレッジと市民活動の融合による滞在
型快適温泉地環境プロジェクト

山形県上山市温泉ク
アオルト協議会

山形県上山市温泉
クアオルト協議会

492.54
視聴覚
資料

5
アスリートヴィレッジと市民活動の融合による滞在
型快適温泉地環境プロジェクト ダイジェスト 版

上山市温泉クアオル
ト協議会

上山市温泉クアオ
ルト協議会

492.54
視聴覚
資料

6
アスリートヴィレッジと市民活動融合による滞在型
快適温泉地環境プロジェクト 報告書

上山市温泉保養地ま
ちづくり協議会∥編

上山市温泉保養地
まちづくり協議会

2010.3 492.54 ※

7
アスリートヴィレッジと市民活動融合による滞在型
快適温泉地環境プロジェクト 報告書　平成２０年
度

上山市温泉保養地ま
ちづくり協議会∥編

上山市温泉保養地
まちづくり協議会

2009.3 492.54

8
アスリートヴィレッジと市民活動融合による滞在型
快適温泉地環境プロジェクト 報告書　平成２０年
度

上山市温泉保養地ま
ちづくり協議会∥編

上山市温泉保養地
まちづくり協議会

2009.3 492.54

9
アスリートヴィレッジと市民活動融合による滞在型
快適温泉地環境プロジェクト 報告書　平成２０年
度

上山市温泉保養地ま
ちづくり協議会∥編

上山市温泉保養地
まちづくり協議会

2009.3 492.54

10 アチチ君の温泉教室 川崎 義巳∥著 民事法研究会 2002.9 290.9

11 イーハトーブ温泉学 岡村 民夫∥〔著〕 みすず書房 2008.7 910.268

12 いい湯いい旅 ２ 創作舎 1994 291.09

13 いで湯行脚三千湯 美坂 哲男∥著 山と渓谷社 1999.07 291.09

14 おひとり温泉の愉しみ 山崎  まゆみ∥著 光文社 2012.2 291.09

15 お風呂と脳のいい話 茂木 健一郎∥著 東京書籍 2014.6 453.9

16 かみのやま人物記
上山市教育委員会∥
編

上山市教育委員会 2010.3 281.25

17 かみのやま人物記
上山市教育委員会∥
編

上山市教育委員会 2010.3 281.25

18 かみのやま人物記
上山市教育委員会∥
編

上山市教育委員会 2010.3 281.25

19 かみのやま人物記
上山市教育委員会∥
編

上山市教育委員会 2010.3 281.25

20 からだにいい湯治の旅 野口 冬人∥著 実業之日本社 1998.10 291.09

21 からだにいい湯治の旅 続 野口 冬人∥著 実業之日本社 1999.05 291.09

22
からだにやさしい療養温泉 東日
本編

野口 悦男∥選定 山と渓谷社 2000.09 291.09

23
からだによい温泉《効能》ガイド
ハンドブック

野口 冬人∥著 池田書店 2000.10 291.09 ※

24
クアオルト・Ｋｕｒｏｒｔ入門／
気候療法・気候性地形療法入門

小関 信行∥著 書肆 2012.1 492.5

25
クアオルト・Ｋｕｒｏｒｔ入門／
気候療法・気候性地形療法入門

小関 信行∥著 書肆 2012.1 492.5

26
クアオルト・Ｋｕｒｏｒｔ入門／
気候療法・気候性地形療法入門

小関 信行∥著 書肆 2012.1 492.5

27
クアオルト・Ｋｕｒｏｒｔ入門／
気候療法・気候性地形療法入門

小関 信行∥著 書肆 2012.1 492.5

28 こころ色Ｎｏ.２２３ 民間活力開発機構 2007.12 492.5

29 こころ色Ｎｏ.２２４ 民間活力開発機構 2008.2 492.5

30 この温泉が好きだ！
日本秘湯に入る会∥
編

岩波書店 2004.11 291.09

特 定 主 題 文 献 目 録

温泉
オンセン
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31 この温泉で10年寿命が延びる! 野口 冬人∥著 実業之日本社 2015.11 291.09

32 ちょっといい旅いい温泉
日本旅行作家協会∥
編

ゼンリン 2000.06 689.8

33 つげ義春の温泉 つげ 義春∥著 筑摩書房 2012.6 291.09

34 とっておきの源泉湯治の旅 野口 冬人∥著 実業之日本社 2000.11 291.09

35
とっておきの日帰り温泉　関東・
甲信越編

ジエ・エー・エフ
出版社

2007.11 291.09

36 とっておきの日帰り温泉　東北編
ジエ・エー・エフ
出版社

2007.11 291.09

37
とっておき露天風呂の宿　関東甲
信越・東北編

日本出版社 1997.2 291.093

38 ニッポンの名湯 枻出版社 2014.10 291.09

39 にっぽんの名湯・秘湯３６０ 野口 冬人∥著 二見書房 1986.01 492.54

40 のんびり温泉１００湯 石川 理夫∥編著 ＰＨＰ研究所 1993.12 291.09

41 ふだん着の温泉 日本放送協会∥編 ＫＴＣ中央出版 1999.10 291.09

42 ふだん着の温泉 続 日本放送協会∥編 ＫＴＣ中央出版 2000.05 291.09

43 みちのくの名湯・秘湯 徳間書店 1990.05 291.2 ※

44 みちのく百山百湯 奥田 博∥文 山と渓谷社 1992.09 291.2

45 もっと知りたい日本の温泉 南 正時∥著 日本実業出版社 1997.03 291.09

46 やまがたの温泉
山形県環境保健部自
然保護課∥編

山形県 1986.03 Y453

47 やまがたの温泉
山形県環境保健部自
然保護課∥編

山形県 1986.03 Y453

48 やまがた温泉入門 荒井 富∥著 みちのく書房 2001.01 291.25

49 やまがた温泉入門 荒井 富∥著 みちのく書房 2001.01 291.25

50 やまがた温泉入門 荒井 富∥著 みちのく書房 2001.01 291.25

51 ヨーロッパの温泉保養地を歩く 阿岸 祐幸∥著 岩波書店 2006.12 492.54

52
るるぶ決定版!温泉&宿関西 中国
四国[2013]

JTBパブリッシング 2013.9 291.6

53
るるぶ決定版!温泉&宿関東周辺
信州 新潟 伊豆箱根'14

JTBパブリッシング 2013.9 291.3

54 るるぶ決定版!温泉&宿九州[2013] JTBパブリッシング 2013.9 291.9

55 るるぶ決定版!温泉&宿東北'14 JTBパブリッシング 2013.9 291.2 ※

56 一度は行きたい至福の温泉 ＪＴＢ 2002.12 291.09

57 一度は泊まりたい「温泉遺産」 野口 悦男∥監修 講談社 2007.11 291.09

58
衛星画像で知る温泉と自然の湯
東日本編

福田 重雄∥著 草思社 2009.2 453.9

59 駅前温泉汽車の旅 Ｐａｒｔ １ 種村 直樹∥著 徳間書店 1993.04 291.09

60 駅前温泉汽車の旅 Ｐａｒｔ ２ 種村 直樹∥著 徳間書店 1993.10 291.09 ※
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61 越後・佐渡もてなしの宿百景 新潟日報事業社 1997.10 291.4

62 温泉 日本温泉協会 2008.2 453.9

63 温泉 日本温泉協会 2007.2 453.9

64 温泉 日本温泉協会 2006.2 453.9

65 温泉＆やど東北 ’０３ 昭文社 2002.7 291.2 ※

66 温泉＆やど東北 ’９５ 昭文社 1994.11 291.2 ※

67 温泉＆やど東北 ２０００年版 昭文社 1999.08 291.2 ※

68 温泉＆やど東北'０９ 昭文社 2008.8 291.2

69 温泉&やど東北'13 昭文社 2012.10 291.2

70
温泉・宿ガイド伊豆・箱根 第４
版

山と渓谷社 1998.02 291.54

71 温泉・宿ガイド信州 第５版 山と渓谷社 1998.02 291.52

72 温泉・宿ガイド東北 山と渓谷社 1992.01 291.2 ※

73 温泉・宿ガイド東北 第５版 山と渓谷社 1998.02 291.2

74 温泉・宿ガイド南東北 山と渓谷社 2001.03 291.2

75 温泉・宿ガイド北東北 山と渓谷社 2001.04 291.2

76 温泉からの思考 合田 純人∥著 新泉社 2011.9 453.9

77
温泉クアオルト研究会ｉｎ蔵王か
みのやま  記録誌　第３回

上山市庶務課クアオ
ルト推進室∥編

上山市庶務課クア
オルト推進室

2012.12 492.54

78
温泉で、なぜ人は気持ちよくなる
のか

石川 理夫∥〔著〕 講談社 2001.04 492.54

79 温泉で健康になろう　東北編
ジエ・エー・エフ
出版社

2006.11 291.09

80 温泉と共同湯
ヒューマンルネッサ
ンス研究所∥著

青弓社 1997.07 383.6

81 温泉と健康 阿岸 祐幸∥著 岩波書店 2009.1 492.54

82 温泉と健康 岩崎 輝雄∥編集 厚生科学研究所 1995.10 689.4

83 温泉と地球科学 大沢 信二∥編 ナカニシヤ出版 2016.9 453.9

84 温泉なんでも百科 藤岳 彰英∥著 旅行読売出版社 1986.05 291.09

85 温泉にっぽん ＪＡＦ出版社 2005.2 291.09 ※

86 温泉に行こう！ 永 六輔∥著 ベストセラーズ 2003.4 689

87 温泉に入ると病気にならない 松田 忠徳∥著 ＰＨＰ研究所 2010.3 492.54

88 温泉の医学 飯島 裕一∥著 講談社 1998.10 492.54

89 温泉の原風景
日本温泉文化研究会
∥編

岩田書院 2013.7 453.9 ※

90 温泉の底力 小池 静一∥著 祥伝社 2009.12 453.9
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91 温泉の百科事典
阿岸 祐幸∥編集委員
代表

丸善出版 2012.12 453.9 ※

92 温泉の文化誌
日本温泉文化研究会
∥編

岩田書院 2007.6 453.9 ※

93 温泉の平和と戦争 石川 理夫∥著 彩流社 2015.11 453.9

94 温泉の本 Ｐａｒｔ ３
近畿日本ツーリス
ト

1989.05 291.09 ※

95 温泉ビジネスモデル 原田 保∥編著 同文舘出版 2012.9 689.21

96 温泉ひとり旅の宿 野口 冬人∥著 自由国民社 1996.10 689.8

97 温泉へ行こう 山口 瞳∥著 新潮社 1985.12 915.6

98 温泉リゾート・スタディーズ 武田 尚子∥著 青弓社 2010.2 689.2137

99 温泉をよむ
日本温泉文化研究会
∥著

講談社 2011.1 453.9

100 温泉を楽しむ旅 野口 冬人∥編 現代旅行研究所 1996.10 291.09

101 温泉維新 松田 忠徳∥著
日本経済新聞出版
社

2010.4 291.09

102 温泉科学の最前線 西村 進∥編 ナカニシヤ出版 2004.4 453.9

103 温泉科学の新展開 大沢 信二∥編 ナカニシヤ出版 2006.8 453.9

104 温泉学 湯原 浩三∥共著 地人書館 1969 453.9

105 温泉学入門 日本温泉科学会∥編 コロナ社 2005.5 453.9

106 温泉管理の手引
山形県温泉協会∥編
集

山形県温泉協会 1990.10 453.9

107 温泉教授・松田忠徳の日本百名湯 日本経済新聞社 2002.6 291.09

108
温泉教授が教える間違いだらけの
温泉選び

松田 忠徳∥著 楽書舘 2004.12 291.09

109 温泉教授の日本全国温泉ガイド 松田 忠徳∥著 光文社 2002.6 291.09

110 温泉権論 渡辺 洋三∥著 御茶の水書房 2012.5 324.2

111 温泉言いたい放題 津野原 遊∥著 心交社 1995.12 291.09 ※

112 温泉四季 第３号 西北社 1992.02 291.09

113 温泉主義 横尾 忠則∥著 新潮社 2008.2 291.09

114 温泉主義 横尾 忠則∥著 新潮社 2008.2 291.09

115 温泉手帳 松田  忠徳∥著 東京書籍 2012.3 453.9

116 温泉小説 富岡 幸一郎∥監修
アーツアンドクラ
フツ

2006.9 913.68

117 温泉図鑑 日本温泉協会 2010.2 453.9

118 温泉図鑑 日本温泉協会 2009.2 453.9

119 温泉川 有野 永霧∥著 平凡社 2012.9 748

120 温泉大賞 日本経済新聞社 2002.12 291.09
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121 温泉大百科 １
神崎 宣武∥〔ほか〕
編集

ぎょうせい 1988.08 291.09 ※

122 温泉天国やまがた ウィズ・ワイ∥編集 ウィズ・ワイ 1993 291.25

123 温泉天国やまがた 補訂版 ウィズ・ワイ∥編集 ウィズ・ワイ 1996.10 291.25

124 温泉批評　2014春夏号 双葉社 2014.4 453.9

125 温泉批評　2015秋冬号 双葉社 2015.10 453.9

126 温泉百話 中村 昭∥著 青弓社 1997.08 290.9

127 温泉文学事典 浦西 和彦∥編著 和泉書院 2016.10 910.26 ※

128 温泉文学論 川村 湊∥著 新潮社 2007.12 910.26

129 温泉保養のしおり
山形県温泉協会∥編
集

山形県温泉協会 1993.3 492.5

130 温泉保養のしおり
山形県温泉協会∥編
集

山形県温泉協会 1993.3 492.5

131 温泉保養のしおり
山形県温泉協会∥編
集

山形県温泉協会 1993.3 492.5

132 温泉法 小澤 英明∥著 白揚社 2013.5 453.9 ※

133 温泉旅行記 嵐山 光三郎∥著 ＪＴＢ 1997.09 915.6

134 温泉療養の手びき
山形県衛生部薬務課
∥編

山形 山形県温泉協
会

1971 Y492 ※

135 温泉療養の手帖 民間活力開発機構 2005.5 291.09

136 温泉療養の手帖
民間活力開発機構∥
編集

民間活力開発機構 2000.07 291.09

137 温泉療養学
ビュープロ（制
作）

2006.8 492.54 ※

138 温泉力 松田 忠徳∥著
集英社インターナ
ショナル

2002.11 291.09

139 温泉力 平凡社 1999.10 291.09

140 温泉論 保田 芳昭∥著 大月書店 2009.9 689.04

141 温泉逍遥 野口 冬人∥著 現代旅行研究所 2004.4 291.09

142 下大湯由来記 吉田 正∥編者 加藤印刷 1993.11 212

143 下大湯由来記 吉田 正∥編者 加藤印刷 1993.11 212

144 外湯百選 南 正時∥著 自由国民社 1995.12 291.09

145 寒河江温泉物語 佐藤 寿彦∥著 南窓社 1989.05 291.25

146
関東周辺大満足の温泉宿３５０軒
２００９年版

成美堂出版 2008.10 291.3

147 奇跡の温泉力
村杉温泉組合∥企
画・制作

ニューズ・ライン 2010.4 492.5

148 気持ちのいい日帰り温泉　東北編
ジエ・エー・エフ
出版社

2006.10 291.09

149
気持ちのいい本物の湯処　関東・
甲信越編

ジエ・エー・エフ
出版社

2007.12 291.09 ※

150
気持ちのいい本物の湯処　北海
道・東北編

ジエ・エー・エフ
出版社

2007.12 291.09 ※
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151 季節健康学 小野  倫明∥著
日本温泉保養士協
会

2010.1 492.5

152 近代ツーリズムと温泉 関戸 明子∥著 ナカニシヤ出版 2007.8 689.21

153 決定版！温泉＆宿九州　'０９
ＪＴＢパブリッシ
ング

2008.9 291.9

154
月刊セーノ〔Ｓｅｅｎｏ！〕　２
０１２年２月号

大分合同新聞社 2012.2 291.95

155 月秀上人と上山温泉の発見 蔦谷  榮三∥絵と文
浄光寺住職萩生田
祐司

2013.4 212.5

156 月秀上人と上山温泉の発見 蔦谷  榮三∥絵と文
浄光寺住職萩生田
祐司

2013.4 212.5

157 月秀上人と上山温泉の発見 蔦谷  榮三∥絵と文
浄光寺住職萩生田
祐司

2013.4 212.5

158 原始温泉 野口 悦男∥著
ワールドマガジン
社

1996.12 291.09

159 公共の温泉宿 東日本編 山と渓谷社 1998.02 291.09

160 江戸の温泉学 松田 忠徳∥著 新潮社 2007.5 453.9

161 江戸の温泉三昧 鈴木 一夫∥著 中央公論新社 2014.9 453.9

162 江戸の風呂 今野 信雄∥著 新潮社 1989.02 383.6

163 江戸の旅文化 神崎 宣武∥著 岩波書店 2004.3 384.37

164 高湯温泉誌
蔵王温泉観光協会∥
編

蔵王温泉観光協会 2010.9 291.25

165 高湯温泉誌
蔵王温泉観光協会∥
編

蔵王温泉観光協会 2010.9 291.25

166
黒川温泉のドン後藤哲也の「再
生」の法則

後藤 哲也∥著 朝日新聞社 2005.2 689.2194

167 黒川温泉観光経営講座 後藤 哲也∥著 光文社 2005.2 689.2194

168 最新温泉ガイド 改訂 山と渓谷社 1984 291.09 ※

169 最新名湯名宿名料理 講談社∥編 講談社 1988.04 291.09 ※

170 彩の温泉　東日本編
ジエ・エー・エフ
出版社

2009.4 291.09

171 作家と温泉 草【ナギ】 洋平∥編 河出書房新社 2011.1 910.26

172 山のいで湯日本百名湯 上 美坂 哲男∥著 山と渓谷社 1986.04 291.09

173 山の温泉へ行こう 平野 恵理子∥著 東京書籍 2000.07 291.09

174
山の湯（高地温泉）は驚くほど健
康によい！

山の湯研究倶楽部∥
編著

主婦の友社 2003.6 492.54

175 山の湯海の湯 田村 修∥著 ＭＢＣ２１ 1995.11 291.09

176 山形おんせん紀行 山形新聞社∥編 山形新聞社 1995 Y291

177 山形おんせん紀行 山形新聞社∥編 山形新聞社 1995 Y291

178 山形の公共温泉 無明舎出版∥編 無明舎出版 2000.10 291.25

179 山形の公共温泉 無明舎出版∥編 無明舎出版 2000.10 291.25

180 山形県温泉誌 山形県温泉協会∥編
山形 山形県温泉協
会

1973 Y453
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181 山形県温泉誌 山形県温泉協会∥編
山形 山形県温泉協
会

1973 Y453

182 山形三昧の本 青木 清吾∥著 東京図書出版 2014.3 291.25

183 四季を楽しむ温泉ガイド 西東社 1993.04 291.09

184 四次元温泉日記 宮田 珠己∥著 筑摩書房 2011.12 291.09

185 写真記録日本の温泉 日本温泉協会∥編 日本ブックエース 2012.11 291.09 ※

186
車で行ける名湯・秘湯 ’９６ 関
西・中部編

ＪＡＦ出版社 1995.10 291.09 ※

187
車で行ける名湯・秘湯 東北編 ’
９３年度版

ＪＡＦ出版社 1993 291.09 ※

188 週刊日本の名湯　１７ 大島 淳∥編集 昭文社 2004.2 291.2

189
宿 かみのやま温泉宿泊施設ガイ
ドブック

上山市観光キャンペーン推
進協議会∥編者

上山市観光キャン
ペーン推進協議会

1996 689

190
宿 かみのやま温泉宿泊施設ガイ
ドブック

上山市観光キャンペーン推
進協議会∥編者

上山市観光キャン
ペーン推進協議会

1996 689

191 諸国いで湯案内 ２ 美坂 哲男∥著 山と渓谷社 1988.09 291.09

192
女性に人気の温泉・露天風呂＆グ
ルメ宿

山田 正志∥編 主婦と生活社 1992 291 ※

193 笑顔かがやく日帰り温泉　東北編
ジエ・エー・エフ
出版社

2008.8 291.09

194 上山の湯と宿 湯上 和気彦∥著 湯上和気彦 1986.7 212.5

195 上山の湯と宿 湯上 和気彦∥著 湯上和気彦 1986.7 212.5

196 上山温泉の実態調査
山形県立上山高等学
校商業科２年∥編

山形県立上山高等
学校商業科２

1976 K453 ※

197 上山温泉の歴史 蔦谷  榮三∥絵と文 浄光寺 2014.7 212.5

198 上山温泉の歴史 蔦谷  榮三∥絵と文 浄光寺 2014.7 212.5

199 上山温泉誌 河合 孝朔∥編集 1896 K453 ※

200 上山型温泉クアオルト構想
山形県上山市クアオ
ルト推進室∥編

上山市 2013.8 492.54

201
上山型温泉クアオルト事業関係資
料

上山市∥編 2009～ 492.5 ※

202 信州日帰り湯めぐり 新版 信濃毎日新聞社∥編 信濃毎日新聞社 1997.09 291.52

203 心やすまる全国秘湯の旅 成美堂出版 2002.6 291.09 ※

204 新潟ぶらり日帰り立ち寄り湯 新潟日報事業社 2002.1 291.41

205 新秘湯名湯 新潟日報事業社 2005.1 291.4 ※

206 人生がときめく開運温泉ガイド 美人百花編集部∥編 角川春樹事務所 2013.12 291.09

207 水と温泉の文化史
アルヴ・リトル・ク
ルーティエ∥著

三省堂 1996.02 383.6

208 世界の温泉＆ＳＰＡリゾート サンブックス 2002.5 290.9

209 世界温泉紀行６６湯 山本 正隆∥著 くまざさ出版社 2006.10 290.9

210 絶景温泉100 高橋 一喜∥著 幻冬舎 2016.10 291.09
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211 銭湯へ行こう・旅情編 町田 忍∥著・写真 ＴＯＴＯ出版 1993.09 383.6

212 全国温泉ガイド２００選 ２訂版 大石 真人∥著 実業之日本社 1994.05 291.09

213 全国温泉大事典 野口 冬人∥著 旅行読売出版社 1997.12 291.09 ※

214 全国効能別温泉ガイド 講談社 1996.07 492.54 ※

215 蔵王（高湯）温泉史の研究（三） 斎藤 久雄∥著 山形 郁文堂書店 1966.08 212

216
蔵王上山 気候性地形療法 全国サ
ミット

上山市温泉クアオル
ト協議会

上山市温泉クアオ
ルト協議会

2009.9 318

217
蔵王上山 気候地形療法シンポジ
ウム

上山市温泉保養地ま
ちづくり協議会

上山市温泉保養地
まちづくり協議会

2009.3 318

218
蔵王上山 気候地形療法シンポジ
ウム

上山市温泉保養地ま
ちづくり協議会

上山市温泉保養地
まちづくり協議会

2009.3 318

219
蔵王上山 気候地形療法シンポジ
ウム

上山市温泉保養地ま
ちづくり協議会

上山市温泉保養地
まちづくり協議会

2009.3 318

220
蔵王上山 気候地形療法シンポジ
ウム

上山市温泉保養地ま
ちづくり協議会

上山市温泉保養地
まちづくり協議会

2009.3 318

221 続療養の温泉５０選 野口 冬人∥著 旅行読売出版社 1978 291.09 ※

222 太陽　１９９８年１１月号 平凡社

223 大変結構、結構大変。 原田 宗典∥著 集英社 1999.10 915.6

224 知るほどハマル！温泉の科学 松田 忠徳∥著 技術評論社 2009.7 453.9

225 地には熱き泉あり 日本地下水開発∥編 日本地下水開発 1996.3.1 453.9

226 地には熱き泉あり 日本地下水開発∥編 日本地下水開発 1996.3.1 453.9

227 中国日帰り温泉 福島 恵美∥編 山と渓谷社 2003.5 291.7

228 超秘湯！！ 坂本 衛∥著 山海堂 1997.10 291.09

229 鶴の舞 八田 はちろう∥作詞 上山中 三三会 768.59

230 鶴脛温泉記
上山市史編さん委員
会∥編

上山市
1972.11.2

5
212.5

231 鶴脛温泉記
上山市史編さん委員
会∥編

上山市
1972.11.2

5
212.5

232 鶴脛温泉記
上山市史編さん委員
会∥編

上山市
1972.11.2

5
212.5

233 鶴脛温泉記
上山市史編さん委員
会∥編

上山市
1972.11.2

5
212.5

234 鶴脛温泉記
上山市史編さん委員
会∥編

上山市
1972.11.2

5
212.5

235 鶴脛温泉記
上山市史編さん委員
会∥編

上山市
1972.11.2

5
212.5

236 鶴脛温泉記
上山市史編さん委員
会∥編

上山市
1972.11.2

5
212.5

237 鶴脛温泉記
上山市史編さん委員
会∥編

上山市
1972.11.2

5
212.5

238 天童温泉夜話
開場六十周年記念出
版編輯委員会∥編

山形 天童温泉協同
組合

1970 290

239 杜　２０ 高橋 磊川∥編者 山形 杜の会 1997.12 041

240 東北 一軒宿の温泉
日本交通公社出版
事業局

1985.03 291.2 ※
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241 東北おんせんガイド
東北レジャー情報編
集部∥編集

東北レジャー情報 1992.03 291.2 ※

242 東北の温泉宿
日本交通公社出版
事業局

1993.12 291.2

243 東北の湯治場湯めぐりの旅 永井 登志樹∥著 無明舎出版 2003.6 291.2

244 東北の名湯・秘湯 河北新報社∥編 河北新報社 1991.10 291.2

245 東北一軒宿の温泉 改訂版
ＪＴＢ 日本交通公
社出版事業局

1990 291.2 ※

246 東北温泉風土記 石坂 洋次郎∥編 日本旅行協会 1940 291.2

247 湯けむり台湾紀行 鈴木 浩大∥著 まどか出版 2007.5 292.24 ※

248 湯とりっぷみちのく 河北新報社∥編集 河北新報社 1997.01 291.2

249 湯とりっぷみちのく　マニア編
河北新報社事業局出
版部∥編集

河北新報社 1998.12 291.2

250 湯の宿３００選花どころ
近畿日本ツーリス
ト

1989 291.09 ※

251 湯めぐり歌めぐり 池内 紀∥著 集英社 2000.10 911.162

252 湯治においで 河北新報社∥編集 河北新報社 2001.03 291.2

253 湯治の文化誌
日本温泉文化研究会
∥編

岩田書院 2010.6 453.9 ※

254 湯巡り雑話 菊池  基之∥著 文芸社 2011.6 291.09

255
湯仙人野口悦男の日本の温泉２６
０ 西日本編

野口 悦男∥著 七賢出版 1997.11 291.09

256
鈍行乗り継ぎ日本一周湯けむり紀
行

賀曽利 隆∥著
日本交通公社出版
事業局

1995.12 291.09

257 南東北ぶらり日帰り立ち寄り湯 新潟日報事業社 2003.9 291.26

258 日帰りガイド山形の温泉 無明舎出版∥編 無明舎出版 2004.9 291.25

259 日帰りガイド山形の温泉 無明舎出版∥編 無明舎出版 2004.9 291.25

260 日帰りガイド秋田の温泉 無明舎出版∥編 無明舎出版 2000.9 291.24

261 日帰りガイド青森の温泉 無明舎出版∥編 無明舎出版 2003.6 291.21

262 日帰り温泉グルメ旅 国際地学協会 1997.09 291.09

263 日本１００の名湯
日本交通公社出版
事業局

1988 291.09 ※

264 日本の名湯１００選 主婦の友社 2010.3 291.09

265 日本温泉めぐり 田山 花袋∥〔著〕 角川春樹事務所 1997.11 915.6

266 日本温泉協会８０年記念誌 日本温泉協会∥編集 日本温泉協会 2011.1 453.9

267 日本温泉地域資産
日本温泉地域学会∥
編著

〔日本温泉地域学
会〕

2008.5 453.9

268 日本温泉旅館大賞の本 東京放送∥編 カタログハウス 1994.06 291.0

269 入門おとなの温泉旅ドリル 山村 順次∥監修
ダイヤモンド・
ビッグ社

2006.9 291.09

270 入浴の事典 阿岸 祐幸∥編 東京堂出版 2013.6 498.37
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271
認定「温泉遺産」日本の名湯１０
０

野口 悦男∥著 ベストセラーズ 2007.10 291.09

272 秘湯・玉川温泉 無明舎出版∥編 無明舎出版 1997.05 492.54

273 秘湯・名湯 新潟日報事業社 1998.10 291.4

274 秘湯・名湯 改訂版 新潟日報事業社 2001.08 689.8

275 秘湯１００選と温泉療法 島田 太二∥著 金園社 1993.01 291.09

276 秘湯ロマン 北海道・東北編 テレビ朝日
ビデオ・パック・
ニッポン

2002 291
視聴覚
資料

277
文豪が愛し、名作が生まれた温泉
宿

福田 国士∥〔著〕 祥伝社 2008.12 910.26

278 文人が愛した温泉
ジエ・エー・エフ
出版社

2006.4 291.09

279
別府八湯温泉本　２０１１～２０
１２年版

ハットウ・オンパク
∥編

おおいたインフォ
メーションハウス

2011.9 291.95

280 北海道の公共温泉 新版 北海道新聞社∥編 北海道新聞社 1997.09 291.1

281 僕は旅館の番頭さん 安川 伸∥著者 北国出版社 1988.07

282 本物の温泉ここが一番！ 宝島社 2000.09 291.3

283 味と温泉の民宿 東京・首都圏編 実業之日本社 1997.07 291.09 ※

284 名湯古湯秘湯 旅行読売出版社 1995.11 291.09 ※

285 野湯＆源泉宿の旅 野口 悦男∥著 自由国民社 1997.11 291.09

286 癒しと美肌の温泉宿
角川クロスメディ
ア

2008.11 291.09

287
癒しの宿おとなの露天風呂　旬の
北海道・東北編

講談社 2008.9 291.09

288 由布院ものがたり 溝口 薫平∥[述] 中央公論新社 2013.4 689.2195

289 与謝野晶子温泉と歌の旅 杉山 由美子∥著 小学館 2010.6 911.162

290 妖しの秘湯案内 荒俣 宏∥著 小学館 1996.12 915.6

291 葉山温泉開湯６０周年
かみのやま温泉 葉
山温泉旅館組合

2008 689.2

292
嵐山光三郎決定版（とっておき）
快楽温泉２０１

嵐山 光三郎∥著 講談社 1999.05 915.6

293 立ち寄りの湯２００選 保健同人社 1997.10 291.3

294 旅館 関  昭彦∥著
チャールズ・
イー・タトル出版

2007.11 291.093

295
療養・保養温泉地の環境計画に関
する研究

小関 信行∥著 書肆 2009.6 492.5

296 療養ができる温泉 相良 秋男∥著 金園社 1995.06 291.09

297 列島縦断２５００湯 松田 忠徳∥著 日本経済新聞社 2000.03 291.09

298 恋に効くパワースポット温泉 山崎 まゆみ∥著 文藝春秋 2010.10 291.093

299 露天三昧 河北新報社∥編集 河北新報社 2000.03 291.2

300 露天三昧 河北新報社∥編集 河北新報社 2000.03 291.2
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No. 書名 著・編者 発行所 出版年 分類記号 備考

特 定 主 題 文 献 目 録

温泉
オンセン

301 露天風呂 全国編 ＪＡＦ出版社 1999.05 689.8

302
露天風呂＆立ち寄り湯信州・新潟
奥飛騨　０９

昭文社 2008.10 291.5

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330
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No.51

館(室)
名

上山市立図書館 特定主題大分類 事物・事件他 特定主題

No. 書名 著・編者 発行所 出版年 分類記号 備考

1 「村山民俗」 抜粋 加藤 和徳∥著 386.8

2 「村山民俗」 抜粋 加藤 和徳∥著 386.8

3 「村山民俗」 抜粋 加藤 和徳∥著 386.8

4 かみのやまかせ鳥
上山昔ばなし切り絵
の会∥制作

山形県教育委員会 386

5 かみのやまかせ鳥（上映権付）
上山昔ばなし切り絵
の会∥制作

山形県視聴覚ライ
ブラリー協議会

386

6 かみのやまかせ鳥（上映権付）
上山昔ばなし切り絵
の会∥制作

山形県視聴覚ライ
ブラリー協議会

386

7 かみのやま温泉カセ鳥城下地図
上山市温泉クアオル
ト協議会新商品・新
サービス部会∥企

上山市温泉クアオ
ルト協議会新商
品・新サービス部

2013.2 386 ※

8
やまがた 街角　２０１５年季刊
第２３号冬

やまがた街角編集
室

9 元祖カセ鳥鍋レシピ
上山市商工会青年部
∥編・制作

上山市商工会青年
部

出版年不
明

596 ※

10
小正月の訪問者「かせどり」と
「まれびと」

加藤  和徳∥著 加藤  和徳 2004 386

11 上山町史・上山郷土史
上山市史編さん委員
会∥編

上山市 1975.5.23 212.5

12 上山町史・上山郷土史
上山市史編さん委員
会∥編

上山市 1975.5.23 212.5

13 上山町史・上山郷土史
上山市史編さん委員
会∥編

上山市 1975.5.23 212.5

14 上山町史・上山郷土史
上山市史編さん委員
会∥編

上山市 1975.5.23 212.5

15 東北お祭り紀行 重森 洋志∥著 無明舎出版 2002.10 386.12

16 日本のお守り 畑野  栄三∥監修 池田書店 2011.5 387

17 日本の心を伝える年中行事事典 野本 寛一∥編 岩崎書店 2013.11 386.1 ※

18 未知の国探訪記 小松 里佳∥作 ポプラ社 2000.11 726.1

19
歴史街道　平成８年２月号(新春
号）

ＰＨＰ研究所 1996.2 051.9

20
歴史街道　平成８年２月号(新春
号）

ＰＨＰ研究所 1996.2 051.9

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

かせ鳥
ドリ

特 定 主 題 文 献 目 録
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No.1

館(室)
名

天童市立図書館 特定主題大分類 人物 特定主題

No. 書名 著・編者 発行所 出版年 分類記号 備考

1 “佐藤千夜子”ごあんない 天童民芸館 T767.8 ｻ

2 永遠の歌姫佐藤千夜子 菊池 清麿 東北出版企画 2008 T767.8 ｷ

3 千夜子レクイエム 結城 亮一 T767.8 ﾕ ◎

4 天童が生んだ人物5人展
天童市立旧東村山郡
役所資料館

2005 TK281 ﾃ ◎

5 天童が生んだ人物5人展 Ⅲ
天童市立旧東村山郡
役所資料館

2013 TK281 ﾃ

6 少年少女やまがた人物風土記　2
山形県小中学校校長
会

山形教育用品 1987 YK280 ｼ 2

7 やまがた人物館　2
山形県連合小学校長
会

1998 YK280 ﾔ 2 ◎

8 あゝ　東京行進曲 結城　亮一 河出書房新社 1976 T913.6 ﾕ ◎

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

特 定 主 題 文 献 目 録

佐藤 千夜子
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No.2

館(室)
名

天童市立図書館 特定主題大分類 人物 特定主題

No. 書名 著・編者 発行所 出版年 分類記号 備考

1 勤王家　吉田大八先生 佐々木　忠藏／編
天童：吉田大八傳
刊行會

1933年 T 289.1 ﾖ ◎

2 勤王家　吉田大八先生 佐々木　忠藏／編
天童：吉田大八傳
刊行會

2005年 T 289.1 ﾖ ◎

3 庄内藩と吉田大八 近藤　守利／著 2016年 T 210.6 ｺ ◎

4 天童が生んだ人物5人展
天童市立旧東村山郡
役所資料館／編

2005年 TK 281 ﾃ ◎

5 天童物語　第一巻 山田　野理夫／著者 東京：国書刊行会 1976年
T 913.6 ﾔ

1

6 天童物語　第二巻 山田　野理夫／著者 東京：国書刊行会 1976年
T 913.6 ﾔ

2

7 天童物語　第三巻 山田　野理夫／著者 東京：国書刊行会 1976年
T 913.6 ﾔ

3

8 天童物語　第四巻 山田　野理夫／著者 東京：国書刊行会 1976年
T 913.6 ﾔ

4

9 わが命たがためにある 中村　晃／著者 山形　あうん社 1998年 T 913.6 ﾅ ◎

10 養正館のひぐらし 野口　千明 書肆犀 2016年 T913.6 ノ ◎

11 ちいさな城下町 安西　水丸／著 東京：文藝春秋 2014年 915.6 ｱ

12 七人目の刺客 早乙女　貢／著 東京：文芸社 2002年 913.6 ｻ

13 寒月庵　血潮凛冽吉田大八 東海林大造著 1986年 ＊

14 ＊郡役所資料館所蔵

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

吉田大八

特 定 主 題 文 献 目 録
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No.3

館(室)
名

天童市立図書館 特定主題大分類 特産物 特定主題

No. 書名 著・編者 発行所 出版年 分類記号 備考

1 織田藩時代の天童 天童温泉協同組合 1987 T 210.5 ｵ ※

2 織田藩と天童
天童市立旧東村山郡
役所資料館／編

2000 T 210.5 ｵ ◎

3 織田藩と天童
天童市立旧東村山郡
役所資料館／編

2008 T 210.5 ｵ

4 おれは天に昇る竜になる 国井　天竜／著者 豊田印刷所 2003 T796　ｸ

5 勤王家　吉田大八先生 佐々木　忠藏／編 吉田大八傳刊行會 1933 T 289.1ﾖ ◎

6 勤王家　吉田大八先生 佐々木　忠藏／編 吉田大八傳刊行會 2005 T 289.1ﾖ ◎

7 駒のふるさと半世紀のあゆみ
日本将棋連盟天童
支部

2014 T796　ｺ

8
調べてみよう!日本の職人伝統の
ワザ　6

学研教育出版 2011 K502 ｼ　6

9 将棋世界　2014.7 日本将棋連盟 2014 ※

10 将棋の博物誌 越智　信義／著 三一書房 1995 796.0　ｵ

11 将棋文化史 山本　亨介/著 朝日新聞社 1987 Y796 ﾔ ※

12 将棋文化史 山本　亨介/著 筑摩書房 1995 T796 ﾔ

13 「玉庭駒」調査報告書 桜井　和男／著 2005 T796　ﾃ ※

14 天童織田藩政史餘話 阿部　安佐／著 豊文社 1996 T 212.5 ｱ

15 天童温泉
天童温泉協同組合／
編

1987 T 291.2 ﾃ ◎

16 天童市史
市制施行五十周年記
念誌編集委員会／編

天童市 2008 T 212.5 ﾃ

17 天童市史　下巻
天童市史編さん委員
会／編

天童市 1992 T 212.5ﾃ3

18 天童市史　別巻下
天童市史編さん委員
会／編

天童市 1984
T 212.5
ﾃﾍﾞ2

19 天童市と将棋駒
天童市商工観光課／
編

天童市商工観光課 1987 T 602.1 ﾃ ※

20 天童と将棋駒 天童市商工観光課/編 天童市 1988 T 602.1 ﾃ

21 天童と将棋駒 天童市商工観光課/編 天童市 1995 T 602.1 ﾃ

22 天童と将棋駒
天童市商工観光課／
編

天童市 1999 T 602.1 ﾃ ◎

23 天童と将棋駒
天童市商工観光課／
編

天童市 2001 T 602.1 ﾃ ◎

24 天童の将棋駒と全国遺跡出土駒 斎藤　隆一／著者 天童市将棋資料館 2006 T　796　ﾃ

25 天童の歴史散歩　続 川崎　利夫／著 メディアハウス 1998 T 212.5 ｶ

26 名駒大鑑 熊沢良尊／著 名駒大鑑刊行会 1996 796　ｸ

27 持駒使用の謎 木村　義徳／著 日本将棋連盟 2001 796.0　ｷ

28 ものと人間の文化史　２３ 増川　宏一／著者 法政大学出版局 1987 Y796ﾓ23 ※

29

30

特 定 主 題 文 献 目 録

将棋駒
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No.4

館(室)
名

天童市立図書館 特定主題大分類 名所 特定主題

No. 書名 著・編者 発行所 出版年 分類記号 備考

1 天童市史編集資料　第33号
天童市史編さん委員
会

天童市 1983
T212.5 ﾃ

33

2
目で見る天童市の文化財展
市指定文化財と古文書展

天童市美術館 2008
T708.7 ﾃ

08

3 若松観世音 早坂　忠雄 1972 T188.4 ﾊ ※

4 若松寺観音堂墨書調査報告書
若松寺観音堂墨書調
査会

2008 T210.0 ｼﾞ ◎

5 特別展若松寺の歴史と遺宝
若松観音開山千三百年
祭記念事業実行委員会

2007 T188.4 ﾔ ◎

6 若松観音
若松観音開山千三百年
祭記念事業実行委員会

2007 T188.4 ﾜ

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

特 定 主 題 文 献 目 録

若松寺
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No.5

館(室)
名

天童市図書館 特定主題大分類 事物・事件他 特定主題

No. 書名 著・編者 発行所 出版年 分類記号 備考

1 舞鶴山の植物
天童市理科教育セン
タ－／編

かしわや書店 2014 T472

2 天童の植物誌 佐藤　定四郎 2007 T472 ◎

3 天童・ひろば　第64号 天童郷土研究会／編 2001 T212.5

4 天童市例規集
天童市総務部総務課
／編

天童市 2016 T318.5 ※

5 若松観音
若松観音開山千三百年祭記
念事業実行委員会／編 2007 T188.4

6 モミジとかえで 桜井　廉／著 金園社 1985 627.7

7 紅葉ハンドブック 林　将之／著 文一総合出版 2008 653.2

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

特 定 主 題 文 献 目 録

モミジ
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No.1

館(室)
名

山辺町中央公民館図書室 特定主題大分類 人物 特定主題

No. 書名 著・編者 発行所 出版年 分類記号 備考

1 安達峰一郎、人と業績 安達峰一郎記念財団
安達峰一郎記念財
団

2009年 380 ※

2 歌集　夫　安達峰一郎
安達峰一郎書簡集編
集委員会

安達峰一郎博士顕
彰会

2011年 380 ※

3 安達峰一郎博士とその時代 安達峰一郎顕彰会
安達峰一郎博士顕
彰会

2010年 380 ※

4
安達峰一郎記念世界平和弁論大会
第１回　優秀作品集

山形大学都市・地域
学研究所

山形大学都市・地
域学研究所

2012年 380 ※

5
安達峰一郎記念世界平和弁論大会
第２回　優秀作品集

山形大学都市・地域
学研究所

山形大学都市・地
域学研究所

2013年 380 ※

6
安達峰一郎記念世界平和弁論大会
第５回　優秀作品集

山形大学都市・地域
学研究所

山形大学都市・地
域学研究所

2014年 380 ※

7 国際連盟 篠原　初枝 中央公論新社 2010年 380 ※

8
国際法にもとづく平和と正義を求めた安達
峰一郎　書簡を中心にして

安達峰一郎書簡集編
集委員会

安達峰一郎　記念
館峰一郎顕彰会

2011年 380 ※

9
国際法にもとづく平和と正義を求めた安達
峰一郎　書簡を中心にして（新版）

安達峰一郎書簡集編
集委員会

安達峰一郎　記念
館峰一郎顕彰会

2015年 380 ※

10
新聞記事に見る　山形県繊維産業
のあゆみ　　上巻・下巻

石澤　恒彬 石澤　恒彬 2014年 586 ※

11 世界が愛した日本　２ 四條　たか子 竹書房 2011年 380 ※

12
世界の良心　安達峰一郎博士とそ
の生涯　かね夫人の短歌とともに

山辺町ふるさと資料
館

山辺町ふるさと資
料館

380 ※

13
世界の良心・安達峰一郎博士とか
ね夫人

山辺町ふるさと資料
館

山辺町ふるさと資
料館

380 ※

14 世界の良心　安達峰一郎博士 浮村　直光
安達峰一郎　記念
館

1969年 380 ※

15 第一次世界大戦と日本 井上寿一 講談社 2014年 380 ※

16 追憶　世界の良心・安達峰一郎 安達　省三 藤庄印刷株式会社 1999年 380 ※

17 武田勇治郎遺稿集　河童と南の島
武田勇治郎
中谷　美智子

中央印刷株式会社 2016年 380 ※

18 日本の外交 井上寿一 岩波書店 2013年 380 ※

19 宮城法蔵
明治大学校友会山形
県支部

中央印刷株式会社 2002年 380 ※

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

安達峰一郎

特 定 主 題 文 献 目 録
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No.1

館(室)
名

中山町立図書館　ほんわ館 特定主題大分類 特産物 特定主題

No. 書名 著・編者 発行所 出版年 分類記号 備考

1
一年中楽しめるコンテナ果樹の育
て方

大森　直樹 西東社 2013 625-オ

2 梅と果実酒入門
小川　敏雄　ほか║指
導

主婦と生活社 1992 596.7-ウ

3 おいしい果樹の育て方 三輪　正幸 池田書店 2014 625-ミ

4 果実とハーブのお酒とシロップ 田端　永子 八月社 2010 596.3-タ

5 果樹園芸大百科14　スモモアンズ 農文協 農山漁村文化協会 2000
625.0-カ-
14

6 果樹の育て方 小池　伸男║監修 ブティック社 2012 625-カ

7
家庭果樹　NHK趣味の園芸　新園
芸相談③

高橋　栄治　ほか║監
修

日本放送出版協会 1991 625-カ

8
家庭でつくれる木の酒・草の酒・
果実の酒

石田　穣　ほか 家の光協会 1966 596.7-イ

9 驚異の果実プルーン 落合　敏 主婦の友社 1980 498.5-オ

10 くだもので作るジャム＆お菓子 小川　聖子
女子栄養大学出版
部

1999
596.6-オ-

1

11 原色果樹の病害虫診断事典 農山漁村文化協会 農山漁村文化協会 2015 625.1-ケ

12 最新農業技術　果樹　Vol.2 農山漁村文化協会 農山漁村文化協会 2009 625-サ-2

13 最新農業技術　果樹　Vol.8 農山漁村文化協会 農山漁村文化協会 2015 625-サ-8

14 四季のジャムと甘煮 婦人之友社編集部 婦人之友社 2001 596-シ

15 調べてなるほど！果物のかたち
縄田　栄治║監修　柳
原　明彦║絵と文

保育社 2016 625-ヤ

16
図解家庭果樹　育て方・剪定のコ
ツ

高橋　栄治 主婦の友社 1999 625-タ

17 スモモの作業便利帳 小川　孝郎 農山漁村文化協会 2012 625.5-オ

18 庭先でつくる果樹33種 赤井　昭雄 農山漁村文化協会 2013 625-ア

19
農家が教える果樹62種育て方楽し
み方

農文協 農山漁村文化協会 2010 625-ノ

20
はじめてでも簡単おいしい家庭果
樹づくり

大森　直樹 講談社 2010 625-オ

21
はじめてでもできるおいしい果樹
の育て方

野田　勝二 家の光協会 2010 625-ノ

22 はじめての果樹 野田　勝二║監修 ナツメ社 2016 625-ハ

23
鉢で育てる果樹　別冊NHK趣味の
園芸

大森　直樹║監修 日本放送出版協会 2010 625-ハ

24 プルーン 宮澤　孝幸　ほか 農山漁村文化協会 2003 625.5-ミ

25
プロが教えるおいしい果樹の育て
方

小林　幹夫║監修 西東社 2012 625-フ

26 ミラクルフルーツプルーン 久郷　晴彦 保健同人社 2001 498.5-ク

27 やさしい果樹づくり 主婦の友社 主婦の友社 2005 625-ヤ

28 落葉果樹の整枝せん定 樫村　芳記║監修 誠文堂新光社 2014 625.1-ラ

29 わかりやすい果樹の育て方事典 河合　義隆║監修 成美堂出版 2013 625-ワ

30

特 定 主 題 文 献 目 録
スモモ（プルー

ン）
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館(室)
名

中山町立図書館　ほんわ館 特定主題大分類 名所 特定主題

No. 書名 著・編者 発行所 出版年 分類記号 備考

1 あさがお・ひまわりのそだてかた
清水　潔　ほか║構成
清水　清║監修

実業之日本社 1988 479-ア

2 雨上がりに咲く向日葵のように 山下　弘子 宝島社 2014 916-ヤ

3 王さまゆめのひまわり 寺村　輝夫 理論社 1991 913-テ

4
お花がさいたやさいができた10
ヒマワリ

おかだ　ひろみ 偕成社 2001 627-オ-10

5 ケイティとひまわりのたね
ジェイムズ　メイ
ヒュー

サイエンティスト
社

2011 E-メ

6 12月の向日葵 永瀬　隼介 新潮社 2014 913.6-ナ

7 全国四季花めぐり 小学館 2008 291.0-セ

8 そらいろのひまわり いしいむつみ 草土文化 1989 913-イ

9 ちゅーりっぷ　ひまわり
七尾　純║構成・文
井上　浩║監修

あかね書房 1982 627-ナ

10 農家が教える手づくり油読本 農文協 農山漁村文化協会 2012 617.9-ノ

11 ひまわり 荒井　真紀 金の星社 2013 E-ア

12 ひまわり 和歌山　静子 福音館書店 2006 E-ワ

13 ヒマワリ　カラー自然シリーズ33 小田　英智　ほか 偕成社 1980 479-オ

14 ヒマワリ　自然たんけん1 七尾　純 国土社 1990 479-ナ

15 ヒマワリ　育ちかたと育てかた
中山　周平║指導・執
筆　米田　芳秋║監修

学研 1987 479-ヒ

16 ヒマワリ　そだててみよう6
小野　隆║構成・文
神田　敬二║監修

あかね書房 1988 479-オ

17 ヒマワリ観察事典 小田　英智　ほか 偕成社 2004 479-オ

18 ヒマワリ観察ブック 小田　英智　ほか 偕成社 2009 479-オ

19 ひまわりさん
くすのき　しげのり║
原作

佼成出版社 2011 E-イ

20 ひまわり事件 荻原　浩 文藝春秋 2009 913.6-オ

21
ヒマワリの絵本　そだててあそぼ
う16

かねこ　こうじ 農山漁村文化協会 1999 627-ヒ

22 ひまわりのおか
ひまわりをうえた八
人のお母さんと葉方
丹

岩崎書店 2012 E-マ

23
ヒマワリのかんさつ　科学のアル
バム25

叶沢　進　ほか あかね書房 1998 479-シ

24 ヒマワリのけんきゅう 小林　実　ほか 国土社 1972 479-コ

25 向日葵の咲かない夏 道尾　秀介 新潮社 2008 913.6-ミ

26 ヒマワリはなぜ東を向くか 瀧本　敦 中央公論社新社 1986 471.3-タ

27 ぼくはひまわり
ヒラリー　ロビンソ
ン║文

絵本塾出版 2016 E-ス

28 ほんとの植物観察1 室井　綽　ほか 地人書館 2003
470.7-ム-

1

29 窓の外は向日葵の畑 樋口　有介 文藝春秋 2010 913.6-ヒ

30

ヒマワリ

特 定 主 題 文 献 目 録
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No.3

館(室)
名

中山町立図書館　ほんわ館 特定主題大分類 事物・事件他 特定主題

No. 書名 著・編者 発行所 出版年 分類記号 備考

1
明らかになった四国王朝　邪馬台
国の全貌

中町　子菊
幻冬舎ルネッサン
ス

2011
210.2-
ナ

2 荒神とミサキ 三浦　秀宥 名著出版 1989 U387-ミ

3 石神信仰 大護　八郎 木耳社 1982 U387-タ

4
一冊でわかるイラストでわかる図
解日本史100人

成美堂出版編集部║編 成美堂出版 2012 210.1-イ

5
岩谷十八夜観音研究史年表　私的
覚え書

烏兎沼　宏之 藻南文化研究所 1984 U186-ウ ※

6 NHK歴史発見1
NHK歴史発見取材班║
編

角川書店 1992 O210-エ-1

7
面白いほどよくわかる神事・仏事
のしきたり

渋谷　申博 日本文芸社 2008 176-シ

8 カミとシャーマンと芸能 下野　敏見 八重岳書房 1984 U382-シ

9 神に仕える皇女たち 原　槇子 新典社 2015 175.8-ハ

10 韓国の郷土信仰 張　籌根 第一書房 1982 U387-チ

11 庚申信仰 平野　実 角川書店 1979 U387-ヒ

12 庚申塔の研究 清水　長輝 大日洞 1988 U387-シ

13 古代史謎解き事典 関　裕二 三修社 2004 O210-セ

14 こども歴史新聞 小林　隆║監修 世界文化社 2012 210-コ

15
桜井徳太郎著作集5　日本シャマ
ニズムの研究　上

桜井　徳太郎 吉川弘文館 1988 U380-サ-5

16
桜井徳太郎著作集6　日本シャマ
ニズムの研究　下

桜井　徳太郎 吉川弘文館 1988 U380-サ-6

17 辞書びきえほん歴史上の人物 陰山　英男║監修 ひかりのくに 2011 280-シ

18
シャーマニズム　エクスタシーと
憑霊の文化

佐々木　宏幹 中央公論社 1980 U163-サ

19 シャーマニズムの世界 桜井　徳太郎║編 春秋社 1978 U163-シ

20 シャマニズム ウノ　ハルヴァ║著 三省堂 1989 U389-ハ

21 宗教と民俗学 桜井　徳太郎 岩崎美術社 1977 U387-サ

22 宗教民俗学 宮家　準 東京大学出版会 1989 U387-ミ

23 呪術・占いのすべて 瓜生中・渋谷申博 日本文芸社 1997 163.8-ウ

24 庶民信仰の世界 楠　正弘 未来社 1984 U387-ク

25 死霊を見た！ 中岡　俊哉 二見書房 1977 U387-ナ

26 神社・お寺のふしぎ100 田中　ひろみ║文 偕成社 2015 175-タ

27 神道 三橋　健 大法輪閣 1995 170-シ

28 神道がよくわかる本 阿部　正路 PHP研究所 1997 170-ア

29 神道の基礎知識と基礎問題 小野　祖教 神社新報社 1963 U170-オ ※

30 神仏習合 義江　彰夫 岩波書店 1996 162.1-ヨ

特 定 主 題 文 献 目 録

巫女（オナカマ）
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No.4

館(室)
名

中山町立図書館　ほんわ館 特定主題大分類 事物・事件他 特定主題

No. 書名 著・編者 発行所 出版年 分類記号 備考

特 定 主 題 文 献 目 録

巫女（オナカマ）

31 図解　巫女 朱鷺田　祐介 新紀元社 2011 175.7-ト

32 図説　村山の歴史 横山　昭男║監修 郷土出版社 2003 O212-ス

33 図説　陸前のオシラサマ 三崎　一夫 萬葉堂書店 1977 U387-ミ

34 図録　岩谷十八夜観音 岩谷観音史跡保存会
岩谷観音史跡保存
会

1981 U186-イ

35 俗信の民俗 桂井　和雄 岩崎美術社 1977 U387-カ

36
大系日本歴史と芸能　第8巻　修
験と神楽

網野　善彦ほか║編 平凡社 1990 U386-タ-8

37
超ビジュアル！日本の歴史人物大
事典

矢部　健太郎║監修 西東社 2014 210-チ

38 津軽のおがさまたち 江田　絹子 北方新社 1977 U387-エ

39 天狗と修験者 宮本　袈裟雄 人文書院 1989 U387-ミ

40 東北学vol.2(巫女のいる風景) 赤坂　憲雄║責任編集
東北芸術工科大学東
北文化研究センター

2000 212-ト-2

41
直木孝次郎古代を語る2　邪馬台
国と卑弥呼

直木　孝次郎 吉川弘文館 2008
210.3-ナ-

2

42
直木孝次郎古代を語る4　伊勢神
宮と古代の神々

直木孝次郎 吉川弘文館 2009
210.3-ナ-

4

43
中山町郷土研究会　学習資料編
Ⅲ

中山町郷土研究会 2010 L212.5-ナ ※

44 中山町史　上 中山町 中山町 1991
L212.5-ナ
-1

45 中山町史　中 中山町 中山町 2003
L212.5-ナ
-2

46 中山町史　下 中山町 中山町 2005
L212.5-ナ
-3

47 日本人のタブー 竹中　信常 講談社 1971 U387-タ

48 日本の神様と神社がわかる本 歴史民俗探究会║編 大和書房 2008 172-ニ

49 日本のシャーマニズム 堀　一郎 講談社 1978 U163-ホ

50 日本のシャマニズム　上 桜井　徳太郎 吉川弘文館 1974 U163-サ-2

51 日本のシャマニズム　下 桜井　徳太郎 吉川弘文館 1974 U163-サ-1

52 日本の俗信 井之口　章次 弘文堂 1975 U387-イ

53 日本の憑きもの 吉田　禎吾 中央公論社 1972 U387-ヨ

54 日本の歴史2　王権誕生 寺沢　薫║編 講談社 2000 O210-ニ-2

55 日本文化と八幡神 佐々木　孝二 八幡書店 1989 U387-サ

56
日本民俗文化資料集成6　巫女の
世界

谷川　健一║責任編集 三一書房 1989 U382-ニ-6

57 馬娘婚姻譚 今野　円輔 岩崎美術社 1977 U387-コ

58 ビジュアル日本史ヒロイン1000人 世界文化社 2011 281.0-ヒ

59 卑弥呼 山岸　良二║監修 ミネルヴァ書房 2011 289-ヒ

60 卑弥呼の陵墓江田船山古墳の真実 荒木　信道
幻冬舎ルネッサン
ス

2013 210.3-ア
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名

中山町立図書館　ほんわ館 特定主題大分類 事物・事件他 特定主題
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特 定 主 題 文 献 目 録

巫女（オナカマ）

61 姫神の本 学研 2007 163.9-ヒ

62 ヒメの民俗学 宮田　登 ちくま学芸文庫 2000 384.6-ミ

63 ふるさとの行事 高橋　敏雄 豊文社 1981 L386-タ

64 本邦小祠の研究 岩崎　敏夫 名著出版 1977 U387-イ

65 巫女さん作法入門 神田明神║監修 朝日新聞出版 2011 175.7-ミ

66 巫女さん入門　初級編 神田明神║監修 朝日新聞出版 2008 175.7-ミ

67 巫女の習俗　1　岩手県 文化庁文化財保護部
文化庁文化財保護
部

1985 U176-ミ-1 ◎

68 巫女の習俗　2　青森県 文化庁文化財保護部
文化庁文化財保護
部

1986 U176-ミ-2 ※

69
巫女の習俗　6　東北地方・山形
県

文化庁文化財部 文化庁文化財部 2006 L176-ミ-6 ※

70 巫女の民俗学 川村　邦光 青弓社 2006 163.9-カ

71 巫女の歴史 山上　伊豆母 雄山閣出版 1994 163.9-ヤ

72 民間信仰 堀　一郎 岩波書店 1951 U387-ホ

73
民衆文化と岩谷観音　宮本常一先
生講演と書簡集

烏兎沼　宏之 藻南文化研究所 1985 U164-ウ ※

74 民俗行事と庶民信仰 菊地　和博║著
東北文教大学出版
会

2015 386.1-キ

75 民俗宗教　第3集 桜井　徳太郎║監修 東京堂出版 1990 U387-ミ-3

76 民俗資料選集35　巫女の習俗VI 文化庁文化財部 国土地理協会 2007
382.1-ミ-
35

77 民俗仏教の旅 藤田　庄一 青弓社 1992 U387-フ

78 村の神々 岩崎　敏夫 岩崎美術社 1977 U387-イ

79 村巫女オナカマの研究 烏兎沼　宏之 藻南文化研究所 1987 L163-ウ

80 迷信の研究 富士川　游 第一書房 1985 U387-フ

81 女神、生ける自然の母 アデル・ゲティ 平凡社 1995 163-ケ

82 もう一つの世界＝庶民信仰 河北新報社編集局║編 勁草書房 1984 U387-モ

83
ものがたり日本列島に生きた人た
ち7

宮田　登║編 岩波書店 2001 O210-モ-7

84 山形県の文化財
山形県文化財保護協
会║編

山形県教育委員会 2002 L709-ヤ ※

85 山形県民俗・歴史論集　第1集
山形県民俗・歴史論
集編集委員会║編

東北出版企画 1977 U382-ヤ-1

86 山形県民俗・歴史論集　第2集
山形県民俗・歴史論
集編集委員会║編

東北出版企画 1978 U382-ヤ-2

87 山形の女 水戸部　浩子
「山形の女」出版
委員会

1994 L281.2-ミ ※

88 やまがたの文化遺産 山形新聞社 1991 O709-ヤ

89 やまがた民俗文化伝承誌 菊地　和博║著 東北出版企画 2009 L386.1-キ ※

90 邪馬台国の候補地・纏向遺跡 石野　博信 新泉社 2008 210.3-イ
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巫女（オナカマ）

91 雪国の語部 武田　正 法政大学出版局 1985 L382.1-タ ※

92 霊場・恐山とイタコ　改定版 祐川　法幢 新人物往来社 1972 U387-ス

93 霊をよぶ人たち 烏兎沼　宏之 ちくま書房 1985 L387-ウ ◎

94 霊をよぶ人たち　出版記念 烏兎沼　宏之 藻南文化研究所 1986 U387-ウ

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120
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No.1

館(室)
名

寒河江市立図書館 特定主題大分類 人物 特定主題

No. 書名 著・編者 発行所 出版年 分類記号 備考

1
YAMAGATA　ふるさと資源再発見
マップ

山形県企画調整部地
域整備課

山形県企画調整部
地域整備課

1991 Ｋ291ヤ ※

2 左沢楯山城跡調査報告書　１０ 大江町教育委員会 大江町教育委員会 2008 Ｋ212オ ※

3 左沢楯山城跡調査報告書　１１ 大江町教育委員会 大江町教育委員会 2009 Ｋ212オ ※

4 左沢楯山城跡調査報告書　８ 大江町教育委員会 大江町教育委員会 2006 Ｋ212オ ※

5 左沢楯山城跡調査報告書　９ 大江町教育委員会 大江町教育委員会 2007 Ｋ212オ ※

6
安中坊及び阿弥陀屋敷の歴史考証
調査報告書

阿部酉喜夫 西川町 1992 Ｓ212ア ※

7
一山寺院としての葉山信仰　　第
１４集

月光善弘 山形女子短期大学 1982 Ｓ185ガ ※

8 羽陽文化　第４巻
山形県文化財保護協
会

国書刊行会 1987 Ｋ709ウ ※

9 羽陽文化　第４巻
山形県文化財保護協
会

国書刊行会 1987 Ｋ709ウ ※

10 大江・毛利の一族 関久 2013 Ｓ212セ ※

11 大江氏興亡三千年 大江隻舟 西日本新聞社 2015 Ｓ288オ

12 大江町史 大江町教育委員会 大江町教育委員会 1984 Ｋ212オ ※

13 大江町史　年表編 小国襄 大江町教育委員会 1985 Ｋ212オ ※

14 大江広元 上杉和彦 吉川弘文館 2005 Ｓ289オ

15 大江広元改姓の謎 大江隻舟 西日本新聞 2003 Ｓ210オ

16 河北町の歴史　上巻 河北町誌編纂委員会 河北町 1962 Ｋ212カ ※

17 鎌倉争乱と大江一族 大江隻舟 西日本新聞社 2005 Ｓ288オ

18 川西町史　上巻
川西町史編さん委員
会

川西町 1979 Ｋ212カ ※

19
教科書にでる　人物学習事典　増
補新版

学研 2011 ＪＲ280キ ※

20 郷土史事典　山形県 伊豆田忠悦 昌平社 1979 Ｋ212イ ※

21 郷土資料事典　５　山形県
人文社刊行と旅編集
部

人文社 1976 Ｋ291ジ ※

22 郷土資料事典　６　山形県
人文社刊行と旅編集
部

人文社 1985 Ｋ291キ

23 郷土と白岩大江氏 那須貞太郎 2000 Ｓ212ナ ※

24 決定版　村山ふるさと大百科 横山昭男 郷土出版社 2008 Ｋ291ケ

25 国史大辞典　２　う～お
国史大辞典編集委員
会

吉川弘文館 1980 Ｒ210コ ※

26 古典の事典
古典の事典編纂委員
会

河出書房新社 1986 Ｒ081コ ※

27 寒河江大江氏 阿部酉喜夫
大江公入部八百年祭
記念事業実行委員会

1988 Ｓ212ア

28
寒河江大江城古絵図・寒河江六ケ
村絵図・寒河江村屋割図

寒河江郷土史研究会
寒河江郷土史研究
会

1985 Ｓ212サ

29
寒河江市史　大江氏ならび関係資
料

寒河江市史編纂委員
会

寒河江市 2001 Ｓ212サ

30 寒河江市史　上巻
寒河江市史編さん委
員会

寒河江市 1994 Ｓ212サ

寒河江大江氏

特 定 主 題 文 献 目 録
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31 寒河江市史年表
寒河江市史編纂委員
会

寒河江市教育委員
会

1975 Ｓ212サ ※

32
寒河江市史編纂叢書　８　　　郷
目右京進貞繁

阿部酉喜夫
寒河江市史編纂委
員会

1987 Ｓ212サ ※

33 寒河江市史編纂叢書　第１～３集
阿部酉喜夫・横尾半
左衛門・菅井半五郎

寒河江町史編纂委
員会

1953 Ｓ212サ ※

34
寒河江市史編纂叢書　第１４～１
７集

阿部酉喜夫
寒河江市史編編纂
委員会

1963 Ｓ212サ ※

35
寒河江市史編纂叢書　第１８～２
１集

宇井啓
寒河江市史編纂委
員会

1963 Ｓ212サ ※

36
寒河江市史編纂叢書　第１９集復
刻　大江系図（二）

阿部酉喜夫
寒河江市教育委員
会

1988 Ｓ212サ

37
寒河江市史編纂叢書　第３３集大
江系図（三）

寒河江市史編纂委員
会

寒河江市教育委員
会

1985 Ｓ212サ

38
寒河江市史編纂叢書第５・６集
復刻版　稿本　寒河江町史

沖津常太郎
寒河江市教育委員
会

1987 Ｓ212サ

39
寒河江市内遺跡発掘調査報告書
（１２）

寒河江市教育委員
寒河江市教育委員
会

2005 Ｓ212サ

40 寒河江市の石造文化財 寒河江市教育委員会
寒河江市教育委員
会

1983 Ｓ709サ ※

41 寒河江市の文化財 寒河江市 寒河江市 1991 Ｓ709サ ※

42 寒河江市の歴史と現状
東北福祉大学福祉学
部岡田ゼミナール

東北福祉大学41番
研究室

1992 Ｓ212サ ※

43 寒河江城址 菅井半五郎
寒河江町史編纂委
員会

1953 Ｓ212ス ※

44 寒河江城跡　大江氏 寒河江市史編纂室
寒河江市教育委員
会

1987 Ｓ212サ ※

45 寒河江城跡発掘調査報告書 寒河江市教育委員会
寒河江市教育委員
会

2008 Ｓ212サ

46 寒河江城を語る 沖津常太郎
寒河江市史編纂委
員会・史談会

1966 Ｓ212オ ※

47 寒河江の散歩道 宇井啓 宝文堂 2002 Ｓ291サ

48
寒河江ふるさとの歴史　　　　大
江公物語

宇井啓
大江公入部八百年
祭記念事業

1988 Ｓ910オ

49 さがえ六供町のむかし 宇井啓・松田伸一
寒河江市東部地区
公民館六供町分館

2010 Ｓ212サ

50 柴橋村の歴史と伝承（その一） 月光善弘 山形女子短期大学 1992 Ｓ212ガ ※

51 社会科郷土資料 寒河江市教育研究会
寒河江市教育研究
会

1956 Ｓ212サ

52
少年少女　日本の歴史　７　鎌倉
幕府の成立

児玉幸多 小学館 2002 Ｊ210シ

53 白岩ふるさと歴史探訪
「心の教育」ぬくも
りの里しらいわ

「心の教育」ぬく
もりの里しらいわ

2008 Ｓ212シ

54 白鳥十郎公ものがたり 槙清哉 河北町白鳥会 1995 Ｋ289マ

55 人事の日本史 遠山美都男　ほか 毎日新聞社 2005 210ジ

56 新図詳エリア教科事典　日本歴史 学習研究社 1994 ＪＲ031シ ※

57
人物　日本の歴史　６　鎌倉の郡
英

安田元久・海音寺潮
五郎　ほか

小学館 1975 281ジ

58 図説・戦国地図帳 久保田昌希 学習研究社 2003 210ズ

59 図説学習　日本の歴史　３ 旺文社 旺文社 1990 Ｊ210ズ

60 図説村山の歴史 横山昭男 郷土出版社 2003 Ｋ212ズ
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61
青少年のためのさがえの歩み　第
１部

阿部酉喜夫
寒河江市教育委員
会社会教育課

1980 Ｓ212ア ※

62 戦国合戦大全　上巻 学研 1997 210セ

63 戦国大名論集　２ 吉川弘文館 1984 210セ

64 総合百科事典　ポプラディア２ ポプラ社 2011 ＪＲ031ソ ※

65 続山形博物誌 山形新聞 山形新聞社 1979 Ｋ382ヤ ※

66 大迫力！写真と絵でわかる日本史 橋場日月 西東社 2013 210ハ

67 高擶郷土史 佐藤栄太・丸山茂 東村山郡高擶村 1955 Ｋ291サ ※

68 地域社会研究　第２９号
山形地域社会研究読
書会

山形地域社会研究
読書会

2004 Ｋ361ヤ ※

69
地域社会研究　第３１号（終刊
号）

山形地域社会研究読
書会

山形地域社会研究
読書会

2006 Ｋ361ヤ ※

70 地域の歴史と文化 松田進 松田進 2006 Ｋ212マ

71 地名を歩く 宇井啓
寒河江市広報広聴
係

1992 Ｓ291ウ

72 中世戦乱の村山　中世の東根 保角里志 保角里志 1991 Ｋ212ホ ※

73 寺の五百年　淘興寺 那須貞太郎 龍雲山洞興寺 1985 Ｓ185リ ※

74 西川町史　上巻 西川町史編纂委員会 西川町 1995 Ｋ212ニ ※

75 西川町史年表 西川町教育委員会 西川町教育委員会 1984 Ｋ212ニ ※

76 西村山郡大堰土地改良区史
西村山郡大堰土地改
良区史編纂委員会

西村山郡大堰土地
改良区

1992 Ｋ614ニ

77 西村山地域史の研究　第１０号 西村山地域史研究会
西村山地域史研究
会

1992 Ｋ212ニ ※

78 西村山地域史の研究　第１３号 西村山地域史研究会
西村山地域史研究
会

1995 Ｋ212ニ ※

79 西村山地域史の研究　第１５号 西村山地域史研究会
西村山地域史研究
会

1997 Ｋ212ニ ※

80 西村山地域史の研究　第９号 西村山地域史研究会
西村山地域史研究
会

1991 Ｋ212ニ ※

81 西村山の歴史と文化
阿部酉喜夫先生喜寿
記念会

寒河江市史編さん
室内

1987 Ｋ212 ※

82 西村山の歴史と文化Ⅱ 西村山地域史研究会
西村山地域史研究
会

1991 Ｋ212ニ ※

83 西村山の歴史と文化Ⅲ 西村山地域史研究会
西村山地域史研究
会

1996 Ｋ212ニ ※

84 西村山の歴史と文化Ⅳ 西村山地域史研究会
西村山地域史研究
会

2002 Ｋ212ニ ※

85 ニノ堰のあゆみ 大沼新也・髙橋龍一
西村山郡ニノ堰土
地改良区

1981 Ｓ614オ ※

86 日本の歴史　７　武者の世に 入間田宣夫 集英社 1991 210ニ

87 日本の歴史人物事典 岡村道雄　ほか 集英社 2001 Ｊ281ヤ

88
悲劇の回り舞台・最上一族の事件
簿

小林隆 荘内日報社 1993 Ｋ212コ

89 評伝　最上義光 高橋富雄 山形新聞社 1989 Ｋ289タ ※

90 ふるさと朝日町　伝説と地名 長岡幸月 1990 Ｋ388ナ ※
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91 ふるさと寒河江の歴史 阿部酉喜夫・宇井啓
寒河江市教育委員
会

2009 Ｓ212ア

92 ふるさと歴史百選　寒河江市 寒河江市教育委員会
寒河江市教育委員
会

1989 Ｓ212フ ※

93 文化誌日本　山形県
麻木脩平・柏倉亮
吉・佐藤巧　ほか

講談社 1984 Ｋ291ブ ※

94 編年　西村山郡史 西村山郡役所 名著出版 1973 Ｋ212ニ ※

95 ぼくらの山形県 須藤克三 ポプラ社 1978 Ｊ291ス

96
まんがで学習　年表　日本の歴史
２

ムロタニ・ツネ象 あかね書房 1988 Ｊ210マ

97 マンガ日本の歴史　１５ 石ノ森章太郎 中央公論社 1991 210イ

98 南出羽の城 保角里志 高志書院 2006 Ｋ212ホ

99 源頼朝　源平武将伝
八尾剛己・新堀眞樹
子

ポプラ社 2012 Ｊ289ミ

100 最上三十三観音巡礼記 渡辺信三 月刊やまがた社 1987 Ｋ387ワ

101 山形県芸術文化史 山形県芸術文化会議 山形芸術文化会議 1973 Ｋ702ヤ ※

102 山形県寒河江町実態調査報告書 山形県教育研究所 山形県教育研究所 1954 Ｓ318ヤ ※

103 山形県史　第１巻 山形県内務部 名著出版 1973 Ｋ212ヤ ※

104 山形県史　要覧　別編Ⅳ 山形県 山形県 1989 Ｋ212ヤ ※

105
山形県中世城館遺跡調査報告書
第２集

山形県教育委員会 山形県教育委員会 1996 Ｋ212ヤ ※

106 山形県の寺院　内陸版 大場貞一
山形県寺院総覧編
纂会

1977 Ｋ185ヤ ※

107 山形県の文化財 山形県教育委員会
山形県文化財保護
協会

1972 Ｋ709ヤ ※

108 山形県の歴史 誉田慶恩・横山昭男 山川出版社 1970 Ｋ212ホ ※

109 山形県の歴史
横山昭男・誉田慶信
ほか

山川出版社 1998 Ｋ212ヤ ※

110 山形県の歴史散歩
山形県高等学校社会
科教育研究

山川出版 1977 Ｋ212ヤ

111 山形縣人國記 藤田眞
大正通信社山形支
社

1928 Ｋ281フ ※

112 山形県要覧　大正１４年 山形縣 山形縣 1925 Ｋ351ヤ ※

113 山形市史　上巻
山形市史編さん委員
会・編集委員会

山形市 1973 Ｋ212ヤ ※

114 山形市史　中巻
山形市史編纂委員
会・編集委員会

山形市 1971 Ｋ212ヤ ※

115 山形市史　年表
山形市史編さん委員
会・編集委員会

山形市 1982 Ｋ212ヤ ※

116 やまがた史上の人物 後藤嘉一 原田吉男 1965 Ｋ281ゴ ※

117 やまがたの絵馬 渡辺信三 やまがた散歩社 1985 Ｋ387ワ ※

118
やまがたのお寺さん　第五集　西
村山

山形テレビ 1985 Ｋ180ヤ ※

119 やまがたの歴史
山形市史編さん委員
会

山形市 1980 Ｋ212ヤ ※

120 山形の歴史ものがたり 山形県社会科研究会 ＪＫ212ヤ
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121 読む日本の歴史　４ 古川清行 あすなろ書房 2009 Ｊ210フ

122 わたしたちの寒河江市 寒河江市教育委員会
寒河江市教育委員
会

1972 Ｓ318サ

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150
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1
４７都道府県・地野菜／伝統野菜
百科

成瀬宇平・堀知佐子 丸善 2009 626ナ

2 ＹＡＭＡＧＡＴＡ
田中裕子・マーシュ･
ウィリアム

バンセプランニン
グ

1993 Ｋ291ヤ

3
YAMAGATA　ふるさと資源再発見
マップ

山形県企画調整部地
域整備課

山形県企画調整部
地域整備課

1991 Ｋ291ヤ ※

4 絵でわかる社会科事典①都道府県 鎌田和宏 学研教育出版 2011 ＪＲ291エ ※

5 オウトウの作業便利帳 佐竹正行・矢野和男 農山漁村文化協会 2001 Ｋ625サ ※

6 桜桃の里　三泉の生業とくらし
寒河江農業改良普及
所

寒河江農業改良普
及所

1984 Ｓ602オ ※

7 大玉・高糖度のサクランボつくり 黒田実 農山漁村文化協会 2009 625ク

8 大人の園芸 庭木 花木 果樹 濱野周泰 小学館 2006 627オ

9 果実の花 みなみらんぼう 丸善 1994 625ミ

10 果樹園芸大百科10　オウトウ 農山漁村文化協会 農山漁村文化協会 2000 Ｒ625カ ※

11 果樹ですてきな庭づくり 大森直樹・玉崎弘志 主婦と生活社 2011 625カ

12 果樹の育て方 小林隆行 日本文芸社 2012 625コ

13 数え方と単位の本④自然と植物 飯田朝子 学習研究社 2006 Ｊ815カ

14
月山花笠ラインと紅花・フルーツ
の旅　紅花の山形路

西村山地方事務所 西村山地方事務所 1986 Ｋ291ガ ※

15 観光農業は感動のドラマ 工藤順一・平井隆 家の光協会 1998 Ｓ611ク

16
季節の果物を使ってつくる　蜂蜜
コンフィチュール

磯部由美香 誠文堂新光社 2015 596イ

17
季節をたっぷりめしあがれ　フ
ルーツ・スイーツ・ダイアリー

星谷菜々 グラフィック社 2015 596ホ

18
協同組合基礎理論研究シリーズ第
４４集

工藤順一
農林中金総合研究
所

1994 Ｓ611ク

19
銀座千疋屋監修　くらしのくだも
の１２か月

銀座千疋屋 朝日新聞出版 2014 625ク

20
くだもの王国　絵本図鑑シリーズ
３

さとうち藍 岩崎書店 1987 Ｊ625サ

21 くだものがたり 村田隆一 八坂書房 1995 625ム

22 くだもの歳時記 草川　俊 読売新聞社 1988 625ク

23 くだものと木の実いっぱい絵本 ほりかわりまこ あすなろ書房 2015 Ｊ625ホ

24 くだものばたけ　さくらんぼ ちかみじゅんこ 金の星社 1987 ＪＳ625チ

25 決定版　はじめての果樹づくり 主婦の友社 主婦の友社 2010 625ハ

26 決定版　はじめての果樹づくり 三輪正幸
学研パブリッシン
グ

2011 625ハ

27 原色果実図鑑 久保利夫 保育社 1969 Ｒ625ク ※

28 原色果樹の病害虫診断　新版 農山漁村文化協会 農山漁村文化協会 1991 625ゲ

29 原色果樹病害虫百科　第２版 農山漁村文化協会 農山漁村文化協会 2005 625ゲ

30 原色ワイド図鑑　樹木・果実 佐々木紀子 学習研究社 2002 ＪＲ031ゲ ※

特 定 主 題 文 献 目 録

さくらんぼ
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31 高齢者による農業のすがた
東北農政局山形統計
情報事務所村山出張
所

東北農政局山形統
計情報事務所村山
出張所

1997 Ｋ611ト ※

32 子ども日本風土記（山形）６ 日本作文の会 岩崎書店 1975 ＪＫ200ニ ※

33
これで安全！野菜と果物を「安
心」して食べる知恵

徳江千代子 二見書房 2008 626ヤ

34 寒河江市史　下巻　近代編
寒河江市史編さん委
員会

寒河江市 2007 Ｋ212サ

35 寒河江市史　年表
寒河江市史編纂委員
会

寒河江市教育委員
会

1975 Ｓ212サ ※

36
寒河江市農協１０年のあゆみ　創
業１０周年記念

寒河江市農業協同組
合

寒河江市農業協同
組合

1985 Ｓ611サ ※

37 寒河江市の統計 寒河江市 寒河江市 1992 Ｓ351サ ※

38 寒河江市の統計 寒河江市企画調整課 寒河江市 1994 Ｓ351サ ※

39 寒河江市の統計 寒河江市企画調整課 寒河江市 1995 Ｓ351サ ※

40 寒河江市の統計 寒河江市企画調整課 寒河江市 1996 Ｓ351サ ※

41 寒河江市の統計 寒河江市企画調整課 寒河江市 1997 Ｓ351サ ※

42 寒河江市の統計 寒河江市企画調整課 寒河江市 1998 Ｓ351サ ※

43 寒河江市の統計 寒河江市企画調整課 寒河江市 1999 Ｓ351サ ※

44 寒河江市の統計 寒河江市企画調整課 寒河江市 2000 Ｓ351サ ※

45 寒河江市の統計 寒河江市企画調整課 寒河江市 2001 Ｓ351サ ※

46 寒河江市の統計 寒河江市企画調整課 寒河江市 2002 Ｓ351サ ※

47 寒河江市の統計 寒河江市 寒河江市 2011 Ｓ351サ ※

48 寒河江市の統計 寒河江市政策推進課 寒河江市 2012 Ｓ351サ ※

49 寒河江市の統計 寒河江市政策推進課 寒河江市 2013 Ｓ351サ ※

50 寒河江市の統計 寒河江市政策推進課 寒河江市 2014 Ｓ351サ ※

51 寒河江市の統計 寒河江市政策企画課 寒河江市 2015 Ｓ351サ ※

52 寒河江市の統計 寒河江市政策企画課 寒河江市 2016 Ｓ351サ ※

53 寒河江市の農業
東北農政局山形統計
情報事務所寒河江出
張所

山形農林統計協会 1985 Ｓ610サ ※

54 寒河江市の農業 寒河江市 寒河江市 1990 Ｓ351サ ※

55 寒河江市の歴史と現状
東北福祉大学社会福
祉学部

東北福祉大学４１
番研究室

1992 Ｓ212サ ※

56 さがえ西村山農協１０年のあゆみ
さがえ西村山農業協
同組合

寒河江西村山農業
協同組合

2004 Ｋ611サ

57
寒河江のごっつぉ　旬果旬菜　地
産地消と食文化

『寒河江のごっ
つぉ』編集委員会

寒河江市食生活改
善推進協議会

2009 Ｓ596サ

58
寒河江の農業　小学校５年生用社
会科副読本

寒河江市農林課 寒河江市 1990 Ｓ610サ ※

59
寒河江の農業　小学校５年生用社
会科副読本

寒河江市農林課 寒河江市 1999 Ｓ610サ ※

60
寒河江の農業　小学校５年生用社
会科副読本

寒河江市農林課 寒河江市 2006 Ｓ610サ ※
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61
寒河江の農業　小学校５年生用社
会科副読本

寒河江市農林課 寒河江市 2009 Ｓ610サ ※

62 さくらんぼの詩 山形放送 山形放送 1991 ＪＳ910サ

63 サクランボの絵本
にしむらこういち・
のぐちきょういち

農山漁村文化協会 2008 ＪＳ625サ

64 さくらんぼの里から　市長雑感 武田房雄 1984 Ｓ318タ ※

65
さくらんぼひとつ　社会科おはな
しえほん

植松要作 日本出版社 1981 ＪＫ625ウ ※

66 三泉村史（１） 宇井啓
三泉村誌編纂委員
会

1971 Ｓ212ウ

67
ジェラート・アイスクリーム・
シャーベット

柳瀬久美子 主婦の友社 2011 596ヤ

68
四季の味覚狩りガイド　宮城　山
形　福島

ジョイフルネットみ
ちのく

メイツ出版 2002 291シ

69
しぜん図鑑　しょくぶつ　ふしぎ
がわかる

長谷文雄 フレーベル館 1990 Ｊ470シ

70
市町村別統計報告書（北海道・東北・北陸
編）　昭和63年果樹農業構造調査

農林水産省経済局統
計情報部

農林統計協会 1989 Ｋ625ノ ※

71
写真でわかる季節のことば辞典第
二巻　海ひかる夏のことば

学研辞典編集部 学研教育出版 2012 Ｊ814シ

72 集英社まんがこども大百科 創美社・童夢 集英社 2000 ＪＲ031マ ※

73
趣味の園芸ビギナーズ　おいしく
育てるはじめての家庭果樹

三輪正幸 ＮＨＫ出版 2013 625ミ

74
旬がおいしい　果実酒・ジャム・
フレッシュジュース

村井りんご 成美堂出版 2008 596ム

75 小学生の都道府県学習事典 どりむ社 ＰＨＰ研究所 2006 Ｊ291シ

76 小学校の図鑑ＮＥＯ　植物 八巻孝夫 小学館 2004 ＪＲ470シ ※

77 新　果樹園芸学 杉浦明　ほか 朝倉書店 1991 625シ

78 新図詳エリア教科事典　植物 川上親孝 学習研究社 1994 ＪＲ031シ ※

79
新訂　都道府県別日本なんでも情
報館

保岡孝之 ポプラ社 2001 ＪＲ291ト ※

80 新版　図集　果樹栽培の基礎知識 熊代克巳 農山漁村文化協会 1994 625ク

81 図集果樹栽培の基礎知識 能代克巳・鈴木鐵男 農山漁村文化協会 1994 625ク

82 図説学習日本の地理　東北地方７ 旺文社 旺文社 1990 Ｊ291ズ

83
青果物出荷・入荷統計（昭和42
年）

農林省山形統計調査
事務所

農林省山形統計調
査事務所

1968 Ｋ611ノ ※

84
青果物出荷・入荷統計（昭和43
年）

農林省山形統計調査
事務所

農林省山形統計調
査事務所

1969 Ｋ611ノ ※

85
青果物生産・出荷及び養蚕統計
（市町村別）　平成３年産

東北農政局山形統計
情報事務所

山形農林統計協会 1992 Ｋ620ヤ ※

86
青果物生産出荷及び流通統計　平
成１６年

東北農政局山形農政
事務所

山形農林統計協会 2005 Ｋ620ト ※

87
青果物生産出荷及び流通統計　平
成１７年

東北農政局山形農政
事務所

山形農林統計協会 2006 Ｋ620ト ※

88
青果物生産出荷及び流通統計　平
成１８年

東北農政局山形農政
事務所

山形農林統計協会 2007 Ｋ620ト ※

89
そだててあそぼう　　　　　　農
作業の絵本　４

高橋国昭 農山漁村文化協会 2010 Ｊ615ノ

90
旅もよう山形編　駅でみつけた物
語

ジェイアール東日本
企画

東日本旅客鉄道 1992 Ｋ291シ ※
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91 食べられたがる果物のヒミツ 盛口満 少年写真新聞社 2013 Ｊ625モ

92
だれでもできる　果樹の接ぎ木・
さし木・とり木

小池洋男 農山漁村文化協会 2007 625コ

93 地域社会研究　第１８号 村田　啓介
山形地域社会研究
読書会

1993 Ｋ361ヤ ※

94 地名を歩く 宇井啓 寒河江市 1992 Ｓ291ウ

95 統計さがえ 寒河江市 寒河江市 1977 Ｓ351サ ※

96 統計さがえ 寒河江市 寒河江市 1980 Ｓ352サ ※

97 統計さがえ 寒河江市 寒河江市 1981 Ｓ353サ ※

98 統計さがえ 寒河江市 寒河江市 1983 Ｓ354サ ※

99 統計さがえ 寒河江市 寒河江市 1986 Ｓ355サ ※

100 統計さがえ 寒河江市 寒河江市 1988 Ｓ356サ ※

101
東北地方における青果物の交流状
況

農林省宮城統計調査
事務所

宮城農林統計協会 1969 Ｋ616ノ ※

102 特産物　山形のおうとう
東北農政局山形統計
情報事務所

山形農林統計協会 1993 Ｋ625ト ※

103 都道府県クイズ①北海道・東北 北俊夫 国土社 1999 Ｊ291ソ

104
都道府県大図解日本の地理２　山
形・福島・茨城・群馬

伊田仁康 学習研究社 2007 ＪＫ292キ ※

105
トルコ共和国ギレスン市　親善訪
問団

菊地真 1989 Ｓ292キ ※

106 なめこと日本全国めぐり せきちさと 岩崎書店 2014 Ｊ291ナ

107
西・北村山農業の動き（市町村別累
年統計）（昭和51年～平成2年）

東北農政局山形統計情報事
務所村山出張所

東北農政局山形統計情報
事務所村山出張所 1992 Ｋ611ト ※

108 西村山の歴史と文化　Ⅱ 西村山地域史研究会
西村山地域史研究
会

1991 Ｋ212ニ ※

109 にっぽん探検大図鑑 正井康夫・辻原康夫 小学館 2006 Ｊ291ニ

110 日本のさくらんぼ
山形県経済農業協同
組合連合会

山形県経済農業協
同組合連合会

1992 Ｋ625ニ ※

111 庭先でつくる果樹３３種 赤井昭雄 農山漁村文化協会 2013 625ア

112
ねんてん先生の俳句の学校１　季
節のことばを見つけよう春夏

坪内稔典 教育画劇 2011
Ｊ911ネン

テ

113
農林水産業はすてきな仕事２　日
本の資源を生かして

綾野まさる 文研出版 1994 Ｊ610ノ

114
はじめてでも簡単　おいしい家庭
果樹づくり

大森直樹 講談社 2010 625オ

115 はじめての果樹６２種 富田正治 成美堂出版 2000 625ハ

116 はじめての果樹ガーデニング 小林幹夫 永岡書店 2002 625ハ

117 はじめての果樹ガーデン 大森直樹 成美堂出版 2007 625オ

118
バター・オイルなしでもこんなにおいしい
ふとらないお菓子　Part2 茨木くみ子 文化出版局 2008 596イ

119 鉢ひとつで始める果樹づくり 三輪正幸
学研パブリッシン
グ

2013 625ミ

120 美の森に迷う 菊地隆三 求龍堂 1985 Ｓ704キ ※
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121
ふるさとおもしろ食べもの百科北
海道・東北・北関東

向笠千恵子 日本図書センター 2010 Ｊ383フ

122 文化誌日本山形県
麻木脩平・柏倉亮
吉・佐藤巧　ほか

講談社 1984 Ｋ291ブ ※

123 ベスト図解百科２　おか 平野勝男 学習研究社 2000 ＪＲ031ベ ※

124 ぼくらの山形県 須藤克三 ポプラ社 1981 ＪＫ291ス

125 ポプラディア４ 坂井宏先 ポプラ社 2011 ＪＲ031ソ ※

126 ポプラディア情報館　日本の農業 石谷孝佑 ポプラ社 2009 ＪＲ612ニ

127
身近な食べもののひみつ４
すがたをかえる果実・種実

幕内秀夫・神みよ子 学習研究社 2006 Ｊ619ミ

128
みんなの市町村①北海道・東北地
方

本間三郎 学習研究社 1989 Ｊ291ミ

129 山形県作物図鑑 山形放送 山形放送 1988 Ｋ615サ ※

130 山形県作物図鑑　２ 山形放送
山形県農業共済組合連合
会・各農業共済組合等 1989 Ｋ615サ ※

131 山形県史　第５巻　近現代編　下 山形県 1986 Ｋ212ヤ ※

132 山形県史　農業編　下
山形県市史編さん委
員　ほか

山形県 1973 Ｋ212ヤ ※

133 山形県史　農業編　中
山形県市史編さん委
員　ほか

山形県 1969 Ｋ212ヤ ※

134
山形県生産農業所得の動き（市町村別累年
統計）（昭和61年～平成2年）

東北農政局山形統計
情報事務所

山形農林統計協会 1992 Ｋ611ヤ ※

135 山形県勢要覧 山形県統計課 山形県 1965 Ｋ351ヤ ※

136 山形県勢要覧
山形県企画調整部統
計課

山形県 1978 Ｋ351ヤ ※

137 山形県勢要覧 山形県統計課 山形県 1981 Ｋ351ヤ ※

138 山形県勢要覧 山形県統計調査課 山形県 1984 Ｋ351ヤ ※

139 山形県勢要覧 山形県統計企画課 山形県 2003 Ｋ351ヤ ※

140 山形県勢要覧 山形県統計企画課 山形県 2004 Ｋ352ヤ ※

141 山形県勢要覧 山形県統計企画課 山形県 2005 Ｋ353ヤ ※

142 山形県勢要覧 山形県統計企画課 山形県 2006 Ｋ354ヤ ※

143 山形県勢要覧 山形県統計企画課 山形県 2007 Ｋ355ヤ ※

144 山形県勢要覧 山形県統計企画課 山形県 2008 Ｋ356ヤ ※

145 山形県勢要覧 山形県統計企画課 山形県 2009 Ｋ357ヤ ※

146 山形県勢要覧 山形県統計企画課 山形県 2010 Ｋ358ヤ ※

147 山形県勢要覧 山形県統計企画課 山形県 2011 Ｋ359ヤ ※

148 山形県勢要覧 山形県統計企画課 山形県 2012 Ｋ360ヤ ※

149 山形県勢要覧 山形県統計企画課 山形県 2013 Ｋ361ヤ ※

150 山形県勢要覧 山形県統計企画課 山形県 2014 Ｋ362ヤ ※
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151 山形県勢要覧 山形県統計企画課 山形県 2015 Ｋ363ヤ ※

152 山形県勢要覧 山形県統計企画課 山形県 2016 Ｋ364ヤ ※

153 山形県統計年鑑　平成１５年
山形県総務部総合政
策室

山形県総務部総合
政策室

2003 Ｋ351ヤ ※

154 山形県統計年鑑　平成１６年
山形県総務部総合政
策室

山形県総務部総合
政策室

2004 Ｋ352ヤ ※

155 山形県統計年鑑　平成１７年
山形県総務部総合政
策室

山形県総務部総合
政策室

2005 Ｋ353ヤ ※

156 山形県統計年鑑　平成１８年
山形県総務部総合政
策室

山形県総務部総合
政策室

2006 Ｋ354ヤ ※

157 山形県統計年鑑　平成１９年
山形県総務部総合政
策室

山形県総務部総合
政策室

2007 Ｋ355ヤ ※

158 山形県統計年鑑　平成２０年
山形県総務部総合政
策室

山形県総務部総合
政策室

2008 Ｋ356ヤ ※

159 山形県統計年鑑　平成２１年
山形県総務部総合政
策室

山形県総務部総合
政策室

2009 Ｋ357ヤ ※

160 山形県統計年鑑　平成２２年
山形県総務部総合政
策室

山形県総務部総合
政策室

2010 Ｋ358ヤ ※

161 山形県統計年鑑　平成２３年
山形県総務部総合政
策室

山形県総務部総合
政策室

2011 Ｋ359ヤ ※

162 山形県統計年鑑　平成２４年
山形県総務部総合政
策室

山形県総務部総合
政策室

2012 Ｋ360ヤ ※

163 山形県統計年鑑　平成２５年
山形県総務部総合政
策室

山形県総務部総合
政策室

2013 Ｋ361ヤ ※

164 山形県統計年鑑　平成２６年
山形県総務部総合政
策室

山形県総務部総合
政策室

2014 Ｋ362ヤ ※

165
山形縣西村山郡統計書　明治４５
年　（復刻版）

山形縣西村山郡役所
寒河江市教育委員
会

1993 Ｋ351ヤ ※

166 山形県年鑑 相馬健一 山形新聞社 1973 Ｋ059ヤ ※

167 山形県年鑑 相馬健一 山形新聞社 2000 Ｋ059ヤ ※

168 山形県年鑑 相馬健一 山形新聞社 2001 Ｋ059ヤ ※

169 山形県年鑑 相馬健一 山形新聞社 2002 Ｋ059ヤ ※

170 山形県年鑑 相馬健一 山形新聞社 2003 Ｋ059ヤ ※

171 山形県年鑑 相馬健一 山形新聞社 2004 Ｋ059ヤ ※

172 山形県年鑑 相馬健一 山形新聞社 2005 Ｋ059ヤ ※

173 山形県農作物病害虫図鑑　１ 山形放送
山形県農業共済組合連合
会・各農業共済組合等 1991 Ｋ615ノ ※

174 山形県農作物病害虫図鑑　２ 山形放送
山形県農業共済組合連合
会・各農業共済組合等 1992 Ｋ615ノ ※

175
山形県農作物病害虫防除基準
除草剤使用基準

山形県農林水産部
山形県農業技術普
及会

1983 Ｋ615ヤ ※

176 山形県の自然と生活 新山形風土記刊行会 創土社 1982 Ｋ291ヤ

177
山形県の青果物流通統計（昭和57
年）

東北農政局山形統計
情報事務所

山形県流通情報協
会

1984 Ｋ611ト ※

178 山形県の地理ものがたり 山形県社会科研究会 日本標準 1989 ＪＫ291ヤ

179 山形県の農業 山形県企画部統計課
山形県企画部統計
課

1971 Ｋ610ヤ ※

180 山形県の農業 山形県企画部統計課
山形県企画部統計
課

1972 Ｋ611ヤ ※
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さくらんぼ

181 山形県の農業 山形県企画部統計課
山形県企画部統計
課

1973 Ｋ612ヤ ※

182 山形県の農業 山形県企画調整部 山形県企画調整部 1981 Ｋ610ヤ ※

183 山形県の農業 山形県企画調整部 山形県企画調整部 1991 Ｋ611ヤ ※

184 山形県の農業 山形県企画調整部 山形県企画調整部 1993 Ｋ612ヤ ※

185 山形県の農業 山形県企画調整部 山形県企画調整部 2001 Ｋ613ヤ ※

186 山形県の農業 山形県企画調整部 山形県企画調整部 2016 Ｋ614ヤ ※

187 山形県病害虫図鑑　Ⅰ　（1980） 山形放送 山形放送 1980 Ｋ624ヤ ※

188 やまがた歳時記 山形新聞社編集局 山形新聞社 1986 Ｋ386ヤ

189 山形のうまいもの　改訂版
おいしい山形推進機
構

山形県農政企画課 2008 Ｋ596ヤ ※

190
山形農林水産統計年報　平成１０
～１１年

東北農政山形統計情
報事務所

山形農林統計協会 1999 Ｋ605ト ※

191
山形農林水産統計年報　平成１２
～１３年

東北農政山形統計情
報事務所

山形農林統計協会 2001 Ｋ605ト ※

192
山形農林水産統計年報　平成１３
～１４年

東北農政山形統計情
報事務所

山形農林統計協会 2002 Ｋ605ト ※

193
山形農林水産統計年報　平成１４
～１５年

東北農政山形統計情
報事務所

山形農林統計協会 2003 Ｋ606ト ※

194
山形農林水産統計年報　平成８～
９年

東北農政山形統計情
報事務所

山形農林統計協会 1997 Ｋ605ト ※

195 やまがたの峠 高橋倫之助
読売新聞社山形支
局

1978 Ｋ212ヨ ※

196 山形の理科ものがたり
山形県小学校教育研
究会理科部会

日本標準 1982 ＪＫ404ヤ

197 山形への旅　情報わんさか 「ういずＹ」編集部
「ういずＹ」編集
部

1992 Ｋ291ジ ※

198 わが故里のさち
市政施行７０周年記
念事業実行委員会

米沢市役所 1959 Ｋ291ワ ※

199 私が農業をやめない理由 佐藤藤三郎 ダイヤモンド社 1993 Ｋ612サ ※

200
わたしのまちの農産物　　視点・
論点&ＰＲ

東北農政局山形統計情報事
務所村山出張所

東北農政局山形統計情報
事務所村山出張所 1995 Ｋ615ト ※

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210
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1 「炎立つ時代」と“やまがた”
山形県生涯学習人材
育成機構

山形県生涯学習 1994 Ｋ212ホ ※

2 ＹＡＭＡＧＡＴＡ
田中裕子・マーシュ･
ウィリアム

バンセプランニン
グ

1993 Ｋ291ヤ

3
安中坊及び阿弥陀屋敷の歴史考証
調査報告書

阿部酉喜夫 西川町 1992 Ｓ212ア ※

4 羽陽文化　第１巻
山形県文化財保護協
会

国書刊行会 1987 Ｋ709ウ

5 羽陽文化　第２巻
山形県文化財保護協
会

国書刊行会 1987 Ｋ709ウ

6 羽陽文化　第４巻
山形県文化財保護協
会

国書刊行会 1987 Ｋ709ウ

7 羽陽文化　第７巻
山形県文化財保護協
会

国書刊行会 1987 Ｋ709ウ

8 大江町史 大江町教育委員会 大江町教育委員会 1984 Ｋ212オ ※

9 大江町史　年表編 大江町教育委員会 大江町教育委員会 1986 Ｋ212オ ※

10 おらだの山形 べにばな会 山形県観光協会 1990 Ｋ291オ

11
月山花笠ラインと紅花・フルーツ
の旅

西村山地方事務所総
務課

西村山地方事務所 1986 Ｋ291ガ ※

12 角川日本地名大辞典　６
角川日本地名大辞典
編纂委員会

角川書店 1981 Ｒ291カ ※

13 郷土資料事典　５　山形県
人文社観光と旅編集
部

人文社 1976 Ｋ291ジ ※

14 郷土資料事典　６　山形県
人文社観光と旅編集
部

人文社 1985 Ｋ291ジ ※

15 グリーン・シャワーガイド 山形県緑化センター 山形県 1987 Ｋ291ヤ ※

16 グリーンやまがた１１０景 山形新聞編集局 山形新聞社 1982 Ｋ291ヤ ※

17 研究資料集　第５号
山形郷土史研究協議
会

山形郷土史研究協
議会

1982 Ｋ212ヤ ※

18 国史大辞典　６
国史大辞典編集委員
会

吉川弘文館 1985 Ｒ210コ ※

19 心のふるさと山形路 小柳英雄
日本交通公社出版
事業局

1982 Ｋ051コ ※

20
寒河江市史　慈恩寺中世史料（解
読版）

寒河江市史編さん委
員会

寒河江市 1997 Ｓ212サ

21 寒河江市史　上巻
寒河江市史編さん委
員会

寒河江市 1994 Ｓ212サ

22 寒河江市史　中巻
寒河江市史編さん委
員会

寒河江市 1999 Ｓ212サ

23 寒河江市史資料所在目録第１７集
寒河江市史編纂委員
会

寒河江市教育委員
会

2007 Ｓ025サ

24 寒河江市史跡名勝を訪ねて
寒河江市青少年育成
推進員会

寒河江市青少年育
成推進員会

1976 Ｓ291サ ※

25 寒河江市史年表
寒河江市史編纂委員
会

寒河江市教育委員
会

1975 Ｓ212サ ※

26
寒河江市史編纂叢書第１０集　慈
恩寺年表

高橋進一郎
寒河江市史編纂委
員会

1956 Ｓ212サ ※

27
寒河江市史編纂叢書第４７集　寒
河江市の奉納と俳額と俳書

寒河江市史編纂委員
会

寒河江市史編纂委
員会

1993 Ｓ212サ

28
寒河江市史編纂叢書第５８集　座
右記　慈恩寺資料

寒河江市史編纂委員
会

寒河江市教育委員
会

1998 Ｓ212サ

29
寒河江市史編纂叢書第６２集　世
代記　慈恩寺宝蔵院資料

寒河江市史編纂委員
会

寒河江市教育委員
会

1999 Ｓ212サ

30
寒河江市内遺跡発掘調査報告書
（１２）

寒河江市教育委員会 寒河江市 2005 Ｓ212サ

特 定 主 題 文 献 目 録

慈恩寺
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慈恩寺

31
寒河江市内遺跡発掘調査報告書
（１３）

寒河江市教育委員会
寒河江市教育委員
会

2006 Ｓ212サ

32 寒河江市内指定文化財目録 寒河江市教育委員会
寒河江市教育委員
会

1986 Ｓ709サ ※

33 寒河江市内指定文化財目録 寒河江市教育委員会
寒河江市教育委員
会

1990 Ｓ709サ ※

34 寒河江市内指定文化財目録 寒河江市教育委員会
寒河江市教育委員
会

1995 Ｓ709サ ※

35 寒河江市の石造文化財 寒河江市教育委員会
寒河江市教育委員
会

1983 Ｓ709サ ※

36 寒河江市の文化財
寒河江市文化財保護
委員会

寒河江市教育委員
会

1969 Ｓ709サ ※

37 寒河江市の文化財
寒河江市文化財保護
委員会

寒河江市教育委員
会

1971 Ｓ709サ ※

38 寒河江市の文化財
寒河江市文化財保護
委員会

寒河江市教育委員
会

1972 Ｓ709サ ※

39 寒河江市の文化財 寒河江市 寒河江市 1991 Ｓ709サ

40
寒河江市の文化財解説テキスト
Ⅰ

寒河江市文化財保護
委員会

寒河江市教育委員
会

1971 Ｓ709サ ※

41
寒河江市の文化財解説テキスト
Ⅱ

寒河江市文化財保護
委員会

寒河江市教育委員
会

1972 Ｓ709サ ※

42 寒河江市の歴史と現状
東北福祉大学社会福
祉学部岡田ゼミナー
ル

東北福祉大学社会
福祉学部

1992 Ｓ212サ ※

43 寒河江市文化財ガイド
寒河江市教育委員会生涯学習ス
ポーツ振興課歴史文化係

寒河江市教育委員会生涯学習
スポーツ振興課歴史文化係 2008 Ｓ709サ ※

44 寒河江の散歩道 宇井啓 宝文堂 2002 Ｓ291サ

45 さくらんぼの里から 武田房雄 武田房雄 1984 Ｓ318タ ※

46 慈恩寺 寒河江市商工観光課 寒河江市 1983 Ｓ709サ ※

47
慈恩寺講演会・行事研究会報告書　出羽国
に華開いた仏教文化慈恩寺「悠久の魅力」 寒河江市教育委員会

寒河江市教育委員
会

2015 Ｓ709デ

48
慈恩寺講演会・行事研究会報告書　出羽国
に華開いた仏教文化慈恩寺「悠久の魅力」 寒河江市教育委員会

寒河江市教育委員
会

2016 Ｓ709デ

49
慈恩寺シンポジウム・行政研究報告書　地
域の宝を守り活かす 寒河江市教育委員会

寒河江市教育委員
会

2014 Ｓ709サ

50
慈恩寺シンポジウム・行政研究報告書　歴
史と文化財を知り守り活かす 寒河江市教育委員会

寒河江市教育委員
会

2013 Ｓ709サ

51 慈恩寺年代集記・慈恩寺縁起　全 阿部酉喜夫
寒河江市商工観光
課

1981 Ｓ185ジ ※

52 慈恩寺年表 鈴木暁信 鈴木節子 1993 Ｓ212ス

53 慈恩寺の文化財 本山慈恩寺 1969 Ｓ709サ ※

54 慈恩寺をめぐる俳人 土田茂範 みどり書房 1976 Ｓ911ツ ※

55 社会科郷土資料 寒河江市教育研究会
寒河江市教育研究
会

1956 Ｋ212サ ※

56 図説　山形県史　別編１ 山形県 山形県 1988 Ｋ212ヤ ※

57 図説みちのく古仏紀行 大矢邦宣 河出書房新社 1999 718オ

58 続　山形博物誌 山形新聞社 山形新聞社 1979 Ｋ382ヤ ※

59 疏水のある風景 全国水土里ネット 全国水土里ネット 2008 Ｓ614ソ

60 高松村史 長井政太郎
高松村史発刊委員
会

1971 Ｓ212ナ ※
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61 旅もよう（山形編）
ジェイアール東日本
企画

東日本旅客鉄道 1992 Ｋ291シ ※

62
地域をまなぶ事典　みんなの市町
村①北海道・東北地方

本間三郎 学習研究社 1989 Ｊ291ミ

63
地名を歩く
出羽の国・寒河江の歴史

宇井啓 寒河江市 1992 Ｓ291ウ

64 出羽国　慈恩寺の文化財 本山慈恩寺 2002 Ｓ709デ ※

65 東北の一山組織の研究（要旨） 月光善弘 山形女子短期大学 1991 Ｓ185ガ ※

66 東北文芸のフォークロア 居駒永幸 みちのく書房 2006 Ｋ380イ

67 名取神宮寺一切経調査報告書 東北歴史資料館
宮城県文化財保護
協会

1980 180ト

68 西・北村山今昔写真帖 宇井啓 郷土出版社 2005 Ｋ212ニ

69 西川町史年表 西川町教育委員会 西川町教育委員会 1984 Ｋ212ニ ※

70 西村山地域史の研究　創刊号 西村山地域史研究会
西村山地域史研究
会

1983 Ｋ216ニ ※

71 西村山地域史の研究　第１０号 西村山地域史研究会
西村山地域史研究
会

1992 Ｋ212ニ ※

72 西村山地域史の研究　第３号 西村山地域史研究会
西村山地域史研究
会

1985 Ｋ213ニ ※

73 西村山地域史の研究　第５号 西村山地域史研究会
西村山地域史研究
会

1987 Ｋ214ニ ※

74 西村山地域史の研究　第７号 西村山地域史研究会
西村山地域史研究
会

1989 Ｋ215ニ ※

75 西村山の歴史と文化　Ⅰ
阿部酉喜夫先生喜寿
記念会

寒河江市史編さん
室

1987 Ｋ212ニ ※

76 西村山の歴史と文化　Ⅱ 西村山地域史研究会
西村山地域史研究
会

1991 Ｋ212ニ ※

77 日本名殺大事典 圭室文雄 雄山閣出版 1992 Ｒ185タ ※

78 畑八軒　部落と分校のあゆみ
寒河江市立白岩中学
校・白岩小学校

寒河江市立白岩中
学校・白岩小学校

1976 Ｓ262サ ※

79 華の仏 藤森武 東京美術 1997 Ｓ718フ

80
仏教を旅する　奥羽線　生活文化
財のすべて

佐藤昭夫 至文堂 1989 Ｋ702サ ※

81 ふるさと文学散歩 寒河江市教育委員会
寒河江市教育委員
会

1991 Ｓ910サ ※

82 文化誌日本　山形県 文化誌日本編集委員 講談社 1984 Ｋ291ブ ※

83 編年　西村山郡史 西村山郡役所 名著出版 1973 Ｋ212ニ ※

84 本山慈恩寺　出羽三山神社の仏像 山形県教育委員会 山形県教育委員会 1980 Ｓ718ヤ ※

85 最上川流域の自然と人文
最上川流域の自然と
人文編集委員会

長井政太郎先生退官記念
事業実行委員会 1971 Ｓ291ナ ※

86 最上四十八地蔵 小形利吉 郁文堂書店 1989 Ｋ387オ ※

87 山形県案内　大正４年 西村山郡教育會 1916 Ｋ351ヤ ※

88 山形県芸術文化史 山形県芸術文化会議
山形県芸術文化会
議

1973 Ｋ702ヤ ※

89 山形県史　資料篇１４慈恩寺史料 山形県 山形県 1974 Ｋ212ヤ ※

90
山形県史　資料篇１５古代中世史
料　１

山形県 山形県 1977 Ｋ212ヤ ※
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No.16

館(室)
名

寒河江市立図書館 特定主題大分類 名所 特定主題

No. 書名 著・編者 発行所 出版年 分類記号 備考

特 定 主 題 文 献 目 録

慈恩寺

91 山形県史　第１巻 山形県 山形県 1982 Ｋ212ヤ ※

92 山形県史　第２巻 山形県 山形県 1985 Ｋ212ヤ ※

93
山形県史跡名勝天然記念物調査報
告　第１号

山形県 名著出版 1974 Ｋ212ヤ ※

94
山形県総合学術調査　出羽三山・
葉山

山形県総合学術調査
会

山形県総合学術調
査会

1975 Ｋ291ヤ ※

95 山形県大百科事典
山形県大百科事典発
行本部事務局

山形放送 1993 Ｋ031ヤ ※

96 山形県の絵馬　所在目録 山形県立博物館 山形県立博物館 1985 Ｋ387ヤ ※

97 山形県の寺院　内陸版 大場貞一
山形県寺院総覧編
纂会

1977 Ｋ185ヤ ※

98 山形県の自然と生活 新山形風土記刊行会 創土社 1982 Ｋ291ヤ

99 山形県の文化財 山形県教育委員会
山形県文化財保護
協会

2002 Ｋ709ヤ ※

100 山形県の民俗芸能総覧 山形県教育委員会 山形県教育委員会 1985 Ｋ386ヤ ※

101 山形県の歴史
横山昭男・誉田慶信
ほか

山川出版社 1998 Ｋ212ヤ ※

102 山形県の歴史散歩
山形県高等学校社会
科教育研究会

山川出版社 1993 Ｋ212ヤ

103 山形県の歴史散歩
山形県高等学院社会
教育研究会

野澤繁ニ 1977 Ｋ212ヤ ※

104 山形県の歴史と風土 新山形風土記刊行会 創土社 1982 Ｋ291ヤ ※

105
山形県文化財報告書　第二十三集　本山慈
恩寺の仏像・出羽三山神社の仏像 山形県教育委員会 山形県教育委員会 1980 Ｓ718ヤ ※

106 山形縣要覧 山形縣 山形縣 1925 Ｋ351ヤ ※

107 やまがた地名伝説　第五巻 山形新聞社 山形新聞社 2009 Ｋ291ヤ

108 やまがたの文化遺産 岡崎恭一 山形新聞社 1991 Ｋ709ヤ ※

109 山形博物誌 山形新聞社 山形新聞社 1978 Ｋ382ヤ ※

110 やまがた舞台再訪 朝日新聞山形支局 いちい書房 1989 Ｋ915ア ※

111 やまがた緑を訪ねて
山形県農林水産部林
業課

山形県農林水産部
林業課

1984 Ｋ291ヤ ※

112 霊山葉山関係資料
寒河江市立白岩小学
校

寒河江市立白岩小
学校

1975 Ｓ212サ ※

113

114

115

116

117

118

119

120
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No.1

館(室)
名

河北町立中央図書館 特定主題大分類 人物 特定主題

No. 書名 著・編者 発行所 出版年 分類記号 備考

1 新しい歴史像 堀米 庸三 ／編 潮出版社 1969 K201 ※

2 紀行と随想 堀米 庸三／著 近藤出版社 1976 K204 ※

3 県人文庫目録　常設展示22人 山形県立図書館／編 山形県立図書館 1997 K027 ※

4 現代歴史学入門 堀米 庸三 ／編 有斐閣 1965 K201 ※

5 西欧精神の探究｜革新の十二世紀
堀米 庸三／編｜木村
尚三郎／編

日本放送出版協会 2001 230 ◎

6 西欧精神の探究｜革新の十二世紀
堀米 庸三／編｜木村
尚三郎／編

日本放送出版協会 2001 230 ◎

7
西洋中世世界の展開 堀米庸三先
生還暦記念論集

西洋中世史研究会 ／
編

東京大学出版会 1973 K230 ※

8 正統と異端 堀米 庸三／著 中央公論社 1964 K204 ※

9 世界の名著 堀米庸三
中央公論社  山越
豊

1974 080 ◎

10 世界の歴史
村川 堅太郎｜堀米
庸三／責任編集

中央公論社 1962 209 ◎

11 ヨーロッパ歴史紀行 堀米 庸三／著 潮出版社 1973 K293 ※

12 歴史学のすすめ 堀米 庸三 ／編 筑摩書房 1973 K201 ※

13 歴史家のひとり旅 堀米 庸三／著 新潮社 1971 K293 ※

14 歴史としての現代 堀米 庸三 ／編 潮出版社 1973 K201 ※

15 歴史としての現代 堀米 庸三／編集 潮出版社 1973 209 ◎

16 歴史と現在 堀米 庸三／著 中央公論社 1975 K204 ※

17 歴史と人間 堀米 庸三／著 日本放送出版協会 1965 K204 ※

18 歴史の意味 堀米 庸三／著 中央公論社 1970 K204 ※

19 歴史をみる眼 堀米 庸三／著 日本放送出版協会 1964 K201 ※

20 わが心の歴史 堀米 庸三／著 新潮社 1976 K914 ※

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

特 定 主 題 文 献 目 録

堀米庸三
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No.2

館(室)
名

河北町立中央図書館 特定主題大分類 人物 特定主題

No. 書名 著・編者 発行所 出版年 分類記号 備考

1 希臘悲劇論 第1冊 新関 良三 岩波書店 大正14年 K816 ※

2 希臘悲劇論 第2冊 新関 良三 岩波書店 大正15年 K817 ※

3 県人文庫目録 常設展示  22人 山形県立図書館／編 山形県立図書館 1997 K027 ※

4
講書始御進講｜詩人フリードリ
ヒ・シラーとその美的教育論

新関 良三 共立女子学園 1968 K940 ※

5 ドイツ文学点描集 新関 良三 学術図書出版 1980 K940 ※

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

特 定 主 題 文 献 目 録

新関良三
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No.3

館(室)
名

河北町立中央図書館 特定主題大分類 特産物 特定主題

No. 書名 著・編者 発行所 出版年 分類記号 備考

1 藍が来た道 村上 道太郎／著 新潮社 1989 M617ム ※

2 「藍の華」筒描 紫紅社 1987 M753ア ※

3 藍｜風土が生んだ色 竹内 淳子／著 法政大学出版局 1991 M577タ ※

4 藍染と唐草模様 堀江 勤之助／著 中日出版社 1978 M753ホ ※

5 上尾市史調査概報　第３号 上尾市／編 上尾市 1992 M213ア ※

6 あっぷりけ 宮脇 綾子／作 京都書院 1981 M594ミ ※

7 衣裳のフォークロア
Ｐ・Ｇ・ボガトゥイ
リョフ／著

せりか書房 1981 M383ボ ※

8 市松人形｜昔人形コレクション 青山 惠一／著 京都書院 1998 M759ア ※

9 一色一生 志村 ふくみ／著 求竜堂 1982 M753シ ※

10 一竹辻が花 山辺 知行／著 講談社 1985 M753ヤ ※

11
糸染・浸し染の基本　草木染技法
全書 １

山崎 青樹／著 美術出版社 1997 M753ヤ ※

12 イメージを染める 中村 光哉／編著 染織と生活社 1983 M753ナ ※

13 色を染める｜藍と紅 大竹 三郎／著 大日本図書 1983 M587オ ※

14 色をみる、色をつくる 秦 恒平／ほか著 金子書房 1987 M757イ ※

15 色とつやの日本文化 戸井田 道三／著 筑摩書房 1986 M753ト ※

16
色の語る日本の歴史　１｜神々の
色編

村上 道太郎／著 そしえて 1985 M757ム ※

17
色の語る日本の歴史　２｜万葉の
色編

村上 道太郎／著 そしえて 1985 M757ム ※

18
色の語る日本の歴史　３｜あふれ
ゆく色編

村上 道太郎／著 そしえて 1987 M757ム ※

19 色の彩時記 朝日新聞社／編 朝日新聞社 1983 M757イ ※

20 色の文化史 長崎 盛輝／著 淡交社 1974 M757ナ ※

21 色の歴史手帖 吉岡 幸雄／著 ＰＨＰ研究所 1995 M757ヨ ※

22 色の和名抄 三浦 寛三／著 創文社 1984 M757ミ ※

23 色｜染と色彩 前田 雨城／著 法政大学出版局 1980 M753マ ※

24 色と文様 桃山・慶長編 田畑 喜八／編 光村推古書院 1971 M753タ ※

25 インドの染織 吉岡 常雄／著 紫紅社 1978 M753ヨ ※

26 上村六郎染色著作集　1 上村 六郎／著 思文閣出版 1979 M753ウ ※

27 上村六郎染色著作集　2 上村 六郎／著 思文閣出版 1980 M753ウ ※

28 上村六郎染色著作集　3 上村 六郎／著 思文閣出版 1980 M753ウ ※

29 上村六郎染色著作集　4 上村 六郎／著 思文閣出版 1981 M753ウ ※

30 上村六郎染色著作集　5 上村 六郎／著 思文閣出版 1981 M753ウ ※

特 定 主 題 文 献 目 録

べにばな

- 91 -



No.4

館(室)
名

河北町立中央図書館 特定主題大分類 特産物 特定主題

No. 書名 著・編者 発行所 出版年 分類記号 備考

特 定 主 題 文 献 目 録

べにばな

31 上村六郎染色著作集　6 上村 六郎／著 思文閣出版 1981 M753ウ ※

32
羽州街道1 出羽路　週刊日本の街
道42

講談社／編 講談社 2002 M291ウ ※

33 薄様色目 中村惟徳/著 1826 M757ナ ※

34 羽前地方史の研究 伊豆田 忠悦／著 郁文堂書店 1979 M212イ ※

35 羽陽文化　115号
山形県文化財保護
協会

1982 M051ウ ※

36 羽陽文化　第18号｜紅花特輯号
山形県文化財保護
協会

1993 M210ウ ※

37 羽陽文化　152号
山形県文化財保護協
会

山形県文化財保護
協会

2008 M212ウ ※

38 埃及コプト染織工芸史
明石 染人／著｜明石
国助／著

京都書院 1960 M753ア ※

39 エジプト史を掘る 吉村 作治／著 日本放送出版協会 1980 M242ヨ ※

40 江戸おしゃれ図絵 菊地 ひと美∥著 講談社 2007 M383キ ※

41 江戸三〇〇年の女性美 村田／孝子∥著 青幻舎 2007 M383ム ※

42 江戸庶民の染織 浦野 理一/著 毎日新聞社 1977 M753ウ ※

43 江戸時代 山本 博文∥監修 小学館 2006 M210エ ※

44 江戸の看板 松宮 三郎／著 東峰書院 1959 M727マ ※

45 江戸の人形｜星野コレクション
星野 長一／編輯並に
撮影

有光書房 1966 M759ホ ※

46 江戸文様図譜 熊谷／博人∥編著 クレオ 2007 M757ク ※

47
江戸時代と山形－紅花と人々のく
らし－

大場良光 大場良光 1984 M212オ ※

48
江馬務著作集　第1巻｜風俗文化
史

江馬 務／著 中央公論社 1988 M380エ ※

49
江馬務著作集　第2巻｜服装の歴
史

江馬 務／著 中央公論社 1988 M380エ ※

50
江馬務著作集　第3巻｜服飾の諸
相

江馬 務／著 中央公論社 1988 M380エ ※

51
江馬務著作集　第4巻｜装身と化
粧

江馬 務／著 中央公論社 1988 M380エ ※

52
江馬務著作集　第5巻｜食事と住
居

江馬 務／著 中央公論社 1988 M380エ ※

53
江馬務著作集　第6巻｜生活の陰
翳

江馬 務／著 中央公論社 1988 M380エ ※

54
江馬務著作集　第7巻｜一生の典
礼

江馬 務／著 中央公論社 1988 M380エ ※

55
江馬務著作集　第8巻｜四季の行
事

江馬 務／著 中央公論社 1988 M380エ ※

56
江馬務著作集　第9巻｜風流と習
俗

江馬 務／著 中央公論社 1988 M380エ ※

57 江馬務著作集　第10巻｜有職故実 江馬 務／著 中央公論社 1988 M380エ ※

58
江馬務著作集　第11巻｜風俗史事
典

江馬 務／著 中央公論社 1988 M380エ ※

59
江馬務著作集　第12巻｜風俗語集
釈

江馬 務／著 中央公論社 1977 M380エ ※

60 江馬務著作集　別巻｜風俗史図録 江馬 務／著 中央公論社 1982 M380エ ※
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No.5

館(室)
名

河北町立中央図書館 特定主題大分類 特産物 特定主題

No. 書名 著・編者 発行所 出版年 分類記号 備考

特 定 主 題 文 献 目 録

べにばな

61 奥羽軍談 健之院 信弁／原著 東北出版企画 1975 M913ケ ※

62 王朝の彩錦　1｜女官餝抄より 東京美術 1969 M753オ ※

63 王朝の彩錦　2｜春 東京美術 1969 M753オ ※

64 王朝の彩錦　3｜春/夏 東京美術 1969 M753オ ※

65 王朝の彩錦　4｜夏/秋 東京美術 1969 M753オ ※

66 王朝の彩錦　5｜秋 東京美術 1969 M753オ ※

67 王朝の彩錦　6｜秋/冬/雑 東京美術 1969 M753オ ※

68 王朝の彩錦　7｜雑 東京美術 1969 M753オ ※

69 王朝の彩錦　8｜伝統色 東京美術 1969 M753オ ※

70 王朝の彩錦　解説 東京美術 1969 M753オ ※

71 王朝文様事典 片野 孝志／著 河出書房新社 1988 M757カ ※

72 置賜の花ごよみ 石栗 正人／著 米沢文化懇話会 1930 M471イ ※

73 男の隠れ家　2007年10月号 あいであ・らいふ あいであ・らいふ 2007 M291オ ※

74 織匠　上 福本 武久／著 筑摩書房 1981 M913.6フ ※

75 織匠　下 福本 武久／著 筑摩書房 1981 M913.7フ ※

76 織りびと 染めびと 草柳 大蔵／著 主婦の友社 1974 M753ク ※

77 折りびな 田中 サタ／著 福音館書店 1972 M754タ ※

78
織物の旅｜着物のふるさと　西日
本編

毎日新聞社 1974 M753オ ※

79
織物の旅｜着物のふるさと　東日
本編

毎日新聞社 1974 M753オ ※

80 織物の日本史 遠藤 元男／著 日本放送出版協会 1978 M586エ ※

81 織物の用具と使い方 美術出版社 1980 M753オ ※

82 絵画としての筒描 遠谷 茂／編著 光村推古書院 2007.6 M753カ ※

83 街道をゆく　10 司馬 遼太郎／著 朝日新聞社 1978 M915シ ※

84 加賀染百撰 フジアート出版 1981 M753 ※

85 かがやける小袖の美 田畑家／著 朝日新聞社 1990 M753タ ※

86 かさねの色目｜平安の美裳 長崎 盛輝／著 京都書院 1988 M757ナ ※

87 かさね集｜歌集 新田 富子／著 精興社 1981 M911ニ ※

88 絣 山辺 知行／著 芸艸堂 1974 M753ヤ ※

89 型染 神谷 栄子／著 芸艸堂 1977 M753カ ※

90
型染・引き染の基本　草木染技法
全書 2

山崎 青樹 美術出版社 1997 M753ヤ ※
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No.6

館(室)
名

河北町立中央図書館 特定主題大分類 特産物 特定主題
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91 家庭でできる紙作り 山口 力 山口 力 1992 M585ヤ ※

92 家庭画報　1991年3月号 世界文化社 1991 M759 ※

93 鐘紡コレクション　1｜小袖 1
河上 繁樹／編｜長崎
巌／編

毎日新聞社 1987 M753カ ※

94
鐘紡コレクション　2｜小袖 2 紅
型

切畑 健／編著｜丸山
伸彦／編著

毎日新聞社 1988 M753カ ※

95 鐘紡コレクション　3｜能装束 切畑 健／編著 毎日新聞社 1987 M753カ ※

96
鐘紡コレクション　4｜外国の染
織

吉岡 幸雄／編著 毎日新聞社 1988 M753カ ※

97 鐘紡コレクション　5｜名物裂帖
切畑 健／編著｜吉岡
幸雄／編著

毎日新聞社 1988 M753カ ※

98 鐘紡コレクションガイド 毎日新聞社 1988 M753カ ※

99 仮面の祈り 森 豊／著 六興出版 1975 M711モ ※

100 カラー日本の工芸　1｜染 伊藤 敏子／ほか著 淡交社 1978 M750カ ※

101 カラー日本の工芸　2｜刺繍 相川 佳予子／ほか著 淡交社 1978 M750カ ※

102 カラー日本の工芸　3｜織 北村 哲郎／ほか著 淡交社 1978 M750カ ※

103 唐長の京からかみ文様譜 千田 堅吉／著 京都書院 1997 M754セ ※

104 河内木綿史 武部 善人／著 吉川弘文館 1981 M586タ ※

105 広東黎族染織刺繍
中国広州美術学院／
編

美乃美 1982 M753チ ※

106 雅楽壱具 林 陽一／著 東京書籍 2002 M709ハ ※

107 雅楽を知る事典 遠藤　徹／著 東京堂出版 2013 M768エ ※

108 きもの 啓佑社 1969 M753 ※

109 宮中雅楽 林 陽一／写真 小学館 2009 M768ハ ※

110 宮廷衣装 久保 房子／編 毎日新聞社 1977 M753ク ※

111 京の色百科 河出書房新社 2015.2 M757キ ※

112 京染の秘訣 高橋 新六 神陵閣書房 1929 M753タ ※

113
京都稲荷講との争い －紅花流通機構の問題
－『研究資料集第１８号』抜刷 槇 清哉 槇 清哉 1996 M210マ ※

114 京ほり人形 井尻 茂子 小学館 1979 M759イ ※

115 紀州東照宮の染織品 神谷 栄子／著 芸艸堂 1980 M753カ ※

116 木地師と木形子 杉本 寿／著 翠楊社 1981 M384ス ※

117 北前船考 越崎 宗一
北海道出版企画セ
ンター

1972 M210コ ※

118 絹の科学 皆川 基／著 関西衣生活研究会 1981 M586ミ ※

119 きもの 伊藤　佐智子／著
パイインターナ
ショナル

2011 M383イ ※

120 きもの随想｜織と染 馬場 あき子／著 美術公論社 1982 M753バ ※
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121 きものと日本　1｜冠婚葬祭 中谷 比佐子／著
情報センター出版
局

1988 M383ナ ※

122 きものと文様｜デザインを着る 切畑 健／編著者代表 講談社 1983 M383キ ※

123 着物の織りと染めがわかる事典 滝沢 静江／著 日本実業出版社 2007 M753タ ※

124 きものの生活史 増田 家淳／著 新草出版 1987 M383マ ※

125 きものの文様 藤井　健三／監修 世界文化社 2009 M753キ ※

126 きもの文化史 朝日新聞社／編 朝日新聞社 1986 M383キ ※

127 着物文様事典いろは 弓岡　勝美／編 ピエ・ブックス 2010 M753キ ※

128 きもの｜染め・織り・文様 吉田 光邦／著 主婦の友社 1981 M753ヨ ※

129 きものと装い　1979年秋冬号 主婦の友社 1979 M753 ※

130 宮殿 渡辺 義雄／撮影 毎日新聞社 1969 M288ワ ※

131 京の雅び｜遊びと装い 平凡社 1982 M382キ ※

132 京鹿の子｜美と伝統 吉田 光邦／編 淡交社 1980 M753キ ※

133 狂言の装束｜素襖と肩衣 切畑 健／著 紫紅社 1976 M773キ ※

134 京都の工芸｜伝統と現代 吉田 光邦／ほか編集 平凡社 1984 M750キ ※

135 京人形 面屋 庄三／著 淡交社 1976 M759メ ※

136 京雛 面屋 庄三／著 淡交社 1982 M759メ ※

137 きれ｜日本の染めと織り
吉田 光邦／著｜佐藤
友紀／写真

主婦の友社 1980 M753ヨ ※

138 近世河川水運史の研究 横山 昭男／著 吉川弘文館 1980 M684ヨ ※

139 近世紅花問屋の研究 沢田 章／著 大学堂書店 1969 M210サ ※

140 祇園祭染織名品集　上
祇園祭染織研究会／
編

芸艸堂 1970 M753キ ※

141 祇園祭染織名品集　下
祇園祭染織研究会／
編

芸艸堂 1970 M754キ ※

142 草木染 山崎 青樹／著 山と溪谷社 2014 M753ヤ ※

143
草木染・糸染の基本｜浸し染の手
法

山崎 青樹／著 美術出版社 1980 M753ヤ ※

144 草木染型染の色 山崎 青樹／著 美術出版社 2014 M753ヤ ※

145
草木染・型染の基本｜引き染の手
法

山崎 青樹／著 美術出版社 1980 M753ヤ ※

146 草木染染色歳時記 山崎 青樹／著 美術出版社 1998 M753ヤ ※

147 草木染 染料植物図鑑　正 山崎 青樹／著 美術出版社 1985 M753ヤ ※

148 草木染日本色名事典 山崎 青樹／著 美術出版社 1989 M753ヤ ※

149 草木染 日本の色 百二十色 山崎 青樹／著 美術出版社 1982 M753ヤ ※

150 草木染 日本の縞 山崎 青樹／著 美術出版社 1980 M753ヤ ※
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151 草木染 日本の縞 山崎 青樹／著 美術出版社 2014 M753ヤ ※

152 草木染の事典 山崎 青樹／著 美術出版社 1981 M753ヤ ※

153 草木染・木綿の染色 山崎 青樹／著 美術出版社 1984 M753ヤ ※

154 草木染野帖　正 大場 キミ／著 求竜堂 1983 M753オ ※

155 草木染野帖　続 大場 キミ／著 求竜堂 1985 M754オ ※

156 草木染－色を極めて五十年 山崎 青樹 美術出版社 1995 M753ヤ ※

157 宮内庁楽部雅楽の正統
『皇室Ｏｕｒ  Ｉｍ
ｐｅｒｉａｌ  Ｆａ
ｍｉｌｙ』編集部∥

扶桑社 2008 M768ク ※

158 くらしを彩るハーブ染 生活の木／編 講談社 1987 M753ク ※

159 暮しの染め暦 柴田 紀子／著 染織と生活社 1989 M753シ ※

160 化粧 木村 雄之助 ／著 日本文化振隆会 1978 M595キ ※

161 化粧 久下 司／著 法政大学出版局 1978 M383キ ※

162 化粧文化　NO.2 ポーラ文化研究所 1980 M383ケ ※

163 化粧文化　NO.3 ポーラ文化研究所 1980 M383ケ ※

164 化粧文化　NO.4 ポーラ文化研究所 1981 M383ケ ※

165 化粧文化　NO.5 ポーラ文化研究所 1981 M383ケ ※

166 化粧文化　NO.6 ポーラ文化研究所 1982 M383ケ ※

167 化粧史文献資料年表 ポーラ文化研究所 1979 M383ケ ※

168 献上博多織の技と心 小川　規三郎／著 白水社 2010 M753オ ※

169
原色色彩語事典｜色の単語・色の
熟語

香川 勇／編著｜長谷
川 望／編著

黎明書房 1988 M757ゲ ※

170 原色染織大辞典 淡交社 1977 M753ゲ ※

171 原色日本服飾史 井筒 雅風／著 光琳社出版 1982 M383イ ※

172 源氏物語の色 平凡社 1988 M913ゲ ※

173 工芸にみる古典文学意匠 京都国立博物館／編 紫紅社 1980 M750コ ※

174 国際天然染色学術大会　2003
国際天然染色学術大
会 鈴木 孝夫

国際天然染色学術
大会

2003 M753コ ※

175
国際天然染色学術大会 写真集
2003

国際天然染色学術大
会 鈴木 孝夫

国際天然染色学術
大会

2003 M753コ ※

176 国立歴史民俗博物館 講談社 1983 M069 ※

177 古書に見る近世日本の染織 後藤 捷一／編著 大阪史談会 1963 M753ゴ ※

178 小袖の文様　上巻 芸艸堂出版部／編 芸艸堂 1964 M753ウ ※

179 小袖の文様　下巻 江馬 務／著 芸艸堂 1964 M753エ ※

180 小袖雛形 青幻舎 2009 M753コ ※
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181
古代服飾の研究 －縄文から奈良
時代－

増田　美子 源流社 1995 M383マ ※

182 古代文様類集　第一～第十 芸艸堂 1973 M757 ※

183 古代人と聖獣 森 豊／著 六興出版 1975 M222モ ※

184 古美術の科学 小口 八郎／著 日本書籍 1980 M702オ ※

185 古文書通信　第62号 ＮＨＫ学園 ＮＨＫ学園 2004 M212コ ※

186 御所模様 山本／雪桂∥著 芸艸堂 2008 M727ヤ ※

187 御所人形 清岡 純子／写真 角川書店 1981 M759キ ※

188 後藤捷一先生祝寿記念会誌
後藤捷一先生祝寿記
念会／編

鳴門 後藤捷一先生
祝寿記念会

1962 M289ゴ ※

189 埼玉の雛人形
埼玉県立民俗文化
センター

1988 M759 ※

190 坂口真佐子人形コレクション
坂口 真佐子／著｜山
辺 知行／著

講談社 1976 M759サ ※

191 更紗 吉岡　幸雄／本文 紫紅社 2014 M753サ ※

192 正倉院のガラス 日本経済新聞社 1965 M751 ※

193 招福の美 青幻舎 2010 M750シ ※

194 色名の由来 江幡 潤／著 東京書籍 1982 M757エ ※

195 資源植物事典 柴田 桂太／編 北隆館 1989 M470シ ※

196 刺繍 山本 らく／著 芸艸堂 1972 M753ヤ ※

197 自然医学1　348 国際自然医学会 1994 M498シ ※

198 篠山紀信シルクロード　1｜日本 篠山 紀信／写真・文 集英社 1982 M292シ ※

199 篠山紀信シルクロード　2｜韓国 篠山 紀信／写真・文 集英社 1982 M292シ ※

200
篠山紀信シルクロード　3｜中国
1

篠山 紀信／写真・文 集英社 1981 M292シ ※

201
篠山紀信シルクロード　4｜中国
2

篠山 紀信／写真・文 集英社 1981 M292シ ※

202
篠山紀信シルクロード　5｜パキ
スタン・アフガニスタン・イラン

篠山 紀信／写真・文 集英社 1981 M292シ ※

203
篠山紀信シルクロード　6｜シリ
ア・ヨルダン・イラク

篠山 紀信／写真・文 集英社 1982 M292シ ※

204
篠山紀信シルクロード　7｜エジ
プト

篠山 紀信／写真・文 集英社 1981 M292シ ※

205
篠山紀信シルクロード　8｜トル
コ・ギリシア・イタリア

篠山 紀信／写真・文 集英社 1982 M292シ ※

206 絞 北村 哲郎／著 芸艸堂 1977 M753キ ※

207 絞り染の技法 沖津 文幸／著 理工学社 1984 M753オ ※

208 縞 山辺 知行／著 芸艸堂 1970 M753ヤ ※

209 しむらのいろ 志村　ふくみ／著 求龍堂 2009 M753シ ※

210 志村ふくみ作品集　1958～1981 志村 ふくみ／著 紫紅社 1981 M753シ ※
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211 写真でみる日本の女性風俗史
切畑 健／著｜市田
ひろみ／著

京都書院 1985 M383キ ※

212 趣味の人 しばたはじめ 山形県こけし会／編 こけし会 1981 M384ヤ ※

213 正倉院への道 松本 清張／編 日本放送出版協会 1981 M702シ ※

214 正倉院の宝物 平凡社 1981 M709シ ※

215 正倉院の文様 後藤 四郎／著 日本経済新聞社 1986 M753ゴ ※

216 正倉院宝物　中倉 正倉院事務所／編集 朝日新聞社 1988 M709シ ※

217 正倉院宝物　南倉 正倉院事務所／編集 朝日新聞社 1989 M709シ ※

218 正倉院宝物　北倉 正倉院事務所／編集 朝日新聞社 1987 M709シ ※

219 正倉院ぎれ 松本 包夫／著 学生社 1982 M753マ ※

220 昭和版 延喜染鑑 上村 六郎／著 岩波書店 1986 M753ウ ※

221 植物と民俗 宇都宮 貞子／著 岩崎美術社 1982 M380ウ ※

222 シルクロードと万葉集 森 豊／著 六興出版 1981 M911モ ※

223 シルクロードと綿 奥村 正二／著 築地書館 1985 M586オ ※

224 シルクロードの化粧史 森 豊／著 六興出版 1982 M383モ ※

225 シルクロードの幻術 森 豊／著 六興出版 1981 M147モ ※

226 シルクロードの手芸 文化出版局／編 文化出版局 1981 M753シ ※

227 シルクロードの染織 山辺 知行／著 紫紅社 1979 M753ヤ ※

228 シルクロードの象 森 豊／著 六興出版 1980 M489モ ※

229 シルクロードの旅人 森 豊／著 六興出版 1980 M292モ ※

230 シルクロードの天馬 森 豊／著 六興出版 1979 M702モ ※

231 シルクロードの文化交流 大庭 脩／編 同朋舎 1981 M222シ ※

232 シルクロードのルーツ
吉武 成美／編著｜佐
藤 忠一／編著

日中出版 1982 M632ヨ ※

233 シルクロードわが旅 森 豊／著 六興出版 1981 M292モ ※

234 シルクロード 小口 八郎／著 日本書籍 1981 M292オ ※

235 シルクロードの詩（ウタ） 森 豊／著 六興出版 1980 M921モ ※

236 新編日本人形史 山田 徳兵衛／著 角川書店 1961 M759ヤ ※

237 ＪＡＰＡＮＥＳＥ  ＤＯＬＬＳ
Ａｌａｎ  Ｓｃｏｔ
ｔ  Ｐａｔｅ／著

チャールズ・
イー・タトル出版

2008 M759ペ ※

238 時代衣裳の着つけ
日本和装教育協会／
編

源流社 1982 M383ジ ※

239 時代きもの 弓岡　勝美／著 グラフィック社 2007 M753ユ ※

240 時代雛－雛とべに花の里かほく－
河北町商工観光課／
編

河北町商工観光課 2002 M759ジ ※
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241 樹下美人図考 森 豊／著 六興出版 1974 M702モ ※

242 樹木・生命・信仰 森 豊／著 六興出版 1975 M702モ ※

243 上代日本染織史
明石 染人／編｜明石
国助／著

思文閣 1977 M753ア ※

244 Skyward JAL ＪＡＬ 2003 M291 ※

245
すぐわかる〈産地別〉染め・織り
の見わけ方

丸山　伸彦／監修 東京美術 2012 M753ス ※

246 すぐわかる日本の伝統色 福田　邦夫／著 東京美術 2011 M757ス ※

247 図解きもの読本｜染と織 本吉 春三郎／著 婦人画報社 1979 M753モ ※

248 図解日本の装束 池上　良太／著 新紀元社 2008 M383イ ※

249 図説日本の人形史 山田 徳兵衛／編 東京堂出版 1991 M759ズ ※

250 聖なる円光 森 豊／著 六興出版 1975 M702モ ※

251 西域の古都望見 森 豊／著 六興出版 1978 M222モ ※

252 生活工芸大百科
農山漁村文化協会／
編

農山漁村文化協会 2016 M750セ ※

253 世界の衣裳｜民族の多彩な装い 朝日新聞社／編 朝日新聞社 1986 M383セ ※

254 世界の絹織物文化図鑑
フィリッパ・スコッ
ト／著

柊風舎 2007 M586ス ※

255
芹沢銈介全集　第一巻｜物語絵
1

芹沢 銈介／著 中央公論社 1980 M753セ ※

256
芹沢銈介全集　第二巻｜物語絵
2

芹沢 銈介／著 中央公論社 1981 M753セ ※

257
芹沢銈介全集　第三巻｜物語絵
3

芹沢 銈介／著 中央公論社 1980 M753セ ※

258
芹沢銈介全集　第四巻｜物語絵
4

芹沢 銈介／著 中央公論社 1981 M753セ ※

259
芹沢銈介全集　第五巻｜物語絵
5

芹沢 銈介／著 中央公論社 1981 M753セ ※

260
芹沢銈介全集　第六巻｜物語絵
6

芹沢 銈介／著 中央公論社 1981 M753セ ※

261
芹沢銈介全集　第七巻｜紀行絵
1

芹沢 銈介／著 中央公論社 1980 M753セ ※

262
芹沢銈介全集　第八巻｜紀行絵
2

芹沢 銈介／著 中央公論社 1981 M753セ ※

263
芹沢銈介全集　第九巻｜紀行絵
3

芹沢 銈介／著 中央公論社 1981 M753セ ※

264 芹沢銈介全集　第十巻｜紋様　1 芹沢 銈介／著 中央公論社 1980 M753セ ※

265
芹沢銈介全集　第十一巻｜紋様
2

芹沢 銈介／著 中央公論社 1980 M753セ ※

266
芹沢銈介全集　第十二巻｜紋様
3

芹沢 銈介／著 中央公論社 1981 M753セ ※

267
芹沢銈介全集　第十三巻｜紋様
4

芹沢 銈介／著 中央公論社 1981 M753セ ※

268
芹沢銈介全集　第十四巻｜紋様
5

芹沢 銈介／著 中央公論社 1981 M753セ ※

269
芹沢銈介全集　第十五巻｜紋様
6

芹沢 銈介／著 中央公論社 1981 M753セ ※

270
芹沢銈介全集　第十六巻｜紋様
7

芹沢 銈介／著 中央公論社 1981 M753セ ※
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271
芹沢銈介全集　第十七巻｜Ｅｒｏ
ｔｉｃ Ｐａｔｔｅｒｎ

芹沢 銈介／著 中央公論社 1982 M753セ ※

272
芹沢銈介全集　第十八巻｜着物・
着尺・帯他

芹沢 銈介／著 中央公論社 1982 M753セ ※

273
芹沢銈介全集　第十九巻｜のれ
ん・壁掛・卓布他

芹沢 銈介／著 中央公論社 1982 M753セ ※

274
芹沢銈介全集　第二十巻｜染絵
軸・染絵額・屏風1

芹沢 銈介／著 中央公論社 1982 M753セ ※

275
芹沢銈介全集　第二十一巻｜染絵
軸・染絵額・屏風2

芹沢 銈介／著 中央公論社 1982 M753セ ※

276
芹沢銈介全集　第二十二巻｜字模
様 うちわ絵

芹沢 銈介／著 中央公論社 1982 M753セ ※

277
芹沢銈介全集　第二十三巻｜書
票・燐票

芹沢 銈介／著 中央公論社 1981 M753セ ※

278
芹沢銈介全集　第二十四巻｜硝子
絵・板絵

芹沢 銈介／著 中央公論社 1982 M753セ ※

279
芹沢銈介全集　第二十五巻｜装幀
1

芹沢 銈介／著 中央公論社 1982 M753セ ※

280
芹沢銈介全集　第二十六巻｜装幀
2

芹沢 銈介／著 中央公論社 1982 M753セ ※

281
芹沢銈介全集　第二十七巻｜装幀
3

芹沢 銈介／著 中央公論社 1982 M753セ ※

282
芹沢銈介全集　第二十八巻｜立体
デザイン・陶器他

芹沢 銈介／著 中央公論社 1982 M753セ ※

283
芹沢銈介全集　第二十九巻｜著
述・型紙・年譜他

芹沢 銈介／著 中央公論社 1983 M753セ ※

284 芹沢銈介全集　第三十巻｜肉筆画 芹沢 銈介／著 中央公論社 1982 M753セ ※

285
芹沢銈介全集　第三十一巻｜コレ
クション・暦他

芹沢 銈介／著 中央公論社 1983 M753セ ※

286 芹沢銈介紋様図譜 芹沢 銈介／著 平凡社 2014 M753セ ※

287 繊維の知識 篠原 勝彦／著
アパレルファッ
ション

1982 M586シ ※

288 染織α　創刊号 染織と生活社 1981 M051セ ※

289 染織α　3 染織と生活社 1981 M051セ ※

290 染織α　4 染織と生活社 1981 M051セ ※

291 染織α　5 染織と生活社 1981 M051セ ※

292 染織α　6 染織と生活社 1981 M051セ ※

293 染織α　7 染織と生活社 1981 M051セ ※

294 染織α　8 染織と生活社 1981 M051セ ※

295 染織α　10 染織と生活社 1982 M051セ ※

296 染織α　11 染織と生活社 1982 M051セ ※

297 染織α　12 染織と生活社 1982 M051セ ※

298 染織α　13 染織と生活社 1982 M051セ ※

299 染織α　14 染織と生活社 1982 M051セ ※

300 染織α　15 染織と生活社 1982 M051セ ※
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301 染織α　16 染織と生活社 1982 M051セ ※

302 染織α　17 染織と生活社 1982 M051セ ※

303 染織α　18 染織と生活社 1982 M051セ ※

304 染織α　19 染織と生活社 1982 M051セ ※

305 染織α　20 染織と生活社 1982 M051セ ※

306 染織α　21 染織と生活社 1982 M051セ ※

307 染織α　22 染織と生活社 1983 M051セ ※

308 染織α　23 染織と生活社 1983 M051セ ※

309 染織α　24 染織と生活社 1983 M051セ ※

310 染織α　25 染織と生活社 1983 M051セ ※

311 染織α　26 染織と生活社 1983 M051セ ※

312 染織α　27 染織と生活社 1983 M051セ ※

313 染織α　28 染織と生活社 1983 M051セ ※

314 染織α　29 染織と生活社 1983 M051セ ※

315 染織α　30 染織と生活社 1983 M051セ ※

316 染織α　31 染織と生活社 1983 M051セ ※

317 染織α　32 染織と生活社 1983 M051セ ※

318 染織α　33 染織と生活社 1983 M051セ ※

319 染織α　34 染織と生活社 1984 M051セ ※

320 染織α　35 染織と生活社 1984 M051セ ※

321 染織α　36 染織と生活社 1984 M051セ ※

322 染織α　37 染織と生活社 1984 M051セ ※

323 染織α　38 染織と生活社 1984 M051セ ※

324 染織α　39 染織と生活社 1984 M051セ ※

325 染織α　40 染織と生活社 1984 M051セ ※

326 染織α　41 染織と生活社 1984 M051セ ※

327 染織α　42 染織と生活社 1984 M051セ ※

328 染織α　43 染織と生活社 1984 M051セ ※

329 染織α　44 染織と生活社 1984 M051セ ※

330 染織α　45 染織と生活社 1984 M051セ ※
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331 染織α　46 染織と生活社 1985 M051セ ※

332 染織α　47 染織と生活社 1985 M051セ ※

333 染織α　48 染織と生活社 1985 M051セ ※

334 染織α　49 染織と生活社 1985 M051セ ※

335 染織α　50 染織と生活社 1985 M051セ ※

336 染織α　51 染織と生活社 1985 M051セ ※

337 染織α　52 染織と生活社 1985 M051セ ※

338 染織α　53 染織と生活社 1985 M051セ ※

339 染織α　54 染織と生活社 1985 M051セ ※

340 染織α　55 染織と生活社 1985 M051セ ※

341 染織α　56 染織と生活社 1985 M051セ ※

342 染織α　57 染織と生活社 1985 M051セ ※

343 染織α　58 染織と生活社 1986 M051セ ※

344 染織α　59 染織と生活社 1986 M051セ ※

345 染織α　60 染織と生活社 1986 M051セ ※

346 染織α　61 染織と生活社 1986 M051セ ※

347 染織α　62 染織と生活社 1986 M051セ ※

348 染織α　63 染織と生活社 1986 M051セ ※

349 染織α　64 染織と生活社 1986 M051セ ※

350 染織α　65 染織と生活社 1986 M051セ ※

351 染織α　66 染織と生活社 1986 M051セ ※

352 染織α　67 染織と生活社 1986 M051セ ※

353 染織α　68 染織と生活社 1986 M051セ ※

354 染織α　69 染織と生活社 1986 M051セ ※

355 染織α　70 染織と生活社 1987 M051セ ※

356 染織α　71 染織と生活社 1987 M051セ ※

357 染織α　72 染織と生活社 1987 M051セ ※

358 染織α　73 染織と生活社 1987 M051セ ※

359 染織α　74 染織と生活社 1987 M051セ ※

360 染織α　75 染織と生活社 1987 M051セ ※
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361 染織α　76 染織と生活社 1987 M051セ ※

362 染織α　77 染織と生活社 1987 M051セ ※

363 染織α　78 染織と生活社 1987 M051セ ※

364 染織α　79 染織と生活社 1987 M051セ ※

365 染織α　80 染織と生活社 1987 M051セ ※

366 染織α　81 染織と生活社 1987 M051セ ※

367 染織α　82 染織と生活社 1988 M051セ ※

368 染織α　83 染織と生活社 1988 M051セ ※

369 染織α　84 染織と生活社 1988 M051セ ※

370 染織α　85 染織と生活社 1988 M051セ ※

371 染織α　86 染織と生活社 1988 M051セ ※

372 染織α　87 染織と生活社 1988 M051セ ※

373 染織α　88 染織と生活社 1988 M051セ ※

374 染織α　89 染織と生活社 1988 M051セ ※

375 染織α　90 染織と生活社 1988 M051セ ※

376 染織α　91 染織と生活社 1988 M051セ ※

377 染織α　92 染織と生活社 1988 M051セ ※

378 染織α　93 染織と生活社 1988 M051セ ※

379 染織α　94 染織と生活社 1989 M051セ ※

380 染織α　95 染織と生活社 1989 M051セ ※

381 染織α　96 染織と生活社 1989 M051セ ※

382 染織α　97 染織と生活社 1989 M051セ ※

383 染織α　98 染織と生活社 1989 M051セ ※

384 染織α　99 染織と生活社 1989 M051セ ※

385 染織α　100 染織と生活社 1989 M051セ ※

386 染織α　101 染織と生活社 1989 M051セ ※

387 染織α　102 染織と生活社 1989 M051セ ※

388 染織α　103 染織と生活社 1989 M051セ ※

389 染織α　104 染織と生活社 1989 M051セ ※

390 染織α　105 染織と生活社 1989 M051セ ※
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391 染織α　106 染織と生活社 1990 M051セ ※

392 染織α　107 染織と生活社 1990 M051セ ※

393 染織α　108 染織と生活社 1990 M051セ ※

394 染織α　109 染織と生活社 1990 M051セ ※

395 染織α　110 染織と生活社 1990 M051セ ※

396 染織α　111 染織と生活社 1990 M051セ ※

397 染織α　112 染織と生活社 1990 M051セ ※

398 染織α　113 染織と生活社 1990 M051セ ※

399 染織α　114 染織と生活社 1990 M051セ ※

400 染織α　115 染織と生活社 1990 M051セ ※

401 染織α　116 染織と生活社 1990 M051セ ※

402 染織α　117 染織と生活社 1990 M051セ ※

403 染織α　118 染織と生活社 1991 M051セ ※

404 染織α　119 染織と生活社 1991 M051セ ※

405 染織α　120 染織と生活社 1991 M051セ ※

406 染織α　121 染織と生活社 1991 M051セ ※

407 染織α　122 染織と生活社 1991 M051セ ※

408 染織α　123 染織と生活社 1991 M051セ ※

409 染織α　124 染織と生活社 1991 M051セ ※

410 染織α　125 染織と生活社 1991 M051セ ※

411 染織α　126 染織と生活社 1991 M051セ ※

412 染織α　127 染織と生活社 1991 M051セ ※

413 染織α　128 染織と生活社 1991 M051セ ※

414 染織α　129 染織と生活社 1991 M051セ ※

415 染織α　130 染織と生活社 1992 M051セ ※

416 染織α　131 染織と生活社 1992 M051セ ※

417 染織α　132 染織と生活社 1992 M051セ ※

418 染織α　133 染織と生活社 1992 M051セ ※

419 染織α　134 染織と生活社 1992 M051セ ※

420 染織α　135 染織と生活社 1992 M051セ ※
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421 染織α　136 染織と生活社 1992 M051セ ※

422 染織α　137 染織と生活社 1992 M051セ ※

423 染織α　138 染織と生活社 1992 M051セ ※

424 染織α　139 染織と生活社 1992 M051セ ※

425 染織α　140 染織と生活社 1992 M051セ ※

426 染織α　141 染織と生活社 1992 M051セ ※

427 染織α　142 染織と生活社 1992 M051セ ※

428 染織α　143 染織と生活社 1993 M051セ ※

429 染織α　144 染織と生活社 1993 M051セ ※

430 染織α　145 染織と生活社 1993 M051セ ※

431 染織α　146 染織と生活社 1993 M051セ ※

432 染織α　147 染織と生活社 1993 M051セ ※

433 染織α　148 染織と生活社 1993 M051セ ※

434 染織α　149 染織と生活社 1993 M051セ ※

435 染織α　150 染織と生活社 1993 M051セ ※

436 染織α　151 染織と生活社 1993 M051セ ※

437 染織α　152 染織と生活社 1993 M051セ ※

438 染織α　153 染織と生活社 1993 M051セ ※

439 染織α　154 染織と生活社 1994 M051セ ※

440 染織α　155 染織と生活社 1994 M051セ ※

441 染織α　156 染織と生活社 1994 M051セ ※

442 染織α　157 染織と生活社 1994 M051セ ※

443 染織α　158 染織と生活社 1994 M051セ ※

444 染織α　159 染織と生活社 1994 M051セ ※

445 染織α　160 染織と生活社 1994 M051セ ※

446 染織α　161 染織と生活社 1994 M051セ ※

447 染織α　162 染織と生活社 1994 M051セ ※

448 染織α　163 染織と生活社 1994 M051セ ※

449 染織α　164 染織と生活社 1994 M051セ ※

450 染織α　165 染織と生活社 1994 M051セ ※
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451 染織α　166 染織と生活社 1995 M051セ ※

452 染織α　167 染織と生活社 1995 M051セ ※

453 染織α　168 染織と生活社 1995 M051セ ※

454 染織α　169 染織と生活社 1995 M051セ ※

455 染織α　170 染織と生活社 1995 M051セ ※

456 染織α　171 染織と生活社 1995 M051セ ※

457 染織α　172 染織と生活社 1995 M051セ ※

458 染織α　173 染織と生活社 1995 M051セ ※

459 染織α　174 染織と生活社 1995 M051セ ※

460 染織α　175 染織と生活社 1995 M051セ ※

461 染織α　176 染織と生活社 1995 M051セ ※

462 染織α　177 染織と生活社 1995 M051セ ※

463 染織α　178 染織と生活社 1995 M051セ ※

464 染織α　179 染織と生活社 1996 M051セ ※

465 染織α　180 染織と生活社 1996 M051セ ※

466 染織α　181 染織と生活社 1996 M051セ ※

467 染織α　182 染織と生活社 1996 M051セ ※

468 染織α　183 染織と生活社 1996 M051セ ※

469 染織α　184 染織と生活社 1996 M051セ ※

470 染織α　185 染織と生活社 1996 M051セ ※

471 染織α　186 染織と生活社 1996 M051セ ※

472 染織α　187 染織と生活社 1996 M051セ ※

473 染織α　188 染織と生活社 1996 M051セ ※

474 染織α　189 染織と生活社 1996 M051セ ※

475 染織α　190 染織と生活社 1996 M051セ ※

476 染織α　191 染織と生活社 1997 M051セ ※

477 染織α　192 染織と生活社 1997 M051セ ※

478 染織α　増刊号 染織と生活社 1987 M051セ ※

479 染織紀行
辻合 喜代太郎／共著
｜大塚 清吾／共著

保育社 1980 M753ツ ※

480 染織技法入門 木村 光雄／ほか共著 染織と生活社 1985 M753セ ※
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481 染織史考
明石 染人／著｜明石
国助／著

思文閣出版 1977 M753ア ※

482 染色事典
日本学術振興会／編｜日本学術
振興会染色加工第１２０委員会
／編

朝倉書店 1982 M587セ ※

483 染織事典 中江 克己／編 泰流社 1981 M753ナ ※

484 染織草紙 澤田 ふじ子／著 文化出版局 1984 M753サ ※

485 染織大鑑　織之部一 M757セ ※

486 染織大鑑　織之部二 M757セ ※

487 染織大鑑　織之部三 M757セ ※

488 染織大鑑　織之部四 M757セ ※

489 染織大鑑　染之部一 M757セ ※

490 染織大鑑　染之部二 M757セ ※

491 染織大鑑　染之部三 M757セ ※

492 染織大鑑　雑之部一 M757セ ※

493 染織大鑑　雑之部二 M757セ ※

494 染織大鑑　雑之部三 M757セ ※

495 染織と生活　2｜紅花染 染織と生活社 1973 M753セ ※

496 染織と生活　6｜藍染の絣 染織と生活社 1974 M753セ ※

497
染織と生活　16｜津軽こぎん／南
部菱刺

染織と生活社 1977 M754セ ※

498 染織と生活　17｜絹の絣 染織と生活社 1979 M755セ ※

499 染織と生活　18｜加賀友禅 染織と生活社 1977 M756セ ※

500 染織と生活　24｜和紙の染織 染織と生活社 1979 M757セ ※

501
染織と生活　25｜コットン手織り
もめん

染織と生活社 1979 M758セ ※

502 染織と生活　26｜近江染織譜 染織と生活社 1979 M759セ ※

503 染織と生活　29｜藍 染織と生活社 1980 M753セ ※

504 染織と生活　30｜紙布と紙子 染織と生活社 1980 M754セ ※

505 染色入門 佐野 猛夫／著 保育社 1977 M753サ ※

506 染色入門 古田 重郎／著 大日本図書 1977 M753フ ※

507 染色の挑戦芹沢銈介 平凡社 2011 M753セ ※

508 染織の美　1｜辻が花 京都書院 1979 M753 ※

509 染織の美　2｜更紗 京都書院 1979 M753 ※

510 染織の美　3｜友禅染 京都書院 1980 M753 ※
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511 染織の美　4｜能装束 京都書院 1980 M753 ※

512 染織の美　5｜インドネシアの絣 京都書院 1980 M753 ※

513 染織の美　6｜紅型 京都書院 1980 M753 ※

514
染織の美　7｜正倉院裂と上代の
染織

京都書院 1980 M753 ※

515 染織の美　8｜名物裂 京都書院 1980 M753 ※

516 染織の美　9｜日本の刺繍 京都書院 1981 M753 ※

517 染織の美　10｜世界の絞 京都書院 1981 M753 ※

518 染織の美　11｜日本の絣 京都書院 1981 M753 ※

519 染織の美　12｜茶屋辻と夏衣装 京都書院 1981 M753 ※

520 染織の美　13｜コプト裂 京都書院 1981 M753 ※

521 染織の美　14｜狂言の装束 京都書院 1981 M753 ※

522 染織の美　15｜振袖 京都書院 1982 M753 ※

523 染織の美　16｜型染・版染 京都書院 1982 M753 ※

524 染織の美　17｜歌舞伎の衣装 京都書院 1982 M753 ※

525 染織の美　18｜特集 京都書院 1982 M753 ※

526
染織の美　19｜桃山時代の染織・
台湾の蕃布

京都書院 1982 M753 ※

527 染織の美　20｜アンデスの染織 京都書院 1982 M753 ※

528 染織の美　21｜江戸の小袖 京都書院 1983 M753 ※

529
染織の美　22｜近代ヨーロッパの
染織

京都書院 1983 M753 ※

530
染織の美　23｜平安・鎌倉・室町
の染織

京都書院 1983 M753 ※

531
染織の美　24｜日本の革工芸・ア
フリカの草ビロード

京都書院 1983 M753 ※

532 染織の美　25｜明治・大正の染織 京都書院 1983 M753 ※

533 染織の美　26｜メキシコの染織 京都書院 1983 M753 ※

534
染織の美　27｜インドの染織／世
界の絣

京都書院 1984 M753 ※

535 染織の美　28｜グァテマラの染織 京都書院 1984 M753 ※

536
染織の美　29｜西方の絹・妖輝の
美

京都書院 1984 M753 ※

537
染織の美　30｜中国古代／漢-唐
の染織

京都書院 1984 M753 ※

538 染織の文化史 藤井 守一／著 理工学社 1986 M753フ ※

539 染織文様史の研究
明石 染人／著｜明石
国助／著

思文閣出版 1977 M753ア ※

540 千年の色 吉岡　幸雄／著 ＰＨＰ研究所 2010 M914ヨ ※
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541
染料の道｜シルクロードの赤を追
う

村上 道太郎／著 日本放送出版協会 1989 M577ム ※

542 総合服飾史事典 丹野 郁／編 雄山閣 1980 M383ソ ※

543 染・織 岩本 秀雄／ほか著 朝倉書店 1985 M753ソ ※

544 染世界の旅 皆川 泰蔵／著 京都書院 1960 M753ミ ※

545 染めと織り
暁教育図書株式会
社

1981 M753 ※

546 染と織の鑑賞基礎知識 小笠原 小枝／著 至文堂 1998 M753オ ※

547 染と織の里 中島 孝／著 新声社 1981 M753ナ ※

548 染めと織りの旅 日本交通公社 1984 M753ソ ※

549 染と織の文様 青幻舎 2006 M753ソ ※

550 染と縫の伝統　上
芸艸堂／編輯｜芸艸
堂出版部／編輯

芸艸堂 1967 M753ソ ※

551 染と縫の伝統　下
芸艸堂／編輯｜芸艸
堂出版部／編輯

芸艸堂 1967 M753ソ ※

552 染の型紙 中西 仁智雄 第一出版 M587ナ ※

553 染めの事典｜風土を映す人の技 朝日新聞社／編 朝日新聞社 1985 M753ソ ※

554
染織のこころ｜その源流をたずね
て

中島 孝／著 時事通信社 1980 M753ナ ※

555 染紙の技法 片野 孝志／著 総合科学出版 1980 M753カ ※

556 続・日本の意匠　1春（1） 京都書院 1995 M757ニ ※

557 続・日本の意匠　2春（2） 京都書院 1995 M758ニ ※

558 続・日本の意匠　3春（3） 京都書院 1995 M759ニ ※

559 続・日本の意匠　4夏（1） 京都書院 1995 M760ニ ※

560 続・日本の意匠　5夏（2） 京都書院 1995 M761ニ ※

561 続・日本の意匠　6夏（3） 京都書院 1995 M762ニ ※

562 続・日本の意匠　7秋（1） 京都書院 1995 M763ニ ※

563 続・日本の意匠　8秋（2） 京都書院 1995 M764ニ ※

564 続・日本の意匠　9秋（3） 京都書院 1995 M765ニ ※

565 続・日本の意匠　10冬 京都書院 1995 M766ニ ※

566 続・日本の意匠　11吉祥 京都書院 1995 M767ニ ※

567 続・日本の意匠　12年中行事 京都書院 1995 M767ニ ※

568
太陽　’72　1月｜東西文明の宝
庫　正倉院

平凡社 1971 M709パ ※

569
太陽　’74　12月｜染と織のふる
さと

円地 文子／ほか著 平凡社 1974 M753キ ※

570
太陽　’75　12月｜染と織のふる
さと　続

木幡 朋介／著 平凡社 1975 M753キ ※
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571 凧 広井 力 一誠堂書店 1973 M759ヒ ※

572 大仏と正倉院｜天平の夢とロマン 杉山 二郎／ほか編著 講談社 1982 M702ダ ※

573 伊達模様 花づくし 古谷 紅鱗 山田芸艸堂 1905 M753 ※

574 茶の裂地 古賀 健蔵／著 淡交社 1980 M791コ ※

575 着装の歴史｜人間と衣服の相関
Ｒ．Ｂ．ヨハンセン
／著

文化出版局 1979 M383ブ ※

576 中国古代絹織物史研究　上巻 佐藤 武敏／著 風間書房 1977 M753サ ※

577 中国古代絹織物史研究　下巻 佐藤 武敏／著 風間書房 1978 M753サ ※

578
中国古代文様史｜工芸デザインの
分析　上

渡辺 素舟／著 雄山閣 1976 M750ワ ※

579
中国古代文様史｜工芸デザインの
分析　下

渡辺 素舟／著 雄山閣 1976 M750ワ ※

580 中国五千年女性装飾史
周 汛／著｜高 春明
／著

京都書院 1993 M593チ ※

581 中国の染織　上
西村 兵部／編集・解
説

芸艸堂 1973 M753チ ※

582 中国の染織　下
西村 兵部／編集・解
説

芸艸堂 1973 M753チ ※

583 中国の博物館　1｜陝西省博物館 陝西省博物館／編 講談社 1981 M069チ ※

584 中国の博物館　2｜湖南省博物館 湖南省博物館／編 講談社 1981 M069チ ※

585 中国の博物館　3｜遼寧省博物館 遼寧省博物館／編 講談社 1982 M069チ ※

586 中国の博物館　4｜南京博物院 南京博物院／編 講談社 1982 M069チ ※

587
中国の博物館　5｜中国歴史博物
館

中国歴史博物館／編 講談社 1982 M069チ ※

588
中国の博物館　6｜天津市芸術博
物館

天津市芸術博物館／
編

講談社 1982 M069チ ※

589 中国の博物館　7｜河南省博物館 河南省博物館／編 講談社 1983 M069チ ※

590 中国の博物館　8｜上海博物館 上海博物館／編 講談社 1983 M069チ ※

591
中国の博物館　第2期　1｜新疆ウ
イグル自治区博物館

講談社／編集｜文物出版社／編
集｜新疆ウイグル自治区博 物館
／編

講談社 1987 M069コ ※

592
中国の博物館　第2期　2｜雲南省
博物館

講談社／編集｜文物出版社／編
集｜雲南省博物館／編 講談社 1988 M069コ ※

593
中国の博物館　第2期　3｜吉林省
博物館

講談社／編集｜文物出版社／編
集｜吉林省博物館／編 講談社 1988 M069コ ※

594
中国の博物館　第2期　4｜四川省
博物館

講談社／編集｜文物出版社／編
集｜四川省博物館／編 講談社 1988 M069コ ※

595
中国の博物館　第2期　5｜安徽省
博物館

講談社／編集｜文物出版社／編
集｜安徽省博物館／編 講談社 1988 M069コ ※

596
中国の博物館　第2期　6｜湖北省
博物館

講談社／編集｜文物出版社／編
集｜湖北省博物館／編 講談社 1988 M069コ ※

597
中国喇嘛教美術大観　諸尊身容表
図版解説

逸見 梅栄／著 東京美術 1975 M072ヘ ※

598 中国喇嘛教美術大観　図版篇 逸見 梅栄／著 東京美術 1975 M072ヘ ※

599 千代紙友禅 浦野 理一／著 文化出版局 1979 M587ウ ※

600 縮緬変化 大谷 みちこ／編 京都書院 1998 M753チ ※
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601 辻が花 切畑 健／著 京都書院 1983 M753キ ※

602 つむぎおり 志村　ふくみ／著 求龍堂 2015 M753シ ※

603 帝王紫探訪 吉岡 常雄／著 紫紅社 1983 M587ヨ ※

604 定本和の色事典 内田　広由紀／著
視覚デザイン研究
所

2008 M757ウ ※

605 手職  伝統のわざと美 真壁 仁／著 やまがた散歩社 1977 M916マ ※

606 天然染料と出会いましょう 池谷　昭三／著 文芸社 2007 M577イ ※

607
天然染料の研究｜理論と実際染色
法

吉岡 常雄／著 光村推古書院 1978 M577ヨ ※

608 天王寺舞楽 雅亮会／編著 講談社 1978 M768テ ※

609 出羽文化史料 川崎 浩良 出羽文化同交會 1947 M212カ ※

610
伝統織物｜加賀・能登にみる歴史
と現状

西田谷 功／著 古今書院 1988 M586ニ ※

611 東方染色文化の研究 上村六郎 第一書房 1933 M753ウ ※

612 特産最上紅花考 槇 清哉 1994 M212マ ※

613 特別展  日本の色彩
埼玉県立歴史と民族
の博物館

埼玉県立歴史と民
族の博物館

2008 M703サ ※

614 長井紬（本場米流）の歴史 川村 吉弥／著 長井織物工業組合 1975 M212カ ※

615 なごみ　2014年5月 淡交社 2014 M753ナ ※

616 錦とボロの話 龍村　平蔵／著 学生社 2009 M709タ ※

617 錦  光を織る 龍村　光峯／著 小学館 2009 M753タ ※

618 錦譜 龍村平蔵氏製 三越呉服店 1927 M753 ※

619 日本近世交通史研究
児玉幸多先生古稀記
念会／編

吉川弘文館 1979 M682二 ※

620 日本近世交通史論集 交通史研究会／編 吉川弘文館 1986 M682ニ ※

621 日本草木染譜 山崎 タケシ 月明会出版部 1962 M753ヤ ※

622 日本結髪全史 江馬 務 創元社 1953 M595エ ※

623 日本化粧史考 久下 司 黒龍堂 1953 M595ヒ ※

624 日本芸能史　第1巻｜原始・古代 芸能史研究会／編 法政大学出版局 1981 M772ニ ※

625 日本古代の色彩 前田 雨城／著 河出書房新社 1981 M753マ ※

626 日本固有草木染色譜 山崎 あきら 一誠堂書店 1933 M753ヤ ※

627 日本織文集成　1 青幻舎 2010 M753ニ ※

628 日本織文集成　2 青幻舎 2010 M753ニ ※

629 日本織文集成　3 青幻舎 2010 M753ニ ※

630 日本色名大鑑
上村 六郎・山崎 勝
弘／著

甲鳥書林 1900 M753ウ ※
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631 日本色彩文化史 前田 千寸 岩波書店 1983 M757マ ※

632 日本刺繍 斎藤　信作／監修 青幻舎 2008 M753ニ ※

633
日本刺繍｜斎藤磬が創る絢爛の世
界

中央公論社 1982 M753ニ ※

634 日本植物染色譜 吉田 富太郎／著 染織と生活社 1980 M753ヨ ※

635 日本女性服飾史 井筒 雅風／著 光琳社出版 1986 M383イ ※

636
日本水上交通史論集　第1巻｜日
本海水上交通史

柚木 学／編 文献出版 1986 M683ニ ※

637
日本水上交通史論集　第2巻｜日
本海水上交通史　続

柚木 学／編 文献出版 1987 M683ニ ※

638 日本染織譜 後藤 捷一 東峰出版 1964 M753ゴ ※

639 日本染織工芸史　上巻 明石 染人／著 思文閣出版 1977 M753ア ※

640 日本染織辞典 上村 六郎／ほか編 東京堂出版 1979 M753ニ ※

641 日本染織文献総覧 後藤 捷一／著 染織と生活社 1980 M753ゴ ※

642 日本染色史
明石 染人／著｜明石
国助／著

思文閣 1977 M753ア ※

643 日本人形の美
是澤　博昭／監修・
文

淡交社 2008 M759ニ ※

644 日本人形のあゆみ
西沢 形一／著｜藤間
寛／著

芸艸堂 1986 M759ニ ※

645 日本人形史 山田 徳兵衛／著 富山房 1942 M759ヤ ※

646 日本の意匠事典 岩崎 治子／著 岩崎美術社 1984 M757イ ※

647 日本の色 大岡 信／編 朝日新聞社 1979 M757ニ ※

648 日本の色｜植物染料のはなし 吉岡 常雄／著 紫紅社 1983 M617ヨ ※

649 日本の色｜染料と色の源流を探る 吉岡 常雄／著 紫紅社 1979 M753ヨ ※

650 日本の色｜歴史と文化を彩る 大岡 信／ほか著 講談社 1980 M757ニ ※

651 日本のおもちゃ 山田 徳兵衛／著 芳賀書店 1968 M759ヤ ※

652 日本の織物 北村 哲郎／著 源流社 1988 M753キ ※

653 日本の絣文化史 福井 貞子／著 京都書院 1981 M753フ ※

654 日本の髪型 南 ちゑ／著・結髪 紫紅社 1981 M383ミ ※

655 日本の玩具 仲村 九慈 日本出版社 1943 M759ナ ※

656 日本の旧家雛めぐりの旅 萬　眞智子／著 世界文化社 2013 M759ヨ ※

657 日本の郷土玩具 永田 久光 創元社 1956 M759ナ ※

658 日本のきもの 竜村 謙／著 中央公論社 1978 M383タ ※

659 日本の郷土玩具 斎藤 良輔／著 未来社 1984 M759サ ※

660 日本の近世　5｜商人の活動 林 玲子／編 中央公論社 1992 M210ニ ※
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661 日本の近世　6｜情報と交通 丸山 雍成／編 中央公論社 1992 M210ニ ※

662 日本の近世　7｜身分と格式 朝尾 直弘／編 中央公論社 1992 M210ニ ※

663 日本の近世　9｜都市の時代 吉田 伸之／編 中央公論社 1992 M210ニ ※

664 日本の草木染 上村 六郎 一誠堂書店 1966 M753ウ ※

665 日本の黒染文化史 川村 泰夫／著 染織と生活社 1987 M753カ ※

666 日本の化粧｜道具と心模様
ポーラ文化研究所／
編著

ポーラ文化研究所 1989 M383ニ ※

667 日本の工芸　1｜染 伊東 深水／ほか文 淡交新社 1965 M750ニ ※

668 日本の工芸　2｜漆 谷川 徹三／ほか文 淡交新社 1965 M751ニ ※

669 日本の工芸　3｜金工 菅原 通済／ほか文 淡交新社 1966 M752ニ ※

670 日本の工芸　4｜紙 田中 親美／ほか文 淡交新社 1966 M753ニ ※

671 日本の工芸　5｜人形 宇野 千代／ほか文 淡交新社 1966 M754ニ ※

672 日本の工芸　6｜ガラス
勅使河原 蒼風／ほか
文

淡交新社 1966 M755ニ ※

673 日本の工芸　7｜織 白洲 正子／ほか文 淡交新社 1966 M756ニ ※

674 日本の工芸　8｜木・竹 谷口 吉郎／ほか文 淡交新社 1966 M757ニ ※

675 日本の工芸　9｜陶磁 大仏 次郎／ほか文 淡交新社 1967 M758ニ ※

676 日本の工芸　10｜石・玉 丹下 健三／ほか文 淡交新社 1967 M759ニ ※

677 日本の工芸　別巻｜琉球 外間 正幸／文 淡交社 1972 M750ニ ※

678 日本の古人形 吉川観方／編 古實研究会 1975 M759ヨ ※

679 日本の更紗 後藤 捷一／著 染織と生活社 1978 M753ゴ ※

680 日本の色彩
田中 一光／構成｜小
池一子／構成

リブロポート 1982 M757ニ ※

681 日本の刺繍 斎藤 磬／著 雄鶏社 1981 M594サ ※

682 日本の城下町　2｜東北2 ぎょうせい 1981 M291ニ ※

683 日本の染織 東京国立博物館 ／編 東京国立博物館 1974 M753ニ ※

684 日本の染色 上村 六郎／著 東出版 1974 M753ウ ※

685 日本の染織｜技と美 京都国立博物館／編 京都書院 1987 M753ニ ※

686 日本の染織　1｜友禅 泰流社 1976 M753ニ ※

687 日本の染織　2｜紬 泰流社 1978 M753ニ ※

688 日本の染織　3｜草木染 泰流社 1979 M753ニ ※

689 日本の染織　4｜絣 泰流社 1976 M753ニ ※

690 日本の染織　5｜更紗 泰流社 1976 M753ニ ※
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691 日本の染織　6｜江戸小紋 泰流社 1976 M753ニ ※

692 日本の染織　7｜縮と上布 泰流社 1975 M753ニ ※

693 日本の染織　8｜中形 泰流社 1976 M753ニ ※

694 日本の染織　9｜縞・唐桟 泰流社 1976 M753ニ ※

695 日本の染織　10｜紅型 泰流社 1976 M753ニ ※

696 日本の染織　11｜西陣織 泰流社 1977 M753ニ ※

697 日本の染織　12｜絞り染 泰流社 1976 M753ニ ※

698 日本の染織　13｜御召 泰流社 1976 M753ニ ※

699 日本の染織　14｜筒描染 泰流社 1979 M753ニ ※

700 日本の染織　15｜縮緬 泰流社 1977 M753ニ ※

701 日本の染織　16｜正藍染 泰流社 1977 M753ニ ※

702 日本の染織　17｜絽と紗 泰流社 1978 M753ニ ※

703 日本の染織　18｜紅花染 泰流社 1980 M753ニ ※

704 日本の染織　19｜民芸染織 泰流社 1980 M753ニ ※

705 日本の染織　20｜沖縄の織物 泰流社 1978 M753ニ ※

706 日本の染織　別巻1｜組紐 泰流社 1978 M753ニ ※

707 日本の染織　別巻2｜刺繍 泰流社 1978 M753ニ ※

708
日本の染織　別巻3｜博多織と佐
賀錦

泰流社 1979 M753ニ ※

709
日本の染織　1｜法隆寺 正倉院
公家

中央公論社 1979 M753ニ ※

710 日本の染織　2｜武家　舶載裂 中央公論社 1980 M753ニ ※

711 日本の染織　3｜小袖1 中央公論社 1979 M753ニ ※

712 日本の染織　4｜小袖2 中央公論社 1980 M753ニ ※

713
日本の染織　5｜能　狂言　歌舞
伎

中央公論社 1980 M753ニ ※

714 日本の染織　6｜庶民　近代 中央公論社 1981 M753ニ ※

715
日本の染織｜カンヴァス版 1　上
代の染織

松本 包夫／責任編集 中央公論社 1982 M753ニ ※

716
日本の染織｜カンヴァス版 2　公
家の染織

高田 倭男／責任編集 中央公論社 1982 M753ニ ※

717
日本の染織｜カンヴァス版 3　武
家の染織

山辺 知行／責任編集 中央公論社 1982 M753ニ ※

718
日本の染織｜カンヴァス版 4　舶
載の染織

小笠原 小枝／責任編
集

中央公論社 1983 M753ニ ※

719
日本の染織｜カンヴァス版 5　小
袖1

今永 清二郎／責任編
集

中央公論社 1983 M753ニ ※

720
日本の染織｜カンヴァス版 6　小
袖2

切畑 健／責任編集 中央公論社 1983 M753ニ ※
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721
日本の染織｜カンヴァス版 7　芸
能衣装1

今永 清二郎／責任編
集

中央公論社 1983 M753ニ ※

722
日本の染織｜カンヴァス版 8　中
形

切畑 健／責任編集 中央公論社 1983 M753ニ ※

723
日本の染織｜カンヴァス版 9　庶
民の染織

山辺 知行／責任編集 中央公論社 1983 M753ニ ※

724
日本の染織｜カンヴァス版 10
近代の染織

山辺 知行／責任編集 中央公論社 1983 M753ニ ※

725 日本の染と織
伊藤　佐智子／著・アート
ディレクション

パイインターナ
ショナル

2011 M753イ ※

726 日本の染め色　第1巻 紫紅社 1978 M753ニ ※

727 日本の染め色　第2巻 紫紅社 1980 M753ニ ※

728 日本の染め色　第3巻 紫紅社 1981 M753ニ ※

729
日本の染め織り｜伝統美と職人の
世界

中江 克己／著 紀尾井書房 1982 M753ナ ※

730 日本の土人形
俵 有作／編集｜薗部
澄／写真

文化出版局 1978 M759ニ ※

731
日本の意匠（デザイン）　1｜源
氏物語

京都書院 1983 M757ニ ※

732
日本の意匠（デザイン）　2｜秋
草

２｜秋草 京都書院 1983 M757ニ ※

733
日本の意匠（デザイン）　3｜牡
丹・椿

３｜牡丹・椿 京都書院 1984 M757ニ ※

734 日本の意匠（デザイン）　4｜桜 ４｜桜 京都書院 1984 M757ニ ※

735
日本の意匠（デザイン）　5｜
鳥・蝶・虫

５｜鳥・蝶・虫 京都書院 1984 M757ニ ※

736
日本の意匠（デザイン）　6｜伊
勢物語・詩歌・能楽

６｜伊勢物語・詩
歌・能楽

京都書院 1984 M757ニ ※

737
日本の意匠（デザイン）　7｜
松・竹・梅

７｜松・竹・梅 京都書院 1984 M757ニ ※

738 日本の意匠（デザイン）　8｜人 ８｜人 京都書院 1985 M757ニ ※

739
日本の意匠（デザイン）　9｜
藤・柳・春夏草

９｜藤・柳・春夏草 京都書院 1985 M757ニ ※

740
日本の意匠（デザイン）　10｜
獣・魚・貝

１０｜獣・魚・貝 京都書院 1985 M757ニ ※

741
日本の意匠（デザイン）　11｜
菊・紅葉

１１｜菊・紅葉 京都書院 1985 M757ニ ※

742
日本の意匠（デザイン）　12｜風
月山水

１２｜風月山水 京都書院 1986 M757ニ ※

743
日本の意匠（デザイン）　13｜吉
祥

１３｜吉祥 京都書院 1986 M757ニ ※

744
日本の意匠（デザイン）　14｜五
穀・蔬菜・果実

１４｜五穀・蔬菜・
果実

京都書院 1986 M757ニ ※

745
日本の意匠（デザイン）　15｜器
物

１５｜器物 京都書院 1987 M757ニ ※

746
日本の意匠（デザイン）　16｜
縞・格子・割付

１６｜縞・格子・割
付

京都書院 1987 M757ニ ※

747 日本の伝統織物
富山 弘基／著｜大野
力／著

徳間書店 1973 M753ト ※

748 日本の伝統色彩 長崎 盛輝／著 京都書院 1988 M757ナ ※

749 日本の伝統色｜色の小辞典
日本色彩研究所／編
｜福田 邦夫／著

読売新聞社 1987 M757フ ※

750 日本の伝統染織事典 中江　克己／著 東京堂出版 2013 M753ナ ※
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751 日本の人形 山辺 知行 ／編 河出書房 1954 M759ヤ ※

752 日本の人形 読売新聞社 1985 M759ニ ※

753 日本の雛人形 是澤　博昭／著 淡交社 2013 M759コ ※

754 日本の民具　第1巻｜町
薗部 澄／写真｜遠藤
武／解説

慶友社 1992 M383ニ ※

755 日本の民具　第2巻｜農村
薗部 澄／写真｜宮本
常一／解説

慶友社 1992 M383ニ ※

756 日本の民具　第3巻｜山・漁村
薗部 澄／写真｜磯貝
勇／解説

慶友社 1992 M383ニ ※

757 日本の民具　第4巻｜周囲民俗
薗部 澄／写真｜遠藤
穎彦／写真

慶友社 1992 M383ニ ※

758 日本の文様
パイインターナ
ショナル

2013 M727ニ ※

759 日本の文様 北村 哲郎／著 源流社 1983 M753キ ※

760 日本の文様　正 北村 哲郎／著 源流社 1988 M753キ ※

761 日本の文様　続 北村 哲郎／著 源流社 1988 M753キ ※

762 日本の文様
コロナ・ブックス編
集部／編

平凡社 2009 M727ニ ※

763 日本の文様｜起源と歴史 小杉 一雄／著 南雲堂 1988 M757コ ※

764 日本の文様　1｜菊
今永 清二郎／責任編
集

小学館 1986 M757ニ ※

765 日本の文様　2｜扇
今永 清二郎／責任編
集

小学館 1986 M757ニ ※

766 日本の文様　3｜松
今永 清二郎／責任編
集

小学館 1986 M757ニ ※

767 日本の文様　4｜桜
今永 清二郎／責任編
集

小学館 1986 M757ニ ※

768 日本の文様　5｜蝶
今永 清二郎／責任編
集

小学館 1986 M757ニ ※

769 日本の文様　6｜竹
今永 清二郎／責任編
集

小学館 1987 M757ニ ※

770 日本の文様　7｜梅
今永 清二郎／責任編
集

小学館 1987 M757ニ ※

771 日本の文様　8｜唐草・蔓
今永 清二郎／責任編
集

小学館 1987 M757ニ ※

772 日本の文様　9｜牡丹
今永 清二郎／責任編
集

小学館 1987 M757ニ ※

773 日本の文様　10｜椿・藤・柳
今永 清二郎／責任編
集

小学館 1987 M757ニ ※

774 日本の文様　11｜菖蒲・百合
今永 清二郎／責任編
集

小学館 1988 M757ニ ※

775 日本の文様　12｜桐
今永 清二郎／責任編
集

小学館 1988 M757ニ ※

776 日本の文様　13｜鶴・鳳凰
今永 清二郎／責任編
集

小学館 1988 M757ニ ※

777 日本の文様　14｜果樹
今永 清二郎／責任編
集

小学館 1988 M757ニ ※

778 日本の文様　15｜楽器・調度
今永 清二郎／責任編
集

小学館 1988 M757ニ ※

779 日本の文様　16｜秋草・楓
今永 清二郎／責任編
集

小学館 1988 M757ニ ※

780 日本の文様　17｜青海波・格子
今永 清二郎／責任編
集

小学館 1989 M757ニ ※
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781 日本の文様　18｜動物
今永 清二郎／責任編
集

小学館 1989 M757ニ ※

782 日本雛人形 カルガー 北星堂書店 1940 M759ニ ※

783 日本雛祭考 有坂 與太郎 ／著 建設社 1931 M386ア ※

784 日本美術全集　第3巻 中野 政樹／ほか編著 講談社 1992 M708ニ ※

785 日本服飾史　女性編 井筒　雅風／著 光村推古書院 2015 M383イ ※

786 日本服飾史　男性編 井筒　雅風／著 光村推古書院 2015 M383イ ※

787 日本服飾小辞典 北村 哲郎／著 源流社 1988 M383キ ※

788 日本文様図集京の色 山岡 古都／著 京都書院 1998 M753ヤ ※

789 日本文様図集京の形 山岡 古都／著 京都書院 1998 M753ヤ ※

790 日本文様図集桜 谷本 一郎／著 京都書院 1997 M727タ ※

791 日本文様の源流 江上 綏／著 日本経済新聞社 1983 M727エ ※

792 日本文様集　第1集 山下 秀樹／著 誠文堂新光社 1989 M757ヤ ※

793 日本文様集　第2集 山下 秀樹／著 誠文堂新光社 1989 M757ヤ ※

794 日本文様集　第3集 山下 秀樹／著 誠文堂新光社 1989 M757ヤ ※

795 日本海海運史の研究
福井県立図書館・福井県郷
土誌懇談会／共編 福井県立図書館 1967 M683ニ ※

796 日本海地域の歴史と文化
日本海地域の歴史と
文化／編

文献出版 1979 M210ニ ※

797
日本人の生活と文化　8｜織りと
染めもの

日本観光文化研究所
／編｜竹内 淳子／著

ぎょうせい 1982 M382ニ ※

798 日本人の生活文化史　3｜色と染 上村 六郎／著 毎日新聞社 1980 M382ニ ※

799 日本人の歴史　6｜装いと日本人 樋口 清之／著 講談社 1980 M210ヒ ※

800 日本人形史 山田 徳兵衛 冨山房 1942 M759ヤ ※

801 人形と情念 増淵 宗一／著 勁草書房 1982 M759マ ※

802 人形と出会う旅 金林 真多呂／著 主婦の友社 1981 M759カ ※

803 人形の伝統技法 野口 晴朗／著 理工学社 1987 M759ノ ※

804 人形百話 山田 徳兵衛／著 未来社 1963 M759ヤ ※

805 人形　1｜御所人形 切畑 健／構成・解説 京都書院 1985 M759ニ ※

806
人形　2｜嵯峨人形・賀茂人形・
衣裳人形

切畑 健／構成・解説 京都書院 1985 M759ニ ※

807 人形　3｜郷土人形と玩具
俵有作／構成｜斎藤
良輔／概説

京都書院 1986 M759ニ ※

808 人形　4｜雛人形と武者人形
俵有作／構成｜斎藤
良輔／概説

京都書院 1986 M759ニ ※

809 人形　5｜現代日本の人形作家 藤森武／ほか写真 京都書院 1986 M759ニ ※

810 人形　6｜西洋人形 藤森武／ほか写真 京都書院 1986 M759ニ ※
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811 年號讀方考證稿 山田 孝雄 宝文堂出版 1989 M210ヤ ※

812 能衣裳文様　上巻 山辺 知行／著 芸艸堂 1971 M753ヤ ※

813 能衣裳文様　下巻 山辺 知行／著 芸艸堂 1971 M753ヤ ※

814 能装束（帙入り  上下巻） 山辺知行/監修
東京中日新聞出版
局

1963 M773 ※

815 能装束名品集　上巻 梅若 六郎／著 芸艸堂 1972 M773ウ ※

816 能装束名品集　下巻 梅若 六郎／著 芸艸堂 1972 M773ウ ※

817
熨斗目｜新編 江戸期の縞、格
子、絣

紫紅社／編集 京都 京都書院 1986 M753ノ ※

818 配色総鑑　1 和田 三造/著 博美社 1933 M753ワ ※

819 配色総鑑　2 和田 三造/著 博美社 1934 M753ワ ※

820 配色総鑑　3 和田 三造/著 博美社 1933 M753ワ ※

821 配色総鑑　4 和田 三造/著 博美社 1934 M753ワ ※

822 配色総鑑　5 和田 三造/著 博美社 1934 M753ワ ※

823 配色総鑑　6 和田 三造/著 博美社 1934 M753ワ ※

824 華の能｜梅若五〇〇年 増田 正造／編 講談社 1981 M773ハ ※

825
花の文化史｜花の歴史をつくった
人々

春山 行夫／著 講談社 1980 M470ハ ※

826 花百科 講談社 2004 M753ハ ※

827 花｜美への行動と日本文化 西山 松之助／著 日本放送出版協会 1980 M361ニ ※

828 花喰鳥文様展開 森 豊／著 六興出版 1974 M222モ ※

829 花々の染め帳 足田 輝一／著 東海大学出版会 1990 M470ア ※

830 母と子のお雛さまめぐり 藤田 順子／著 美術出版社 1993 M759フ ※

831 ひなまつり 渡辺 一枝
情報センター出版
局

1987 M915ワ ※

832 雛と雛の物語り 藤田 順子／著 暮しの手帖社 1993 M759フ ※

833 雛の誕生 皆川　美恵子／著 春風社 2015 M386ミ ※

834 ひなのみち 山本  やす子 芸術新聞社 2016 M759ヤ ※

835 雛百種　上 西澤 笛畝 芸艸堂 1915 M759 ※

836 雛百種　中 西澤 笛畝 芸艸堂 1915 M759 ※

837 雛百種　下 西澤 笛畝 芸艸堂 1915 M759 ※

838 雛人形と武者人形 林　駒夫／監修 淡交社 2010 M759ヒ ※

839 雛祭新考 有坂 與太郎 建設社 1943 M386ア ※

840
美術屋  百兵衛　No.36（Winter
2016）

野口  和男 麗人社 2016 M705ビ ※
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841 紅型｜伝統技術保存会作品集 富山 弘基／著 染織と生活社 1980 M753ト ※

842 風俗辞典
森末 義彰／編｜日野
西 資孝／編

東京堂出版 1975 M380フ ※

843 服飾文化研究会きもの図録　別冊 服飾文化研究会／著 源流社 2010 M753フ ※

844 服飾辞典 文化出版局 1979 M383フ ※

845 服飾と生活 上村 六郎／著 染織と生活社 1979 M593ウ ※

846 婦人画報　1994年3月号 婦人画報社 1994 M759 ※

847 譜説 日本傳統色彩考　解説 長崎 盛輝 京都書院 1984 M757ナ ※

848 譜説 日本傳統色彩考　色譜　上 長崎 盛輝 京都書院 1984 M757ナ ※

849 譜説 日本傳統色彩考　色譜　下 長崎 盛輝 京都書院 1984 M757ナ ※

850 振袖と裲襠 熊谷 好博子
光琳社出版株式会
社

1970 M753 ※

851 ぶどう唐草幻想 森 豊／著 六興出版 1974 M702モ ※

852
ＦＲＯＮＴ フロント　2002 4
藍と紅花

矢作 春樹 リバーフロント 2002 M291ヤ ※

853 文楽入門｜鑑賞へのいざない 京都 淡交社 1995 M777ブ ※

854 文楽人形師 大江巳之助作品集 大江巳之助顕彰会 1991 M759 ※

855
文楽｜人形のこころ 河原久雄写
真集

河原 久雄／著 講談社 1993 M777カ ※

856 平安王朝襲色目 河田 満智子/著 日彫 1995 M757カ ※

857 壁画の美女 森 豊／著 六興出版 1975 M702モ ※

858 紅 澤田 亀之助 伊勢半 1959 M595サ ※

859 紅と藍 真壁 仁／著 平凡社 1979 M617マ ※

860 紅のすさび 木下 ユミ／著 ノーベル書房 1991 M383キ ※

861 紅のちから 岡部 伊都子／著 大和書房 1983 M914オ ※

862 紅花 特集・中国染織文化史 山口 力 山口 力 1989 M587ヤ ※

863 紅花ものがたり
角田 光男 ／著 ｜
小坂 茂 ／絵

小峰書店 2000 M913カ ※

864 紅花物語 水上 勉 主婦の友社 1969 M913.6ミ ※

865
べにばな～時代をこえ山形を彩る
紅の色～

山形県紅花生産組合
連合会／監修

山形県村山総合支
庁

2012 M210ベ ※

866 べにばな閑話 今田 信一／著 河北町 1980 M212コ ※

867 紅花幻想 真壁 仁／著 山形新聞社 1978 M914マ ※

868 紅花とやまがた
国際コミュニケー
ションレディー

1991 M212ベ ※

869 紅花読本 笹沢 信／編 一粒社 1998 M212サ ※

870 べに花の里 戸津 健／著 創芸社 1981 M914ト ※
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べにばな

871
ベニバナの花にみられるマウスの
発育促進作用

山形県衛生研究所 ／
編

山形県衛生研究所 1984 M490ヤ ※

872
べにばな 発芽から成熟・種子ま
でその一生

斎藤 晃司 斎藤 晃司 2000 M627サ ※

873 紅花物語 水上 勉／著 角川書店 1978 M913.6ミ ※

874 紅花物語｜奥州南仙台 高橋 忠助／著 観光堂 1987 M212タ ※

875 ベニバナの絵本
渡部 俊三・小野 恵
二

農山漁村文化協会 2002 M627ワ ※

876 マンダラ 加藤 敬／著 毎日新聞社 1981 M186カ ※

877 万葉草木染め 村上 道太郎／著 新潮社 1984 M753ム ※

878 万葉色名大鑑 上村 六郎／著 染織と生活社 1980 M753ウ ※

879 萬葉染色の研究 上村 六郎 ／著 晃文社 1943 M754ウ ※

880 万葉の色 その背景をさぐる 伊原 昭 ／著 笠間書院 1989 M754イ ※

881 都風俗化粧（ケワイ）伝 佐山 半七丸／著 平凡社 1982 M595サ ※

882 宮地房江染のすべて 宮地 房江／著 青菁社 1981 M753ミ ※

883
宮本常一とあるいた昭和の日本
21

田村　善次郎／監修 農山漁村文化協会 2011 M382ミ ※

884 ミュルーズ染織美術館　第1巻 佐野 敬彦／編・訳 学研 1981 M753ミ ※

885 ミュルーズ染織美術館　第2巻 佐野 敬彦／編・訳 学研 1978 M753ミ ※

886 ミュルーズ染織美術館　第3巻 佐野 敬彦／編・訳 学研 1978 M753ミ ※

887 村田町史
村田町史編纂委員会
／編

村田町 1977 M212ム ※

888 村田紅花商人文書
岩田 浩太郎・日下
龍生 ／編著

村田町文化遺産活用地域
活性化事業実行委員会 2015 M212イ ※

889 名家の裂｜お茶人の友 世界文化社 1980 M791メ ※

890 名家秘蔵 雛と雛道具 毎日新聞社 1979 M759メ ※

891 明治の文様｜染織 海野 弘／ほか解説 光琳社出版 1979 M753メ ※

892 名物裂 守田 公男 淡交社 1966 M753モ ※

893 名物裂ハンドブック 淡交社編集局／編 淡交社 2013 M791メ ※

894 名宝人形集 吉田 文治／編 一誠堂書店 1933 M759メ ※

895 もう一つの シルクロード 石黒 寛／編訳 東海大学出版会 1981 M222モ ※

896 最上のながれ
山形県総合学術調
査会

1982 M291ヤ ※

897 最上川
建設省東北地方建設局山形
工事事務所／編 東北建設協会 1989 M291ケ ※

898 最上川
山形県総合学術調
査会

1982 M291ヤ ※

899 最上川｜終りなき旅 真壁 仁／文 桐原書店 1984 M915マ ※

900 最上川｜紅花の道 山形県立博物館 1985 M210ヤ ※
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901 最上川と舟運 青苧・紅花商人 横山 昭男ほか ヨークベニマル 1997 M212ヨ ※

902 最上紅花史料 今田 信一
日本常民文化研究
所

1942 M092コ ※

903 最上紅花資料展 山形県立図書館／編 山形県立図書館 1964 M212モ ※

904 最上紅花史料　1
河北町誌編纂委員会
／編

河北町 1993 M092モ ※

905 最上紅花史料　2
河北町誌編纂委員会
／編

河北町 1995 M092モ ※

906 最上紅花史料　3
河北町誌編纂委員会
／編

河北町 1997 M092モ ※

907 最上紅花史料　4
河北町誌編纂委員会
／編

河北町 2015 M092モ ※

908 最上紅花史の研究 今田 信一／著 高陽堂書店 1979 M212コ ※

909 綟 北村 哲郎／著 芸艸堂 1977 M753キ ※

910 モダン化粧史｜粧いの８０年
ポーラ文化研究所／
編

ポーラ文化研究所 1986 M383モ ※

911 モダン模様 荻野　一水／著 芸艸堂 2008 M727オ ※

912 木綿の本 読売新聞社 1982 M586モ ※

913 木綿染の基本　草木染技法全書3 山崎 青樹 美術出版社 1997 M753ヤ ※

914 紋織　1 西村 兵部／著 芸艸堂 1975 M753モ ※

915 紋織　2 西村 兵部／著 芸艸堂 1971 M753モ ※

916 紋織　3 北村 哲郎／著 芸艸堂 1973 M753モ ※

917
文様｜朝日新聞日曜版 暮らしの
美と心　2

朝日新聞社／著 朝日新聞社 1988 M757ア ※

918 文様の手帖 尚学図書／編 小学館 1987 M727モ ※

919 薬草手帖 田中 孝治 平凡社 1980 M499タ ※

920 薬用植物大事典 木島 正夫／著 広川書店 1980 M499キ ※

921 やさしい植物染料入門 吉岡 常雄／著 紫紅社 1982 M753ヨ ※

922 野草手帖　春 足田 輝一／著 平凡社 1979 M470ア ※

923
柳宗悦蒐集 民芸大鑑　第3巻｜
染・織

日本民芸館／編 筑摩書房 1981 M750ヤ ※

924 やまがた歳時記 山形新聞社 1986 M911ヤ ※

925 山形商人 榎森  伊兵衛/著 山形新聞社 2013 M212エ ※

926 やまがたと最上川文化 菊地  和博/著 東北出版企画 2013 M212キ ※

927 山形のこけし
箕輪 新一／著｜柴田
長吉郎／著

山形テレビ 1981 M759シ ※

928 山形の紅花 黒木衛／編著 山形市観光協会 1984 M212ヤ ※

929 山形の紅花  第２版 黒木衛／編著 山形市観光協会 1985 M212ヤ ※

930
山形のベニバナ｜雪国に咲く熱砂
の花

渡部 俊三／著 渡部俊三 1991 M212ワ ※
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931 やまがたの歴史
山形市史編さん委員
会／編

山形市 1980 M212ヤ ※

932
やまがた街角　2008年6・7月号
第42号

やまがた街角編集室
やまがた街角編集
室

2008 M212ヤ ※

933 山形県衛生研究所報　第22号
山形県衛生研究所／
編

山形県衛生研究所 1989 M490 ※

934 山形県民俗・歴史論集　第1集
山形県民俗・歴史論
集編集委員会／編

東北出版企画 1979 M382 ※

935 友禅 今永 清士／著 芸艸堂 1971 M753イ ※

936 友禅物語 上野　為二／著 芸艸堂 2007 M753ウ ※

937 有職故實研究　上巻 石村 貞吉
有職故實研究刊行
会

1957 M203イ ※

938 有職故實研究　下巻 石村 貞吉
有職故實研究刊行
会

1957 M203イ ※

939 有職故實研究附図　本文索引 石村 貞吉 学術文献普及会 1957 M203イ ※

940 有職故実図鑑 河鰭 実英／編 東京堂出版 1975 M210カ ※

941 有職の文様 池　修／編著 光村推古書院 2016 M210イ ※

942 養蚕の起源と古代絹 布目 順郎／著 雄山閣 1979 M630ヌ ※

943 吉徳人形ばなし 山田 徳兵衛/著 湖北社 1980 M759ヤ ※

944
吉徳これくしょん｜雛人形・五月
人形・羽子板

山田 徳兵衛／編 東京堂出版 1983 M759ヨ ※

945 米沢織物史 渡部 恵吉／著 米織協同組合 1980 M212ワ ※

946 米沢風土記　第1集 米沢市／編 不忘出版 1980 M212ヨ ※

947 米沢風土記　第2集
米沢市秘書広報課／
編

不忘出版 1980 M212ヨ ※

948 米沢風土記　第3集
米沢市秘書広報課／
編

不忘出版 1979 M212ヨ ※

949 竜 森 豊／著 六興出版 1976 M388モ ※

950 流域をたどる歴史　2｜東北編 豊田 武／ほか編 ぎょうせい 1978 M291リ ※

951 歴史の道・再発見　第1巻 フォ－ラム・Ａ 1994 M210レ ※

952 楼蘭｜流砂に埋もれた王都
アルバート・ヘルマ
ン／著

平凡社 1978 M222ヘ ※

953 和更紗文様図譜 熊谷　博人／編著 クレオ 2009 M753ワ ※

954 和紙の四季 町田 誠之／著 京都 駸々堂出版 1980 M585マ ※

955 私たちの最上川を未来へ 山形県教育委員会 山形県教育委員会 2012 M517ヤ ※

956 和名類聚抄郡郷里駅名考証 池辺 弥／著 吉川弘文館 1981 M291イ ※

957

958

959

960
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No.35

館(室)
名

河北町立中央図書館 特定主題大分類 事物・事件他 特定主題

No. 書名 著・編者 発行所 出版年 分類記号 備考

1 市松人形｜昔人形コレクション 青山 惠一 京都 京都書院 1998 M759 ※

2 羽陽文化 142 号
山形県文化財保護協
会 ／ 編

山形県文化財保護
協会

1998 K709 ※

3 江戸の人形｜星野コレクション
星野 長一／編輯並に
撮影

有光書房 1966 M759 ※

4 大石田のおひなさま 藤田 順子 大石田町 2003 K759 ※

5 お雛さまをたずねて 藤田 順子 ＪＴＢ 2001 K759 ※

6 語りかける人形たち 山田 徳兵衛 東京堂出版 2001 759 ◎

7 家庭画報　1991年3月号 世界文化社 1991 M759 ※

8 河北地方の年中行事 今田 信一 ／ほか 河北町 1955 K092 ※

9 河北町誌編纂資料編 第４巻 河北町 1955 K092 ※

10 河北町の歴史 上 河北町 河北町 1974 K092 ※

11 河北町の歴史 現代編
河北町の歴史編集委
員会

河北町 2005 K092 ※

12 河北町の歴史散歩 浅黄 三治 1988 K212 ※

13
川西町に残された上杉と雛文化
先祖伝来の雛人形が今、地域観光資源に 渡邊  敏和 2009 K212 ※

14 京都の工芸｜伝統と現代 吉田 光邦／ほか編集 平凡社 1984 M750 ※

15 京ほり人形 井尻 茂子 小学館 1979 M759 ※

16 京人形 面屋 庄三 京都 淡交社 1976 M759 ※

17 京雛 面屋 庄三 京都 淡交社 1982 M759 ※

18
工藤善兵衛日記に見る
大正から昭和初期  谷地北口の雛市 鈴木勲 2008 K212/212 ◎

19 御所人形 清岡 純子／写真 角川書店 1981 M759 ※

20 埼玉の雛人形
埼玉県立民俗文化
センター

1988 M759 ※

21 坂口真佐子人形コレクション
坂口 真佐子｜山辺
知行

講談社 1976 M759 ※

22 新編日本人形史 山田 徳兵衛 角川書店 1961 M759 ※

23 ＪＡＰＡＮＥＳＥ  ＤＯＬＬＳ
Ａｌａｎ  Ｓｃｏｔ
ｔ  Ｐａｔｅ∥著

チャールズ・
イー・タトル出版

2008 M759 ※

24 時代雛－雛とべに花の里かほく－ 河北町商工観光課 編 河北町商工観光課 2002 M759 ※

25 図説日本の人形史 山田 徳兵衛／編 東京堂出版 1991 M759 ※

26 日本人形の美
是澤　博昭∥監修・
文

淡交社 2008 M759 ※

27 日本人形のあゆみ 西沢 形一｜藤間 寛 芸艸堂 1986 M759 ※

28 日本人形史 山田 徳兵衛 富山房 1942 M759 ※

29 日本の御人形 池田万助｜池田章子 淡交社 2000 759 ◎

30 日本のおもちゃ 山田 徳兵衛 芳賀書店 1968 M759 ※

特 定 主 題 文 献 目 録

雛人形
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No.36

館(室)
名

河北町立中央図書館 特定主題大分類 事物・事件他 特定主題

No. 書名 著・編者 発行所 出版年 分類記号 備考

特 定 主 題 文 献 目 録

雛人形

31 日本の玩具 仲村 九慈 （株）日本出版社 1943 M759 ※

32 日本の旧家雛めぐりの旅 萬　眞智子 世界文化社 2013 M759 ※

33 日本の郷土玩具 永田 久光 創元社 1956 M759 ※

34 日本の郷土玩具 斎藤 良輔 未来社 1984 M759 ※

35 日本の古人形 吉川観方／編 古實研究会 1975 M759 ※

36 日本の土人形
俵 有作／編集｜薗部
澄／写真

文化出版局 1978 M759 ※

37 日本の人形 山辺 知行 ／編 河出書房 1954 M759 ※

38 日本の人形 読売新聞社 1985 M759 ※

39 日本の雛人形 是澤　博昭 淡交社 2013 M759 ※

40 日本雛人形 ｶﾙｶﾞｰ 北星堂 書店 1940 M759 ※

41 日本雛祭考 有坂 與太郎 建設社 1931 M386 ※

42 日本人形史 山田 徳兵衛 冨山房 1942 M759 ※

43 人形と情念 増淵 宗一 勁草書房 1982 M759 ※

44 人形と出会う旅 金林 真多呂 主婦の友社 1981 M759 ※

45 人形の伝統技法 野口 晴朗 理工学社 1987 M759 ※

46 人形百話 山田 徳兵衛 未来社 1963 M759 ※

47
人形｜日本と世界の人形のすべて
１｜御所人形

藤森武／ほか写真｜
切畑 健／構成・解説

京都 京都書院 1985 M759 ※

48
人形｜日本と世界の人形のすべて
２｜嵯峨人形・賀茂人形・衣裳人
形

藤森武／ほか写真｜
切畑 健／構成・解説

京都 京都書院 1985 M759 ※

49
人形｜日本と世界の人形のすべて
３｜郷土人形と玩具

藤森武／ほか写真｜
切畑 健／構成・解説

京都 京都書院 1985 M759 ※

50
人形｜日本と世界の人形のすべて
４｜雛人形と武者人形

藤森武／ほか写真｜
切畑 健／構成・解説

京都 京都書院 1985 M759 ※

51
人形｜日本と世界の人形のすべて
５｜現代日本の人形作家

藤森武／ほか写真｜俵有作
／構成｜斎藤良輔／概説 京都 京都書院 1986 M759 ※

52
人形｜日本と世界の人形のすべて
６｜西洋人形

藤森武／ほか写真｜俵有作
／構成｜斎藤良輔／概説 京都 京都書院 1986 M759 ※

53 母と子のお雛さまめぐり 藤田 順子 美術出版社 1993 M759/759 ◎

54
美術屋  百兵衛 No.36（Winter
2016）

野口  和男 麗人社 2016 M705 ※

55 雛と雛の物語り 藤田 順子 暮しの手帖社 1993 M759/759 ◎

56
雛の誕生 雛節供に込められた対
の豊穣

皆川　美恵子 春風社 2015 M386 ※

57 ひなのみち 山本  やす子 芸術新聞社 2016 M759 ※

58 雛百種　上 西澤 笛畝 芸艸堂 1915 M759 ※

59 雛百種　中 西澤 笛畝 芸艸堂 1915 M759 ※

60 雛百種　下 西澤 笛畝 芸艸堂 1915 M759 ※
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No.37

館(室)
名

河北町立中央図書館 特定主題大分類 事物・事件他 特定主題

No. 書名 著・編者 発行所 出版年 分類記号 備考

特 定 主 題 文 献 目 録

雛人形

61 雛人形 切畑 健 京都 京都書院 1998 759 ◎

62 雛人形と武者人形 林　駒夫／監修 淡交社 2010 M759 ※

63 雛まつり 親から子に伝える思い 福田 東久 近代映画社 2007 386 ◎

64 雛祭新考 有坂 與太郎 建設社 1943 M386 ※

65 雛祭り雛めぐり 文化出版局 2003 386 ◎

66
雛人形と武者人形 飾る知識と楽
しみ方

林　駒夫∥監修 淡交社 2010 M759 ※

67 雛人形の世界 読売新聞社 1987 K759 ※

68 婦人画報　1994年3月号 婦人画報社 1994 M759 ※

69 文楽人形師 大江巳之助作品集 大江巳之助顕彰会 1991 M759 ※

70
文化財保存修復研究センター研究
成果報告書 平成18年度

東北芸術工科大学文化財保
存修復研究センター

東北芸術工科大学文化財
保存修復研究センター 2007 K709 ※

71
文化財保存修復研究センター研究
成果報告書 平成19年度

東北芸術工科大学文化財保
存修復研究センター

東北芸術工科大学文化財
保存修復研究センター 2008 K709 ※

72 紅花資料館 よみがえる紅花 紅花資料館/編 河北町教育委員会 1994 K092 ※

73 いにしえのロマン  紅花資料館 紅花資料館/編 河北町教育委員会 1989 K092 ※

74 村田地域史研究 第1号 村田地域史研究会 村田地域史研究会 2010 K212 ※

75 名家秘蔵 雛と雛道具 毎日新聞社 1979 M759 ※

76 名宝人形集 吉田 文治 編 一誠堂書店 1933 M759 ※

77 山形のまつり｜神と人との間 安彦 好重 日本文化社 1993 K386/386

78 やまがた民俗文化伝承誌 菊地  和博 東北出版企画 2009 382 ◎

79 山形博物誌 山形新聞社 1978 K382 ※

80 吉徳人形ばなし 山田 徳兵衛 湖北社 1980 M759 ※

81
吉徳これくしょん｜雛人形・五月
人形・羽子板

山田 徳兵衛／編 東京堂出版 1983 M759 ※

82

83

84

85

86

87

88

89

90
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No.38

館(室)
名

河北町立中央図書館 特定主題大分類 事物・事件他 特定主題

No. 書名 著・編者 発行所 出版年 分類記号 備考

1 羽陽文化　143号
山形県文化財保護協
会 林 重見

山形県文化財保護
協会

1998 K709 ※

2 四天王寺　第729号 四天王寺 四天王寺 2009 K709 ※

3
美術屋  百兵衛　No.36（Winter
2016）

野口  和男 麗人社 2016 M705 ※

4 やまがた民俗文化伝承誌 菊地  和博/著 東北出版企画 2009 382 ◎

5
陽明文庫蔵 舞絵〔舞楽散楽
図〕・法隆寺旧蔵 揩鼓

上野学園大学 日本音
楽史研究所∥編

思文閣出版 2016 K768 ※

6 谷地町誌編纂資料編　第１巻 谷地町 谷地町 1952 K092 ※

7 谷地町誌編纂資料編　第２巻 谷地町 谷地町 1954 K092 ※

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

特 定 主 題 文 献 目 録

舞楽
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No.1

館(室)
名

西川町立図書館 特定主題大分類 特産物 特定主題

No. 書名 著・編者 発行所 出版年 分類記号 備考

1 「アガリクス菌糸体」の驚異
エディターズ２００
１　編著

オーエス出版 1999 498

2 アガリクス茸でガンに克つ 宮崎  林司 史輝出版 1999 494

3 アガリクス茸の健康パワー 水野  修一 広済堂出版 1999 494

4 あけびを編む 谷川  栄子 農山漁村文化協会 1999 754

5 朝日百科キノコの世界 朝日新聞社 1997 474

6 歩くキノコ 飯沢  耕太郎 水声社 2001 290

7 医者が治せないからアガリクス 吉村  卓三 メタモル出版 1999 498

8 うまい雑草、ヤバイ野草 森 昭彦
ソフトバンククリ
エイティブ

2011 470

9 愛媛のキノコ図鑑 沖野  登美雄 愛媛新聞社 1999 474

10 おいしく食べる山菜・野草 高野昭人　監修 世界文化社 2006 657

11 おいしいきのこ毒きのこ 大作 晃一　写真 主婦の友社 2011 657

12 おいしいきのこ料理 上村  泰子 新星出版社 2002 596

13 おいしい山菜５０選 高木  国保 広済堂出版 1991 657

14 美味しい山菜ハンドブック おくやま ひさし 文一総合出版 2011 657

15
おいしい「山菜・野草」の見分け
方・食べ方

金田 洋一郎　写真 PHP研究所 2010 657

16 おいしく食べる山菜・野草 高野 昭人　監修 世界文化社 2013 657

17 驚くべきＨ・Ｚ菌の治癒力 柳井  一男 近代文芸社 1996 474

18 オホーツクキノコへの誘い 佐藤  喜作 日本図書刊行会 1998 474

19
月山まんま 月山山麓味わいレシ
ピ

西川町総合開発株式
会社

西川町総合開発株
式会社

2007 596

20 カビ・キノコが語る地球の歴史 小川 真 築地書館 2013 474

21 きいろい不思議なキノコ
金森 三千雄　作
仁科 幸子　絵

小さな出版社 星雲
社

1999 913

22 気をつけよう!毒草100種 中井 将善 金園社 2002 471

23 きのこの本
クロード  デラ
フォッス　原案  制
作

岳陽舎 2000 657

24 きのこ 今関六也 山と渓谷社 1990 474

25 きのこ
小宮山  勝司　文
写真

永岡書店 1998 657

26 きのこ 小宮山  勝司 山と渓谷社 2000 657

27 きのこ 高木  国保 立風書房 1997 657

28 きのこ 本郷  次雄　監修 山と渓谷社 2006 474

29 キノコ 大場 裕一 くもん出版 2015 474

30 キノコを科学する 桧垣  宮都　監修 地人書館 2001 498

特 定 主 題 文 献 目 録

山菜
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No.2

館(室)
名

西川町立図書館 特定主題大分類 特産物 特定主題

No. 書名 著・編者 発行所 出版年 分類記号 備考

特 定 主 題 文 献 目 録

山菜

31 きのこを食べにいらっしゃい 八代  素子 新風舎 1999 293

32 きのこを通して自然を知る 古川 久彦 岐阜新聞社 2013 657

33 キノコおいしい５０選 戸門  秀雄 恒文社 1999 657

34 きのこガイドブック 伊沢  正名　共著 永岡書店 1993 657

35 きのこガイドブック 2001年版
農村文化社きのこガイド
ブック編集部　編集 農村文化社 2000 657

36 きのこ・木の実 須田  隆〔ほか著〕 主婦の友社 1998 474

37 きのこクッキング
晶文社出版編集部
編

晶文社出版 1990 596

38 きのこ健康読本 1 東洋医学舎 1995 498

39 きのこ健康読本 2 東洋医学舎 1999 498

40 きのこ健康読本 3 東洋医学舎 2001 498

41 きのこ健康読本 4 東洋医学舎 2002 498

42 キノコ栽培 大森  清寿　編 農山漁村文化協会 1999 657

43 キノコ栽培全科 大森  清寿　編 農山漁村文化協会 2001 657

44 きのこ図鑑 本郷  次雄　監修 家の光協会 2001 474

45 きのこ中毒 山下  衛 共立出版 1993 493

46 キノコ手帖 四手井  淑子 平凡社 1997 474

47 きのこと木材 高橋  旨象 築地書館 1989 657

48 きのこ年鑑 2000年版
農村文化社きのこ年
鑑編集部　編集

農村文化社 1999 657

49 きのこの遺伝と育種 衣川  堅二郎 築地書館 1990 474

50 きのこの絵本 渡辺  隆次 筑摩書房 1990 914

51 キノコの科学 菅原  竜幸 朝倉書店 1997 657

52 キノコの化学・生化学 水野  卓　編著 学会出版センター 1992 474

53 きのこのき 新井 文彦 文一総合出版 2015 474

54 きのこの語源・方言事典 奥沢  康正 奥沢康正 1998 474

55 きのこの自然誌 小川  真 築地書館 1997 474

56 きのこの下には死体が眠る!? 吹春俊光 技術評論社 2009 474

57 キノコの事典 中村  克哉　編 朝倉書店 1982 657

58
キノコの女王 キヌガサタケが開
く！

吉見  昭一　文と写
真

大日本図書 1980 474

59 キノコの世界 伊沢  正名　著 あかね書房 1978 474

60 きのこの１００不思議
日本林業技術協会
編

東京書籍 1997 474
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No.3

館(室)
名

西川町立図書館 特定主題大分類 特産物 特定主題

No. 書名 著・編者 発行所 出版年 分類記号 備考

特 定 主 題 文 献 目 録

山菜

61 キノコの不思議 森  毅　編 光文社 1996 474

62 キノコの不思議な世界 エリオ  シャクター 青土社 1999 474

63 キノコの本 松川  仁 丸善 1992 474

64 きのこの名優たち
ジョルジュ  ベッケ
ル　解説

山と渓谷社 1998 474

65
きのこのメチャうま大人気おかず
BEST247

主婦の友社 2015 596

66 きのこの森の雑記帖 滝口  道弘 葦書房 1990 657

67
きのこの森のまよいの森のかみさ
まの森

平出  いく子 和泉書房 1999 913

68 きのこの呼び名事典 大作 晃一　写真　文 世界文化社 2015 657

69 キノコの歴史
シンシア　D.バーテ
ルセン

原書房 2014 657

70 きのこハンドブック 衣川堅二郎　編 朝倉書店 2000 657

71 きのこハンドブック 高木  国保 広済堂出版 1990 657

72 きのこブック 伊沢  正名　写真 平凡社 1998 474

73 きのこ盆栽 渋谷 卓人 築地書館 2014 474

74 きのこ学 古川  久彦　編 共立出版 1992 657

75 キノコ狩りガイドブック 伊沢  正名　共著 永岡書店 1990 657

76 キノコ狩り必勝法 矢萩  信夫 農山漁村文化協会 1993 657

77 きのこ好きほどガンになりにくい 池川  哲郎 主婦の友社 1997 491

78 きのこ旅 とよ田 キノ子 グラフィック社 2014 657

79 きのこる 堀 博美 山と渓谷社 2010 657

80 木の実・山菜事典　Ｐａｒｔ１ 橋本  郁三 ほおずき書籍 2001 471

81 木の実・山菜事典　Ｐａｒｔ２ 橋本  郁三 ほおずき書籍 2001 471

82 九州で見られるきのこ 下田  道生　共著 環境調査研究所 2001 474

83
驚異の免疫キノコ「ハナビラタ
ケ」

中島  三夫 史輝出版 1999 494

84 菌世界紀行 星野 保 岩波書店 2015 474

85 群馬のきのこ
群馬県野生きのこ同
好会　編

上毛新聞社 1993 474

86 健康を食べよう・きのこの本 酒見  フジコ　料理 文化出版局 2002 498

87 原色薬草図鑑 1 北隆館 1994 499

88 原色薬草図鑑 2 北隆館 1994 499

89 兼六園とキノコたち 石川きのこ会　編著
橋本確文堂企画出
版室

1997 474

90 このは №11 文一総合出版 2015 460
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No.4

館(室)
名

西川町立図書館 特定主題大分類 特産物 特定主題

No. 書名 著・編者 発行所 出版年 分類記号 備考

特 定 主 題 文 献 目 録

山菜

91 材料料理大事典 〔１〕 学研 1989 596

92 材料料理大事典 〔２〕 学研 1989 596

93 材料料理大事典 〔３〕 学研 1987 596

94 材料料理大事典 〔４〕 学研 1987 596

95 材料料理大事典 総索引 学研 1989 596

96 里山の山菜・木の実ハンドブック 多田 多恵子　監修 NHK出版 2013 657

97 猿の腰掛け類きのこ図鑑
神奈川キノコの会
編

地球社 1996 474

98 山・野草ハンドブック６７１種
山口  昭彦　写真
解説

婦人生活社 1997 470

99 山菜 佐竹  秀雄　共著 農山漁村文化協会 1981 657

100 山菜 中川  重年 小学館 1998 657

101 山菜 丸山  尚敏　解説 成美堂出版 2002 657

102 山菜 木原  浩 山と渓谷社 1992 657

103 山菜 清水  大典 家の光協会 1990 657

104 山菜 木原  浩 山と渓谷社 2006 657

105 山菜王国 中村 信也　監修
日本地域社会研究
所

2015 657

106 山菜ガイド 今井  万岐子 永岡書店 2002 657

107 山菜ガイドブック 山口  昭彦 永岡書店 2001 657

108 山菜・果実酒・薬酒
脇田  正二〔ほか〕
著

有紀書房 1982 657

109 山菜、キノコ、木の実採り入門 鈴木アキラ 山と渓谷社 2002 657

110 山菜・木の実 水野  仲彦 山と渓谷社 1999 657

111 山菜・木の実 水野 仲彦 山と溪谷社 2010 657

112 山菜木の実おいしい５０選 戸門  秀雄 恒文社 2007 657

113
山菜・木の実・草の実ガイドブッ
ク

山口  昭彦 永岡書店 1994 657

114 山菜共和国 須佐  昭三 新潟日報事業社 2001 318

115 山菜クッキング 今  善一 農山漁村文化協会 1993 596

116 山菜クッキング 晶文社出版　編 晶文社出版 1990 596

117 山菜栽培全科 大沢  章 農山漁村文化協会 1986 626

118 山菜讃歌 高木  国保 立風書房 1987 657

119 山菜手帖 管野  邦夫 平凡社 1997 657

120 山菜と木の実の図鑑 おくやま ひさし ポプラ社 2003 657
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No.5

館(室)
名

西川町立図書館 特定主題大分類 特産物 特定主題

No. 書名 著・編者 発行所 出版年 分類記号 備考

特 定 主 題 文 献 目 録

山菜

121 山菜と野草 丸山  富美子 北隆館 1976 596

122 山菜と野草 丸山  富美子 北隆館 1976 596

123 山菜採りナビ図鑑 大海  淳 大泉書店 2006 657

124 山菜入門 山田  幸男　共著 保育社 1979 596

125 山菜入門 山田  幸男 保育社 1977 596

126 山菜の絵本
ふじしま いさむ　へ
ん アヤ井 アキコ
え

農山漁村文化協会 2010 657

127 山菜のとり方と料理の仕方 中井  将善 金園社 1989 657

128 山菜博物誌 草川  俊 日本経済評論社 1983 657

129 山菜ハンドブック 高木  国保 広済堂出版 1991 657

130 山菜ハンドブック
日野  東∥文 平野
隆久∥写

ナツメ社 2002 657

131 山菜＋海菜のフィールドノート 宮手  健雄 雄鶏社 2002 657

132 山菜・野草の食いしん坊図鑑 松本 則行 農山漁村文化協会 2014 596

133 山菜料理 斎鹿  潤子 保育社 1986 596

134 山菜＆きのこ採り入門 大作晃一 山と渓谷社 2005 657

135 山菜・木の実 武田  良平 小学館 2000 657

136 山菜・木の実おいしい５０選 戸門  秀雄 恒文社 2000 657

137 山菜採りの教科書 大海 淳 大泉書店 2012 657

138 山菜採りの社会誌 池谷  和信 東北大学出版会 2003 384

139 山野草ウォッチング 夏梅  陸夫　写真 大泉書店 2001 470

140 山野草 菱山  忠三郎 主婦の友社 1998 470

141 山野草を楽しむ 本田  力尾 探究社 1991 657

142 山野草を食べる本 講談社　編 講談社 1996 657

143 山野草ガイド 新星出版社 1997 470

144 山野草ガイドブック 高橋  秀男　監修 永岡書店 1999 470

145 山野草の庭つくり 条  克己 農山漁村文化協会 1999 629

146 四季の山菜採り方と食べ方 成美堂出版 1998 657

147 四季の山野草ウォッチング 久志  博信 宙出版 2001 470

148 四国のキノコ 近安  和雄 高知新聞社 1995 474

149 静岡のきのこ 静岡木の子の会 静岡新聞社 1997 474

150
自然の中の人間シリーズ  森と人
間編 1

農山漁村文化協会 1989 650
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No.6

館(室)
名

西川町立図書館 特定主題大分類 特産物 特定主題

No. 書名 著・編者 発行所 出版年 分類記号 備考

特 定 主 題 文 献 目 録

山菜

151
自然の中の人間シリーズ  森と人
間編 2

農山漁村文化協会 1989 650

152
自然の中の人間シリーズ  森と人
間編 3

農山漁村文化協会 1989 650

153
自然の中の人間シリーズ  森と人
間編 4

農山漁村文化協会 1989 650

154
自然の中の人間シリーズ  森と人
間編 5

農山漁村文化協会 1989 650

155
自然の中の人間シリーズ  森と人
間編 6

農山漁村文化協会 1989 650

156
自然の中の人間シリーズ  森と人
間編 7

農山漁村文化協会 1989 650

157
自然の中の人間シリーズ  森と人
間編 8

農山漁村文化協会 1989 650

158
自然の中の人間シリーズ  森と人
間編 9

農山漁村文化協会 1989 650

159
自然の中の人間シリーズ  森と人
間編 10

農山漁村文化協会 1989 650

160 自然まるごと山野草料理 今  善一∥共著 無明舎出版 1996 596

161
週末に楽しむ山菜採り・きのこ狩
りの本

Ｗｅｅｋｅｎｄ  Ｎａｔｕ
ｒｉｎｇ  Ｃｌｕｂ 大栄出版 1994 657

162 旬を見つける山菜・木の実
平野  隆久〔ほか〕
共著

永岡書店 1997 657

163 しゅんの味  山菜料理 遠藤  きよ子 家の光協会 1986 596

164 旬の味覚山菜料理 水野  千代 ほおずき書籍 1999 596

165 精進料理 榎木  伊太郎 柴田書店 1993 596

166 精進料理
津田  忠男〔ほか〕
著

婦女界出版社 1984 596

167 精進料理辞典 藤井  宗哲　編 東京堂出版 1985 596

168 精進料理点心 安永  幸生 第一出版 1987 596

169 庄内のきのこ 富樫  功 鶴岡書店 2000 474

170
証明された！ガンに克つアガリク
ス茸の驚異

アガリクス茸総合研
究所

ロングセラーズ 2001 494

171 新・岩手きのこ百科
岩手県菌類研究同好
会

岩手日報社 2015 657

172 信州のキノコ 小山  昇平　解説 信濃毎日新聞社 1994 474

173 信州山里の幸 川辺書林 1996 657

174 森林・林業百科事典
日本林業技術協会
編

丸善 2001 650

175 世界きのこ図鑑 トマス・レソエ 新樹社 2005 474

176 世界きのこ大図鑑 ピーター・ロバーツ 東洋書林 2012 474

177 世界食文化図鑑
メアリ  ドノヴァン
原著監修

東洋書林 2003 383

178 世界の山草・野草ポケット事典 富山  稔 日本放送出版協会 1996 470

179 善さんのこれがキノコ料理だ 今  善一　共著 無明舎出版 1996 596

180
たおされたカシの木 きのこのち
から

吉見  昭一　著　石
部  虎二　絵

文研出版 1979 474
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No.7

館(室)
名

西川町立図書館 特定主題大分類 特産物 特定主題

No. 書名 著・編者 発行所 出版年 分類記号 備考

特 定 主 題 文 献 目 録

山菜

181 たのしい山菜とりと料理 中井  将善 金園社 2002 657

182
たのしい自然観察　きのこ博士入
門

根田仁　著　井沢正
名　写真

全国農村教育協会 2006 474

183 食べられるきのこ 水野  仲彦 保育社 1995 657

184 タラノメ 藤嶋  勇 農山漁村文化協会 1997 657

185 地域生物資源活用大事典 藤巻  宏　責任編集 農山漁村文化協会 1998 613

186 月夜のキノコ
いわむら  かずお
文  絵

理論社 1992 913

187 摘み草クッキング 篠原準八 新葉社 2000 596

188
釣り人のための山菜５０きのこ５
０

菅原  光二 つり人社 1998 657

189 出羽屋の山菜料理
佐藤  邦治　語り 田
中  文子　聞き書き

求竜堂 1984 596

190 出羽屋の山菜譜 出羽屋 出羽屋 657

191 採りたい食べたいキノコ 七宮  清 旺文社 2000 657

192 冬虫夏草 久保  道徳 保育社 1996 499

193 東北きのこ図鑑 工藤伸一 家の光協会 2009 474

194 東北のキノコ
日本菌学会東北支部
編

無明舎出版 2001 657

195 東北・北海道の郷土料理 乙坂  ひで ナカニシヤ出版 1994 596

196 ときめくきのこ図鑑 堀 博美 山と溪谷社 2012 474

197 毒きのこ 新井 文彦　写真 幻冬舎 2014 657

198 毒茸と髑髏と 伊良子  正 思潮社 1994 911

199 とっておき山菜利用術 橋本  郁三 農山漁村文化協会 1988 657

200 とやまの山菜・きのこ 森田  直賢　監修 北日本新聞社 1991 657

201 西川の郷土食 山形県西川町 山形県西川町 2015 596

202
西川町の郷土料理おらえのごっ
つぉう

西川町健康づくり推
進協議会

西川町健康づくり
推進協議会

2005 596

203 日本の山菜 高橋 秀男　監修 学研 2009 657

204 日本の山菜100超! 加藤 真也 栃の葉書房 2010 657

205 日本の山野草 安藤  博　写真 成美堂出版 1993 470

206 日本の山野草ポケット事典 久志  博信　編 日本放送出版協会 1998 470

207 日本の食生活全集 6 農山漁村文化協会 1988 383

208 日本の毒きのこ 長沢 栄史　監修 学研教育出版 2009 657

209 日本薬草全書 田中  俊弘　編 新日本法規出版 1995 499

210 野山の野草 勝山  輝男　解説 小学館 2001 470
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No.8

館(室)
名

西川町立図書館 特定主題大分類 特産物 特定主題

No. 書名 著・編者 発行所 出版年 分類記号 備考

特 定 主 題 文 献 目 録

山菜

211 野山・里山・竹林楽しむ、活かす 農山漁村文化協会 2009 657

212 はじめてのきのこ栽培 大海  淳 雄鶏社 1992 657

213 ハタケシメジ
菅野  昭　西井  孝
文　編著

農山漁村文化協会 2000 657

214 花色でひける山野草・高山植物 大嶋  敏昭　監修 成美堂出版 2002 470

215 春を満喫!山菜活用術 大原 千鶴　講師 NHK出版 2012 596

216
春の山菜・冬料理  秋のキノコ・
春料理

今  善一　共著 新風舎 2000 596

217 Ｂ型・Ｃ型肝炎が治った！！ 川村  賢司　監修 史輝出版 2001 493

218 光るキノコと夜の森 西野 嘉憲　写真 岩波書店 2013 474

219 ひと目で探せる四季の山菜 畔上  能力　監修 成美堂出版 2002 657

220 ふしぎな生きものカビ・キノコ ニコラス・マネー 築地書館 2007 474

221 富士山のマツタケ 岡村  稔久 岡村稔久 1997 657

222 ブナ林をはぐくむ菌類 金子  繁　編 文一総合出版 1998 474

223 ブナの森は宝の山
平野 伸明 文 野沢
耕治 写真 大和田 守
原 正利  吹春 俊光

福音館書店 2006 653

224 ベニテングタケの話 堀 博美 山と溪谷社 2014 474

225 ポケットきのこ 清水  大典 家の光協会 1992 474

226 ポケット山菜 清水  大典 家の光協会 1993 657

227 星のきのこ 入谷  寿一
土曜美術社出版販
売

1996 911

228 北海道きのこ図鑑 高橋 郁雄 亜璃西社 2012 474

229 北海道山菜実用図鑑 山岸  喬 北海道新聞社 1994 657

230 北海道山菜図鑑 佐藤  孝夫 亜璃西社 2002 657

231 北海道山菜図鑑
佐藤 孝夫　写真　解
説

亜璃西社 2012 657

232 保存食の絵本 1 しみず まさみ　編 農山漁村文化協会 2012 588

233 マジック・マッシュルーム 京堂  健 第三書館 1992 474

234 街のきのこ散歩 大舘 一夫 八坂書房 2015 474

235 マツタケ 伊藤  武 農山漁村文化協会 1997 657

236 松茸 有岡  利幸 法政大学出版局 1997 657

237 身近な森を生かす山菜・薬草栽培 農村文化社　編集 農村文化社 1991 657

238 宮崎の山菜 滝  一郎 鉱脈社 2002 596

239
未来へ伝えたい日本の伝統料理
[1]

後藤 真樹 小峰書店 2010 383

240
名人が教える山菜の採り方・食べ
方

瀬畑 雄三　監修 家の光協会 2006 657
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館(室)
名

西川町立図書館 特定主題大分類 特産物 特定主題

No. 書名 著・編者 発行所 出版年 分類記号 備考

特 定 主 題 文 献 目 録

山菜

241 持ち歩き山菜見極め図鑑 大海淳 大泉書店 2007 657

242 森とカビ・キノコ 小川真 築地書館 2009 654

243 やまがたの山菜 吉野  智雄ほか編 山形新聞社 1994 657

244 薬草図鑑 伊沢  凡人 家の光協会 1999 499

245 薬木薬草事典 大須賀  正美 歴史春秋出版 1997 499

246 野菜・山菜博物事典 草川  俊 東京堂出版 1992 626

247 野菜・山菜ハンドブック 戸澤 英男 誠文堂新光社 2014 626

248 野生きのこのつくり方 小川  真　編著
全国林業改良普及
協会

1992 657

249 山に咲く花 永田  芳男　写真 山と渓谷社 2002 470

250 山の幸利用百科 大沢 章 農山漁村文化協会 2003 657

251 山の花 木原  浩 山と渓谷社 1999 470

252 山釣り談義 鈴野  藤夫 文一総合出版 2002 787

253 山採りキノコのかんたん料理 小山  昇平 ほおずき書籍 1998 596

254 有用植物図説 解説・目録・索引 田中  芳男　撰 科学書院 1983 471

255 有用植物図説 図画 田中  芳男　撰 科学書院 1983 471

256 よくわかる山菜大図鑑 今井 國勝 永岡書店 2007 657

257 和漢薬の事典
富山医科薬科大学和
漢薬研究所　編集

朝倉書店 2002 499

258 ワサビ 星谷  佳功 農山漁村文化協会 1996 657

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270
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1 赤川流域の暮らしと文化
赤川流域の暮らしと
文化編集委員会

建設省東北地方建設局月
山ダム工事事務所 1996 291

2 灰ばばあと七つのはなし 宮本忠孝 日本書院 1971 383

3 朝日村誌（一）湯殿山 渡部留治
東田川郡朝日村役
場

1972 212

4
朝日ハンディガイド「おくのほそ
道」を行く

朝日新聞社 朝日新聞社 1989 911

5 朝日村史下巻
朝日村史編さん委員
会

朝日村 1980 212

6 朝日村誌（四） 渡部留治　篇著 朝日村役場 1969 212

7 朝日村史上巻
朝日村史編さん委員
会

朝日村 1980 212

8 味な山形 第7集
山形県生涯学習人材
育成機構

山形県生涯学習人
材育成機構

1994 383

9 東講商人鑑 山形書画愛好会 山形書画愛好会 1978 672

10 東講商人鑑 大城屋  良助　編 無明舎出版 2006 672

11 一枚の絵 山城一子　編 一枚の繪株式会社 2004 720

12
岩崎元郎の新日本百名山登山ガイ
ド　上

岩崎  元郎 山と渓谷社 2006 291

13
岩魚開眼  植野稔の山釣りシリー
ズ３

植野稔 多摩綜合企画 1998 787

14 岩根沢ものがたり 井場英雄
岩根沢地区公民館岩根沢
ものがたり刊行会 1976 380

15
羽州山形歴史風土記ー近世の道と
町と人

横山昭男 東北出版企画 1996 209

16 羽越線案内 鐵道省 鐵道省 1924 290

17 歌枕とうほく紀行 田口  昌樹　編 無明舎出版 2004 911

18 美しい日本の百名山 PIE BOOKS　編著
パイインターナ
ショナル

2016 291

19 衛星画像で見る日本
リモート・センシン
グ技術センター

古今書院 1997 450

20 江戸「東北旅日記」案内 伊藤孝博 無明舎出版 2006 915

21 お竹大日如来 斎藤岩蔵
山形県東田川郡羽黒町役
場内羽黒町観光協会 1965 186

22 奥羽軍談 佐久間昇 東北出版企画 1975 212

23 大井沢のいしぶみ 荒木利見 荒木利見 1977 718

24 大石田町誌（復刻版） 長井政太郎
中央書院（旧社名
中央企画社）

1973 212

25 奥の細道　第27号 暁教育図書 暁教育図書 1981 291

26 奥の細道１８００キロ歩き旅 梅津榮一 梅津榮一 2005 915

27 奥の細道行脚 櫻井武次郎 岩波書店 2006 915

28 奥の細道を歩く 関屋 淳子　監修 JTBパブリッシング 2009 915

29 奥の細道なぞふしぎ旅  上巻 山本鉱太郎 新人物往来社 1996 915

30 奥の細道なぞふしぎ旅  下巻 山本鉱太郎 新人物往来社 1996 915

特 定 主 題 文 献 目 録

出羽三山
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31 奥の細道  芭蕉が見た風景 村上杪 学習研究社 2003 911

32 奥の細道  芭蕉の出羽路を尋ねて 早坂忠雄 早坂忠雄 1948 915

33 奥の細道餘情出羽路の芭蕉と句碑 結城健三 金雀枝短歌会 1989 911

34 奥の細道を歩く 井本農一 新潮社 1989 911

35
奥の細道を歩く＜還暦からの挑戦
＞二千キロ道中記

中山惣次  中山豊子
ＭＢＣ２１横浜支
局・まつ出版

1997 915

36
奥の細道をゆく  二十一人の旅人
がたどる芭蕉の足跡

ＮＨＫ「奥の細道を
ゆく」取材班

ＫＴＣ中央出版 2001 915

37 おくのほそ道 萩原恭男 青春出版社 2006 915

38 おくのほそ道 山形県教育委員会 山形県教育委員会 2000 202

39
おくのほそ道三百年  曽良の旅日
記

河北新報社編集局 河北新報社 1988 911

40 おくのほそ道図譜 朝日新聞社 朝日新聞社 1989 911

41 おくのほそ道謎解きの旅 石  寒太 リヨン社 2004 915

42 「おくのほそ道」をゆく 植田正治  黒田杏子 小学館 1997 911

43 おくのほそ道を歩こう
堀切実　テキスト監
修

日本放送出版協会 2007 911

44 おくのほそ道    （解説付）
月山アルカディア会
議　編

月山アルカディア
会議

1990 915

45 奥の細道出羽三山  花歌留多
早坂金雄　監修・写
真

出羽三山神社 2005 472

46 奥の細道 富田  文雄　写真 学研 2004 915

47 親子で楽しむ山形自然たんけん
山形県小学校教育研
究会理科部会

日本標準 1997 408

48 海味のあゆみ 奥山庄次郎 奥山庄次郎 1971 212

49 開山１４００年記念  出羽三山 伊藤武 みちのく書房 1996 188

50 街道の日本史　11 吉川弘文館 2001 682

51 岳人 2013年6月　№792 東京新聞出版部 東京新聞出版部 2013 786

52
画集「巨匠が描く」日本の名山２
東北編

足立朗 内山武夫 奥岡茂雄 斎藤
郁夫 下平正樹 田中日佐夫 郷土出版社 1998 720

53 月山・鳥海山 森敦 文芸春秋 1979 913

54 月山 長谷川耿子 東京四季出版 1992 911

55 月山 森敦 成瀬書房 1982 913

56 月山 森敦 河出書房新社 1974 913

57 月山  朝日岳 39 朝日新聞社 朝日新聞社 2001 291

58 月山アルカディア俳句集
月山アルカディア会
議　編

月山アルカディア
会議

1995 911

59 月山アルカディア俳句集 第四集
月山アルカディア会
議事務局　編

月山アルカディア
会議

1998 911

60 月山  山菜の記 芳賀  竹志 崙書房出版 2012 657
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61
月山山麓月山沢・四ッ谷・砂子関・二ッ掛の民俗ー
寒河江ダム水没地区緊急調査報告ー 山形県教育委員会 山形県教育委員会 1976 382

62 月山聖地巡礼ノ旅
月山・新八方十口プ
ロジェクト

月山・新八方十口
プロジェクト

2013 186

63
月山ダム物語＜上＞－ダムは思想
するー

水戸部浩子 みちのく書房 2000 517

64
月山ダム物語＜下＞－ダムは思想
するー

水戸部浩子 みちのく書房 2001 517

65 月山道路20年のストーリー 東北建設協会 酒田工事事務所 2001 682

66 月山道路工事誌
建設省東北地方建設局酒田
工事事務所：監修

建設省東北地方建設局酒
田工事事務所 1986 514

67 月山のうた 山形放送
月山アルカディア
会議

1992 911

68 月山の植生復元成功 横尾  壽 472

69 月山の花 土井信夫 文化出版局 1984 472

70 月山の見える寮 桜井  武尚 近代文芸社 1992 913

71 月山花物語 鹿間  広治 無明舎出版 1996 748

72 月山慕情 佐々木  一男 つり人社 1992 787

73 月山湯殿山出羽三山略縁起全 宮下正勝 三山神社社務所 1913 188

74 月山妖幻殺人行 生田直親 勁文社 1989 913

75 月山：花賛歌 芳賀竹志 崙書房出版 1993 472

76
月山・羽黒山・湯殿山  出羽三山
史料集上巻

梅津慶豊
出羽三山神社社務
所

1994 188

77
月山・羽黒山・湯殿山  出羽三山
史料集中巻

梅津慶豊
出羽三山神社社務
所

1996 188

78
月山・羽黒山・湯殿山  出羽三山
史料集下巻

梅津慶豊
出羽三山神社社務
所

2000 188

79 月山・花の旅 芳賀竹志 月刊さつき研究社 1983 472

80
月山・湯殿山・出羽三山神社拝詞
全

神林勝金 神林勝金 202

81 月山抄 森敦 河出書房新社 1985 914

82
神と人との間  山形のまつり  家
のまつりと村のまつりを探る

安彦好重 日本文化社 1993 386

83 神・修験・舞ー私の羽黒山 花柳瀧蔵 東北出版企画 1995 188

84
上山市史上巻原始・古代・中世・
近世編

上の山市史編さん委
員会

上山市 1980 212

85 上山城と茂吉の故郷 サンケイ出版　編 サンケイ出版 1983 291

86 寛永白岩一揆 渡辺  為夫 渡辺  為夫 1986 212

87 環境保全　14
山形大学環境保全セ
ンター

山形大学環境保全
センター

2011 519

88
環境庁レンジャーが選んだ国立公
園フィールドガイド上

環境庁ネイチャー
ウォッチング研究会

山と溪谷社 1993 290

89
環境庁レンジャーが選んだ国立公
園フィールドガイド下

環境庁ネイチャー
ウォッチング研究会

山と溪谷社 1993 290

90 季刊悠久 第80号
鶴岡八幡宮悠久事務
局

おうふう 2000 188
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91 北東北からの出羽三山参詣 岩鼻通明 岩鼻通明 1988 188

92
郷土新書６山形懸新誌（改訂版）
第6号

長井政太郎 日本書院 1956 290

93 霧の行者道 対馬郁夫 対馬郁夫 1954 911

94
グリーン・シャワーガイドー山形
県の森林浴サイトー

山形県緑化センター 山形県緑基金 1990 492

95 黑百合姫物語 柳田國男 言靈書房 1944 388

96
芸術新潮創刊555号記念大特集
貴重永久保・ｶ版

新潮社 新潮社 1996 161

97 月刊文化財  平成12年5月号 第一法規出版 第一法規出版 2000 709

98 玄海古道、聖地湯殿への祈りの道 西川町 西川町 2011 682

99
研究集録  寒河江市における市街
地の拡大の研究  湯殿山の研究
第17号

寒河江高等学校社会
部

寒河江高等学校社
会部

1985 376

100 研究集録昭和４９年度　第12号 寒河江高等学校
山形県立寒河江高
等学校

1975 376

101
研究集録  第十号  出羽三山交通
（宿場町・三山線）の研究

山形県寒河江高等学
校社会部

山形県寒河江高等
学校社会部

1973 212

102 賢者の山へ 遠藤ケイ 山と渓谷社 1997 291

103 原色  月山の植物 布施隆
原色月山の植物刊
行会

1976 472

104 建築探偵の謎
文・藤森照信  写
真・増田彰久

天国者 1997 523

105 古道紀行 小山和 保育社 1994 915

106 光明真言勧要記  全（複製） 188

107 國立公園出羽三山 出羽三山神社社務所
出羽三山神社社務
所

1951 290

108
心に残る花の山脈  取って置きの
花の山・エーデルワイス咲く山

坂倉登喜子 実業之日本社 1997 291

109 心に残る花の山旅 坂倉  登喜子 実業之日本社 1997 291

110 古代山岳信仰遺跡の研究 大和久震平 株式会社名著出版 1990 163

111 古代みちのく１０１の謎 鈴木旭 新人物往来社 1995 210

112
最新らくらくコースガイド  日本
の百名山とふもとの名湯

主婦の友 主婦の友 1998 290

113 斎藤茂吉と荘内 斎藤邦明 林昌出版 1978 911

114 祭礼行事・山形県 高橋秀雄  大友義助 桜楓社 1993 386

115
さがえダム語り継がれるふるさと
の民話

建設省東北地方建設局最上
川ダム統合管理事務所

建設省東北地方建設局最上川
ダム統合管理事務所 1999 388

116 里修験の研究 宮本  袈裟雄 岩田書院 2010 188

117 里修験の研究　続 宮本  袈裟雄 岩田書院 2010 188

118
山渓山岳写真選集ー１１  鳥海・
月山

石橋睦美 山と渓谷社 1992 748

119 山岳宗教史研究叢書 1 名著出版 1977 188

120 山岳宗教史研究叢書 2 名著出版 1979 188
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121 山岳宗教史研究叢書 3 名著出版 1979 188

122 山岳宗教史研究叢書 4 名著出版 2000 188

123 山岳宗教史研究叢書 5 名著出版 2000 188

124 山岳宗教史研究叢書 6 名著出版 1976 188

125 山岳宗教史研究叢書 7 名著出版 1979 188

126 山岳宗教史研究叢書 8 名著出版 1979 188

127 山岳宗教史研究叢書 9 名著出版 1978 188

128 山岳宗教史研究叢書 10 名著出版 1979 188

129 山岳宗教史研究叢書 11 名著出版 1978 188

130 山岳宗教史研究叢書 12 名著出版 1979 188

131 山岳宗教史研究叢書 13 名著出版 1979 188

132 山岳宗教史研究叢書 14 名著出版 1980 188

133 山岳宗教史研究叢書 15 名著出版 1981 188

134 山岳宗教史研究叢書 16 名著出版 1981 188

135 山岳宗教史研究叢書 17 名著出版 1983 188

136 山岳宗教史研究叢書 18 名著出版 1984 188

137 山岳修験 第34号 日本山岳修験学会 日本山岳修験学会 2004 163

138 山岳信仰 鈴木 正崇 中央公論新社 2015 188

139 山岳信仰と日本人 安田喜憲　編著 NTT出版 2006 163

140 山岳信仰の美術出羽三山 国立博物館　監修 至文堂 2005 705

141 山菜、キノコ、木の実採り入門 鈴木  アキラ　編著 山と渓谷社 2002 657

142 三山案内記 三山神社社務所 三山神社社務所 1938 188

143 三山史 梅津慶豊 三山神社社務所 1947 188

144
自主研究推進事業研究成果報告書
平成10年度

山形県職員研修所 山形県職員研修所 1999 317

145 静かなる山 坂本俊亮 坂本俊亮 1993 291

146 自然紀行  日本の天然記念物 野間佐和子 講談社 2003 462

147 写真紀行みちのく風土記 井上隆雄 佼成出版社 1984 748

148 週刊にっぽん川紀行　8号 グループ・ルパン 学習研究社 2004 291

149 週刊日本遺産　47 朝日新聞社 2003 290

150 週刊日本の街道  82
講談社総合編纂局・
タミワオフィス

講談社 2003 682
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151 週刊日本百名山 39 朝日新聞出版 朝日新聞出版 2008 290

152 週刊ふるさと百名山 11 集英社 集英社 2010 291

153 宗教集落「志津」のあゆみ 阿部俊男 阿部俊男 1986 212

154 十二夜 森敦 実業之日本社 1987 914

155 修験道霞職の史的研究 森毅 株式会社名著出版 1989 188

156 修験道修行大系
修験道修行大系編纂
委員会編

株式会社国書刊行
会

1994 188

157 修験道と民俗宗教 戸川  安章 岩田書院 2005 188

158
修験道の精神宇宙  出羽三山のマ
ンダラ思想

内藤正敏 青弓社 1991 188

159 趣味の山野草３月号 栃の葉書房 栃の葉書房 1981 472

160 趣味の山野草６月号 栃の葉書房 栃の葉書房 1996 472

161
趣味の山野草  霊峰月山に咲く花
2012.7

栃の葉書房 栃の葉書房 2012 627

162 常念寺史 渥美正光 常念寺 1983 185

163 荘内史料 重田鐵矢 東北出版企画 1975 212

164 荘内歴史  完 野村敏恵 野村敏恵 1911 212

165 小鳥海のふもとにて
羽田行雄遺稿集編集
委員会

羽田行雄遺稿集編
集委員会

1981 688

166
庄内広域情報誌  眺望庄内  山と
自然読本

庄内広域行政組合 庄内広域行政組合 1998 290

167 庄内の大地 鶴岡市立図書館 鶴岡市教育委員会 1997 454

168
縄文文化と山岳信仰（出羽三山文
化講演会）

梅原猛 梅原猛 1993 188

169 助成研究の報告６
味の素食の文化セン
ター

味の素食の文化セ
ンター

1996 596

170
新アルカディア叢書６－「山形
学」シリーズ４  山形の道

山形県生涯学習人材
育成機構

山形県生涯学習人
材育成機構

1993 682

171
新全国歴史散歩シリーズ６  新版
山形県の歴史散歩

山形県高等学校社会
科教育研究会

山川出版社 1993 291

172 心のふるさと山形路
日本交通公社出版
事務局

1982 291

173 信仰の山 吉村迪 東京新聞出版局 1995 163

174 神都  岩根澤之面影 丸山茂
神都岩根澤の面影
刊行會

1940 212

175 新版出羽三山修験道の研究 戸川安章
株式会社佼成出版
社

1986 188

176
新版日本の深層  繩文・蝦夷文化
を探る

梅原猛
株式会社佼成出版
社

1989 210

177 新版山の宗教＝修験道 五来重 株式会社淡交社 1999 188

178
新版・空撮登山ガイド３  東北南
部の山々

岩澤正平  瀬尾央 山と渓谷社 1998 291

179
新山形風土記  山形県の歴史と風
土

新山形風土記刊行会 創土社 1982 290

180 森林の研究  ブナの森は緑のダム 太田威 あかね書房 1988 471
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出羽三山

181 「森林浴の森」とうほくガイド 日野  東 無明舎出版 2004 291

182 すばらしいお寺・神社ベスト80 松島 龍戒　監修 プレジデント社 2016 185

183 図録  庄内の歴史と文化 鶴岡市史編纂委員会 鶴岡市 1996 212

184 清和源氏の礎 西川隆雄
清新な町づくりを
進める会

2000 210

185 絶景富士山と日本百名山 洋泉社 2013 291

186 千年の修験
島津  弘海・北村
皆雄　編著

新宿書房 2005 188

187 奪衣婆 鹿間  廣治 東北出版企画 2013 164

188
旅の手帖  臨時増刊号  紅花の山
形路

弘済出版社 弘済出版社 1982 290

189
地図の風景  山形・秋田・青森・
東北編Ⅱ

堀淳一  山口恵一郎
籠瀬良明

そしえて 1981 290

190 中国古鏡図説 川村 宗嗣 東北出版企画 1978 756

191 中世奥羽の民衆と宗教 誉田慶信 吉川弘文館 2000 160

192 長編歴史推理  羽黒山の殺人 檜山良昭 祥伝社 1998 913

193 鎮守の森 第6巻 細田栄治 株式会社国文社 1975 170

194 続山形博物誌 山形新聞社 山形新聞社 1979 209

195 出羽国三山容躰精進潔斎記 内池與十郎 内池與十郎 1961 188

196
出羽国立公園候補地概説、鳥海火山の地形と地質、
月山火山の地形的特色、朝日連峯地帯の地形及地質 安齋徹 鶴岡市公民館 1949 454

197 出羽三山 出羽三山神社社務所
出羽三山神社社務
所

1989 188

198 出羽三山 出羽三山神社社務所
出羽三山神社社務
所

188

199 出羽三山 №47 朝日新聞社 朝日新聞社 2003 290

200 出羽三山平成22年夏季号 第72号 出羽三山神社 出羽三山神社 2010 188

201 出羽三山ー歴史と文化ー 戸川安章 郁文堂書店 1973 188

202 出羽三山絵日記 渡辺幸任 杏林堂 2006 188

203 出羽三山絵日記  増補版 渡辺幸任 杏林堂 2016 188

204 出羽三山  月山・湯殿山　vol.18 角川書店 角川書店 2003 915

205 出羽三山記 早坂忠雄 高橋金次郎 1940 188

206 出羽三山殺人事件 梓  林太郎 青樹社 2000 913

207 出羽三山殺人事件 梓  林太郎 広済堂出版 1996 913

208 出羽三山参詣道中記史料集
山形大学教養部  岩
鼻通明

山形大学教養部 1986 188

209 出羽三山参拝の栞  附縁起 星野徳寶 星野徳寶 1934 188

210 出羽三山史 出羽三山神社 出羽三山神社 2011 188
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出羽三山

211 出羽三山史 出羽三山神社 出羽三山神社 1982 188

212 出羽三山史 出羽三山神社 出羽三山神社 1990 188

213 出羽三山史 阿部正己 郁文堂書店 1973 188

214 出羽三山信仰圏の地理学的考察 岩鼻通明 岩鼻通明 1987 188

215 出羽三山信仰の圏構造 岩鼻通明 岩田書院 2003 188

216 出羽三山信仰の歴史地理学的研究 岩鼻通明 株式会社名著出版 1992 188

217 出羽三山神社 18 学習研究社 学習研究社 2003 175

218 出羽三山と修験９ 内藤正敏  戸川安章
株式会社佼成出版
社

1982 188

219 出羽三山と修験道 戸川  安章 岩田書院 2005 188

220 出羽三山と東北修験の研究 第5巻 戸川安章 株式会社名著出版 1980 188

221 出羽三山と日本人の精神文化 松田  義幸　編 ぺりかん社 1994 188

222 出羽三山と芭蕉 出羽三山神社社務所
出羽三山神社社務
所

1988 911

223 出羽三山二百話 戸川安章 中央書院 1976 388

224 出羽三山の絵札 戸川安章 田村茂廣 1976 186

225 出羽三山の参詣路 岩鼻通明 岩鼻通明 1993 188

226 出羽三山の四季 大川廣海 新人物往来社 1984 241

227
出羽三山の修験道と神仏分離　第
16集

山形県教育委員会 山形県教育委員会 1965 188

228 出羽三山の信仰と伝統 阿部  良春 東北出版企画 1997 188

229 出羽三山の神仏分離 後藤  赳司 岩田書院 1999 188

230 出羽三山の文化と民俗 岩鼻  通明 岩田書院 1996 188

231 出羽三山への道 近藤侃一 菅英志 1980 188

232 出羽三山山伏の世界 片山正和 新人物住来社 1985 188

233 出羽三山をめぐる山岳宗教集落 岩鼻通明 岩鼻通明 1962 188

234
出羽三山（月山・羽黒山・湯殿
山・葉山)

山形県総合学術調査
会

山形県総合学術調
査報告

1975 290

235
出羽三山・羽黒山・月山・湯殿山
ガイドブック

紅花の山形路キャンペーン
実行委員会

紅花の山形路キャンペー
ン実行委員会 1997 291

236 出羽修験の修行と生活 戸川  安章 佼成出版社 1993 188

237
出羽の遺跡を歩くー山形考古学事
始ー

川崎利夫 高志書院 2001 210

238 出羽の人と自然 吉田  三郎 築地書館 1989 450

239
出羽の民俗芸能ーその源流を探
るー

安彦好重 みちのく書房 1997 386

240 出羽の古道
県商工労働観光部観光振興課・
やまがた観光ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ推進協議会

県商工労働観光部観光振興
課・やまがた観光ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ推
進協議会

2006 291
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出羽三山

241 出羽百観音 後藤博 みちのく書房 1996 186

242 出羽文化資料集 川崎浩良 出羽文化同交会 1947 702

243 出羽文化  創刊号
「出羽文化ネット
ワーク」編集委員会

「出羽文化ネット
ワーク」

1998 212

244 出羽三山  羽黒山　vol.17 角川書店 角川書店 2003 915

245 出羽三山文学紀行集成 笹沢信 一粒社 1999 290

246
出羽三山平成１８年夏季号 第64
号

出羽三山神社 出羽三山神社 2006 175

247 出羽三山　平成23年新春号第73号 出羽三山神社社務所
出羽三山神社社務
所

2011 188

248 出羽三山　平成25年新春号第77号 出羽三山神社社務所
出羽三山神社社務
所

2013 188

249 出羽三山信仰と月山筍 渡辺  幸任 渡辺  幸任 2013 657

250
出羽三山歴史博物館所蔵  佐藤佛
像コレクション解説

出羽三山歴史博物館
編

出羽三山歴史博物
館

1975 188

251
出羽三山への道　六十里越街道と
道智通り

那須 恒吉 那須恒吉 2016 682

252
出羽の古道  六十里越街道（解説
書）本道寺～志津

西川町教育委員会 西川町教育委員会 682

253 出羽物語ー古き神々の素姓ー 近江雅和
株式会社国書刊行
会

1977 209

254 天宥別當略傳 梅津慶豊 梅津慶豊 1940 188

255 天宥さん物語り
鶴岡まちづくり塾羽
黒グループ/企画・制
作

鶴岡まちづくり塾
羽黒グループ

2016 188

256
道中記にみる近世の出羽三山登拝
に関する研究

岩鼻通明 岩鼻通明 1987 188

257 東北、生と死の風景 山折  哲雄
東北芸術工科大学東北文
化研究センター 2000 387

258 東北謎とき散歩 星亮一 廣済堂出版 1999 291

259 東北の街道
無明舎出版（制
作）

1998 682

260 東北の山岳信仰 岩崎敏夫 佐藤文夫 1984 163

261 東北の峠歩き 藤原  優太郎 無明舎出版 2004 291

262 東北の一山組織の研究 月光善弘
株式会社佼成出版
社

1991 185

263 東北の避難小屋１４４ 高橋信一 随想舎 2002 291

264 東北の山
東北山岳写真家集団
∥著

山と渓谷社 2011 291

265 東北の山小屋 福島キャノン会 無明舎出版 2001 786

266 東北の歴史１００問１００答
歴史教育者協議会東
北ブロック

新興出版社 1992 212

267 東北の歴史上巻 豊田武 吉川弘文館 1992 212

268 東北百名山  東北山岳写真家集団 東北山岳写真家集団 山と渓谷社 1990 291

269
東北ミステリー伝説  神秘ロマン
の旅

佐藤有文 サンデー社 1982 388

270 東北ミステリーの旅シリーズ３ 中村俊哉 株式会社みき書房 1984 147
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出羽三山

271 東北民俗資料集（四） 岩崎敏夫 萬葉堂書店 1975 380

272 東北学　vol.1
赤坂  憲雄　責任編
集

東北芸術工科大学東北文
化研究センター 1999 212

273
どこでもアウトドア  日本の百名
山を登る 上巻

昭文社 昭文社 2000 786

274
登山道で出会える花  北海道東北
エリア

硲  美任 日本放送出版協会 2004 472

275
とらでぃしょなる・かんとりー
やまがた

山形県商工労働部観
光物産課

山形県商工労働部
観光物産課

1982 290

276 内藤正敏写真集  出羽三山
内藤正敏  解説  戸
川安章・真鍋俊照

株式会社新人物往
来社

1980 188

277 内藤正敏＊民俗の発見 2 内藤  正敏 法政大学出版局 2007 380

278 新花の百名山 田中澄江 ＪＴＢ 1998 472

279 新潟県の地名
越後・佐渡地名を語
る会

野島出版 1996 291

280 西川町史編集資料 第1号 堀伝蔵　編 西川町教育委員会 1975 212

281 西川の昔話  砂子関・月山沢 武田正 武田正 1975 388

282
西川町史  下巻  近代・現代・民
俗編

西川町史編纂委員会 西川町 1995 212

283
西川町史  上巻  原始・古代・中
世・近世編

西川町史編纂委員会 西川町 1995 212

284 西川町史年表 西川町教育委員会 西川町教育委員会 1984 203

285 西川町文化財建造物調査報告書 日塔和彦
文化財建造物保存
技術協会

2002 709

286 西村山地域史の研究　第4号
西村山地域史研究会
編集

西村山地域史研究
会

1986 212

287 西村山の歴史と文化
阿部酉喜夫先生喜寿
記念会

寒河江市史編さん
室内

1987 212

288 西村山の歴史と文化　Ⅱ
西村山地域史研究会
編集

寒河江市史編さん
室

1991 212

289
日曜の地学ー１５  山形の地質を
めぐって　第15巻

吉田三郎 築地書館株式会社 1984 455

290 日本いで湯百名山登山ガイド　上 山と渓谷社 2004 291

291 日本海域歴史大系　第3巻 小林 昌二∥監修 清文堂出版 2005 210

292 日本再発見「道」① 日本電気株式会社 同朋舎出版 1991 682

293 日本三百名山 毎日新聞社 毎日新聞社 1997 291

294
日本の神々と社現代に伝える日本
文化の原点

読売新聞社 読売新聞社 1990 164

295 日本の古代遺跡２１山形 川崎利夫 株式会社保育社 1985 188

296
日本の山河４２  山形  天と地の
旅

奈良本辰也 国書刊行会 1981 291

297
日本の山岳標高一覧ー１００３
山ー

建設省国土地理院 日本地理センター 1991 454

298 日本の食生活全集　6 農山漁村文化協会 1988 383

299 日本の神社大全 1 三橋 健　総監修
デアゴスティー
ニ・ジャパン

2016 175

300 日本の万年雪 土屋巌 古今書院 1999 452
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出羽三山

301 日本のミイラ仏をたずねて 土方正志 株式会社晶文社 1996 182

302
日本の名峰５  鳥海・蔵王・月山
第5巻

加藤久一 山と渓谷社 1987 291

303 日本の名山　3
串田  孫一　〔ほ
か〕編

博品社 1998 291

304
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 信濃毎日新聞社 1999 748

305 日本の紅葉 株式会社雅麗 学習研究社 2004 291

306 日本の森あんない  東日本篇 石橋睦美 淡交社 1995 652

307 日本の森大百科 姉崎一馬
ティビーエス・ブ
リタニカ

2000 471

308
日本の山と渓谷５  鳥海・月山
第5巻

加藤久一 山と渓谷社 2001 291

309 日本百名山 深田久弥 新潮社 1978 291

310 日本百名山  新装版 深田久弥 新潮社 1991 291

311 日本百名山地図帳 山と渓谷社 山と渓谷社 2006 290

312 日本百名山登山案内 川崎吉光 山と渓谷社 1999 291

313 日本百名山上巻 川崎吉光 山と渓谷社 2001 291

314
日本百名山ビジュアル登山ガイド
上

朝日新聞社 朝日新聞社 2002 291

315 日本民俗誌集成　第3巻
倉石  忠彦　〔ほ
か〕編集

三一書房 1998 382

316 日本人の心の原風景 千歳  栄 MOKU出版 2009 161

317 日本の百名山　上
るるぶ社企画編集局
企画・編集

JTB 2004 291

318
日本列島なぞふしぎ旅北海道・東
北編

山本鉱太郎
株式会社新人物住
来社

1992 031

319 日本列島名水を楽しむ旅 山下喜一郎 講談社 1998 452

320 野の文化論２  旅をゆく　第2巻 真壁仁 民衆社 1983 914

321 俳句で歩く百名山 岡田日郎 主婦と生活社 2000 915

322 羽黒山秘話 戸川安章 田村茂廣 1975 188

323
羽黒山物語  らくがき庄内史  第
九巻

大泉散士 阿部久書店 1968 212

324 羽黒山中興の租  天宥別當 司条千冬 西方三郎 1943 188

325 羽黒修験と遠野 岩鼻通明 岩鼻通明 1962 188

326 羽黒町史下巻 羽黒町 羽黒町 1994 212

327 羽黒町史年表 羽黒町史編纂委員会
山形県羽黒町羽黒
町長本山勝太郎

1981 203

328 羽黒町史別巻 羽黒町 羽黒町 1996 212

329 羽黒町史上巻 羽黒町 羽黒町 1991 212

330 羽黒・月山・湯殿三山雅集 戸川安章 東北出版企画 1974 918
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出羽三山

331 羽黒山の文化財  －解説－ 出羽三山歴史博物館
出羽三山歴史博物
館

709

332
羽黒山奉納茶筅供養祭二十周年記
念

羽黒山奉納茶筅供養
祭奉賛会  なごみ会

羽黒山奉納茶筅供養祭奉
賛会  なごみ会 2004 791

333 羽黒派修験道提要 島津  伝道 名著出版 1985 188

334 羽黒山日記 西川 須賀雄
出羽三山神社社務
所

2009 175

335
芭蕉句碑スケッチめぐり  ＜奥の
細道編＞

安斎俊二 さきたま出版会 1994 911

336 芭蕉自筆奥の細道
上野洋三・櫻井武次
郎

岩波書店 1997 911

337 芭蕉と出羽路 早坂忠雄 早坂忠雄 1988 911

338 芭蕉と茂吉の山河 皆川盤水 東京新聞出版局 2000 911

339 はちこの皇子  物語り
鶴岡まちづくり塾
羽黒グループ

鶴岡まちづくり塾
羽黒グループ

2013 188

340 蜂子皇子小傳 梅津慶豊
三山神社社務所内
梅津慶豊

1940 188

341 花かおる月山
鹿間  広治　撮影
著

ほおずき書籍 2003 472

342
花の山脈・みちのくの山  青森・
秋田・岩手・山形・宮城・福島６
県３２の花の山々

一戸義孝 実業之日本社 1997 291

343 花の百名山 田中澄江 文藝春秋 1981 472

344 花の百名山 田中澄江 文囈春秋 1997 472

345 花の百名山 朝日新聞社 朝日新聞社 2004 291

346 花の百名山山あるきガイド　上 ＪＴＢ 2004 291

347
花をたずねて百名山（上）北海道
～甲信越

淡交社 淡交社 2001 472

348 遥かなる山の月 佐藤圓 教育出版センター 1980 913

349 東日本の山岳信仰と講集団 西海 賢二 岩田書院 2011 163

350 披沙揀金 林 述斎　原編 全国東照宮連合会 1997 289

351 人づくり風土記　6
加藤  秀俊∥〔ほ
か〕編纂

農山漁村文化協会 1991 210

352 日日是好日 阿部良春 東北出版企画 1999 911

353
佛教藝術248号  中国・日本の彫
刻と出羽三・R修験の建築

佛教藝術学会 毎日新聞社 2000 523

354 風土記日本 第5巻 平凡社 1962 291

355 ブナの山旅 坪田和人 山と渓谷社 1999 653

356 ふる里の歳時記 菅野正 菅野正 1976 382

357 ふる里の史実と民話 菅野正 菅野正 1982 382

358 ふる里の史実と民話　第三号 菅野正 菅野正 1990 382

359
ふる里の史実と民話  西川町全域
郷土史

菅野正 菅野正 1972 382

360
ふる里の史実と民話  西川町全域
郷土史　第二集

菅野正 菅野正 1972 382
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出羽三山

361 ふる里の史実と民話（続編） 菅野正 菅野正 1989 382

362 ふるさとの信仰を考える 千歳栄 千歳栄 1987 188

363 ふるさとの風土に思う 千歳栄 千歳栄 1987 188

364 ふるさとの文化を探る 千歳栄 千歳栄 1987 188

365 分県登山ガイド５  山形県の山 奥田博  高橋金雄 山と渓谷社 1993 291

366 文化誌日本  山形県
麻木脩平・柏倉亮吉・佐藤巧・
戸川安章・三春伊佐夫 講談社 1984 291

367
北天の秘仏  青森・岩手・秋田・
宮城・山形・福島　№74

高橋洋二 平凡社 1991 718

368 北の旅学やまがた 赤坂憲雄責任編集 小学館 2004 291

369 星の林  四季  煌めくいのち 細田満夫 釣り東北社 2003 748

370 まんがとカメラで歩く奥の細道 2
伊東章夫　漫画  大
石芳文　写真・文

理論社 2006 915

371 ミイラ仏と出羽三山秘宝展 山形新聞社 山形新聞社 1991 188

372 水の文化史 富山和子 文藝春秋 1982 517

373 禊の塔 久木  綾子 新宿書房 2010 913

374 みちのく百三百湯
若林健二  後藤義英
奥田博

山と渓谷社 1992 291

375 みちのく名峰紀行 高橋祐司 無明舎出版 1993 291

376
みちのく１２０山  東北の登山紀
行とガイド

福島キャノン山の会
歴史春秋出版株式
会社

1991 291

377 南とうほく花の湿原 日野東・葛西英明 無明舎出版 2002 472

378 南谷 梅津慶豊 梅津慶豊 1940 911

379 南東北の山歩き 矢嶋寛
河北新報出版セン
ター

2008 291

380 峰入
宮家準  宮城泰年  長野覺
大和久震平  戸川安章

千歳グループ開発
センター

1994 188

381
未来につづくいではの道  平成十一・十二
年度郷土の歴史等研究推進事業 沼山小学校 沼山小学校 2001 375

382
民俗採訪  山形県西村山郡西川町
大井沢  山梨県東山梨郡三富村

民俗学研究会刊 民俗学研究会刊 1990 382

383 目で見る鶴岡百年 春日儀夫 エビスヤ書店 1976 212

384 目で見るふる里の山々
春日  儀夫　構成
編集

エビスヤ書店 1991 291

385 名歌名句の書 寺岡湯峰 寺岡湯峰 1985 911

386 名山賛歌 第23号 暁教育図書 暁教育図書 1981 291

387 明治維新  戊辰戦争と六十里街道 菅野正 菅野正 1973 212

388 最上川と羽州浜街道 横山昭男 吉川弘文館 2001 210

389 ものがたり荘内人物誌 大泉散士 阿部久書店 1979 280

390 杜  第２５号 高橋磊川 杜の会 2002 41
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出羽三山

391 森を歩く 秋田営林局
林野弘済会秋田支
部

1993 651

392 やまがた植物記 結城嘉美 郁文堂書店 1974 472

393 やまがた地域史夜話 渡辺為夫 山形銀行ふたば会 2008 204

394 やまがた地名伝説　第1巻 山形新聞社 山形新聞社 2003 291

395 やまがた地名伝説　第2巻 山形新聞社 山形新聞社 2003 291

396 やまがた発見の旅。 廣済堂　編 廣済堂 2006 291

397 やまがた文学散歩 山形青年会議所 山形青年会議所 1986 910

398 山渓カラー名鑑  日本の山 山と渓谷社 山と渓谷社 1981 291

399 山と神と人 鈴木正崇 株式会社淡交社 1991 188

400 山と校歌 朝倉隆太郎 二宮書店 1999 767

401 山の自由研究 五百沢 智也 朝日ソノラマ 1978 454

402 山の不可思議事件簿 上村 信太郎 山と溪谷社 2015 786

403 山形 小島  洋児　編
「森との共生構想
２１」普及協議会

2002 291

404 山形　'17 昭文社 2016 291

405
山形５０名山  東北山岳写真家集
団やまがた

東北山岳写真家集団
やまがた

山形新聞社 1991 291

406 山形応用地質 第28号 山形応用地質研究会
山形応用地質研究
会

2008 450

407 山形縣文化史　第1巻 丸山茂　編 山形縣文化普及會 1975 209

408 山形懸案内
山形懸主催奥羽聨合
共進會山形懸協賛會

山形懸主催奥羽聨合共進
會山形懸協賛會 1916 290

409 山形の自然と文化 千歳栄
千歳グループ社長
室

1995 290

410
山形の石碑石仏  無言の野の語部
たち

安彦好重 日本文化社 1992 718

411 山形の山５０ 坂本俊亮 みちのく書房 2001 291

412 山形博物誌 山形新聞社 山形新聞社 1978 209

413 山形百山
文・坂本俊亮  写
真・菅原富喜

無明舎出版 1991 291

414 山形「日本人の魂をたずねて」 千歳栄
東北芸術工科大学東北文
化研究センター 2006 291

415 山形・ぼくの山物語 高梨直英 無明舎出版 1998 914

416 山形県景観歌集 結城哀草果 結城哀草果 1947 911

417 山形県交通史 長井政太郎 不二出版 1976 682

418
山形県史古代中世史料2資料篇15
下

山形県 山形県 1979 212

419
山形県史蹟名勝天然記念物調査報
告　第１輯

山形県編 名著出版 1974 290

420
山形県史蹟名勝天然記念物調査報
告　第２輯

山形県編 名著出版 1974 290
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出羽三山

421
山形県史蹟名勝天然記念物調査報
告　第３輯

山形県編 名著出版 1974 290

422
山形県史蹟名勝天然記念物調査報
告　第４輯

山形県編 名著出版 1974 290

423
山形県史蹟名勝天然記念物調査報
告　第５輯

山形県編 名著出版 1974 290

424
山形県史蹟名勝天然記念物調査報
告　第６輯

山形県編 名著出版 1974 290

425
山形県史蹟名勝天然記念物調査報
告　第７輯

山形県編 名著出版 1974 290

426
山形県史蹟名勝天然記念物調査報
告　第８輯

山形県編 名著出版 1974 290

427
山形県史蹟名勝天然記念物調査報
告　第９輯

山形県編 名著出版 1974 290

428
山形県史蹟名勝天然記念物調査報
告　第１０輯

山形県編 名著出版 1974 290

429
山形県史蹟名勝天然記念物調査報
告　第１１輯

山形県編 名著出版 1974 290

430
山形県史蹟名勝天然記念物調査報
告　第１２輯

山形県編 名著出版 1974 290

431 山形県史第二巻近世編上　第2巻 山形県 山形県 1985 212

432
山形県自然環境現況調査報告書
（植物）

山形県文化環境部環
境保護課

山形県文化環境部
環境保護課

1997 472

433
山形県自然環境現況調査報告書
（動物：脊椎動物編）

山形県文化環境部環
境保護課

山形県文化環境部
環境保護課

1997 482

434
山形県自然環境現況調査報告書
（動物：無脊椎動物編）

山形県文化環境部環
境保護課

山形県文化環境部
環境保護課

1997 482

435 山形県自然博物園年報平成９年度
山形県文化環境部環
境保護課

山形県文化環境部
環境保護課

1998 069

436 山形県自然博物園年報平成５年度
山形県環境保健部自
然保護課

山形県環境保健部
自然保護課

1994 069

437 山形県自然博物園年報平成３年度
山形県環境保健部自
然保護課

山形県環境保健部
自然保護課

1992 069

438 山形県自然博物園年報平成７年度
山形県環境保健部自
然保護課

山形県環境保健部
自然保護課

1996 069

439 山形県自然博物園年報平成８年度
山形県文化環境部環
境保護課

山形県文化環境部
環境保護課

1997 069

440 山形県自然博物園年報平成４年度
山形県環境保健部自
然保護課

山形県環境保健部
自然保護課

1993 069

441 山形県自然博物園年報平成６年度
山形県環境保健部自
然保護課

山形県環境保健部
自然保護課

1995 069

442 山形県神社誌
山形県神社庁五十周年記念
事業実行委員会出版部 山形県神社庁 2000 175

443
山形県全域ウォーキングコースガ
イド  やまがたを歩こう！

山形県文化環境部環
境保護課

山形県文化環境部
環境保護課

1998 383

444 山形県地学のガイド
山野井  徹　総括編
集

コロナ社 2010 450

445 山形県地誌 長井政太郎 中央書院 1973 290

446
山形県出羽三山（月山・湯殿山・羽黒山）の薬用植
物と山形県で山菜として利用される薬用植物の主な
利用法

井上  和夫 井上和夫 1998 499

447
山形県西村山郡西川町岩根沢  桂林の鳥刺舞と伝
承ー平成９年度明治大学居駒ゼミ調査報告書ー 明治大学経営学部 明治大学経営学部 1998 386

448
山形県西村山郡西川町岩根沢の
太々神楽と伝承

明治大学経営学部 明治大学経営学部 1997 386

449
山形県西村山郡西川町大井沢中村
の民俗

佐藤義則 佐藤義則 1968 382

450
山形県西村山郡西川町大井沢の民俗ー平成
１１年度明治大学居駒ゼミ調査報告書ー 明治大学経済学部 明治大学経済学部 2000 386
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出羽三山

451 山形県の文化財
山形県文化財保護協
会

山形県教育委員会 2002 709

452 山形県の山　5
高橋金雄　齋藤政広
寒河江伸治

山と渓谷社 2005 291

453 山形県の歴史
山形大学附属郷土博
物館

高橋書店 1960 212

454 山形県文化財調査報告書 第20集 山形県教育委員会 山形県教育委員会 1975 718

455 山形県文化財調査報告書 第23集 山形県教育委員会 山形県教育委員会 1980 718

456
山形県立自然博物園自然解説情報
カード

山形県環境保健部自
然保護課

山形県環境保健部
自然保護課

1997 406

457
山形県立自然博物園自然環境基礎
調査報告書

日本自然保護協会 日本自然保護協会 1987 402

458
山形県立自然博物園自然環境基礎
調査報告書

日本自然保護協会 日本自然保護協会 1989 402

459
山形県立自然博物園年報　平成10
年度

山形県文化環境部環
境保護課

山形県文化環境部
環境保護課

1999 069

460
山形県立自然博物園基本設計調査
報告書

日本自然保護協会
（山形県委託調査）

日本自然保護協会 1986 629

461 山形県立博物館総合案内 山形県立博物館 山形県立博物館 1989 069

462
山形県立博物館「学芸員の宝も
の」

山形県立博物館 山形県立博物館 2003 069

463
山形県歴史の道総合計画「おくの
細道」報告書

山形県教育委員会 1998 682

464
山形県歴史の道調査報告書　昭和
５４年度〔１〕

山形県教育委員会 1980 682

465
山形県歴史の道調査報告書　昭和
５５年度

山形県教育委員会 1981 682

466
山形県歴史の道調査報告書  六十
里越街道

山形教育委員会 山形教育委員会 1980 682

467
山形県歴史の道「六十里越街道」
を探るー地域づくりのためにー

山形県歴史の道「六十里越
街道」を記録する会

山形県歴史の道『六十里
越街道」を記録する会 1999 682

468
山形県立自然博物園自然環境基礎
調査報告書

日本自然保護協会 日本自然保護協会 1988 402

469
山形県立自然博物園自然環境基礎
調査報告書

日本自然保護協会 日本自然保護協会 1989 402

470 山形県立博物館収蔵資料目録 山形県立博物館 山形県立博物館 2002 069

471 山形市史中巻近世編
山形市史編さん委員
会  山形市史編集委
員会

山形市 1971 212

472
山形大学月山マイスター読本  月
山の意味

八木  浩司　編著
山形大学月山マイ
スター

2015 212

473
山の形をした魂山形宗教学ことは
じめ

千歳栄 青土社 1997 104

474 山伏と僕 坂本 大三郎 リトルモア 2012 188

475 山伏ノート 坂本 大三郎 技術評論社 2013 188

476 「遊学館」最上川セミナー報告書
山形県生涯学習文化
財団

山形県生涯学習文
化財団

2002 910

477 雪の仏の物語 富岡多恵子 中央公論社 1992 913

478 雪山の生態学  東北の山と森から
梶本卓也・大丸裕
武・杉田久志

東海大学出版会 2002 450

479 湯殿山と即身仏 畠山弘 爐の会 2001 181

480 湯殿山・月山登山路の山村 長井政太郎 長井政太郎 1986 290
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館(室)
名

西川町立図書館 特定主題大分類 名所 特定主題

No. 書名 著・編者 発行所 出版年 分類記号 備考

特 定 主 題 文 献 目 録

出羽三山

481 湯殿山道中絵噺 結城正 山形書画愛好会 1983 290

482 湯殿山即身仏信仰再考 岩鼻通明 岩鼻通明 1997 188

483 湯殿山麓呪い村 山村正夫 角川書店 1980 913

484 湯殿山開山物語 阿部周学 阿部周学 188

485 旅の手帖別冊山形 交通新聞社 2004 291

486 るるぶ情報版’97るるぶ南東北
日本交通公社出版事
業局

日本交通公社出版
事業局

1997 290

487
霊山と信仰の世界ー奥羽の民衆と
信仰ー

伊藤清郎
株式会社吉川弘文
館

1997 163

488 歴史読本日本の聖地・聖域・霊場 新人物往来社 新人物往来社 1994 205

489
歴史・文化資源を生かした学習観
光と東北の魅力発信

東北電力５０年史編
集委員会∥編集

東北電力 2007 689

490
レッドデータブックやまがた  山
形県の絶滅のおそれのある野生動
物

山形県希少野生生物調査検
討委員会動物部会

山形県文化環境部環境政
策推進室環境保護課 2003 480

491 六十里街道への郷愁 菅野正 菅野正 1974 382

492 六十里越 近藤侃一 山形文学会 1969 290

493 六十里越街道 伊藤  孝博 無明舎出版 2008 291

494 六十里越街道 西川町教育委員会 西川町教育委員会 682

495
六十里越街道にかかわる歴史と文
化

六十里越街道文化研
究会

みちのく書房 2005 682

496 六十里越街道の石畳 那須恒吉 那須恒吉 2008 682

497 六十里越街道の歴史
建設省東北地方建設
局酒田工事事務所

建設省東北地方建設
局酒田工事事務所

1991 682

498 六十里越街道を探る
山形県歴史の道「六十里越
街道」を記録する会

山形県歴史の道『六十里
越街道」を記録する会 2008 682

499 六十里越街道を探る 矢野光夫 矢野光夫 1999 682

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510
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館(室)
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西川町立図書館 特定主題大分類 事物・事件他 特定主題

No. 書名 著・編者 発行所 出版年 分類記号 備考

1 赤いカヌーにのって
ベラ  Ｂ  ウィリア
ムズ

あすなろ書房 2004 933

2
奥の細道カヌー膝栗毛 鎌倉－青
森間一二〇〇キロ

吉岡  嶺二 山と渓谷社 1987 291

3 ４WDで行くカヌー＆キャンピング 辰巳出版株式会社 1989 785

4 カヌー
アンドラーシュ《ア
ンディ》トロ

ベースボール・マ
ガジン社

1990 785

5 カヌー 吉原  宜克 駸々堂出版 1977 785

6 カヌー&カヤックを楽しむ 内田 正洋　監修 地球丸 2016 785

7 カヌー&カヤック入門 辰野 勇 山と溪谷社 2013 785

8 カヌーツーリングブック 藤原  尚雄 山海堂 1994 785

9 カヌー入門とガイド 細田  充　編 山と渓谷社 1991 785

10
カヌーの手引ーレーシングカヌー
編ー

日本カヌー連盟 日本カヌー連盟 1985 785

11 カヌーはまんいん
ナサニエル  ベンチ
リー

文化出版局 1979 933

12 カヌー・リバーツーリング入門 小学館 1989 785

13 カヌーイング 吉原  宜克 講談社 1981 785

14
北前海道カヌー膝栗毛 敦賀－青
森間一二〇〇キロ

吉岡  嶺二 1989 291

15 渓流カヌー
日本レクリエーショ
ンカヌー連盟　編

成美堂出版 1980 785

16
国民体育大会夏季大会カヌー競技
第47回

西川町実行委員会 西川町実行委員会 1992 780

17
国民体育大会夏季大会カヌー競技
会監督会議資料　第47回

西川町実行委員会 西川町実行委員会 1992 780

18
国民体育大会夏季大会カヌー競技
会実施計画書　第47回

西川町実行委員会 西川町実行委員会 1992 780

19
国民体育大会夏季大会カヌー競技
会写真集　第47回

西川町実行委員会 西川町実行委員会 1993 780

20
国民体育大会夏季大会カヌー競技
会報告書　第47回

西川町実行委員会 西川町実行委員会 1993 780

21
国民体育大会夏季大会カヌー競技会（スラローム・
ワイルドウォーター）競技役員・補助員必携　第47
回

西川町実行委員会・
山形県カヌー協会

西川町実行委員会 1992 780

22
国民体育大会夏季大会カヌー競技会（レー
シング）競技役員・補助員必携　第47回

西川町実行委員会・
山形県カヌー協会

西川町実行委員会 1992 780

23
国民体育大会カヌー競技大会リ
ハーサル大会実施計画書　平成3
年度

西川町実行委員会 西川町実行委員会 1991 780

24 最新カヌー漕法
イステバン  グラ
ネック

ベースボール・マ
ガジン社

1977 785

25
週末に楽しむカヌーの本 道具選
びからリバーツーリングまで

石川  義治 大栄出版 1994 785

26 全国カヌーツーリングガイド 1 藤原  尚雄 山海堂 1991 785

27 全国カヌーツーリングガイド 2 藤原  尚雄 山海堂 1992 785

28
東海道中カヌー膝栗毛 鎌倉‐京
都間一〇六五キロ

吉岡  嶺二 1982 291

29
日本カヌーレーシング選手権大会
平成3年度

日本カヌー連盟 日本カヌー連盟 1991 780

30
日本カヌーレーシング選手権大会
平成5年度

日本カヌー連盟 日本カヌー連盟 1993 780

特 定 主 題 文 献 目 録

カヌー
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カヌー

31
べにばな国体（平成4年）カヌー
競技ーガイ・hブック（小・中学
生）

西川町実行委員会 西川町実行委員会 1992 780

32
べにばな国体カヌー競技ミニプロ
グラム 第47回

西川町実行委員会 西川町実行委員会 1992 780

33
未普及スポーツ種目・カヌーの振
興をどう図ったか 10年のあゆみ

西川町教育委員会 西川町教育委員会 1991 785

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60
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No.1

館(室)
名

　　　朝日町立図書館 特定主題大分類 特産物 特定主題

No. 書名 著・編者 発行所 出版年 分類記号 備考

1
朝日町りんごの歴史－朝日町りん
ご植栽101年記念誌－

同誌編纂委員会 朝日町企画情報課 1992 K625 ※

2 果樹全書　リンゴ 農山漁村文化協会 農山漁村文化協会 1985 K625 ※

3 奇跡のリンゴ 石川拓治 幻冬舎 2008 625 ◎

4 果物のひみつ 小竹千香子 さ・え・ら書房 2002 J596 ◎

5 原色リンゴ病害虫図説 山田雅輝 青森県りんご協会 1979 625 ◎

6
タカラモノガタリ　朝日町のりん
ごがおいしい理由

朝日町読本企画編集
委員会

朝日町役場政策推
進課

2010 K262 ◎

7 まるごとりんごの本 下迫綾美 グラフ社 2009 596 ◎

8 モンスターと呼ばれたリンゴふじ 小泉光久 汐文社 2013 625 ◎

9 リンゴ　くだもののひみつ 小池洋男 あかね書房 1978 J479 ◎

10 りんご　津軽りんご園の一年間 叶内拓哉 福音館書店 2006 J625 ◎

11 リンゴ　よくわかる栽培１２か月 小池洋男 日本放送出版協会 2006 625 ◎

12 りんごが朝日町をおこす
朝日町エコミュージアム町
づくり実行委員会

朝日町エコミュージアム
町づくり実行委員会 2002 K262 ◎

13 りんごグルメの本 ミリオン書房 1986 596 ◎

14 りんごづくりに生きる 鈴木喜代春 小峰書店 1981 625 ◎

15 リンゴの絵本 こいけひろお 農山漁村文化協会 2003 J625 ◎

16 りんごのお菓子 信太康代 家の光協会 2001 596 ◎

17
りんごのお菓子　かんたん焼菓子
から冷たいお菓子まで

斎藤真紀 柮出版社 2013 596 ◎

18
りんごのお菓子　甘酸っぱく焼き
あげた２５レシピ

山本次夫 世界文化社 1997 596 ◎

19 リンゴのお酒シードルをつくる
アドバンストブルー
イング

農山漁村文化協会 2015 596 ◎

20 りんごのかんたんおうち菓子 内田真美 主婦と生活社 2011 596 ◎

21 リンゴの絆 木村秋則 主婦と生活社 2010 625 ◎

22 リンゴの作業便利帳 三上敏弘 農山漁村文化協会 1990 625 ◎

23 リンゴの樹形と剪定 今喜代治 農山漁村文化協会 1993 625 ◎

24 リンゴの歴史 エリカ・ジャニク 原書房 2015 625 ◎

25 リンゴのわい化栽培 波多腰邦男 農山漁村文化協会 1982 625 ◎

26
りんご一つにあと20円多く払え
ば、東北の農業は復興できる

鈴木誠 講談社 2011 611 ◎

27 リンゴふじの60年
「ふじ60周年記念
誌」編集委員会

「ふじ60周年記念
誌」刊行会

2000 K625 ※

28 りんごみのった
ひさかたチャイル
ド

2014 J625 ◎

29 リンゴ無袋栽培技術 今喜代治 誠文堂新光社 1976 625 ◎

30 リンゴを拓いた人々 斎藤康司 筑波書房 1996 625 ◎

りんご

特 定 主 題 文 献 目 録

- 155 -



No.2

館(室)
名

　　　朝日町立図書館 特定主題大分類 名所 特定主題

No. 書名 著・編者 発行所 出版年 分類記号 備考

1
空気神社 デザインコンペティ
ション作品集 実施作品

空気神社建立奉賛会 朝日町商工会 1990 K175 ※

2
空気ものがたり 山形県朝日町
「空気神社」を創った男たち

西澤　信雄 無明舎出版 1995 K519 ◎

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

空気神社

特 定 主 題 文 献 目 録
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No.1

館(室)
名

大江町中央公民館図書室 特定主題大分類 特産物 特定主題

No. 書名 著・編者 発行所 出版年 分類記号 備考

1 アジア苧麻会議 からむし工芸博物館
からむし工芸博物
館

2002.2 ５８８カ ※

2 苧 からむし工芸博物館
からむし工芸博物
館

2001.7 ６１８ス ※

3
大江町と最上川の流通・往来の景
観保存調査報告書

大江町教育委員会 無明舎出版 2012.7 ６２９オ

4
大江町歴史副読本　ふるさとの歴
史

大江町歴史副読本編集委員会、
大江町歴史副読本改訂編集委員
会

山形大江町農業協
同組合

2001.3 ３７５オ

5 苧麻・絹・木綿の社会史 永原慶二 中央書院 2004.12 ５８６ナ

6 郷土史事典山形県 伊豆田忠悦 伊豆田忠悦 1979 ２１２イ ※

7 草木布Ⅰ 竹内淳子 奥会津書房 1995.7 ３８３タ

8
さがえ周辺の歩み　最上川と船運
青苧・紅花商人

横山昭男 奥会津書房 1997.11 ６８４ヨ ※

9 地域の再生１　地元学からの出発 結城登美雄 結城登美雄 2009.11 ６０１ユ

10 七軒東の郷土史
「七軒東の郷土史」
出版委員会

ヨークベニマル 2000.8 ２９１シ ※

11 農の心むらのこころ 小林喜正 小林喜正 1988.12 ６１２コ

12 農林水産業の発展に尽くした人々 青木恵一郎 大江町教育委員会 1971.3 ６１２ア ※

13 荻野・堂屋敷地区史
萩野・堂屋敷地区史
編纂委員会

法政大学出版社 1999.11 ２１２オ

14
最上川の流通・往来及び左沢町場
の景観保存計画書

大江町教育委員会 貫見こぶし館 2012.3 ５１８オ

15
最上川船運の歴史とロマンの町大
江　絵画になる町おおえ

大江町 大江町 2014 ３１８オ

16 山形県の民家　その風土と暮し 小野芳次郎 昌平社 1977.6 ５２１オ

17 やまがた生活風土誌 木村正太郎 興亜会 1982.6 ３８２キ

18 やまがたと最上川文化 菊地和博 菊地和博 2013.8 ６８４キ

19 山形博物誌 山形新聞 東北出版企画 1978.11 ２９１ヤ

20 山に暮らす海に生きる 結城登美雄 農山漁村文化協会 1998.1 ２９１ユ

21
ヤマノカタチノモノガタリ　地域
文化遺産の保存と伝承

東北芸術工科大学文化財保
存修復センター

東北芸術工科大学文化財
保存修復センター 2014.12 ７０９ト

22 蘇りの青苧ものがたり 青苧復活夢見隊 青苧復活夢見隊 2012.3 ６１８ア

23

24

25

26

27

28

29

30

青苧

特 定 主 題 文 献 目 録
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No.2

館(室)
名

大江町中央公民館図書室 特定主題大分類 特産物 特定主題

No. 書名 著・編者 発行所 出版年 分類記号 備考

1 大江町企業ガイドブック 大江町 大江町 不明 ３６６オ ※

2 大江町史　地誌編 大江町教育委員会 大江町教育委員会 1985.3 ２９１オ ※

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

特 定 主 題 文 献 目 録

ベントナイト
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No.3

館(室)
名

大江町中央公民館図書室 特定主題大分類 名所 特定主題

No. 書名 著・編者 発行所 出版年 分類記号 備考

1
あじさい薫るいで湯の里　大江町
からの便り

大江町 大江町 1999 ３１８オ

2 おおえ1971 大江町役場総務課 大江町役場総務課 1971.8 ２１０オ

3
大江町と最上川の流通・往来の景
観保存調査報告書

大江町教育委員会 大江町教育委員会 2012.7 ６２９オ

4
少年少女やまがた人物風土記５
最上川にひびくうたごえ

山形県小中学校校長
会

山形教育用品 1990.9 ２８０ヤ

5 誰か故郷を 前田博 前田博 2008.3 ２９０マ ※

6 町勢要覧大江1979 大江町 大江町 1979.11 ３１８オ

7
最上川船運の歴史とロマンの町大
江　絵画になる町おおえ

大江町 大江町 2014 ３１８オ

8 新山形風土記１　最上川読本 安食昭典、笹沢信 一粒社 1998.6 ２９１ア

9
やまがたふるさとの町ふるさとの
唄

須藤政信 刊行委員会 1979.1 ７６７ス ※

10 四つの表情に見る大江町 大江町 大江町 2008 ３１８オ

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

特 定 主 題 文 献 目 録

最上川舟歌
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No.4

館(室)
名

大江町中央公民館図書室 特定主題大分類 名所 特定主題

No. 書名 著・編者 発行所 出版年 分類記号 備考

1
あじさい薫るいで湯の里　大江町
からの便り

大江町 大江町 1999 ３１８オ

2 おおえ1971 大江町役場総務課 大江町役場総務課 1971.8 ２１０オ

3 町勢要覧大江1979 大江町 大江町 1979.11 ３１８オ

4
最上川船運の歴史とロマンの町大
江　絵画になる町おおえ

大江町 大江町 2014 ３１８オ

5 朝日連峰の狩人 志田忠儀、西澤信雄 山と渓谷社 1991.9 ６５９ニ

6 大江町史　地誌編 大江町教育委員会 大江町教育委員会 1985.3 ２９１オ ※

7 親子で楽しむ山形の自然たんけん
山形県小学校教育研
究会理科部会

日本標準 1997.9 ４０７ヤ

8 原色　朝日連峰 阿部幸作 高陽堂書店 1982.5 ４７２ア

9 続みちのく朝日連峰山だより 西澤信雄 山と渓谷社 1989.6 ２９１ニ

10
空を行く雲のように、川を流れる
水のように。

大江町 大江町 19898 ３１８オ

11 七軒東の郷土史
「七軒東の郷土史」
出版委員会

貫見こぶし館 2000.8 ２９１シ ※

12 荻野・堂屋敷地区史
萩野・堂屋敷地区史
編纂委員会

萩野・堂屋敷地区
史編纂委員会

1999.11 ２１２オ

13 最上川の四季 西田進 西田進 2008.4 ７４８ニ

14 山形・ぼくの山物語 高梨直英 無明舎出版 1998.8 ２９１タ

15 山形百山 坂本俊亮 無明舎出版 1991.11 ２９１サ

16 山形博物誌 山形新聞 山形新聞社 1978.11 ２９１ヤ

17 四つの表情に見る大江町 大江町 大江町 2008 ３１８オ

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

特 定 主 題 文 献 目 録

朝日連峰
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No.1

館(室)
名

村山市立図書館 特定主題大分類 人物 特定主題

No. 書名 著・編者 発行所 出版年 分類記号 備考

1 北鮮見届団回想記
松岡俊三有志会
高橋季三

1993 M-289-ﾀ-

2 松岡俊三遺徳展 村山市 村山市 M-289-ﾏ-

3 北鮮見届団回想記 M-289-ﾏ-

4 松岡俊三物語
松岡俊三没後五十年
記念事業実行委員会

松岡俊三没後五十年記念
事業実行委員会 M-289-ﾏ-

5 松岡俊三物語
松岡俊三没後五十年
記念事業実行委員会

松岡俊三没後五十年記念
事業実行委員会 M-289-ﾏ-

6
雪害居士・松岡俊三の雪害救済運
動他余録六編

大友　義助
松岡俊三遺徳顕彰
会

2006 M-289-ﾏ-

7
雪害居士・松岡俊三の雪害救済運
動他余録六編

大友　義助
松岡俊三遺徳顕彰
会

2006 M-289-ﾏ-

8 松岡俊三先生伝 小松　忠治 2007 M-289-ﾏ-

9 雪の燈 図司　安正 土屋仁八 1961 M-289-ﾏ-

10 松岡俊三 M-289-ﾏ-

11 雪の燈 図司　安正
松岡先生伝記刊行
会

1961 M-289-ﾏ- ※

12 雪の燈 図司　安正
松岡先生伝記刊行
会

1961 M-289-ﾏ-

13 雪の燈 図司　安正
松岡先生伝記刊行
会

1961 M-289-ﾏ- ※

14 雪の観音の由来 図司　安正 M-289-ﾏ- ※

15 雪害問題提唱者　松岡俊三小傅 M-289-ﾏ- ※

16 近代東北庶民の記録 M-289-ﾏ- ※

17 雪国農村の記 図司　安正 M-289-ﾏ- ※

18 雪害問題提唱者　松岡俊三小傅 M-289-ﾏ- ※

19 雪害運動小史
北国から発進実行委
員会

積雪地方農山村研
究資料館内

1990 M-289-ﾏ- ※

20 雪害運動小史
北国から発進実行委
員会

積雪地方農山村研
究資料館内

1990 M-289-ﾏ-

21 雪害運動小史
北国から発進実行委
員会

積雪地方農山村研
究資料館内

1990 M-289-ﾏ-

22
雪の行脚に旅立－素ッ裸かとなっ
て－

M-289-ﾏ-

23 やまがた史上の人物（抜粋） 後藤　嘉一 都文堂書店 1965 M-289-ﾏ- ※

24 松岡俊三遺徳展 村山市 村山市 M-289-ﾏ- ※

25 北鮮見届団回想記 M-289-ﾏ- ※

26 松岡俊三の人間形成記録報告書 雪の里情報館 雪の里情報館 2004 M-289-ﾏ- ※

27 北鮮見届団回想記 M-289-ﾏ- ※

28 松岡俊三遺徳展 M-289-ﾏ- ※

29
雪害居士・松岡俊三の雪害救済運
動他余録六編

大友　義助
松岡俊三遺徳顕彰
会

2006 M-289-ﾏ- ※

30 雪国の恩人松岡俊三先生伝 小松　忠治 小松忠治 M-289-ﾏ- ※

特 定 主 題 文 献 目 録

松岡俊三
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No.2

館(室)
名

村山市立図書館 特定主題大分類 人物 特定主題

No. 書名 著・編者 発行所 出版年 分類記号 備考

特 定 主 題 文 献 目 録

松岡俊三

31 雪の燈 図司　安正
松岡先生伝記刊行
会

1961 M-289-ﾏ- ※

32 松岡俊三先生 図司事務所 1957 M-289-ﾏ- ※

33 雪国の悲惨を語る第一編 黒川　久隆 雪の日本社 1931 M-369-ｺ- ※

34
克雪技術研究協議会調査研究報告
書　平成１７年３月

克雪技術研究協議会
克雪技術研究協議
会

2005
M-369-ｺ-
H17

※

35
克雪技術研究協議会調査研究報告
書　平成１８年２月

克雪技術研究協議会
克雪技術研究協議
会

2006
M-369-ｺ-
H18

※

36
克雪技術研究協議会調査研究報告
書　平成１９年２月

克雪技術研究協議会
克雪技術研究協議
会

2007
M-369-ｺ-
H19

※

37
克雪技術研究協議会調査研究報告
書　平成２０年３月

克雪技術研究協議会
克雪技術研究協議
会

2008
M-369-ｺ-
H20

※

38
克雪技術研究協議会調査研究報告
書　平成２０年３月

克雪技術研究協議会
克雪技術研究協議
会

2008
M-369-ｺ-
H20

39 雪害 松岡　俊三 雪の日本社 1931
M-369-ｾ-2

1
※

40 雪害 松岡　俊三 雪の日本社 1931
M-369-ｾ-2

2
※

41 雪害 松岡　俊三 雪の日本社 1931
M-369-ｾ-2

3
※

42 政友山形 鈴木　英夫
立憲政友会山形県
支部

1929 M-369-ｾ- ※

43 政友山形 鈴木　英夫
立憲政友会山形県
支部

1929
M-369-ｾ-
10

※

44 政友山形 鈴木　英夫
立憲政友会山形県
支部

1929
M-369-ｾ-
11

※

45 政友山形 鈴木　英夫
立憲政友会山形県
支部

1929
M-369-ｾ-
14

※

46 雪寒法の問題
雪寒地帯振興議員連
盟

雪寒地帯振興議員
連盟

1953 M-369-ｾ- ※

47 惨酷を極むる雪害地の地祖解剖 松岡　俊三 M-369-ﾏ- ※

48 雪と生活 山口　弘道 農林協会 1953 M-369-ﾔ- ※

49 雪と生活 山口　弘道 農林協会 1953 M-369-ﾔ-

50 雪の日本 雪の日本社 1930 M-369-ﾕ- ※

51 雪の日本 雪の日本社 1930 M-369-ﾕ-2 ※

52 雪の日本 1930 M-369-ﾕ-3 ※

53 雪の日本 山口　金吉 雪の日本社 1930 M-369-ﾕ-4 ※

54 雪の日本 今石　貞冶郎 雪の日本社 1930 M-369-ﾕ-5 ※

55 雪の日本 雪の日本社
M-369-ﾕ-1

6
※

56 雪の日本 今石　貞冶郎 雪の日本社 1930 M-369-ﾕ- ※

57 雪の日本 今石　貞冶郎 雪の日本社 1930
M-369-ﾕ-1

8
※

58 雪の日本 今石　貞冶郎 雪の日本社 1930
M-369-ﾕ-1

9
※

59 雪害 松岡　俊三 雪の日本社 1931
M-369-ｾ-2

4
※

60 雪のカルテ 新潟日報社編集局 新潟日報社 1963 M-369-ﾕ- ※
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No.3

館(室)
名

村山市立図書館 特定主題大分類 人物 特定主題

No. 書名 著・編者 発行所 出版年 分類記号 備考

特 定 主 題 文 献 目 録

松岡俊三

61 雪国　１９９８，１ 北国から発進の会 北国から発進の会 1998 M-369-ﾕ-2 ※

62 雪国　１９９８，１ 北国から発進の会 北国から発進の会 1998 M-369-ﾕ-2

63 雪国　１９９８，１ 北国から発進の会 北国から発進の会 1998 M-369-ﾕ-2

64 雪国　２０００，９ 北国から発進の会 M-369-ﾕ-3 ※

65 雪国　２０００，９ 北国から発進の会 M-369-ﾕ-3

66 雪国　２０００，９ 北国から発進の会 M-369-ﾕ-3

67
克雪技術研究協議会調査研究報告
書　平成２２年３月

克雪技術研究協議会
克雪技術研究協議
会

2010
M-369-ｺ-
H22

※

68 松岡俊三先生　（復刻版）
新庄市雪の里情報
館

2010 M-289-ﾏ-

69 松岡俊三先生　（復刻版）
新庄市雪の里情報
館

2010 M-289-ﾏ-

70 松岡俊三先生　（復刻版）
新庄市雪の里情報
館

2010 M-289-ﾏ-

71
克雪技術研究協議会調査研究報告
書

克雪技術研究協議会
克雪技術研究協議
会

2011
M-369-ｺ-
H23

※

72 雪国の住まいづくり再考
北国から発進実行委
員会

積雪地方農山村研
究資料館内

1992 M-369-ｷ- ※

73 積雪地方農村経済調査所小史稿 大友　義助
新庄氏雪の里情報
館

2001 M-369-ｵ- ※

74 雪害調査所と民芸 大友　義助
新庄市雪の里情報
館

2002 M-369-ｵ- ※

75 雪の言葉 大友　義助
新庄市雪の里情報
館

2003 M-369-ｵ- ※

76
克雪技術研究協議会調査研究報告
書

克雪技術研究協議会
克雪技術研究協議
会

2012
M-369-ｺ-
H24

※

77 雪国　創刊号 北国から発進の会 北国から発進の会 1994 M-369-ﾕ-1 ※

78 今和次郎と雪調 雪の里情報館 1999 M-369-ﾕ- ※

79 今和次郎と雪調　（随筆付） 雪の里情報館 1999 M-369-ﾕ- ※

80
雪国シンポジウム　ＰＡＲＴ１３
資料集

「北国から発進の
会」事務局

北国から発進の会 2003 M-369-ｷ- ※

81 特別展　雪害調査所 山形県立博物館 山形県立博物館 2013 M-369-ｾ- ※

82 特別展　雪害調査所 山形県立博物館 山形県立博物館 2013 M-369-ｾ-

83
克雪技術研究協議会調査研究報告
書

克雪技術研究協議会
克雪技術研究協議
会

2014
M-369-ｺ-
H26

※

84
克雪技術研究協議会調査研究報告
書

克雪技術研究協議会
克雪技術研究協議
会

2015
M-369-ｺ-
H27

※

85

86

87

88

89

90
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No.4

館(室)
名

村山市立図書館 特定主題大分類 人物 特定主題

No. 書名 著・編者 発行所 出版年 分類記号 備考

1 アイヌ民族誌（抜粋）
アイヌ文化保存対策
協議会

第一法規出版 1970 M-289-ﾓ-

2 評伝シーボルト
ウォルフガング　ゲ
ンショレク

講談社 1993 M-289-ｼ- ※

3 江戸参府紀行 ジーボルト 平凡社 1979 M-291-ｼ-

4 鳴滝紀要　第五号 シーボルト記念館 シーボルト記念館 M-289-ｼ- ※

5 伝記 安藤　烝 傳記学会 1936 M-289-ﾓ-

6 伝記 安藤　烝 傳記学会 1936 M-289-ﾓ- ※

7 最上徳内と北方四島 伊藤　忠夫 M-289-ﾓ- ※

8 赤い流氷 伊藤　忠夫 光和出版社 1984 M-289-ﾓ- ※

9 赤い流氷 伊藤　忠夫 光和出版社 1984 M-289-ﾓ-

10 北方領土の国際裁判は可能か 伊藤　忠夫 M-327-ｲ- ※

11 郷土の偉人　蝦夷探検　最上徳内 伊藤　芳夫 M-289-ﾓ- ※

12 郷土の偉人　蝦夷探検　最上徳内 伊藤　芳夫 M-289-ﾓ-

13 最上徳内 伊藤　芳夫 最上徳内顕彰会 1958 M-289-ﾓ- ※

14 最上徳内 伊藤　芳夫 最上徳内顕彰会 1958 M-289-ﾓ- ※

15 北海道開拓鼻祖　最上徳内　全 伊藤　豫 M-289-ﾓ- ※

16 江戸時代の蘭画と蘭書 磯崎　康彦 ゆまに書房 2004 M-721-ｲ-1 ※

17 江戸時代の蘭画と蘭書 磯崎　康彦 ゆまに書房 2005 M-721-ｲ-2 ※

18 たば風 宇江佐　真理 文藝春秋 2008 M-F-ｳ-

19
日本探険史上に於ける最上徳内の
地位

永岡　正夫 1984 M-289-ﾓ- ※

20 最上徳内伝後編「北海の怒濤」 遠藤　直樹 1994 M-912-ｵ- ※

21 修身訓話最上徳内 加藤　隆瑞 金港堂書籍 1907 M-159-ｶ- ※

22 最上徳内 皆川　新作 電通出版部 1943 M-289-ﾓ-

23 最上徳内 皆川　新作 電通出版部 1943 M-289-ﾓ- ※

24 最上徳内 皆川　新作 電通出版部 1943 M-289-ﾓ- ※

25 最上徳内 皆川　新作 M-289-ﾓ-3 ※

26
最上徳内に関する新史料「白虹齋
先生墓表」

皆川　新作 M-289-ﾓ- ※

27
最上徳内に関する新史料「白虹齋
先生墓表」

皆川　新作 M-289-ﾓ-

28 最上徳内上巻 皆川　新作 M-289-ﾓ-1 ※

29 最上徳内野辺地出生説を駁す 皆川　新作 傳記学社 1936 M-289-ﾓ- ※

30 最上徳内略傳 皆川　新作
山形県北村山郡楯
岡町

1936 M-289-ﾓ- ※

特 定 主 題 文 献 目 録

最上徳内
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最上徳内

31 最上徳内略傳　一 皆川　新作 M-289-ﾓ- ※

32 最上徳内略傳　一 皆川　新作 M-289-ﾓ- ※

33 最上徳内略傳　三 皆川　新作 M-289-ﾓ- ※

34 最上徳内略傳　三 皆川　新作 M-289-ﾓ- ※

35 最上徳内略傳　二 皆川　新作 M-289-ﾓ- ※

36 陸奥史談　第拾壹輯（抜粋） 皆川　新作 陸奥史談会 1940 M-289-ﾓ- ※

37 陸奥史談　第拾壹輯（抜粋） 皆川　新作 陸奥史談会 1940 M-289-ﾓ-

38 われらの北方領土
外務省大臣官房国内
広報課

外務省大臣官房国
内広報課

1989 M-319-ﾜ- ※

39 われらの北方領土　１９９４年版
外務省大臣官房国内
広報課

外務省大臣官房国
内広報課

1994 M-319-ﾜ- ※

40 樺太施政沿革　維新以前（抜粋） 樺太廰長官々房 脇田嘉一 1912 M-289-ﾓ- ※

41 北冥の白虹（オーロラ） 乾　浩 新人物往来社 2003 M-F-ｲ- ※

42 最上徳内 貴司　山治 昭森社 1943 M-F-ｷ- ※

43 私の徳内紀行 菊地　栄吾 菊地　栄吾 2016 M-289-ｷ- ※

44 私の徳内紀行 菊地　栄吾 菊地　栄吾 2016 M-289-ｷ-

45 日高見の源流 菊地　栄吾
イー・ピックス出
版

2011 M-212-ｷ-

46 樺太史物語（抜粋） 宮崎　雷八 櫻華社 1944 M-289-ﾓ- ※

47 最上徳内 五十嵐　晴峰 熊谷末蔵 1933 M-289-ﾓ- ※

48
シーボルト先生其生涯及功業（抜
粋）

呉　秀三 吐鳳堂書店 1896 M-289-ﾓ- ※

49
シーボルト日本交通貿易史（抜
粋）

呉　秀三 雄松堂書店 1966 M-289-ﾓ- ※

50 やまがた史上の人物（抜粋） 後藤　嘉一 都文堂書店 1965 M-289-ｺ- ※

51 明治天皇楯岡駅御巡幸之記 高宮　喜之助 喜早図書館 1937 M-288-ﾒ- ※

52 最上徳内の千島探検 高倉　新一郎 北海道帝国大学 1940 M-289-ﾓ- ※

53 最上徳内関係文献目録（未定稿） 高木　崇世芝 高木崇世芝 M-289-ﾓ- ※

54 最上徳内関係文献目録（未定稿） 高木　崇世芝 M-289-ﾓ- ※

55 最上徳内関係文献目録（未定稿） 高木　崇世芝 M-289-ﾓ- ※

56
よみがえれ！シーボルトの日本博
物館

国立歴史民俗博物館 青幻舎 2016 M-289-ｼ- ※

57 最上徳内の医学 佐々木　仁一 M-289-ﾓ- ※

58 最上徳内 佐倉　浩二 M-289-ﾓ-3 ※

59 最上徳内上巻 佐倉　浩二 M-289-ﾓ-1 ※

60 蝦夷草紙 最上　徳内 時事通信社 1965 M-382-ﾓ- ※
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最上徳内

61 蝦夷草紙 最上　徳内 渡邊幸子 1994 M-289-ﾓ- ※

62 蝦夷草紙 最上　徳内 ＭＢＣ２１ 1994 M-289-ﾓ-

63 蝦夷草紙 最上　徳内 ＭＢＣ２１ 1994 M-289-ﾓ-

64 蝦夷方言藻汐草 最上　徳内 M-818-ﾓ-1 ※

65 蝦夷方言藻汐草 最上　徳内 M-818-ﾓ-2 ※

66 不用時計測量之算法 最上　徳内 M-289-ﾓ- ※

67 蝦夷草紙 最上　徳内常矩
村山市古文書勉強
会

2000 M-289-ﾑ- ※

68 蝦夷草紙 最上　徳内常矩
村山市古文書勉強
会

M-289-ﾓ-2 ※

69 蝦夷草紙 最上　徳内常矩
村山市古文書勉強
会

M-289-ﾓ-2 ※

70 蝦夷草紙 最上　徳内常矩
村山市古文書勉強
会

M-289-ﾑ- ※

71 渡島筆記 最上　徳内常矩
村山市古文書勉強
会

M-289-ﾓ-1 ※

72 渡島筆記 最上　徳内常矩
村山市古文書勉強
会

M-289-ﾓ-2 ※

73 渡島筆記 最上　徳内常矩
村山市古文書勉強
会

M-289-ﾓ-2 ※

74 渡島筆記 最上　徳内常矩
村山市古文書勉強
会

M-289-ﾓ-1 ※

75
１５０年祭記念誌　最上徳内の遺
徳を偲ぶ

最上徳内１５０周年
祭実行委員会

最上徳内１５０年
祭実行委員会

1987 M-289-ﾓ-

76 最上徳内の遺徳を偲ぶ
最上徳内１５０年祭
実行委員会

最上徳内１５０年
祭実行委員会

1987 M-289-ﾓ-

77 最上徳内の遺徳を偲ぶ
最上徳内１５０年祭
実行委員会

最上徳内１５０年
祭実行委員会

1987 M-289-ﾓ- ※

78 最上徳内の遺徳を偲ぶ
最上徳内１５０年祭
実行委員会

最上徳内１５０年
祭実行委員会

1987 M-289-ﾓ- ※

79 最上徳内記念館の概要 最上徳内記念館 最上徳内記念館 M-069-ﾑ- ※

80 最上徳内記念館の概要 最上徳内記念館 最上徳内記念館 M-069-ﾑ- ※

81 最上徳内記念館の概要 最上徳内記念館 最上徳内記念館 M-069-ﾑ- ※

82 最上徳内数学上之貢獻 最上徳内顕彰会代表
最上徳内顕彰会代
表

M-410-ｵ- ※

83 ジーボルト最後の日本旅行 斎藤　信 平凡社 1981 M-291-ｼ-

84 山形県史話（抜粋） 山形県師範学校 歴史図書社 M-289-ﾔ- ※

85 最上徳内 山形県村山市 山形県村山市 1990 M-289-ﾑ- ※

86 最上徳内 山形県村山市 山形県村山市 1991 M-289-ﾑ-

87 村山市民ヨーロッパ訪問の旅 山形県村山市 山形県村山市 1991 M-290-ﾑ-

88 村山市民ヨーロッパ訪問の旅 山形県村山市 山形県村山市 1991 M-290-ﾑ- ※

89 村山市欧州訪問の旅
山形県村山市欧州訪
問団事務局

山形県村山市欧州訪問団事務
局（村山市総務政策課内） 2004 M-290-ﾑ- ※

90 村山市欧州訪問の旅
山形県村山市欧州訪
問団事務局

山形県村山市欧州訪問団事務
局（村山市総務政策課内） 2004 M-290-ﾑ- ※
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最上徳内

91 室蘭のうつりかわり（抜粋） 室蘭市史編集室 室蘭市 1977 M-289-ﾓ-

92 千島列島をめぐる日本とロシア 秋月　俊幸 北海道大学出版会 2014 M-210-ｱ-

93 羽州最上家旧臣達の系譜 小野　末三 創栄出版 1995 M-287-ｵ- ※

94 新稿　羽州最上家旧臣達の系譜 小野　末三 創栄出版 1998 M-287-ｵ- ※

95 郷土の偉人最上徳内先生に就て 松本　彦次郎 青森県中央図書館 1939 M-289-ﾓ-3 ※

96 最上徳内事跡考 森　銑三 M-289-ﾓ- ※

97 最上徳内（近藤重蔵）両氏に就て 神保　小虎 M-289-ﾓ- ※

98 最上徳内（近藤重蔵）両氏に就て 神保　小虎 M-289-ﾓ- ※

99 北の時代 秦　恒平 筑摩書房 1984 M-F-ﾊ- ※

100 北の時代 秦　恒平 筑摩書房 1984 M-F-ﾊ-

101 北の時代＝最上徳内 秦　恒平
「湖（うみの
本）」版元

1996 M-F-ﾊ- ※

102 北の時代＝最上徳内 秦　恒平
「湖（うみの
本）」版元

1996 M-F-ﾊ- ※

103 北の時代＝最上徳内 秦　恒平
山形県立楯岡高等
学校

1996 M-F-ﾊ- ※

104 文政十一年のスパイ合戦 秦　新二 文芸春秋 1992 M-210-ﾊ-

105 神々になった探検家 須藤　十郎 あうん社 1995 M-289-ｽ- ※

106 最上徳内の樺太探検 西鶴　定嘉 樺太廰 1941 M-289-ﾓ- ※

107 乾からびた虚無 相馬　晴房 相馬智江子 1995 M-F-ｿ-

108 乾からびた虚無 相馬　晴房 相馬智江子 1995 M-F-ｿ-

109 ＭＯＧＡＭＩ　ＴＯＫＵＮＡＩ 村山市
村山市古文書勉強
会

1908 M-289-ﾓ- ※

110 最上徳内の行跡を訪ねて 村山市商工観光課 村山市商工観光課 1985 M-289-ﾓ- ※

111 日本洋学編年史（抜粋） 大槻　如電 錦正社 1965 M-402-ｵ- ※

112
日本庶民生活史料集成　探険・紀
行・地誌（北辺篇）

谷川　健一 三一書房 M-382-ﾆ-4 ※

113 最上徳内の北方調査 稚内市史編纂室 稚内市 1968 M-289-ﾓ- ※

114 よし北辺に果てるとも 中村　晃 あうん社 1993 M-289-ﾓ-

115 よし北辺に果てるとも 中村　晃 あうん社 1993 M-289-ﾓ- ※

116 よし北辺に果てるとも 中村　晃 あうん社 1993 M-289-ﾓ- ※

117 最上徳内 島谷　良吉 吉川弘文館 1977 M-289-ﾓ- ※

118 最上徳内 島谷　良吉 吉川弘文館 1977 M-289-ﾓ- ※

119 最上徳内 島谷　良吉 吉川弘文館 1977 M-289-ﾓ- ※

120 最上徳内 島谷　良吉 吉川弘文館 1989 M-289-ﾓ-
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最上徳内

121 最上徳内の出世と人格 島谷　良吉 1936 M-289-ﾓ- ※

122 最上徳内原籍地考 島谷　良吉 M-289-ﾓ- ※

123 津軽海峡の史的研究（抜粋） 島谷　良吉 晴南社 1944 M-289-ﾓ- ※

124 樺太史研究 洞　富雄 M-289-ﾓ- ※

125 第三回日ソ沿岸市長会議事録 日ソ沿岸市長会 M-289-ﾓ- ※

126 枝幸町史（抜粋） 日塔　聡
北海道枝幸郡枝幸
町

1967 M-289-ﾓ- ※

127 北方領土と海峡防衛
日本戦略研究セン
ター

井上一男 1988 M-390-ﾆ- ※

128 日獨文化講演集 日獨文化協会 M-041-ﾆ-9 ※

129 烈婦最上徳内の妻 板垣　季治
楯岡町國民學校郷
土研究部

1943 M-289-ﾓ- ※

130 烈婦最上徳内の妻 板垣　季治
楯岡町國民學校郷
土研究部

1943 M-289-ﾓ-

131 シーボルト 板沢　武雄 吉川弘文館 1960 M-289-ｲ- ※

132 郷土誌うとう（抜粋） 板谷　八郎
M-289-ﾓ-
26

※

133 郷土誌うとう（抜粋） 板谷　八郎 M-289-ﾓ-

134 新北海道史　通説一（抜粋） 北海道 北海道 1970 M-289-ﾓ- ※

135 新撰北海道史（抜粋） 北海道庁 北海道庁 1936 M-289-ﾓ- ※

136 北方領土の返還を求めて
北方領土返還祈念シ
ンボル像建設協会

北方領土返還祈念シンボ
ル像建設協会∥編 1982 M-319-ﾎ-

137 蝦夷地開拓者最上徳内 満州日日新聞社 M-289-ﾓ- ※

138 日本植物誌 木村　陽二郎 八坂書房 M-472-ｼ-

139 最上徳内を懐ふ 柳泉　居士 山形教育社 1896 M-289-ﾓ- ※

140 北海の道 鈴木　喜代春 牧書店 1967 M-F-ｽ- ※

141 家大人小傳 M-289-ﾓ- ※

142 家大人小傳（最上徳内傳） M-289-ﾓ- ※

143 蝦夷拾遺
M-

210.088-ﾓ
-

※

144 蝦夷草紙 M-382-ﾓ- ※

145 蝦夷地の開拓　抜すい 北海道庁 1964 M-289-ﾓ- ※

146
寛政十戌午年最上徳内から近藤重
蔵に贈る出号

M-289-ﾓ- ※

147
古文書近世史料目録第１１号最上
徳内史料

山形大学附属博物
館

1978 M-027-ｺ- ※

148 最上徳内 M-289-ﾓ- ※

149 最上徳内
山形県立楯岡高等
学校社会部

M-289-ﾓ- ※

150 最上徳内と近藤重蔵 北海道砂川市 M-289-ﾓ- ※
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最上徳内

151 最上徳内関係資料 M-289-ﾓ- ※

152 最上徳内記念館 M-069-ﾑ- ※

153 最上徳内記念館 M-069-ﾑ-

154 最上徳内記念館 M-069-ﾑ- ※

155 最上徳内見行草
M-

210.088-ﾓ
-

※

156 最上徳内事歴記 M-289-ﾓ- ※

157
最上徳内庄内地方沿岸の巡視につ
き西田川郡温海大庄内御用留帳写

M-289-ﾓ- ※

158 最上徳内先生の生涯 最上徳内顕彰会 M-289-ﾓ- ※

159 最上徳内先生関係資料展覧会目録 M-027-ﾓ- ※

160 最上徳内命ー北方探険の先達 北海道神宮社務所 1984 M-289-ﾓ- ※

161 最上物語 M-289-ｼ-1 ※

162
山形評論　昭和２９年３月号　抜
粋

山形評論社 1954 M-289-ﾓ- ※

163 松前　乱實録 M-211-ﾏ- ※

164 村山市欧州訪問のたび
山形県村山市欧州
訪問団事務局

2004 M-290-ﾑ- ※

165 天然訓　最上徳内述
M-

210.088-ﾓ
-

※

166 白夜の国を訪ねて
ヤクーツク市訪問
団

1993 M-290-ﾑ- ※

167 白夜の国を訪ねて
ヤクーツク市訪問
団

1993 M-290-ﾑ- ※

168 碑の歴史　最上徳内 月刊やまがた社 1978 M-289-ﾓ- ※

169
北海道小学校読本尋常五年（抜
粋）

M-289-ﾓ- ※

170 北方探険の先駆者最上徳内小伝 村山市 1985 M-289-ﾓ- ※

171 北方探険の先駆者最上徳内小伝 村山市 1985 M-289-ﾓ- ※

172 傳記（抜粋）　昭和１１年９月 傳記学会 1936 M-289-ﾓ- ※

173

174

175

176

177

178

179

180
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1 林崎甚助 吉川　英治 講談社 1967 M-F-ﾖ-

2 居合林崎甚助 近衛　龍春 ＰＨＰ研究所 2014 B-F-ｺ-

3 神速の剣 近衛　龍春 ＰＨＰ研究所 2010 M-F-ｺ-

4 甚助と母 最上　太郎 M-F-ﾓ- ※

5 甚助と母　やまがたの女 最上　太郎 M-F-ﾓ-

6 林崎甚助　歴史と旅　（抜粋） 小山　龍太郎 M-289-ﾊ- ※

7 新剣豪伝（抜粋） 中山　義秀 新潮社 1958 M-F-ﾅ-

8 抜き打つ剣 牧　秀彦 二見書房 2015 M-F-ﾏ-

9 抜刀秘伝抄 牧　秀彦 学研 2002 M-F-ﾏ-

10 抜刀復讐剣 牧　秀彦 学研 2003 M-F-ﾏ-

11 林崎明神と林崎甚助重信
林崎甚助源重信公資
料研究委員会

村山市 2006 M-175-ﾊ-

12 林崎明神と林崎甚助重信
林崎甚助源重信公資
料研究委員会

村山市 2006 M-175-ﾊ-

13 林崎明神と林崎甚助重信
林崎甚助源重信公資
料研究委員会

村山市 2006 M-175-ﾊ- ※

14 林崎明神と林崎甚助重信
林崎甚助源重信公資
料研究委員会

村山市 2006 M-175-ﾊ- ※

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

特 定 主 題 文 献 目 録

林崎甚助
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1 じゅんさい M-626-ｼ-

2 山本町のじゅんさい 山本町産業課 1982 M-626-ﾔ-

3 じゅんさい王国
山本町商工会　山本町商工会
青年部　山本町商工会婦人部 M-626-ﾔ-

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

特 定 主 題 文 献 目 録

じゅんさい
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1 つれづれ蕎麦 ｙｕｋａ 朝日新聞出版 2010 S-596-ﾕ-

2
「そば処・山形」うまい店２９５
選

ぐるうぷ場相澤事務
所

いちい書房 2005 S-596-ｿ-

3 お蕎麦のレッスン
ほしひかる＋江戸ソ
バリエ

高陵社書店 2013 S-596-ﾎ-

4 南東北蕎麦と温泉めぐり みちのく仙蕎の会 幹書房 2008 S-596-ﾐ-

5
各地で人気の名物そば・評判そば
の技術

旭屋出版編集部 旭屋出版 2014 S-673-ｶ-

6
手打ちそばの疑問にすべて答えま
す。

井上　明 旭屋出版 2010 S-596-ｲ-

7 手打ちそばの作り方 井上　明 日東書院本社 2007 S-596-ﾃ-

8 日曜日に楽しむ「そば打ち」 井上　明 エクスナレッジ 2002 S-596-ｲ-

9 知識ゼロからのそば入門 鵜飼　良平 幻冬舎 2009 S-596-ｳ-

10
仙台人による仙台人のための「そ
ば処山形」ガイド

浦井　雄治
ぐるうぷ場相沢事
務所

2004 S-596-ｳ-

11 蕎麦打 加藤　晴之 筑摩書房 1990 S-289-ｶ-

12 蕎麦と江戸文化 笠井　俊弥 雄山閣出版 1998 S-383-ｶ-

13 写真集「旬」の人々 丸山　洋平
文藝春秋企画出版
編集室

2006 S-748-ﾏ-

14 自遊人 岩佐　十良 カラット 2007 S-051-ｼ-

15 自遊人 岩佐　十良 自遊人 2010 S-051-ｼ-

16 自遊人 岩佐　徹 カラット 2005 S-051-ｼ-

17 江戸っ子はなぜ蕎麦なのか？ 岩崎　信也 光文社 2007 S-383-ｲ-

18 サライ　別冊 岩本　敏 小学館 1997 S-051-ｻ-

19 「そば」名人 宮下　裕史 プレジデント社 2010 S-596-ﾐ-

20 蕎麦道楽大全 金久保　茂樹 朝日新聞社 2007 S-596-ｶ-

21
山形・村山「板そば」手打ちの技
術

最上川三難所そば街
道振興会

旭屋出版 2006 S-596-ﾔ-

22
山形・村山「板そば」手打ちの技
術

最上川三難所そば街
道振興会

旭屋出版 2006 S-596-ﾔ-

23
山形・村山「板そば」手打ちの技
術

最上川三難所そば街
道振興会

旭屋出版 2006 S-596-ﾔ- ※

24 うまい蕎麦 細川　貴志
日本経済新聞出版
社

2009 S-596-ﾎ-

25 ちょっとそばでも 坂崎　仁紀 廣済堂出版 2013 S-596-ｻ-

26 あらきそば 山形　三吉 ぐるうぷ場 2007 S-596-ｱ-

27 あらきそば 山形　三吉 ぐるうぷ場 2007 S-596-ｱ- ※

28 そば処・山形うまい店２０２選
山形タウン情報
「うぃずｙ」

ウィズ・ワイ 1998 S-596-ｿ-

29 そば処・山形うまい店２０２選
山形タウン情報
「うぃずｙ」

ウィズ・ワイ 1998 S-596-ｿ-

30
日本人は蕎麦のことを何も知らな
い。

山県　基与志 学研 2003 S-596-ﾔ-

特 定 主 題 文 献 目 録

ソバ
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ソバ

31 蕎麦本 山本　おさむ 小学館 2015 S-596-ｿ-

32 ソバを知り、ソバを生かす 氏原　暉男 柴田書店 2007 S-616-ｳ-

33
もっとうまくなる！蕎麦打ち上達
のコツ５０

手打ち蕎麦研究会 メイツ出版 2006 S-596-ﾓ-

34 らくらくやせるそばダイエット 小清水　裕子 日東書院本社 2007 S-498-ｺ-

35 本むら庵直伝そば打ち入門 小張　勝彦 日本文芸社 2007 S-596-ｺ-

36 蕎麦辞典 植原　路郎 東京堂出版 1996 S-596-ｳ- ※

37 男の隠れ家 新井　寿彦 あいであ・らいふ 2004 S-051-ｵ-

38 男の隠れ家 新井　寿彦 あいであ・らいふ 2005 S-051-ｵ-

39 男の隠れ家 新井　寿彦 あいであ・らいふ 2006 S-051-ｵ-

40 男の隠れ家 新井　寿彦 あいであ・らいふ 2007 S-051-ｵ-

41 男の隠れ家 新井　寿彦 あいであ・らいふ 2008 S-051-ｵ-

42 男の隠れ家 新井　寿彦
グローバルプラ
ネット

2009 S-051-ｵ-

43 男の隠れ家 新井　寿彦
グローバルプラ
ネット

2011 S-051-ｵ-

44 男の隠れ家 新井　寿彦 プラネットライツ 2013 S-051-ｵ-

45 蕎麦の事典 新島　繁 柴田書店 1999 S-383-ﾆ-

46 蕎麦年代記 新島　繁 柴田書店 2002 S-383-ﾆ-

47 男のためのそば打ち入門 成田　重行 日本放送出版協会 1999 S-596-ﾅ-

48 はじめての蕎麦打ち入門 成美堂出版編集部 成美堂出版 2006 S-596-ﾊ-

49 そばの料理 石井　仁 旭屋出版 2002 S-596-ｲ-

50 そば往生 石川　文康 筑摩書房 2002 S-596-ｲ-

51 そば打ちの哲学 石川　文康 筑摩書房 1996 S-596-ｲ-

52 そば打ちの哲学 石川　文康 筑摩書房 1996 S-596-ｲ-

53 文化麺類学ことはじめ 石毛　直道
フーディアム・コ
ミュニケーション

1991 S-383-ｲ-

54 山形そば屋鬼談義 仙台日本酒を飲む会 いちい書房 1995 S-596-ﾔ-

55 新・そば打ち教本
全国麺類文化地域間
交流推進協議会

柴田書店 2009 S-596-ｼ-

56 そば打ち教本 全麺協 柴田書店 2014 S-596-ｿ-

57 そば処・山形こだわりの店５５選 相沢　嘉久治 いちい書房 1990 S-596-ｱ-

58 そば屋の引出し 大野　誠一 文芸社 2015 S-673-ｵ-

59 手打ちそば天下一品 池田　好美 創森社 1997 S-596-ｲ-

60 そば 池波　正太郎
パルコエンタテイ
ンメント事業部

2014 S-914-ｿ-
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ソバ

61 そば読本 中公文庫編集部 中央公論社 1996 S-596-ｿ-

62 ソバの科学 長友　大 新潮社 1984 S-619-ﾅ-

63 麺類杜氏職必携 藤村　和夫 ハート出版 2012 S-596-ﾌ-

64 蕎麦全書伝 日新舎　友蕎子 ハート出版 2006 S-383-ﾆ-

65 農家が教える雑穀・ソバ 農文協 農山漁村文化協会 2011 S-616-ﾉ-

66 誰でもできる手打ちそば 服部　隆 農山漁村文化協会 2001 S-596-ﾊ-

67 そばや今昔 堀田　平七郎 中央公論社 1978 S-596-ﾎ-

68 江戸そば一筋 堀田　平七郎 柴田書店 1995 S-596-ﾎ-

69 ソバ 本田　裕 農山漁村文化協会 2000 S-616-ﾎ-

70 ベストオブ蕎麦 麺’ｓ　Ｃｌｕｂ 文芸春秋 1990 S-596-ﾍ-

71 ソバ、そば、蕎麦を究める 野上　公雄 茨城新聞社 2014 S-619-ﾉ-

72 はじめてでもできるそば打ち 矢部　久雄
ＳＳコミュニケー
ションズ

2004 S-596-ﾔ-

73 あらきそばの神髄 里見　真三 文芸春秋 2001 S-596-ｻ-

74 あらきそばの神髄 里見　真三 文芸春秋 2001 S-596-ｻ-

75 あらきそばの神髄 里見　真三 文藝春秋 2001 S-596-ｻ- ※

76 「駅そば」読本 鈴木　弘毅 交通新聞サービス 2007 S-596-ｽ-

77 全国駅そば名店１００選 鈴木　弘毅 洋泉社 2015 S-596-ｽ-

78 そば＆まちづくり 鈴木　克也 エコハ出版 2016 S-619-ｽ-

79
なぜ美味か次年子そば―信州しの
ぐ山形のそば―

齋藤　美代三 大風印刷出版局 2001 S-596-ｻ-

80
なぜ美味か次年子そば―信州しの
ぐ山形のそば―

齋藤　美代三 大風印刷出版局 2001 S-596-ｻ- ※

81 サライ 小学館 2009 S-051-ｻ-

82 そばうどん フード・ビジネス 1994 S-673-ｿ-

83 そば王国山形 みちのく書房 1995 S-596-ｿ-

84 そば王国山形 みちのく書房 1995 S-596-ｿ-

85 蕎麦春秋
リベラルタイム出
版社

2010 S-051-ｿ-

86 蕎麦春秋
リベラルタイム出
版社

2010 S-051-ｿ-

87 蕎麦春秋
リベラルタイム出
版社

2010 S-051-ｿ-

88 蕎麦春秋
リベラルタイム出
版社

2010 S-051-ｿ-

89 蕎麦春秋
リベラルタイム出
版社

2011 S-051-ｿ-

90 蕎麦春秋
リベラルタイム出
版社

2011 S-051-ｿ-
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ソバ

91 蕎麦春秋
リベラルタイム出
版社

2011 S-051-ｿ-

92 蕎麦春秋
リベラルタイム出
版社

2012 S-051-ｿ-

93 蕎麦春秋
リベラルタイム出
版社

2012 S-051-ｿ-

94 蕎麦春秋
リベラルタイム出
版社

2012 S-051-ｿ-

95 蕎麦春秋
リベラルタイム出
版社

2012 S-051-ｿ-

96 蕎麦春秋
リベラルタイム出
版社

2013 S-051-ｿ-

97 蕎麦春秋
リベラルタイム出
版社

2013 S-051-ｿ-

98 蕎麦春秋
リベラルタイム出
版社

2013 S-051-ｿ-

99 蕎麦春秋
リベラルタイム出
版社

2013 S-051-ｿ-

100 蕎麦春秋
リベラルタイム出
版社

2014 S-051-ｿ-

101 蕎麦春秋
リベラルタイム出
版社

2014 S-051-ｿ-

102 蕎麦春秋
リベラルタイム出
版社

2014 S-051-ｿ-

103 蕎麦春秋
リベラルタイム出
版社

2014 S-051-ｿ-

104 蕎麦春秋
リベラルタイム出
版社

2015 S-051-ｿ-

105 蕎麦春秋
リベラルタイム出
版社

2015 S-051-ｿ-

106 蕎麦春秋
リベラルタイム出
版社

2015 S-051-ｿ-

107 蕎麦春秋
リベラルタイム出
版社

2015 S-051-ｿ-

108 蕎麦春秋
リベラルタイム出
版社

2016 S-051-ｿ-

109 蕎麦春秋
リベラルタイム出
版社

2016 S-051-ｿ-

110 蕎麦春秋
リベラルタイム出
版社

2016 S-051-ｿ-

111 蕎麦春秋
リベラルタイム出
版社

2016 S-051-ｿ-

112 初めての手打ち蕎麦 ブティック社 1999 S-596-ﾊ-

113 日本一の蕎麦 小学館 2015 S-596-ﾆ-

114 評判そば店の自家製粉の技術 旭屋出版 2007 S-673-ﾋ-

115 文藝春秋 文藝春秋 2006 S-051-ﾌ-

116 本当にうまいそばの名店　山形 プレスアート 2010 S-596-ﾎ-

117 名人が伝授するそば打ち入門 世界文化社 2006 S-596-ﾒ-

118

119

120
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1
Ｈｏｗ　ｔｏ　Ｆｉｎｄ　Ｆｌｏ
ｗｅｒ　Ｆａｉｒｉｅｓ

Ｃｉｃｅｌｙ　Ｍａ
ｒｙ　Ｂａｒｋｅｒ

Ｐｅｎｇｕｉｎ
Ｂｏｏｋｓ

2007 V-726-ﾊ- ※

2 バラの育て方 アラン・グールド 河出書房新社 1997 V-627-ｸ-

3 バラを愉しむ あんり　ゆき 同朋舎出版 1994 V-627-ｱ-

4 花の神殿 キース・モーズレー 大日本絵画 2001 V-726-ｳ- ※

5
ケイ山田のオールドローズあふれ
る庭づくり

ケイ山田 集英社 2014 V-627-ｹ-

6
ケイ山田のバラクライングリッ
シュガーデン四季の花図鑑

ケイ山田 主婦の友社 2012 V-627-ｹ-

7 英国流バラのある暮らし ジリー・ラブ
メディアファクト
リー

1998 V-627-ﾗ-

8 新イングリッシュローズ
デビッド・オースチ
ン

ガイアブックス 2012 V-627-ｵ-

9
ドリーン・ローリンのフラワーア
レンジテクニック

ドリーン・ローリン 誠文堂新光社 2012 V-793-ﾛ-

10 オールドローズと現代バラの系譜
バラの系譜編集委員
会

誠文堂新光社 2009 V-627-ｵ-

11 バラ図譜
ピエール＝ジョゼ
フ・ルドゥーテ

河出書房新社 2008 V-723-ﾙ- ※

12 バラ図譜
ピエール＝ジョゼ
フ・ルドゥーテ

河出書房新社 2012 V-723-ﾙ-

13 美花選
ピエール＝ジョゼ
フ・ルドゥーテ

河出書房新社 2010 V-723-ﾙ-

14 切り花バラ図鑑１０００ フローリスト編集部 誠文堂新光社 2014 V-627-ｷ-1

15 切り花バラ図鑑１０００ フローリスト編集部 誠文堂新光社 2014 V-627-ｷ-2

16 バラの香り
マリー・エレーヌ・
ロエク

ガイアブックス 2010 V-627-ﾛ-

17 薔薇空間 ルドゥーテ
ランダムハウス講
談社

2009 V-723-ﾙ-

18
プリザーブドフラワーはじめてＢ
ＯＯＫ

井越　和子 主婦の友社 2012 V-594-ｲ-

19 花の楽しみ方ブック 浦沢　美奈 光村推古書院 2012 V-627-ｳ-

20 ばら 塩野　法子 草土出版 2003 V-627-ﾊ-

21
オークンバケット加藤矢恵のつる
バラと暮らす庭

加藤　矢恵 河出書房新社 2010 V-627-ｶ-

22 はじめてのバラ庭づくり 加藤　矢恵
学研パブリッシン
グ

2012 V-627-ﾊ-

23 バラの剪定講座 河合　伸志
日本インテグレー
ト

2013 Ｖ-627-ｶ-

24 ミニバラ 河合　伸志 ＮＨＫ出版 2011 V-627-ｶ-

25
もっと知りたい！バラ栽培と剪定
講座

河合　伸志
日本インテグレー
ト

2014 V-627-ｶ-

26 美しく病気に強いバラ 河合　伸志 日本放送出版協会 2009 V-627-ｳ-

27 ＦＬＯＷＥＲＳ 河合　正人 万来舎 2012 V-748-ｶ-

28 バラ 花アルバム編集部 誠文堂新光社 1993 V-627-ﾊ-

29 ７５０　ＲＯＳＥＳ 花時間 2008 V-627-ﾊ-

30 バラの園を夢見て 梶　みゆき 婦人生活社 1996 V-627-ﾊ-

特 定 主 題 文 献 目 録

バラ
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バラ

31 素敵なローズガーデン 梶　みゆき 成美堂出版 2004 V-627-ｽ-

32 オーガニック・ローズ３５８ 梶浦　道成 築地書館 2012 V-627-ｵ-

33 バラはだんぜん無農薬 梶浦　道成 築地書館 2010 V-627-ﾊ-

34 薔薇の旅人 宮崎　典子 誠文堂新光社 1999 V-627-ﾐ-

35 はじめて育てるバラ 京成バラ園芸 ブティック社 2011 V-627-ﾊ-

36 プロが教えるバラのすべて 京成バラ園芸 ブティック社 2012 V-627-ﾌ-

37 ブランド別人気のバラ図鑑 玉置　一裕 講談社 2015 V-627-ﾌ-

38 楽しいバラ作り１２か月 桐原　春子 誠文堂新光社 1998 V-627-ｷ-

39 素敵な花の水彩画 錦織　弘 日貿出版社 2012 V-724-ﾆ-

40 はじめてのバラづくり 近藤　昭郎 宙出版 2000 V-627-ｺ-

41 薔薇百景 金子　彰 徳間書店 2013 V-748-ｶ-

42 新編人はなぜ薔薇を愛するのか 熊井　明子 千早書房（発売） 2003 V-627-ｸ-

43
アフターガーデニングを楽しむバ
ラ庭づくり

元木　はるみ 家の光協会 2014 V-627-ﾓ-

44 バラが好き 戸塚　貞子 啓佑社 2008 V-594-ﾄ-

45 フランス刺繍と図案 戸塚　貞子 啓佑社 2010
V-594-ﾄ-
131

46 フランス刺繍と図案 戸塚　貞子 啓佑社 2010
V-594-ﾄ-
131

47
戸田揖子ポーセリン＆グラスペイ
ンティング作品集

戸田　揖子
Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ
Ａｒｔ

2012 V-751-ﾄ-

48
オールドローズ＆イングリッシュ
ローズ

後藤　みどり 誠文堂新光社 2014 V-627-ｺ-

49 はじめてのバラづくり１２か月 後藤　みどり 家の光協会 2011 V-627-ｺ-

50 美しいバラの庭づくり 後藤　みどり 家の光協会 2015 V-627-ｺ-

51
透明水彩で描くおしゃれな果実の
植物画

高橋　京子 日貿出版社 2010 V-724-ﾀ-

52 １枚の紙から作るバラの折り紙 佐藤　直幹 日本ヴォーグ社 2015 Ｖ-754-ｻ-

53 青いバラ 最相　葉月 小学館 2001 V-627-ｻ-

54 マリアージュブック 細沼　光則 六耀社 2012 V-627-ﾎ-

55 バラはバラの木に咲く 坂本　公延 みすず書房 2009 V-904-ｻ-

56 美しいバラを描く 山田　道惠 日貿出版社 2012 V-724-ﾔ-

57 花の本 山内　浩史 角川書店 2010 V-723-ﾊ-

58 バラいっぱいの庭づくり１２カ月 寺西　菊雄 成美堂出版 2001 V-627-ﾊ-

59 薔薇の便利帳 主婦の友社 主婦の友社 2015 V-627-ﾊ-

60 薔薇よ！ 秋山　庄太郎 集英社 1997 V-748-ｱ-
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バラ

61 とっておきのバラづくり 小山内　健 家の光協会 2012 V-627-ｵ-

62 ローズレッスン１２か月 小山内　健 ＮＨＫ出版 2013 V-627-ｵ-

63 オールドローズの事典 小松　美枝子 成美堂出版 2000 V-627-ｺ-

64 小倉ゆき子のリボン刺しゅう 小倉　ゆき子 六耀社 2011 V-594-ｵ-

65 はじめてのバラこそ無農薬 小竹　幸子 築地書館 2011 V-627-ｵ-

66 無農薬でバラ庭を 小竹　幸子 築地書館 2009 V-627-ｵ-

67 有機・無農薬でつくる美しいバラ 小竹　幸子 成美堂出版 2013 V-627-ｵ-

68 バラを描こう 小柳　吉次 廣済堂あかつき 2010 V-724-ｺ-

69
はじめてでもきれいによく咲くバ
ラづくり

松尾　正晃 講談社 2015 V-627-ﾏ-

70 日本のバラ 松本　路子 淡交社 2012 V-627-ﾏ-

71 バラ大図鑑 上田　善弘 ＮＨＫ出版 2014 V-627-ﾊ-

72 完全オーガニックバラ栽培 真島　康雄
日本インテグレー
ト

2012 V-627-ﾏ-

73 ボタニカルアート 杉崎　紀世彦
杉崎ボタニカル
アート工房

2005 V-723-ｽ-

74 ボタニカルアート 杉崎　紀世彦
杉崎ボタニカル
アート工房

2005 V-723-ｽ- ※

75 ボタニカルアート 杉崎　紀世彦
杉崎ボタニカル
アート工房

2010 V-723-ｽ-

76 ボタニカルアート 杉崎　紀世彦
杉崎ボタニカル
アート工房

2010 V-723-ｽ- ※

77 ボタニカルアート 杉崎　紀世彦
日本ボタニカル
アート協会

2005 V-723-ﾎ-

78 ボタニカルアート 杉崎　紀世彦
日本ボタニカル
アート協会

2010 V-723-ﾎ-

79
ボタニカルアート　太田洋愛の桜
原画展

杉崎　紀世彦
埼玉県立川の博物
館

2010 V-723-ﾎ-

80 杉崎夫妻の植物画 杉崎　紀世彦
杉崎ボタニカル
アート工房

1992 V-723-ｽ-

81 杉崎夫妻の植物画 杉崎　紀世彦
杉崎ボタニカル
アート工房

1992 V-723-ｽ- ※

82
杉崎夫妻の植物画　ボタニカル
アート

杉崎　紀世彦
杉崎ボタニカル
アート工房

2000 V-723-ｽ-

83
杉崎夫妻の植物画　ボタニカル
アート

杉崎　紀世彦
杉崎ボタニカル
アート工房

2000 V-723-ｽ- ※

84 バラの咲く庭 青木　和子 主婦の友社 2010 V-594-ｱ-

85
石田和美のトールペイントローズ
コレクション

石田　和美 日本ヴォーグ社 2012 V-724-ｲ-

86 フラワーデザイン花図鑑 川崎　景太 講談社 2011 V-793-ﾌ-

87
プリザーブドフラワー・テクニッ
クブック

相澤　紀子 六耀社 2010 V-594-ｱ-2

88 新・薔薇大図鑑２２００ 草土出版 山と溪谷社 2015 V-627-ｼ-

89
花１本から素敵に飾るはじめての
フラワーレッスン

増田　由希子 家の光協会 2012 V-793-ﾏ-

90 バラの咲く庭づくり 村田　晴夫 講談社 2001 V-627-ﾑ-
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バラ

91 ミニバラとつるのミニバラ 村田　晴夫 講談社 2004 V-627-ﾑ-

92 太田洋愛　百桜図 太田　洋愛
創造する伝統２０
０５実行委員会

2009 V-723-ｵ-

93 薔薇 大貫　亘 日本写真企画 2012 V-748-ｵ-

94 オールド・ローズ・ブック 大場　秀章 八坂書房 2009 V-723-ｵ-

95 バラの誕生 大場　秀章 中央公論社 1997 V-627-ｵ-

96 図説バラの世界 大場　秀章 河出書房新社 2012 V-627-ｵ-

97 図説ボタニカルアート 大場　秀章 河出書房新社 2010 V-723-ｵ-

98 樹木図鑑 巽　英明 日本放送出版協会 2001 V-627-ﾀ-

99 病害虫を防いで楽しいバラづくり 長井　雄治 農山漁村文化協会 2010 V-627-ﾅ-

100
アーティフィシャルフラワー基本
テクニック

渡辺　俊治 六耀社 2012 V-627-ﾜ-

101 バラ 藤岡　友宏 日本放送出版協会 2003 V-627-ﾌ-

102 バラ 藤岡　友宏 誠文堂新光社 1992 V-627-ﾌ-

103 Ｄｅａｒロザリアン 藤野　美奈子 ＮＨＫ出版 2011 V-627-ﾌ-

104 薔薇のペインティング 南風原　薫子 マコー社 2005 V-724-ﾊ-

105 はじめてのバラづくり 日本ばら会 成美堂出版 1999 V-627-ﾆ-

106 はじめてのバラづくり 日本ばら会 成美堂出版 2011 V-627-ﾊ-

107
はじめての方にもよくわかるバラ
づくり２００種

日本ばら会 ブティック社 2002 V-627-ﾊ-

108 バラ 日本ばら会 日本放送出版協会 1999 V-627-ﾊ-

109 バラの育て方 日本ばら会 ブティック社 2003 V-627-ﾊ-

110
初めてでもできるやさしいバラづ
くり

日本ばら会 学研 2005 V-627-ﾊ-

111 農家になろう 農文協 農山漁村文化協会 2014 V-610-ﾉ-6

112 イングリッシュ・ローズ 白砂　伸夫 講談社 2005 V-627-ｼ-

113 ローズガーデンデザイン 白砂　伸夫 淡交社 2010 V-627-ｼ-

114 バラの小さな庭づくり 姫野　由紀 講談社 2012 V-627-ﾋ-

115 花贈りの便利帖 本多　るみ 誠文堂新光社 2012 V-627-ﾎ-

116 里山ダイアリー 本田　尚子
幻冬舎ルネッサン
ス

2010 V-280-ﾎ-

117
バラの家木村卓功の大成功のバラ
栽培

木村　卓功
主婦の友インフォ
ス情報社

2013 V-627-ｷ-

118 鉢で美しく育てるバラ 木村　卓功 ＮＨＫ出版 2014 V-627-ｷ-

119 花百科 木村　明延 講談社 2004 V-627-ﾊ-1

120
色鉛筆で描くボタニカル・アート
Ｌｅｓｓｏｎ

野村　典成 誠文堂新光社 2006 Ｖ-725-ﾉ-
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バラ

121 バラ作り 野村　和子 永岡書店 1999 V-627-ﾊ-

122 バラ作り基礎の基礎 野村　和子
パッチワーク通信
社

2000 V-627-ﾊ-

123 花図鑑薔薇 野村　和子 草土出版 1997 V-627-ﾉ-

124
バラを選ぶ、バラに合わせたい花
のわかる本

有島　薫 エフジー武蔵 2010 V-627-ﾊ-

125 もっと咲かせるバラづくり 有島　薫 廣済堂出版 2015 V-627-ｱ-

126 実践フラワーラッピング 林　芳久 誠文堂新光社 2012 V-385-ﾊ-

127 はじめてのバラ育て 鈴木　せつ子 集英社 2009 V-627-ｽ-

128
雑草と育てる無農薬でバラ庭づく
り

鈴木　せつ子 家の光協会 2012 V-627-ｽ-

129 バラの折り紙ツイストローズ 鈴木　恵美子 日貿出版社 2014 V-754-ｽ-

130 Ｌａ　ｒｏｓｅ 鈴木　省三 小学館 1990 V-627-ｽ- ※

131 バラの育て方 鈴木　省三 成美堂出版 1994 V-627-ｽ-

132 ばら花図譜 鈴木　省三 小学館 1996 V-627-ｽ-

133 よく咲く鉢バラの育て方 鈴木　満男 主婦の友社 2013 V-627-ﾖ-

134 美しく咲かせるバラ栽培の教科書 鈴木　満男 西東社 2015 V-627-ｳ-

135
Ｃｏｎｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｊａｐａｎｅｓｅ　Ｂ
ｏｔａｎｉｃａｌ　Ａｒｔ　Ｅｘｈｉｂｉｔｉｏｎ
Ｓｈｕｒｅｉ　秀麗

2009 V-723-ｺ-

136 Ｎｅｗ　Ｒｏｓｅｓ
産經新聞メディッ
クス

2010
V-627-ﾆ-
10

137 Ｎｅｗ　Ｒｏｓｅｓ
産經新聞メディッ
クス

2010 V-627-ﾆ-

138 Ｎｅｗ　Ｒｏｓｅｓ
産經新聞メディッ
クス

2011
V-627-ﾆ-
10

139 Ｎｅｗ　Ｒｏｓｅｓ
産經新聞メディッ
クス

2012
V-627-ﾆ-
11

140 ＮＨＫ趣味の園芸 日本放送出版協会 2007 V-051-ｴ-

141 ＮＨＫ趣味の園芸 日本放送出版協会 2008 V-051-ｴ-

142 ＮＨＫ趣味の園芸 日本放送出版協会 2008 V-051-ｴ-

143 ＮＨＫ趣味の園芸 日本放送出版協会 2010 V-051-ｴ-

144 ＮＨＫ趣味の園芸 日本放送出版協会 2010 V-051-ｴ-

145 ＮＨＫ趣味の園芸 日本放送出版協会 2010 V-051-ｴ-

146 ＮＨＫ趣味の園芸 日本放送出版協会 2010 V-051-ｴ-

147 ＮＨＫ趣味の園芸 日本放送出版協会 2011 V-051-ｴ-

148 ＮＨＫ趣味の園芸 日本放送出版協会 2009 V-051-ｴ-

149 ＮＨＫ趣味の園芸 日本放送出版協会 2009 V-051-ｴ-

150 ＮＨＫ趣味の園芸 日本放送出版協会 2009 V-051-ｴ-
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バラ

151 ＮＨＫ趣味の園芸 日本放送出版協会 2009 V-051-ｴ-

152
Ｏｌｄ　ｒｏｓｅ　ｇａｌｌｅｒ
ｙ

草土出版 2005 V-627-ｵ-

153 Ｒｅｄｏｕｔ〓 宝島社 2011 V-723-ﾙ-

154 Ｒｏｓｅ　Ｂｉｂｉｅ
角川グループパブ
リッシング

2011 V-627-ﾛ-

155 Ｒｏｓｅ　Ｂｏｏｋ エンターブレイン 2013 V-627-ﾛ-

156 お気に入りのバラ 日本ヴォーグ社 2010 V-724-ｵ-

157 カトリーヌ・ミュレーのバラ生活 主婦と生活社 2011 V-673-ｶ-

158
クリスマス「リース＆ツリー」
お正月「花飾り」ＢＯＯＫ

角川マガジンズ 2011 V-627-ｸ-

159
トールペイントで描く大好きなバ
ラ

ブティック社 2012 V-724-ﾄ-

160
はじめてのかぎ針編み薔薇づくし
コモノ

アップルミンツ 2012 V-594-ﾊ-

161 バラとの暮らしを始める本
学研パブリッシン
グ

2012 V-627-ﾊ-

162 バラの育て方、飾り方がわかる本 講談社 2001 V-627-ﾊ-

163 バラの庭づくり 主婦と生活社 1998 V-627-ﾊ-

164 バラの庭づくり 平凡社 1998 V-627-ﾊ-

165 バラの本 宝島社 2005 V-627-ﾊ-

166 バラブック 草土出版 2000 V-627-ﾊ-

167 バラ愛好家のガーデンスタイル 世界文化社 2012 V-627-ﾊ-

168 バラ名人が選ぶバラ１００花 淡交社 2002 V-627-ﾊ-

169 プランターでつくるバラ百科 ブティック社 1997 V-627-ﾌ-

170 ペイントクラフトデザインズ 日本ヴォーグ社 2011 V-724-ﾍ-1

171 ペイントクラフトデザインズ 日本ヴォーグ社 2013 V-724-ﾍ-5

172 ペイントクラフトデザインズ 日本ヴォーグ社 2013 V-724-ﾍ-6

173
ペイントクラフト人気アーティス
ト花ベストセレクション１００

日本ヴォーグ社 2011 V-724-ﾍ-3

174 ボタニカルアート
パイインターナ
ショナル

2010 V-723-ﾎ-

175 ようこそ、バラの咲くカフェへ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2014 V-627-ﾖ-

176 ローズガーデン実例とつくり方 主婦と生活社 2012 V-627-ﾛ-

177 愛されるバラたち
ベネッセコーポ
レーション

2010 V-627-ｱ-

178 花と緑の園芸 ブティック社 2005 V-620-ﾊ-

179 花の贈り物 世界文化社 2011 V-627-ﾊ-

180 花時間 角川マガジンズ 2008 V-051-ﾊ-
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バラ

181 花時間 角川マガジンズ 2008 V-051-ﾊ-

182 花時間 角川マガジンズ 2010 V-051-ﾊ-

183 花時間 角川マガジンズ 2009 V-051-ﾊ-

184 花時間プ＊リ＊ザ エンターブレイン 2012 V-594-ﾊ-6

185 花時間プ＊リ＊ザ エンターブレイン 2013 V-594-ﾊ-7

186 輝くバラたち
ベネッセコーポ
レーション

2008 V-627-ｶ-

187 私のバラに逢いたくて 成星出版 1999 V-627-ﾜ-

188 植物デザイン 草土出版 2010 V-620-ｼ-1

189 植物デザイン 草土出版 2011
V-620-ｼ-
11

190
人気フローリスト３０人の最高の
贈り花

世界文化社 2012 V-627-ﾆ-

191 素敵なバラを咲かせたい 講談社 1997 V-627-ｽ-

192
超ビギナーのためのバラあしらい
をもっと素敵に！

エンターブレイン 2013 V-793-ﾁ-

193
超ビギナーのための新・１０００
円アレンジブック

エンターブレイン 2012 V-793-ﾁ-

194 暮らしにバラをオールドローズ 淡交社 1998 V-627-ｸ-

195 薔薇ベストセレクション２５０ 日本文芸社 1998 V-627-ﾊ-

196
薔薇モチーフのショール＆ストー
ル

アップルミンツ 2013 V-594-ﾊ-

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210
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1 居合道審査員の目 「剣道時代」編集部
体育とスポーツ出
版社

2009 M-789-ｲ-

2 古流居合の本道 岩田　憲一 スキージャーナル 2002 M-789-ｲ-

3 居合の研究　夢想神伝流 松峯　達男 スキージャーナル 2007 M-789-ﾏ-1

4 居合の研究　夢想神伝流 松峯　達男 スキージャーナル 2008 M-789-ﾏ-2

5 居合道読本 西内　雅 おりじん書房 1975 M-789-ﾆ-

6 居合剣道 中村　泰三郎 西東社 1974 M-789-ﾅ-

7
居合道夢想神伝流高段者研究会の
あゆみ

夢想神伝流高段者研
究会

夢想神伝流高段者
研究会

2005 M-789-ｲ-

8 居合道さくらんぼ大会 山形県村山市 2006 M-789-ﾑ-1 ※

9 居合道さくらんぼ大会 山形県村山市 2006 M-789-ﾑ-1 ※

10 居合道さくらんぼ大会 山形県村山市 2007 M-789-ﾑ-2 ※

11 居合道さくらんぼ大会 山形県村山市 2007 M-789-ﾑ-2 ※

12 居合道さくらんぼ大会 山形県村山市 2008 M-789-ﾑ-3 ※

13 居合道さくらんぼ大会 山形県村山市 2008 M-789-ﾑ-3 ※

14 居合道さくらんぼ大会 山形県村山市 2010 M-789-ﾑ- ※

15 居合道虎の巻 スキージャーナル 2009 M-789-ｲ-2

16 居合道虎の巻 スキージャーナル 2010 M-789-ｲ-3

17 居合道虎の巻 スキージャーナル 2012 M-789-ｲ-4

18
剣道日本　２００６年９月号　抜
粋

2006 M-789-ｹ- ※

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

特 定 主 題 文 献 目 録

居合
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No. 書名 著・編者 発行所 出版年 分類記号 備考

1 いつまで青い渋柿ぞ 国分　一太郎／著 新評論 1986年4月 Y 372 ｺ

2 いつまで青い渋柿ぞ 国分　一太郎／著 新評論 1986年4月 Y 372 ｺ

3 いなかのうまいもの 国分　一太郎／著 晶文社 1980年7月 Y 596 ｺ

4 おじいさんの出場 国分　一太郎／著 あすなろ書房 1972年 YK 913 ｺ

5 海図のない航路 土田　茂範／編著 北の風出版 2004年2月 Y 372 ｶ

6 北に向いし枝なりき
国分一太郎追悼文集
刊行委員会／編

国分久枝・ミチ
コ・真一

1986年2月 Y 289 ｺ

7 北に向いし枝なりき
国分一太郎追悼文集
刊行委員会／編

国分久枝・ミチ
コ・真一

1986年2月 Y 289 ｺ

8 北に向いし枝なりき
国分一太郎追悼文集
刊行委員会／編

国分久枝・ミチ
コ・真一

1986年2月 Y 289 ｺ

9 君ひとの子の師であれば 国分　一太郎／著 新評論 1983年4月 Y 370 ｺ

10 君ひとの子の師であれば 国分　一太郎／著 新評論 1983年4月 Y 370 ｺ

11 君ひとの子の師であれば 国分　一太郎／著 新評論
2012年10

月
Y 370 ｺ

12 教室の記録 国分　一太郎／著 ぐるうぷ場 1985年7月 Y 370 ｺ

13 教室の記録 国分　一太郎／著 ぐるうぷ場 1985年7月 Y 370 ｺ

14 教育ノート 無着　成恭／著 凡書房 1959年 Y 370 ﾑ

15 教師 国分　一太郎／著 岩波書店 1978年 Y 374 ｺ

16 教師 国分　一太郎／著 岩波書店 1978年 Y 374 ｺ

17 教師 国分　一太郎／著 岩波書店 1978年 Y 374 ｺ

18 月刊　素晴らしい山形　５月号 相澤　嘉久治／編 ぐるうぷ場 1992年5月 Y 051 ｹﾞ

19 月刊　素晴らしい山形　５月号 相澤　嘉久治／編 ぐるうぷ場 1992年5月 Y 051 ｹﾞ

20 現代の子どもと生活綴方実践 村山　士郎／著 新読書社 2007年1月 Y 375 ﾑ

21 講座・生活綴方　１ 日本作文の会／編 百合出版 1972年 Y 375 ｺ 1

22 講座・生活綴方　２ 日本作文の会／編 百合出版 1972年 Y 375 ｺ 2

23 講座・生活綴方　３ 日本作文の会／編 百合出版 1973年 Y 375 ｺ 3

24 講座・生活綴方　４ 日本作文の会／編 百合出版 1973年 Y 375 ｺ 4

25 講座・生活綴方　５ 日本作文の会／編 百合出版 1972年 Y 375 ｺ 5

26 国分一太郎 津田　道夫／著 社会評論社 2010年1月 Y 289 ｺ

27 国分一太郎 津田　道夫／著 三一書房
1986年10

月
Y 289 ﾂ

28 国分一太郎の青春の記録 国分　一太郎／著 新評論 1986年4月 Y 289 ｺ ※

29 国分一太郎の青春の記録 国分　一太郎／著 新評論 1986年4月 Y 289 ｺ ※

30 国分先生の思い出 石垣　邦雄／著 北の風出版 2008年6月 Y 914 ｲ

特 定 主 題 文 献 目 録

国分一太郎
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国分一太郎

31 国分一太郎の世界　こぶしの花
国分一太郎生誕１００年記念事
業　実行委員会　大江権八 北の風出版 2011年7月 Y 918 ｺ

32 国分一太郎の世界　こぶしの花
国分一太郎生誕１００年記念事
業　実行委員会　大江権八 北の風出版 2011年7月 Y 918 ｺ

33 国分一太郎文集　１ 国分　一太郎／著 新評論 1984年6月 Y 370 ｺ

34 国分一太郎文集　２ 国分　一太郎／著 新評論
1983年11

月
Y 370 ｺ

35 国分一太郎文集　２ 国分　一太郎／著 新評論
1983年11

月
Y 370 ｺ

36 国分一太郎文集　３ 国分　一太郎／著 新評論 1983年5月 Y 370 ｺ

37 国分一太郎文集　３ 国分　一太郎／著 新評論 1983年5月 Y 370 ｺ

38 国分一太郎文集　３ 国分　一太郎／著 新評論 1983年5月 Y 370 ｺ

39 国分一太郎文集　４ 国分　一太郎／著 新評論 1983年3月 Y 370 ｺ

40 国分一太郎文集　４ 国分　一太郎／著 新評論 1983年3月 Y 370 ｺ

41 国分一太郎文集　４ 国分　一太郎／著 新評論 1983年3月 Y 370 ｺ

42 国分一太郎文集　５ 国分　一太郎／著 新評論 1984年3月 Y 370 ｺ

43 国分一太郎文集　６ 国分　一太郎／著 新評論 1983年7月 Y 370 ｺ

44 国分一太郎文集　６ 国分　一太郎／著 新評論 1983年7月 Y 370 ｺ

45 国分一太郎文集　６ 国分　一太郎／著 新評論 1983年7月 Y 370 ｺ

46 国分一太郎文集　７ 国分　一太郎／著 新評論 1984年1月 Y 370 ｺ

47 国分一太郎文集　７ 国分　一太郎／著 新評論 1984年1月 Y 370 ｺ

48 国分一太郎文集　８ 国分　一太郎／著 新評論
1984年12

月
Y 370 ｺ

49 国分一太郎文集　８ 国分　一太郎／著 新評論
1984年12

月
Y 370 ｺ

50 国分一太郎文集　９ 国分　一太郎／著 新評論 1983年9月 Y 370 ｺ

51 国分一太郎文集　９ 国分　一太郎／著 新評論 1983年9月 Y 370 ｺ

52 国分一太郎文集　９ 国分　一太郎／著 新評論 1983年9月 Y 370 ｺ

53 国分一太郎文集　１０ 国分　一太郎／著 新評論 1985年7月 Y 370 ｺ

54 国分一太郎文集　１０ 国分　一太郎／著 新評論 1985年7月 Y 370 ｺ

55 国分一太郎文集　１０ 国分　一太郎／著 新評論 1985年7月 Y 370 ｺ

56 ここに人あり教師あり 国分　一太郎／著 社会評論社 1985年8月 Y 370 ｺ

57 ここに人あり教師あり 国分　一太郎／著 社会評論社 1985年8月 Y 370 ｺ

58
子どもに聞かせたいとっておきの
話　第１集

阿部　知二／編 英宝社 1979年 Y 918 ｺ 1

59
子どもに聞かせたいとっておきの
話　第２集

阿部　知二／編 英宝社 1980年 Y 918 ｺ 2

60
子どもに聞かせたいとっておきの
話　第３集

阿部　知二／編 英宝社 1979年 Y 918 ｺ 3
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特 定 主 題 文 献 目 録

国分一太郎

61
子どもに聞かせたいとっておきの
話　第４集

阿部　知二／編 英宝社 1981年 Y 918 ｺ 4

62
子どもに聞かせたいとっておきの
話　第５集

阿部　知二／編 英宝社 1979年 Y 918 ｺ 5

63 こぶし通信　１巻～
国分一太郎・こぶ
しの会

Y 289 ｺ ※

64 作文教育と児童文化運動 土田　茂範／編著 ぐるうぷ場 1985年7月 Y 375 ﾂ

65 作文教育と児童文化運動 土田　茂範／編著 ぐるうぷ場 1985年7月 Y 375 ﾂ

66 作文と教育　１巻 日本作文の会／編 岩崎書店 1986年6月
Y 375 ニ

1

67 作文と教育　２巻 日本作文の会／編 岩崎書店 1986年6月
Y 375 ニ

2

68 作文と教育　３巻 日本作文の会／編 岩崎書店 1986年6月
Y 375 ニ

3

69 作文と教育　４巻 日本作文の会／編 岩崎書店 1986年6月
Y 375 ニ

4

70 作文と教育　５巻 日本作文の会／編 岩崎書店 1986年6月
Y 375 ニ

5

71 作文と教育　６巻 日本作文の会／編 岩崎書店 1986年6月
Y 375 ニ

6

72 作文と教育　７巻 日本作文の会／編 岩崎書店 1986年6月
Y 375 ニ

7

73 作文と教育　８巻 日本作文の会／編 岩崎書店 1986年6月
Y 375 ニ

8

74 作文と教育　９巻 日本作文の会／編 岩崎書店 1986年6月
Y 375 ニ

9

75 作文と教育　１０巻 日本作文の会／編 岩崎書店 1986年6月
Y 375 ニ

10

76 作文と教育　別館１ 日本作文の会／編 岩崎書店 1986年6月
Y 375 ニ

ﾍﾞﾂ

77 作文と教育　別館２ 日本作文の会／編 岩崎書店 1986年6月
Y 375 ニ

ﾍﾞﾂ

78 しなやかさというたからもの 国分　一太郎／著 晶文社 1979年 Y 810 ｺ

79 しなやかさというたからもの 国分　一太郎／著 晶文社 1979年 Y 810 ｺ

80 しなやかさというたからもの 国分　一太郎／著 晶文社 1979年 Y 810 ｺ

81 小学教師たちの有罪
国分　一太郎／
〔著〕

みすず書房 1984年9月 Y 375 ｺ

82 昭和農村少年懐古 国分　一太郎／著 創樹社 1978年 Y 914 ｺ

83 昭和農村少年懐古 国分　一太郎／著 創樹社 1978年 Y 914 ｺ

84 昭和農村少年懐古 国分　一太郎／著 創樹社 1978年 Y 914 ｺ

85 ずうずうぺんぺん
国分　一太郎／
〔著〕

朝日新聞社 1977年 Y 818 ｺ

86 ずうずうぺんぺん
国分　一太郎／
〔著〕

朝日新聞社 1977年 Y 818 ｺ

87 ズーズー先生国あるき
国分　一太郎／
〔著〕

晶文社 1977年 Y 370 ｺ

88 ズーズー先生随聞帖 国分　一太郎／著 晶文社 1975年 Y 370 ｺ

89 ズーズー先生随聞帖 国分　一太郎／著 晶文社 1975年 Y 370 ｺ

90 ズーズー先生随聞帖 国分　一太郎／著 晶文社 1975年 Y 370 ｺ
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国分一太郎

91 すこし昔のはなし 国分　一太郎／著 わらび書房 1954年5月 YK 913 ｺ

92 生活綴方事典 日本作文の会／編 明治図書 1975年 Y 375 ｾ ※

93 ちちははのくにのことば 国分　一太郎／著 晶文社
1982年10

月
Y 810 ｺ

94 ちちははのくにのことば 国分　一太郎／著 晶文社
1982年10

月
Y 810 ｺ

95 つづり方兄妹
野上　丹治／〔ほ
か〕著

理論社 1958年 Y 915 ﾉ

96 手紙で綴る北方教育の歴史 成田　忠久／監修 教育史料出版会 1999年5月 Y 372 ﾃ

97 遠い「山びこ」 佐野　真一／著 文芸春秋 1992年9月 Y 372 ｻ

98 遠い「山びこ」 佐野　真一／著 文芸春秋 1992年9月 Y 372 ｻ

99 日本の教育 宗像　誠也／編 岩波書店 1977年 Y 372 ｺ

100 日本の児童詩 国分　一太郎／著 百合出版 1974年 Y 909 ｺ

101 文集づくり入門 乙部　武志／著 新評論 1976年 Y 022 ｵ

102 北方教育
北方教育同人懇話会
／編集

東京法令出版 1976年 Y 372 ｷ

103 無着成恭の詩の授業 無着成恭／著 太郎次郎社 1982年 Y 375 ﾑ

104 村山俊太郎生活綴方と教師の仕事 村山　俊太郎／著 桐書房 2004年8月 Y 375 ﾑ

105 村山俊太郎著作集　第１巻 村山　俊太郎／著 百合出版 1968年 Y 375 ﾑ 1

106 村山俊太郎著作集　第２巻 村山　俊太郎／著 百合出版 1968年 Y 375 ﾑ 2

107 村山俊太郎著作集　第３巻 村山　俊太郎／著 百合出版 1968年 Y 375 ﾑ 3

108 山びこ学校ものがたり 佐藤　藤三郎／著 清流出版 2004年3月 Y 370 ｻ

109 山びこ学校 無着　成恭／編 百合出版 1979年 Y 816 ﾔ

110 山びこ学校 無着　成恭／編 岩波書店 1995年7月 Y 816 ﾔ

111 リンゴ畑の四日間 国分　一太郎／著 牧書店 1966年 YK 913 ｺ

112 リンゴ畑の四日間
国分　一太郎／
〔著〕

偕成社 1978年 YK 913 ｺ

113 わたくしたちの憲法 宮沢　俊義／著 有斐閣 1983年2月 YK 323 ｺ

114

115

116

117

118

119

120
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1
青山真治と阿部和重と中原昌也の
シネコン!

青山　真治／著 リトル・モア 2004年7月 778.04

2 アサヒグラフ1月14日　4063 鮎川　高／編集 朝日新聞社 2000年1月 Y700ｱ

3 アサヒグラフ10月１5日　4050 鮎川　高／編集 朝日新聞社
1999年10

月
Y700ｱ

4 アサヒグラフ11月１2日　4054 鮎川　高／編集 朝日新聞社
1999年11

月
Y700ｱ

5 アサヒグラフ12月１0日　4059 鮎川　高／編集 朝日新聞社
1999年12

月
Y700ｱ

6 アサヒグラフ2月１1日　4067 鮎川　高／編集 朝日新聞社 2000年2月 Y700ｱ

7 アブストラクトなゆーわく 阿部　和重／著 マガジンハウス 2000年4月 914.6

8 阿部和重対談集 阿部　和重／著 講談社 2005年7月 914.6

9 アメリカの夜 阿部　和重／著 講談社 1994年7月 913.6

10 アメリカの夜 阿部　和重／[著] 講談社 2001年1月 913.6

11
インディヴィジュアル・プロジェ
クション

阿部　和重／著 新潮社 1997年5月 913.6

12
インディヴィジュアル・プロジェ
クション

阿部　和重／著 新潮社 2000年7月 913.6

13 ABC戦争 阿部　和重／著 講談社 1995年8月 913.6

14
ＡＢＣ戦争　ｐｌｕｓ　２　ｓｔ
ｏｒｉｅｓ

阿部　和重／著 新潮社 2002年6月 913.6

15 映画覚書　Vol.1 阿部　和重／著 文芸春秋 2004年5月 778.04

16 和子の部屋 阿部　和重／著 朝日新聞出版 2011年7月 914.6

17 キャプテンサンダーボルト 阿部　和重／著 文藝春秋
2014年11

月
913.6

18 クエーサーと13番目の柱 阿部　和重／著 講談社 2012年7月 913.6

19 クエーサーと13番目の柱 阿部　和重／[著] 講談社 2015年7月 913.6

20 グランド・フィナーレ 阿部　和重／著 講談社 2005年2月 913.6

21 現代文学の読み方・書かれ方 渡部　直己／著 河出書房新社 1998年3月 910.264

22 公爵夫人邸の午後のパーティー 阿部　和重／著 講談社 1997年7月 913.6

23 小説の家 柴崎　友香／著 新潮社 2016年7月 913.68

24 小説家の饒舌 佐々木　敦／著
メディア総合研究
所

2011年7月 910.264

25 □ 阿部　和重／著 リトルモア 2013年5月 913.6

26 シネマの記憶喪失 阿部　和重／著 文藝春秋 2007年1月 778.04

27 シンセミア　上 阿部　和重／著 朝日新聞社
2003年10

月
913.6

28 シンセミア　1 阿部　和重／著 朝日新聞社
2006年10

月
913.6

29 シンセミア　下 阿部　和重／著 朝日新聞社
2003年10

月
913.6

30 シンセミア　2 阿部　和重／著 朝日新聞社
2006年10

月
913.6

特 定 主 題 文 献 目 録

阿部和重
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31 シンセミア　3 阿部　和重／著 朝日新聞社
2006年11

月
913.6

32 シンセミア　4 阿部　和重／著 朝日新聞社
2006年11

月
913.6

33 たけくらべ 樋口　一葉／原作 河出書房新社
2004年12

月
913.6

34 Deluxe Edition 阿部　和重／著 文藝春秋
2013年10

月
913.6

35 Deluxe Edition 阿部　和重／著 文藝春秋 2016年5月 913.6

36 ニッポニアニッポン 阿部　和重／著 新潮社 2001年8月 913.6

37 ニッポニアニッポン 阿部　和重／著 新潮社 2004年8月 913.6

38 20の短編小説
小説トリッパー編集
部／編

朝日新聞出版 2016年1月 913.68

39 21世紀文学の創造　6 岩波書店 2002年7月 904

40 秘密。
吉田　修一／[ほか]
著

メディアファクト
リー

2005年3月 913.68

41 ピストルズ 阿部　和重／著 講談社 2010年3月 913.6

42 不過視なものの世界 東　浩紀／著 朝日新聞社
2000年11

月
704

43 プラスティック・ソウル 阿部　和重／著 講談社 2006年3月 913.6

44 本の森翻訳の泉 鴻巣　友季子／著 作品社 2013年8月 904

45 ミステリアスセッティング 阿部　和重／著 朝日新聞社
2006年11

月
913.6

46 鏖　みなごろし 阿部　和重／原作 小学館 2007年4月 726

47 無情の世界 阿部　和重／著 講談社 1999年1月 913.6

48 無情の世界 阿部　和重／著 新潮社 2003年3月 913.6

49 幼少の帝国 阿部　和重／著 新潮社 2012年5月 914.6

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60
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1 オウトウ・西洋ナシ栽培技術 深井　尚也／編著 養賢堂 1995.9 625.5ﾌ

2 おうとう　神町の栽培史 神町農業協同組合 神町農業協同組合 1990.9 Y622ｵ

3 大玉・高糖度のサクランボつくり 黒田　実 農山漁村文化協会 2009.3 625.5ｸ

4 オールカラー版　食品図鑑
女子栄養大学出版
部

1995.3 R498.52ｼ

5 若木農業共同組合史
若木農業共同組合史
編纂委員会／編

ＪＡさくらんぼひ
がしね若木支所

2002.4 Y611ｵ

6 学習まんが やまがた人物館２
山形県連合小学校長
会

山形教育用品 1998.9 YK281ﾔ2

7 果樹園芸大百科１０　オウトウ 農文協／編 農山漁村文化協会 2000.3 625ｶ ※

8 果樹園芸大要 小林　章／著 養賢堂 1991 625ｺ

9 果樹園芸 志村　勲／編著
全国農業改良普及
協会

1995.2 625ｼ

10 果樹園芸Ⅰ 永沢　勝雄／[著]
東京農業大学社会
通信教育部

[19‐‐] 625ﾅ

11 果実の事典 杉浦　明／編集 朝倉書店 2008.11 R625ｶ ※

12 果樹生産出荷統計　平成11年産
農林水産省統計情報
部／編集

農林統計協会 2001.4 R625ﾉ99 ※

13 木の実・草の実 甘中　照雄／著 保育社 1999.9 657ｶ

14 くだものの花 埴　沙萠／著 岩崎書店 1985.11 625ﾊ

15 くだもの王国 さとうち　藍／文 岩崎書店 1987.8 625ｻ

16 クローズアップ　農業ｉｎ村山
東北農政局山形統計
情報事務所村山出張
所／編

2001.2 Y610ﾄ

17 原色果樹病害虫百科　２ 農文協／編 農山漁村文化協会 2005.9 625.1ｹ2

18
野菜と果物を「安心」して食べる
知恵

徳江　千代子／監修 二見書房 2008.10 626ﾔ

19 ザ・エピソード
山形県企画調整部
地域計画課

1996 Y212ｻﾞ

20
くだものばたけの一年５　さくら
んぼものがたり

ちかみ　じゅんこ／
文

金の星社 1991 K625ﾁ5

21
ひがしね　第５号　市民がつくる
総合誌

東根文学会「ひがし
ね」編集委員会／編
者

北の風出版 2004.3 Y914ﾋ5

22
おいしい食材の見分け方と保存の
コツ　知るほどトクする

東京都青果物商業協
同組合／監修

PHP研究所 2008.2 498.5ｵ

23 新果樹園芸学 杉浦　明／[ほか]著 朝倉書店 1991.3 625ｼ

24 神町のあゆみ
神町小学校八十周年
記念事業実行委員会

神町小学校 1986.7 Y376ｼﾞ

25
青果物生産出荷及び流通統計　平
成１６年

東北農政局山形統計・情報
センター／編集

東北農政局山形統
計・情報センター

2005.9 Y621ｾ16

26
青果物生産出荷及び流通統計　平
成１７年

東北農政局山形統計・情報
センター／編集

東北農政局山形統
計・情報センター

2006.9 Y621ｾ17

27
青果物生産出荷及び流通統計　平
成１８年

東北農政局山形農政
事務所統計部／編集

山形農林統計協会 2007.9 Y621ｾ18

28
地図で学ぶわたしたちの山形県
【平成１４年度】

山形県社会科研究会
／編集
帝国書院編集部／編

帝国書院 2002.3
YK375ﾁ ﾍｲ

ｾｲ14

29
地図で学ぶわたしたちの山形県
【平成１７年度】

山形県社会科研究会
／編集
帝国書院編集部／編

帝国書院 2005.3
YK375ﾁ ﾍｲ

ｾｲ17

30 伝えたいふるさとの１００話
「伝えたいふるさとの１０
０話」選定委員会／監修

地域活性化セン
ター

2004.2 Y281ﾂ

特 定 主 題 文 献 目 録

さくらんぼ
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31 東北地域産業史 岩本　由輝／著 刀水書房 2002.3 Y602.1ｲ

32 どこかの畑の片すみで
山形在来作物研究会
／編

山形大学出版 2007.8 Y615ﾔ

33 東根市史　通史篇下巻 東根市／編さん 東根市 2002.3 Y212.5ﾋ ※

34 東根市史　別巻下
東根市史編さん委員
会／編さん

東根市 2006.3
Y212ﾋ ﾍﾞｯ

ｶﾝ2
※

35 東根ふるさとものがたり　第一集 鈴木　覚瑛 鈴木　覚瑛 1974.8 Y380ｽ1

36 ふるさとに灯をかかげた人々 東根文学会／編 北の風出版 1998.5 Y281ﾋ

37 ふるさとに灯をかかげた人々 2008 Y281ﾌ

38
野菜・果物の生産・加工・輸入・
流通・消費データ集

生活情報センター編
集部／編集

生活情報センター 2005.6 R620.5ﾔ05 ※

39
農林水産業はすてきな仕事2　野
菜や果物をつくる

文研出版 1994.3 K610ﾉ2

40 やまがた２０世紀 山形新聞社／編 山形新聞社 2000.7 Y212ﾔ

41 山形県大百科事典
山形放送山形県大百
科事典事務局／編集

山形放送 1983
Y291ﾔ

Y291.2ﾔ
※

42 山形県大百科事典
山形放送株式会社新
版山形県大百科事典
発行本部事務局／編

山形放送 1993 Y291ﾔ ※

43 山形県勢要覧　平成２６年刊
山形県政策推進部統
計企画課／編

山形県政策推進部
統計企画課

2014.3 Y351ﾔH26

44 山形県勢要覧　平成２７年刊
山形県政策推進部統
計企画課／編

山形県政策推進部
統計企画課

2014.3 Y351ﾔH27

45 山形県勢要覧　平成２８年刊
山形県政策推進部統
計企画課／編

山形県政策推進部
統計企画課

2016.3 Y351ﾔH28

46 山形県統計年鑑　平成１１年
山形県企画調整部統
計調査課／編

山形県企画調整部
統計調査課

2000.3 Y351ﾔH11 ※

47 山形県統計年鑑　平成１２年
山形県企画調整部統
計調査課／編

山形県企画調整部
統計調査課

2002.3 Y351ﾔH12 ※

48 山形県統計年鑑　平成１３年
山形県企画調整部統
計調査課／編

山形県企画調整部
統計調査課

2003.3 Y351ﾔH13 ※

49 山形県統計年鑑　平成１４年
山形県総務部総合政
策室統計企画課／編

山形県総務部総合
政策室統計企画課

2004.3 Y351ﾔH14 ※

50 山形県統計年鑑　平成１５年
山形県総務部総合政
策室統計企画課／編

山形県総務部総合
政策室統計企画課

2005.3 Y351ﾔH15 ※

51 山形県統計年鑑　平成１６年
山形県総務部総合政
策室統計企画課／編

山形県総務部総合
政策室統計企画課

2006.3 Y351ﾔH16 ※

52 山形県統計年鑑　平成１７年
山形県総務部改革推
進室統計企画課／編

山形県総務部改革
推進室統計企画課

2007.3 Y351ﾔH17 ※

53 山形県統計年鑑　平成１８年
山形県総務部改革推
進室統計企画課／編

山形県総務部改革
推進室統計企画課

2008.3 Y351ﾔH18 ※

54 山形県統計年鑑　平成１９年
山形県政策推進部統
計企画課／編

山形県政策推進部
統計企画課

2009.3 Y351ﾔH19 ※

55 山形県統計年鑑　平成２０年
山形県政策推進部統
計企画課／編

山形県政策推進部
統計企画課

2010.3 Y351ﾔH20 ※

56 山形県統計年鑑　平成２１年
山形県政策推進部統
計企画課／編

山形県政策推進部
統計企画課

2011.3 Y351ﾔH21 ※

57 山形県統計年鑑　平成２２年
山形県政策推進部統
計企画課／編

山形県政策推進部
統計企画課

2012.3 Y351ﾔH22 ※

58 山形県統計年鑑　平成２３年
山形県政策推進部統
計企画課／編

山形県政策推進部
統計企画課

2013.3 Y351ﾔH23 ※

59 山形県統計年鑑　平成２４年
山形県政策推進部統
計企画課／編

山形県政策推進部
統計企画課

2014.3 Y351ﾔH24 ※

60 山形県統計年鑑　平成２５年
山形県政策推進部統
計企画課／編

山形県政策推進部
統計企画課

2015.3 Y351ﾔH25 ※
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61 山形県統計年鑑　平成２６年
山形県政策推進部統
計企画課／編

山形県政策推進部
統計企画課

2016.3 Y351ﾔH26 ※

62 山形のうまいもの
山形県農産物マーケ
ティング推進協議会
／編

山形県農産物マーケ
ティング推進協議会

1998 Y602ﾔ

63 山形のうまいもの　改訂版
アサーティブルーム
＆シーエス／編集

おいしい山形推進
機構

2008 Y602ｵ

64
山形農林水産統計年報　平成１０
〜１１年

東北農政局山形農政
事務所／編

山形農林統計協会 1999.12
Y610ﾔH10

～11
※

65
山形農林水産統計年報　平成１３
〜１４年

東北農政局山形農政
事務所／編

山形農林統計協会 2002.12
Y610ﾔH13

～14
※

66
山形農林水産統計年報　平成１５
〜１６年

東北農政局山形統
計・情報センター／
編

山形農林統計協会 2005.1
Y610ﾔH15

～16
※

67
山形農林水産統計年報　平成１７
〜１８年

東北農政局山形農政
事務所／編

山形農林統計協会 2007.3
Y610ﾔH17

～18
※

68
山形農林水産統計年報　平成１８
〜１９年

東北農政局山形農政
事務所／編

山形農林統計協会 2008.3
Y610ﾔH18

～19
※

69
山形農林水産統計年報　平成１９
〜２０年

東北農政局山形農政
事務所／編

山形農林統計協会 2009.3
Y610ﾔH19

～20
※

70
山形農林水産統計年報　平成２０
〜２１年

東北農政局山形農政
事務所／編

山形農林統計協会 2010.3
Y610ﾔH20

～21
※

71
山形農林水産統計年報　平成２１
〜２２年

東北農政局山形農政
事務所／編

山形農林統計協会 2011.3
Y610ﾔH21

～22
※

72
山形農林水産統計年報　平成２２
〜２３年

東北農政局山形農政
事務所／編

山形農林統計協会 2012.3
Y610ﾔH22

～23
※

73
山形農林水産統計年報　平成２３
〜２４年

東北農政局山形農政
事務所／編

山形農林統計協会 2013.4
Y610ﾔH23

～24
※

74
山形農林水産統計年報　平成２４
〜２５年

東北農政局山形農政
事務所／編

山形農林統計協会 2014.4
Y610ﾔH24

～25
※

75
山形農林水産統計年報　平成２５
〜２６年

東北農政局山形農政
事務所／編

山形農林統計協会 2014.4
Y610ﾔH25

～26
※

76 山形県地誌 長井　政太郎／著 中央書院 1973.8 Y291.2ﾅ

77 少年少女やまがた人物風土記１
山形県小中学校校長
会　山形県小中学校
図書館部会／編

山形教育用品 1986.9 YK281.2ﾔ1

78 山形の算数ものがたり
山形県小学校教育研
修会算数部会／編

日本標準 1984.9 YK410ﾔ

79 山形の算数ものがたり　改訂版
山形県小学校教育研
修会算数部会／編

日本標準 1993.9 YK410ﾔ

80 山形の理科ものがたり
山形県小学校教育研
究会理科部会／編

日本標準 1982.9 YK404ﾔ

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90
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1 東根市史　通史篇上巻 東根市／編さん 東根市 1995 Y212.5ﾋ ※

2 東根市史　通史篇下巻 東根市／編さん 東根市 2002 Y212.5ﾋ ※

3 東根市史　別巻上
東根市史編さん委員
会／編さん

東根市 1989
Y212ﾋ ﾍﾞｯ

ｶﾝ2
※

4 東根たばこ史
旧東根たばこ耕作組
合

旧東根たばこ耕作
組合

1997 Y617.5ｷ

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

特 定 主 題 文 献 目 録
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No.11
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No. 書名 著・編者 発行所 出版年 分類記号 備考

1 東根市史　通史篇下巻 東根市／編さん 東根市 2002.3 Y212.5ﾋ ※

2 東根市史　別巻下
東根市史編さん委員
会／編さん

東根市 2006.3
Y212ﾋ ﾍﾞｯ

ｶﾝ2
※

3 東根ふるさとものがたり　第一集 鈴木　覚瑛 鈴木　覚瑛 1974.8 Y380ｽ1

4 東根ふるさとものがたり　第二集 鈴木　覚瑛 鈴木　覚瑛 1980.5 Y380ｽ2

5 東根市の文化財
東根市文化財調査委
員会／編

東根市 1978.3 Y709ﾋ

6 わたしたちの東根市
東根市教育委員会／
編

東根市教育委員会 1997.4 YK375ﾜ

わたしたちの東根市
東根市教育委員会／
編

東根市教育委員会 2004.4 YK376ﾜ

8
ひがしね　第１０号　市民がつく
る総合誌

東根文学会「ひがし
ね」編集委員会／編
者

北の風出版 2006.10 Y914ﾋ10

9 六田のあゆみ 六田の歴史を語る会
六田連合区・六田
の歴史を語る会

1999.1 Y212ﾛ

10 北村山再発見

12 北村山の歴史　４
北村山地域史研究会
／編

北村山地域史研究
会

2002.5 Y212ｷ4

13 北村山の歴史　５
北村山地域史研究会
／編

北村山地域史研究
会

2003.5 Y212ｷ5

13 北村山の味処

14 親子で楽しむ山形の自然たんけん
山形県小学校教育研
究会理科部会／編著

日本標準 1997.9 YK402ｵ

15 山形の理科ものがたり
山形県小学校教育研
究会理科部会／編

日本標準 1982.9 YK404ﾔ

16 山形県の文化財
山形県文化財保護協
会

山形県教育委員会 2002.3 Y709ﾖ ※

17 山形県の歴史　県史６ 横山　昭男／著 山川出版社 1998.12 Y212.5ﾔ ※

18 山形大百科事典
山形放送山形県大百
科事典事務局／編集

山形放送 1983 Y291ﾔ ※

19 山形博物誌 山形新聞社／編 山形新聞社 1978.11 Y380ﾔ1

20 山形博物誌　続 山形新聞社／編 山形新聞社 1979.11 Y380ﾔ2

21 山形県の巨木たち（１６２本）
荒井　栄四郎／著
写真

2009.6 Y653ｱ

22 東北の巨樹・巨木 日野　東／著 無明舎出版 2007.6 Y653.2ﾋ

23
ケヤキ　帝釈峡をゆく　週刊日本
の樹木

学習研究社（学
研）

2004.6 Y653ｹ

24 日本一の巨木図鑑
宮　誠而／写真・解
説

文一総合出版 2013.3 653.2ﾐ

25 日本巨樹名木大事典２ 大空社 2009.10 653.2ﾆ2

26 日本巨樹名木大事典３ 大空社 2009.10 653.2ﾆ3

27

28

29

30

特 定 主 題 文 献 目 録

欅
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東根市図書館 特定主題大分類 事物・事件他 特定主題

No. 書名 著・編者 発行所 出版年 分類記号 備考

1 イバラトミヨ
天童市イバラトミヨ
調査委員会／編

天童市教育委員会 1998.2 Y487ｲ

2 イバラトミヨ　二十周年記念誌
大富　イバラトミヨ
を守る会／編

大富　イバラトミ
ヨを守る会

2000.6 Y487ｲ

3 魚の謎解き事典 佐藤　魚水／著 新人物往来社 1997.10 487.5ｻ

4
絶滅危惧の生きもの観察ガイド
東日本編

川上　洋一／著 東京堂出版 2009.8 482.1ｶ

5 ダンスをする魚のなぜなぜなぜ？ かこ　さとし／作 小峰書店 2000.5 K487.7ｶ

6 トゲウオ
桜井　淳史／文・写
真

偕成社 1984.8 K487.7ｻ

7 トゲウオ、出会いのエソロジー 森　誠一／著 地人書館 2002.11 487.72ﾓ

8 トゲウオのいる川 森　誠一／著 中央公論社 1997.6 487.72ﾓ

9 トゲウオの自然史 後藤　晃／編著
北海道大学図書刊
行会

2003.5 487.72ﾄ

10
ひがしね　第１０号　市民がつく
る総合誌

東根文学会「ひがし
ね」編集委員会／編
者

北の風出版 2006.10 Y914ﾋ10

11 東根ふるさとものがたり １ 鈴木　覚瑛 鈴木　覚瑛 1974.8 Y380ｽ

12 東根ふるさとものがたり ２ 鈴木　覚瑛 鈴木　覚瑛 1980.6 Y381ｽ

13 東根市の文化財
東根市文化財調査委
員会／編

東根市 1978.3 Y709ﾋ

14 親子で楽しむ山形の自然たんけん
山形県小学校教育研
究会理科部会／編著

日本標準 1997.9 YK402ｵ

15 庄内淡水魚探訪記 岡部　夏雄／著 無明舎出版 2000.10 Y487.52ｵ

16 山形の理科ものがたり
山形県小学校教育研
究会理科部会／編

日本標準 1982.9 YK404ﾔ

17 山形大百科事典
山形放送山形県大百
科事典事務局／編集

山形放送 1983 Y291ﾔ ※

18 山形大百科事典
山形放送山形県大百
科事典事務局／編集

山形放送 1993 Y291ﾔ ※

19
山形県の絶滅のおそれのある野生
動物

山形県希少野生生物調
査検討委員会／編集

山形県文化環境部環境政
策推進室環境保護課 2003.3 Y482ﾔ

20 山形県の文化財
山形県文化財保護協
会

山形県教育委員会 2002.3 Y709ﾔ ※

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

イバラトミヨ

特 定 主 題 文 献 目 録
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名

尾花沢市民図書館 特定主題大分類 人物 特定主題

No. 書名 著・編者 発行所 出版年 分類記号 備考

1 悪党芭蕉 嵐山  光三郎∥著 新潮社 2006 Ｙ911.3マ

2
朝日旅の百科  おくのほそ道　越
路南行

朝日新聞社∥編 朝日新聞社 1985 Y915.5マ

3
朝日旅の百科  おくのほそ道　陸
奥北行

朝日新聞社∥編 朝日新聞社 1985 Y915.5マ

4 あやめ草　『おくのほそ道』小観 中野  拓∥著 日本図書刊行会 1994 Y915.5マ

5
池田満寿夫おくのほそ道・みちの
く紀行

池田  満寿夫∥著 日本放送出版協会 1989 Y915.5マ

6 石に刻まれた芭蕉 弘中  孝 智書房 2004 Ｙ911.3ヒ

7 異端の俳諧師芭蕉の芸境 富山  奏∥著 和泉書院 1991 Ｙ911.3マ

8 一茶と良寛と芭蕉　新版 相馬  御風∥著 恒文社 1997 Y911.3ソ

9 命ふたつ 加藤  淳子∥著 鹿友館 1990 Ｙ911.3マ

10 茨城の芭蕉句碑 後藤  ふで∥著 筑波書林 1981 Ｙ911.3マ

11 異聞おくのほそ道 童門  冬二∥著 集英社 2000 Y915.5マ

12 越後路の芭蕉ズームイン 大星  哲夫∥著 考古堂書店 1989 Y915.5マ

13 越佐芭蕉句碑を訪ねて 村山  砂田男∥著 新潟日報事業社 2001 Ｙ911.3マ

14 江戸三大俳人芭蕉・蕪村・一茶 新人物往来社 1996 Ｙ911.3エ

15
江戸の女俳諧師「奥の細道」を行
く

金森  敦子∥著 晶文社 1998 Ｙ911.3シ

16 潁原退蔵著作集　第9巻　芭蕉1 潁原  退蔵∥著 中央公論社 1979 Y910.2エ ◎

17 潁原退蔵著作集　第10巻　芭蕉2 潁原  退蔵∥著 中央公論社 1979 Y910.2エ ◎

18 潁原退蔵著作集　第11巻　芭蕉3 潁原  退蔵∥著 中央公論社 1979 Y910.2エ ◎

19
潁原退蔵著作集　第12巻　芭蕉と
門人

潁原  退蔵∥著 中央公論社 1979 Y910.2エ ◎

20 奥の細道古註集成　１ 西村  真砂子∥編 笠間書院 2001 Y915.5マ

21 奥の細道古註集成　２ 西村  真砂子∥編 笠間書院 2001 Y915.5マ

22 奥州路の芭蕉 奥山誉男∥著 不識書院 1991 Ｙ911.3オ

23 おくのほそ道全講 松尾  靖秋∥著 加藤中道館 1974 Y911.3マ ◎

24 近江路の芭蕉 山村  金三郎∥著 東京四季出版 1990 Ｙ911.3マ

25 淡海の芭蕉句碑　上 乾  憲雄∥著
サンライズ印刷出
版部

1994 Ｙ911.3マ

26 淡海の芭蕉句碑　下 乾  憲雄∥著
サンライズ印刷出
版部

1994 Ｙ911.3マ

27 大石田町「おくのほそ道」紀行
石田町「おくのほそ道」紀
行３００年記念

大石田町「おくの
ほそ道」紀行

1992 Ｙ911.3オ

28 大阪の芭蕉俳蹟 三善  貞司∥著 松籟社 1991 Ｙ911.3マ

29 大津と芭蕉 〔富山  奏∥著〕 大津市役所 1991 Ｙ911.3マ

30 岡田利兵衛著作集　１ 岡田  利兵衛∥著 八木書店 1997 Ｙ911.3オ

特 定 主 題 文 献 目 録

松尾　芭蕉
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31
沖津信也画集　油絵で描く  おく
のほそ道

沖津  信也∥著 沖津  信也 2012 Y723.1オ

32
奥のおくの細道　田１枚植えて立
去る芭蕉哉

配山  実∥著 ダブリュネット 2000 Y915.5マ

33 奥の細道　全釈 松尾  靖秋／著 中道館 1968 Ｙ911.3マ

34 おくのほそ道 松尾  靖秋∥編 桜楓社 1976 Y915.5マ

35 おくのほそ道
板坂  元∥校注  現
代語訳

講談社 1978 Y915.5マ

36 奥の細道  歌仙の評釈 加藤  文三∥著 地歴社 1978 Y915.5マ ◎

37 奥の細道　カメラ紀行 大竹  新助∥著 保育社 1979 Ｙ291.2オ

38 おくのほそ道 潁原  退蔵∥訳注 角川書店 1979 Y915.5マ

39 おくのほそ道 萩原  恭男∥校注 岩波書店 1979 Y915.5マ

40 おくのほそ道 森川  昭∥訳  注 創英社 1981 Y915.5マ

41
おくのほそ道　付  曽良旅日記
奥細道菅菰抄

萩原  恭男∥校注 岩波書店 1982 Y915.5マ

42
おくのほそ道　野ざらし紀行・幻
住庵記

吉江久弥∥編 勉誠社 1982 Y915.5マ

43 おくのほそ道 安東  次男∥著 岩波書店 1983 Y915.5マ

44 奥の細道 赤塚  不二夫∥著 学研 1984 Ｙ915ア

45 おくのほそ道　芭蕉紀行集  ３
弥吉  菅一∥〔ほ
か〕著

明玄書房 1986 Y915.5マ

46 奥の細道　　続『右脳俳句』 品川  嘉也∥著 ダイヤモンド社 1986 Y915.5マ

47 おくのほそ道 宮田  雅之∥著 中央公論社 1987 Ｙ726.9ミ ◎

48 奥の細道　見ながら読む芭蕉の旅 学研 1987 Y915.5マ

49 おくのほそ通　俳句の絵本 中村  まさあき∥絵 岩崎書店 1987 ＹＥナ

50 奥の細道 早坂  忠雄／著 大仁堂印刷所 1988 Ｙ911.3ハ

51 奥の細道 麻生  磯次∥訳注 旺文社 1988 Y915.5マ

52 奥の細道　影印 上野  洋三∥編 和泉書院 1988 Y915.5マ

53 おくのほそ道　宮嶋康彦写真集 宮嶋  康彦∥写真 偕成社 1989 Ｙ748ミ

54 奥の細道 山本  健吉∥著 講談社 1989 Ｙ911.3マ

55 おくのほそ道 井上  豊∥著 古川書房 1989 Y915.5マ

56 おくのほそ道 田辺  聖子∥〔著〕 講談社 1989 Y915.5マ

57 奥の細道　　心と足で辿る 古田  紹欽∥著 柏書房 1990 Y915.5マ

58
奥の細道　心のふるさとをもとめ
て日本発見27

坪田  五雄／編 暁教育図書 1991 Y915.5ツ

59 おくのほそ道 くもん出版 1991 Ｙ91オ

60
奥の細道　Ａ  ｈａｉｋｕ  ｊｏ
ｕｒｎｅｙ

ドロシー  ブリトン
∥訳

講談社インターナ
ショナル

1995 Y915.5マ
英文
◎
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61 おくのほそ道 安東  次男∥著 岩波書店 1996 Y915.5マ

62 おくのほそ道
ドナルド  キーン∥
訳

講談社インターナ
ショナル

1996 Y915.5マ

63 おくのほそ道　永遠の文学空間 堀切  実∥〔著〕 日本放送出版協会 1997 Y915.5マ

64
奥の細道　古人の心を探る幻想の
旅

学研 1998 Y915.5マ

65 おくのほそ道　新装版
柳川  創造∥シナリ
オ

学校図書 1998 Y915マ

66 おくのほそ道
山形県教育委員会／
編

山形県教育委員会 2001 Ｙ212.5ヤ

67
奥の細道　Ａ  ｈａｉｋｕ  ｊｏ
ｕｒｎｅｙ

ドロシー  ブリトン
∥訳

講談社インターナ
ショナル

2002 Y915.5マ 英文

68 おくのほそ道 関屋　淳子∥文 ピエ・ブックス 2010 Y915.5マ

69 奥の細道　現代語訳・鑑賞 山本　健吉∥著 飯塚書店 2010 Y915.5マ

70 奥の細道行脚 横山  邦治∥著 渓水社 1997 Y915.5マ

71
奥の細道行脚　『曾良日記』を読
む

桜井  武次郎∥著 岩波書店 2006 Y915.5カ

72 奥の細道温泉紀行 嵐山  光三郎∥著 平凡社 1999 Y915.5マ

73 奥の細道隠密行 小島  剛夕∥画 学研 1995 Ｙ726.1コ

74
『おくのほそ道』解釈事典　諸説
一覧

堀切  実∥〔著〕 東京堂出版 2003 Y915.5マ

75 奥の細道が面白いほどわかる本 土屋  博映∥著 中経出版 2003 Y915.5マ

76 奥のほそみち画冊 小杉  放庵∥著 竜星閣 1962 Y915.5コ

77 「奥の細道歌仙」評釈 橋  間石∥〔著〕 沖積舎 1996 Ｙ911.3ハ

78 奥の細道吟行 加藤  楸邨∥著 平凡社 1999 Y915.5マ

79 おくの細道　河西本 村松  友次／著 笠間書院 1974 Ｙ911.3ム ◎

80 おくのほそ道行 森本  哲郎∥著 平凡社 1984 Y915.5マ

81 奥の細道殺人事件 斎藤  栄∥著 徳間書店 1999 Y913.6サ

82
おくのほそ道三百年　曽良の旅日
記

河北新報社編集局∥
編集

河北新報社 1989 Y915.5マ

83 奥の細道三百年を走る 菅野  拓也∥著 丸善 2000 Y915.5マ

84 「おくのほそ道」私紀行 内海  泰∥著 国書刊行会 1998 Y915.5マ

85 『おくのほそ道』時空間の夢 堀切  実∥著 角川学芸出版 2008 Y915.5マ

86 おくのほそ道新解釈 斎藤  義光∥著 有精堂出版 1981 Y915.5マ

87 おくのほそ道人物紀行 杉本  苑子∥著 文芸春秋 2005 Y915.5マ

88 おくのほそ道図譜 朝日新聞社∥編 朝日新聞社 1989 Y915.5マ

89 おくのほそ道（全） 野崎  典子∥著 中道館 1988 Ｙ817.5ノ

90 おくのほそ道（全） 角川書店∥編 角川書店 2001 Y915.5マ
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91 『おくのほそ道』前後 金沢  規雄∥著 おうふう 1995 Ｙ911.3カ

92 「おくのほそ道」全行程を往く 石堂  秀夫∥著 三一書房 1994 Y915.5マ

93 おくのほそ道大全 楠元  六男∥編 笠間書院 2009 Y915.5マ

94 『おくのほそ道』出羽路の旅 梅津  保一∥著 東北出版企画 2005 Y915.5マ

95 「おくのほそ道」出羽路の芭蕉 梅津  保一∥著 大石田町 1989 Ｙ911.3ウ

96
奥の細道伝説紀行　俳人の目吟行
の目旅する目

峰尾  北兎∥著 博友社 1990 Y915.5マ

97 奥の細道と外国の太い道 長田  喜八郎∥著 日本図書刊行会 1993 Y915.5マ

98 『おくのほそ道』と古典教育 堀切  実∥編 学文社 1998 Y911.5オ

99 「おくのほそ道」とその周辺 金沢  規雄∥著 法政大学出版局 1964 Y915.5マ

100 奥の細道とみちのく文学の旅
金沢  規雄∥〔ほ
か〕編

里文出版 1989 Y915.5マ

101 「奥の細道」謎の同行者 石堂  秀夫∥著 同文書院 1994 Y915.5マ

102 奥の細道 なぞふしぎ旅 (上) 山本鉱太郎∥著 新人物往来社 1996 Ｙ911.3ヤ

103 奥の細道 なぞふしぎ旅 (下) 山本鉱太郎∥著 新人物往来社 1996 Ｙ911.3ヤ

104
おくのほそ道日本海紀行　象潟か
ら市振へ

村山  砂田男∥著
新潟日報事業社出
版部

1989 Y915.5マ

105 「おくのほそ道」入門 平井  照敏∥著 永田書房 1988 Y915.5マ

106 おくのほそ道 久富  哲雄∥全訳注 講談社 1980 Y915.5ヒ

107 おくのほそ道 尾形  仂∥訳注 角川書店 2001 Y915.5マ

108 「おくのほそ道」の虚構と真実 竹下  数馬∥著 ＰＨＰ研究所 1986 Y915.5タ

109 奥の細道の研究 金子  義夫∥著 桜楓社 1973 Y915.5カ

110 奥の細道の研究 桜井  武次郎∥著 和泉書院 2002 Y915.5マ

111
おくのほそみち　「古典への旅」
－松尾芭蕉

山本一彦∥編
ブレイク・アート
社

1987 Y915.5マ ◎

112 おくのほそ道の世界 横井  博∥文 大日本図書 1990 Y915マ

113 『おくのほそ道』の想像力 村松  友次∥著 笠間書院 2001 Y915.5マ

114
奥の細道の旅　芭蕉漂泊の跡をゆ
く

講談社∥編 講談社∥編 1989 Y915.5マ

115 『奥の細道』の旅 古前  礼三／編 日本交通公社 1979 Y915.5マ

116
奥の細道の旅ハンドブック　芭蕉
とともに歩く

久富  哲雄∥著 三省堂 1994 Y915.5マ

117 おくのほそ道探訪事典　完全版 工藤　寛正∥著 東京堂出版 2011 Y915.5マ

118 奥の細道の踏査研究 江口  孝夫∥著 武蔵野書院 1998 Y915.5マ

119
「奥の細道」の謎　芭蕉と戸田家
の人脈

戸田  徹∥著 中央大学出版部 2005 Y915.5マ

120 奥の細道の謎を読む 中名生  正昭∥著 南雲堂 1998 Y915.5マ
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松尾　芭蕉

121 奥の細道ノート 荻原  井泉水∥著 新潮社 1979 Y915.5マ

122 おくのほそ道の旅 萩原  恭男∥著 岩波書店 2002 Y915.5マ

123 おくのほそ道評釈 尾形  仂∥著 角川書店 2001 Y915.5マ

124 『おくのほそ道』の美をたどる 松隈  義勇∥著 桜楓社 1990 Y915.5マ

125 『おくのほそ道』の本文研究 藤原  マリ子∥著 新典社 2001 Y915.5マ

126 「奥の細道」物語 岡本  勝∥著 東京堂出版 1998 Y915.5マ

127 奥の細道を歩く
井本  農一∥〔ほ
か〕著

新潮社 1989 Y915.5マ

128 「奥の細道」を歩く 山と渓谷社 1999 Y915.5マ

129 「奥の細道」を歩く　改訂第２版 山と渓谷社 2002 Y915.5マ

130 「おくのほそ道」を語る 尾形  仂∥著 角川書店 1997 Y915.5マ

131 奥の細道を旅する
日本交通公社出版
事業局

1996 Y915.5マ

132 「奥の細道」を旅する 一個人編集部∥編 ベストセラーズ 2011 Y915.5マ

133
おくのほそ道を歩こう　NHK趣味
悠々

堀切  実∥テキスト
監修

日本放送出版協会 2007 Y915.5マ

134
奥の細道をゆく　２１人の旅人が
たどる芭蕉の足跡

ＮＨＫ「奥の細道を
ゆく」取材班∥編

ＫＴＣ中央出版 2001 Y915.5マ

135 奥の細道俳句でてくてく 路上観察学会∥著 太田出版 2002 Y915.5マ

136 奥の細道　芭蕉が見た風景 富田  文雄∥写真 学研 2003 Y915.5マ

137
『おくのほそ道』芭蕉の足跡を訪
ねて

センプラン／編 東北建設協会 1996 Ｙ911.3セ

138
奥の細道・芭蕉を解く　その心匠
と空間の謎

安原  盛彦∥著 鹿島出版会 2006 Ｙ911.3マ

139 おくのほそ道花語り 轡田  隆史∥著 小学館 2002 Y915.5マ

140 奥の細道評釈 志田  延義∥著 武蔵野書院 1979 Y915.5シ

141
奥の細道餘情　出羽路の芭蕉と句
碑

結城  健三／著 金雀枝短歌会 1989 Y911.32ユ

142
「おくのほそ道」裏譚（リター
ン）

榎本バソン了壱∥著 新風舎 2002 Ｙ807.9エ

143 奥の細道輪行記 紫闇  陀若∥著 日本図書刊行会 1994 Y915.5マ

144 おくのほそ道論考 久富  哲雄∥著 笠間書院 2000 Y915.5マ

145
「奥の細道」を歩く　日光・奥州
路

山本  偦∥著 柏書房 1982 Y915.5マ

146 奥の細道を歩く 沢木  欣一∥編 東京新聞出版局 1990 Y915.5マ

147 奥の細道を歩く 中山  惣次∥著
ＭＢＣ２１横浜支
局・まつ出版

1997 Ｙ291.0ナ

148 おくのほそ道を歩く　１平泉 田口  惠司 角川書店 2003 Y291.0オ 雑誌

149 おくのほそ道を歩く　２日光 田口  惠司 角川書店 2003 Y291.0オ 雑誌

150 おくのほそ道を歩く　３松島 田口  惠司 角川書店 2003 Y291.0オ 雑誌
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松尾　芭蕉

151 おくのほそ道を歩く　４金沢 田口  惠司 角川書店 2003 Y291.0オ 雑誌

152 おくのほそ道を歩く　５江戸深川 田口  惠司 角川書店 2003 Y291.0オ 雑誌

153
おくのほそ道を歩く　　　６千
住・草加

田口  惠司 角川書店 2003 Y291.0オ 雑誌

154 おくのほそ道を歩く　７栃木古河 田口  惠司 角川書店 2003 Y291.0オ 雑誌

155 おくのほそ道を歩く　８仙台 田口  惠司 角川書店 2003 Y291.0オ 雑誌

156 おくのほそ道を歩く　９塩竈 田口  惠司 角川書店 2003 Y291.0オ 雑誌

157 おくのほそ道を歩く １０立石寺 田口  惠司 角川書店 2003 Y291.0オ 雑誌

158
おくのほそ道を歩く １１瑞巌
寺・立石寺

田口  惠司 角川書店 2003 Y291.0オ 雑誌

159
おくのほそ道を歩く １２白河の
関

田口  惠司 角川書店 2003 Y291.0オ 雑誌

160 おくのほそ道を歩く １３最上川 田口  惠司 角川書店 2003 Y291.0オ 雑誌

161
おくのほそ道を歩く １４須賀
川・二本松

田口  惠司 角川書店 2003 Y291.0オ 雑誌

162
おくのほそ道を歩く １５酒田・
鶴岡

田口  惠司 角川書店 2003 Y291.0オ 雑誌

163 おくのほそ道を歩く １６象潟 田口  惠司 角川書店 2003 Y291.0オ 雑誌

164 おくのほそ道を歩く １７羽黒山 田口  惠司 角川書店 2003 Y291.0オ 雑誌

165
おくのほそ道を歩く １８月山・
湯殿山

田口  惠司 角川書店 2003 Y291.0オ 雑誌

166
おくのほそ道を歩く １９飯坂温
泉

田口  惠司 角川書店 2003 Y291.0オ 雑誌

167 おくのほそ道を歩く ２０越中路 田口  惠司 角川書店 2003 Y291.0オ 雑誌

168 おくのほそ道を歩く ２１鳴子 田口  惠司 角川書店 2003 Y291.0オ 雑誌

169 おくのほそ道を歩く ２２那須野 田口  惠司 角川書店 2003 Y291.0オ 雑誌

170
おくのほそ道を歩く ２３山中温
泉

田口  惠司 角川書店 2003 Y291.0オ 雑誌

171 おくのほそ道を歩く ２４越後路 田口  惠司 角川書店 2003 Y291.0オ 雑誌

172 おくのほそ道を歩く ２５親不知 田口  惠司 角川書店 2003 Y291.0オ 雑誌

173 おくのほそ道を歩く ２６那谷寺 田口  惠司 角川書店 2003 Y291.0オ 雑誌

174 おくのほそ道を歩く ２７永平寺 田口  惠司 角川書店 2003 Y291.0オ 雑誌

175 おくのほそ道を歩く ２８福井 田口  惠司 角川書店 2003 Y291.0オ 雑誌

176 おくのほそ道を歩く ２９敦賀 田口  惠司 角川書店 2003 Y291.0オ 雑誌

177 おくのほそ道を歩く ３０大垣 田口  惠司 角川書店 2003 Y291.0オ 雑誌

178 奥の細道を歩く 関屋  淳子∥監修
ＪＴＢパブリッシ
ング

2009 Y915.5マ

179 おくのほそ道を歩く　山形・秋田 田口　惠子∥著 歴史春秋出版 2013 Y915.5マ

180 「奥の細道」を歩く事典 久富  哲雄∥著 三省堂 1987 Y915.5マ
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松尾　芭蕉

181
おくのほそ道」を行く深川～大垣
鑑賞ポイント５５の徹底紀行

朝日新聞社∥編 朝日新聞社 1989 Y915.5マ

182
「奥の細道」を１０倍楽しむ５０
の謎

北嶋  広敏∥著 明治書院 2009 Y915.5マ

183 『おくのほそ道』をたずねて 金沢  規雄∥著 宝文堂出版販売 1973 Y915.5マ

184 「おくのほそ道」をたずねて 梅津  保一∥著 最上川文化研究会 1991 Ｙ911.3ウ ◎

185 おくのほそ道を尋ねゆく 石黒  克彦∥著 文芸社 2005 Y915.5マ

186 「おくのほそ道」を旅しよう 田辺  聖子∥〔著〕 講談社 1997 Y915.5マ

187 奥の細道を行く 読売新聞社∥編 読売新聞社 1989 Y915.5マ

188 おくのほそ道を往く 小島  英男∥著 あさを社 1993 Y915.5マ

189 「おくのほそ道」をゆく 黒田  杏子∥文 小学館 1997 Y915.5マ

190 奥の細道を読む 山本  健吉∥著 河出書房新社 1989 Y915.5マ

191
『おくのほそ道』をよむ　クラ
シックスと現代

堀切  実∥〔著〕 岩波書店 1993 Y915.5マ

192 『おくのほそ道』を読む 平井  照敏∥〔著〕 講談社 1995 Y915.5マ

193 奥の細道を読もう 藤井  圀彦∥編著 さ・え・ら書房 1993 Y915マ

194 野ざらし紀行評釈 尾形  仂∥著 角川書店 1998 Y915.5マ

195 尾花沢市史　上巻
尾花沢市史編纂委員
会∥編纂

尾花沢市 2005 Y212.5オ

196 尾花沢の俳人  鈴木清風 星川  茂彦∥著
尾花沢市地域文化
振興会

1986 Y090ホ

197 尾花沢の歴史と文化　第１号
尾花沢市地域文化振
興会∥編

尾花沢市地域文化
振興会

1985 Y090オ

198 尾花沢の歴史と文化　第２号
尾花沢市地域文化振
興会∥編

尾花沢市地域文化
振興会

1986 Y090オ

199 尾花沢の歴史と文化　第３号
尾花沢市地域文化振
興会∥編

尾花沢市地域文化
振興会

1987 Y090オ

200 尾花沢風土記 尾花沢市史編纂／編 尾花沢市史編纂 1980 Y212.5オ

201 尾花沢歴史解説シート
尾花沢市教育委員会
社会教育課∥編

尾花沢市教育委員
会  社会教育課

2015 Y212.5オ

202
思いっきり山形んだんだ弁！おぐ
のほそ道（みづ）

大類  孝子∥訳 彩流社 2008 Y915.5マ

203 ガイドブックおくのほそ道 和順  高雄∥文 偕成社 1994 Y915.5マ

204 蛙はなぜ古池に飛びこんだか 李  御寧∥著 学生社 1993 Y911.3イ

205 柿衛清賞　第２集 柿衛文庫∥編集 柿衛文庫 1985 Ｙ911.3オ ◎

206 上方の文化
大阪女子大学国文学
研究室∥編

和泉書院 1990 Ｙ911.3マ

207 紙芝居おくのほそ道 上田  修∥詩 宝文館出版 1996 Y911.5ウ

208 観光文化と「奥の細道」 外山  滋比古∥編 誠文堂新光社 1986 Ｙ689.2カ

209 其角と芭蕉と 今泉  準一∥著 春秋社 1996 Ｙ911.3エ

210 錦江『奥細道通解』の研究 三木  慰子∥著 和泉書院 1999 Y915.5バ ◎
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松尾　芭蕉

211 近代日本画にみる奥の細道 山形美術館／編 山形美術館 1998 724.1ヤ

212 句碑を訪ねて歩くおくのほそ道 小野  圭一朗∥編 朝日新聞社 2003 Y915.5マ

213
黒羽の『おくのほそ道』芭蕉が往
く

蓮実  彊∥著 下野新聞社 1989 Y915.5マ

214 現代語訳  日本の古典　奥の細道 富士  正晴∥訳 学研 1979 918ゲ

215
現代語訳 日本の古典15　奥の細
道

富士  正晴∥訳 学研 1979 Y918ゲ

216
現代俳句にいきる芭蕉　虚子・波
郷から兜太・重信まで

堀切  実∥〔著〕 ぺりかん社 2015 Y915.5マ

217 元禄版おくのほそ道 雲英  末雄∥編 勉誠社 1980 Y915.5マ ◎

218 鼇頭奥之細道　　影印版 村松  友次∥編 笠間書院 1983 Y915.5マ

219 校本おくのほそ道 西村  真砂子∥編著 福武書店 1981 Y915.5マ ◎

220 校本芭蕉全集　第1巻　発句篇上 阿部  喜三男∥校注 富士見書房 1988 Y911.3マ ◎

221 校本芭蕉全集　第2巻　発句篇下 荻野  清∥校注 富士見書房 1988 Y911.3マ ◎

222 校本芭蕉全集　第3巻　連句篇上
大谷  篤蔵∥〔ほ
か〕校注

富士見書房 1989 Y911.3マ ◎

223 校本芭蕉全集　第4巻　連句篇中 宮本  三郎∥校注 富士見書房 1989 Y911.3マ ◎

224 校本芭蕉全集　第5巻　連句篇下
中村  俊定∥〔ほ
か〕校注

富士見書房 1989 Y911.3マ ◎

225
校本芭蕉全集　第6巻　紀行・日
記篇  俳文篇

井本  農一∥〔ほ
か〕校注

富士見書房 1989 Y911.3マ ◎

226 校本芭蕉全集　第7巻　俳論篇
宮本  三郎∥〔ほ
か〕校注

富士見書房 1989 Y911.3マ ◎

227 校本芭蕉全集　第8巻　書翰篇 荻野  清∥校注 富士見書房 1989 Y911.3マ ◎

228
校本芭蕉全集　第9巻　評伝・年
譜・芭蕉遺語集

井本  農一∥〔ほ
か〕著

富士見書房 1989 Y911.3マ ◎

229
校本芭蕉全集　第10巻　俳書解
題・綜合索引

島居  清∥編 富士見書房 1990 Y911.3マ ◎

230 校本芭蕉全集　別巻　補遺篇 井本  農一∥編 富士見書房 1991 Y911.3マ ◎

231 古句をたのしむ 小島  康見∥著 おうふう 1999 Ｙ911.3コ

232 古典俳文学大系６・蕉門俳諧集１
阿部  喜三男∥〔ほ
か〕校注

集英社 1976 Ｙ911.3コ ◎

233 古典俳文学大系７・蕉門俳諧集２ 宮本  三郎∥校注 集英社 1976 Ｙ911.3コ ◎

234 古道紀行  奥の細道 小山  和∥著 保育社 1994 Y915.5マ

235 今昔「奥の細道」 井上  富夫∥著 文芸社 2003 Y915.5マ

236
西鶴・芭蕉・近松　近世文学の生
成空間

森  修∥著 和泉選書 1992 Ｙ910.2モ

237
西鶴・芭蕉・近松　近世文学の表
現と語法

森  修∥著 和泉選書 1992 Ｙ910.2モ

238 西行・世阿弥・芭蕉 立石  巌∥著 世界聖典刊行協会 1991 Ｙ910.2タ

239 西行・芭蕉の詩学 伊藤  博之∥著 大修館書店 2000 Ｙ911.1サ

240 酒田市立光丘文庫俳書解題
国文学研究資料館∥
編

明治書院 1983 Ｙ911.3サ
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松尾　芭蕉

241
作者は誰か『奥の細道』江戸俳壇
の影

藤本  泉∥著
パンリサーチイン
スティテュート

1986 Y915.5マ

242 讃おくのほそ道　　巻之１ 森田  純∥画刻 文秀堂 1988 Ｙ733モ ◎

243 讃おくのほそ道　　巻之２ 森田  純∥画刻 文秀堂 1988 Ｙ733モ ◎

244 讃おくのほそ道　　巻之３ 森田  純∥画刻 文秀堂 1988 Ｙ733モ ◎

245 讃おくのほそ道　　巻之４ 森田  純∥画刻 文秀堂 1988 Ｙ733モ ◎

246 下野のおくのほそ道を歩く 蓮実  淳夫∥著 随想舎 2000 Y915.5マ

247 写録奥の細道
田中  誠也∥著  撮
影

Ｂｅｅ  ｂｏｏｋ
ｓ

1995 Ｙ291.0タ

248
蕉翁遺芳　芭蕉翁生誕三百年記念
展観図集

「蕉翁遺芳」編集委
員会∥編

同朋舎 1979 Y728.2マ ※

249 貞享期芭蕉論考 井上  敏幸∥著 臨川書店 1992 Y911.3マ ◎

250 詳考奥の細道　　増訂版 阿部  喜三男∥著 日栄社 1979 Y915.5マ ◎

251 小説奥の細道 井ノ部  康之∥著 読売新聞社 1997 Y913.6イ

252 小説松尾芭蕉 中津  攸子∥著 新人物往来社 1991 Y913.6ナ

253 庄内の芭蕉 畠山  弘∥著 阿部久書店 1982 Ｙ911.3マ ◎

254
少年少女古典文学館26　おくのほ
そ道ほか

高橋  治∥著 講談社 1994 91シ

255 少年少女人物の歴史19　松尾芭蕉
小井戸繁と学習まん
が集団

小学館 1986 Ｙ28シ

256 蕉風の終着駅　　増訂版 杉崎  重遠∥著 桜楓社 1976 Ｙ911.3マ

257 蕉風論考 石川  真弘∥著 和泉書院 1990 Ｙ911.3マ

258 蕉門俳諧論考 山下  登喜子∥著 笠間書院 1989 Ｙ911.3マ

259 小学館版学習まんが松尾芭蕉 芭蕉翁顕彰会∥編 小学館 1989 Ｙ28シ

260 書道奥の細道 弓削  悟∥解説 金園社 1984 Ｙ728ナ ◎

261 新奥の細道　東北自然歩道マップ 山形県／編 山形県 1997 Ｙ291.0ヤ

262 新・おくのほそ道
俵  万智・立松　和
平∥著

河出書房新社 2001 Y915.5マ

263 新奥の細道 宮尾  しげを∥著 かのう書房 1984 Ｙ380.8ミ

264 新・奥の細道を読もう 藤井  圀彦∥編著 さ・え・ら書房 1997 Y91マ

265 新日本古典文学大系70芭蕉七部集 白石  悌三∥校注 岩波書店 1990 Y918シ

266 新注絵入奥の細道　曽良本 上野  洋三∥編 和泉書院 1988 Y915.5マ

267 新芭蕉講座　第１巻　発句篇　上
潁原  退蔵∥〔ほ
か〕著

三省堂 1995 Y911.3マ

268 新芭蕉講座　第２巻　発句篇　中
潁原  退蔵∥〔ほ
か〕著

三省堂 1995 Y911.3マ

269 新芭蕉講座　第３巻　発句篇　下
潁原  退蔵∥〔ほ
か〕著

三省堂 1995 Y911.3マ

270 新芭蕉講座　第４巻　連句篇　上
潁原  退蔵∥２１０
１４５０７６１著

三省堂 1995 Y911.3マ
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松尾　芭蕉

271 新芭蕉講座　第５巻　連句篇　下 樋口  功∥著 三省堂 1995 Y911.3マ

272 新芭蕉講座　第６巻　俳論篇 小宮  豊隆∥著 三省堂 1995 Y911.3マ

273 新芭蕉講座　第７巻　書簡篇 今  栄蔵∥著 三省堂 1995 Y911.3マ

274 新芭蕉講座　第８巻　紀行文篇
小宮  豊隆∥〔ほ
か〕著

三省堂 1995 Y911.3マ

275 新芭蕉講座　第９巻　俳文篇
石田  元季∥〔ほ
か〕著

三省堂 1995 Y911.3マ

276 新芭蕉伝百代の過客 坪内  稔典∥著 本阿弥書店 1995 Y915.5マ

277 人物日本の歴史12　　元禄の時代
奈良本  辰也∥〔ほ
か著〕

小学館 1975 281ジ

278 新編俳句の解釈と鑑賞事典 尾形  仂∥編 笠間書院 2000 R911.3シ ◎

279 新編芭蕉大成 尾形  仂∥編者代表 三省堂 1999 Y911.3マ ◎

280 菅野矢一展　続奥の細道 菅野  矢一∥著 菅野  矢一 1989 Ｙ724.3ス

281 鈴木清風と尾花沢 鈴木  正一郎∥著 鈴木  正一郎 2007 Y090ス ◎

282 図説江戸の芭蕉を歩く 工藤  寛正∥著 河出書房新社 2004 Ｙ911.3マ

283 図説おくのほそ道
山本  健吉∥現代語
訳

河出書房新社 1989 Y915.5マ

284 図説おくのほそ道　　新装版
山本  健吉∥現代語
訳

河出書房新社 2000 Y915.5マ

285 図説出羽路の芭蕉　改訂版 山寺  豊／著 立石寺 1983 Ｙ911.3マ ◎

286 図説日本の古典　14
白石  悌三∥〔ほ
か〕編集

集英社 1988 Ｙ910.2ズ ◎

287 図説日本の古典　14　新装版
白石  悌三∥〔ほ
か〕編集

集英社 1988 Ｙ910.2ズ

288 すらすら読める奥の細道 立松  和平∥著 講談社 2004 Y915.5マ

289 清風とその遺著 星川  茂彦／著
尾花沢市史編纂委
員会

1962 Ｙ911.3ホ

290 世界の伝記　43 福田  清人∥著 ぎょうせい 1995 Ｙ280セ

291 総合芭蕉事典
尾形  仂∥〔ほか〕
編集

雄山閣 1982 R911.3マ ◎

292
続「奥の細道」を歩く　出羽・
越・北陸路

山本  偦∥著 柏書房 1982 Y915.5マ

293 その鑑賞と批評　新装版 山本  健吉∥著 飯塚書店 2006 Ｙ911.3マ

294 その人生と芸術 井本  農一∥著 講談社 1968 Ｙ911.3マ

295 曽良本おくのほそ道　解釈と鑑賞 花輪  茂道∥著 笠間書院 1993 Y915.5マ

296 曽良本『おくのほそ道』の研究 村松  友次∥著 笠間書院 1994 Y915.5マ

297 太陽　１月号　おくのほそ道紀行 田中  光則／編 平凡社 1989 Y915.5タ

298 対話の文芸芭蕉連句鑑賞 村松  友次∥著 大修館書店 2004 Ｙ911.3マ

299 高橋治のおくのほそ道ほか 高橋  治∥著 講談社 2001 Ｙ911.3タ

300
竹西寛子の松尾芭蕉集・与謝蕪村
集

竹西  寛子∥著 集英社 1987 Ｙ911.3マ
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松尾　芭蕉

301
竹西寛子の松尾芭蕉集・与謝蕪村
集

竹西  寛子∥著 集英社 1994 Ｙ911.3マ

302 たぬきのおくのほそ道紀行 堤  けんじ∥著 堤  けんじ 2006 Y915.5マ

303
旅あるき「奥の細道」を読む　奥
州路

麻生  磯次∥著 明治書院 2003 Y915.5マ

304
旅あるき「奥の細道」を読む　出
羽路

麻生  磯次∥著 明治書院 2003 Y915.5マ

305
旅あるき「奥の細道」を読む　日
光路

麻生  磯次∥著 明治書院 2003 Y915.5マ

306
旅あるき「奥の細道」を読む　北
陸路

麻生  磯次∥著 明治書院 2003 Y915.5マ

307 旅の詩人芭蕉 中谷  孝雄∥著 永田書房 1989 Ｙ911.3マ

308 旅の人芭蕉ものがたり 楠木  しげお∥作 教育出版センター 1989 Y91マ

309 食べる芭蕉 北嶋  広敏∥著 太陽企画出版 1996 Ｙ911.3マ

310
地図とあらすじで読むおくのほそ
道　図説

萩原  恭男∥監修 青春出版社 2006 Y915.5マ

311 註解芭蕉書簡集 阿部  喜三男∥著 新地社 1953 Y911.3マ ◎

312 定本芭蕉 安東  次男∥著 筑摩書房 1989 Ｙ911.3マ

313
手にとるように「おくのほそ道」
がわかる本

長尾  剛∥著 かんき出版 2002 Y915.5マ

314
電車とバスと徒歩で行く奥の細道
紀行

桜井　寛∥写真　文 日経ＢＰ社 2011 Ｙ291.0サ

315
天理図書館善本叢書　和書之部
第１０巻

天理図書館善本叢書和書之
部編集委員会∥編集

天理大学附属天理
図書館

1972 Ｙ081.7テ ※

316 杜甫と芭蕉 曹  元春∥著 白帝社 2000 Y911.3マ ◎

317 芭蕉名句集 山本  健吉∥訳 河出書房新社 1988 Y911.3マ

318 なぜ芭蕉は至高の俳人なのか 大輪　靖宏∥著 祥伝社 2014 Ｙ911.3マ

319
21世紀によむ日本の古典15奥の細
道

上野  洋三∥〔訳〕
著

ポプラ社 2002 Y918ニ

320 日本縦断芭蕉・蕪村・一茶の旅 関野  凖一郎∥版画 文芸春秋 1986 Ｙ911.3ニ

321 日本の古典54　完訳　芭蕉句集
井本  農一∥〔ほ
か〕校注  訳

小学館 1984 Y918ニ

322
日本の古典55　完訳　芭蕉文集去
来抄

井本  農一∥〔ほ
か〕校注  訳

小学館 1985 Y918ニ

323 日本古典文学全集41　松尾芭蕉集
井本  農一∥〔ほ
か〕校注  訳

小学館 1972 Y918ニ

324 日本古典文学大系45　芭蕉句集 大谷  篤蔵∥校注 岩波書店 1977 Y918ニ

325 日本古典文学大系46　芭蕉文集
杉浦  正一郎∥〔ほ
か〕校注

岩波書店 1978 Y918ニ

326 日本文学全集１２
池沢　夏樹∥個人編
集

河出書房新社 2016 全918ニ12

327 日本文芸の詩学 小西  甚一∥〔著〕 みすず書房 1998 Ｙ911.3マ

328 入門芭蕉の読み方 復本  一郎∥著 日本実業出版社 1996 Ｙ911.3マ

329 人間芭蕉記　一つの東洋的な世界 永田  竜太郎∥著 永田書房 2000 Ｙ911.3マ

330
野ざらし紀行・鹿島詣　芭蕉紀行
集  １

弥吉  菅一∥〔ほ
か〕著

明玄書房 1978 Y915.5マ
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松尾　芭蕉

331 野ざらし紀行　英訳とその研究
三木  健司∥〔訳〕
著

教育出版センター 1996 Y915.5マ

332 野ざらし紀行　異界への旅
ゆきゆき亭  こやん
∥著

東京図書出版会 2000 Y915.5マ

333 俳諧師芭蕉 清水  基吉∥著 青蛙房 1999 Ｙ911.3マ

334 俳諧人名辞典 高木  蒼梧∥著 巌南堂書店 1976 R911.3タ ◎

335 俳諧大辞典
伊地知  鉄男∥〔ほ
か〕編

明治書院 1978 R911.3ハ ◎

336 俳画で旅するおくのほそ道 金田  石城∥著 鳥影社 2003 Ｙ728.2カ

337 俳画の歴史と美 山寺芭蕉記念館／編 山寺芭蕉記念館 1995 Ｙ721.7ヤ ◎

338 俳句　　別冊太陽 平凡社 1976 Ｙ911.3ハ

339 俳句からみた俳諧 復本  一郎∥著 御茶の水書房 1999 Ｙ911.3マ

340 俳句入門芭蕉に聴く 小室  善弘∥著 本阿弥書店 2000 Ｙ911.3コ

341 俳句人名辞典 常石  英明∥編著 金園社 1997 R911.3ﾂ ◎

342 俳句に見る芭蕉の藝境 富山  奏∥著 前田書店 1991 Ｙ911.3マ ◎

343
俳句の明日へ２芭蕉・蕪村・子規
をつなぐ

矢島  渚男∥著 紅書房 2001 Ｙ911.3ヤ

344 俳人のいる風景 大礒  義雄∥著 日本古書通信社 1997 Ｙ911.3バ

345 俳聖芭蕉と俳魔支考 堀切  実∥著 角川学芸出版 2006 Ｙ911.3マ

346 俳文紀行おくのほそ道論釈 志田  延義∥著 武蔵野書院 1996 Y915.5マ

347 俳林逍遥 大内  初夫∥著 勉誠社 1984 Ｙ911.3マ

348 萩と月 落合  冬至∥著 日本図書刊行会 1999 Ｙ911.3マ

349 芭蕉発句総索引
愛媛大学国語国文学
研究会∥編

和泉書院 1983 Ｙ911.3マ

350 芭蕉　古典とその時代７ 弥吉  菅一∥著 三一書房 1962 Ｙ911.3マ

351 芭蕉 佐古  純一郎∥著 教文館 1970 Ｙ911.3サ

352 芭蕉　漂泊の詩人　別冊太陽 平凡社 1981 Ｙ911.3マ

353 芭蕉 白石  悌三∥著 花神社 1988 Ｙ911.3シ

354 芭蕉 伊馬  春部∥著 偕成社 1988 Ｙ91マ

355 芭蕉　　月の遊行 夏見  知章∥著 世界思想社 1989 Ｙ911.3マ

356 芭蕉　俳諧の精神と方法 広末  保∥著 平凡社 1993 Ｙ911.3マ

357 芭蕉　　転生の軌跡 田中  善信∥著 若草書房 1996 Ｙ911.3マ

358 芭蕉　　清水昶詩集 清水  昶∥著 砂子屋書房 1997 Y911.5シ

359 芭蕉 石ノ森  章太郎∥著 双葉社 1998 Ｙ726.1イ

360 芭蕉　侘びと連れの生 三上  和利∥著 のべる出版企画 1999 Ｙ911.3マ
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松尾　芭蕉

361 芭蕉 饗庭  孝男∥著 集英社 2001 Ｙ911.3マ

362 芭蕉 岡本  勝∥著 中日新聞社 2004 Ｙ911.3マ

363 芭蕉　「奥の細道」内なる旅 立松  和平∥著 佼成出版社 2007 Y915.5マ

364 芭蕉 田中　善信∥著 中央公論新社 2010 Ｙ911.3マ

365 芭蕉庵桃青と神田上水 酒井  憲一∥共著 近代文芸社 1994 Ｙ911.3マ

366 芭蕉庵桃青の生涯 高橋  庄次∥著 春秋社 1993 Ｙ911.3マ

367 芭蕉１　日本文学研究資料叢書
日本文学研究資料刊
行会∥編

有精堂出版 1988 Ｙ911.3マ

368 芭蕉一日一句 萱嶋  完彦∥著 近代文芸社 1991 Ｙ911.3マ

369 芭蕉のうちなる西行 目崎  徳衛∥著 角川書店 1991 Ｙ911.1メ

370 芭蕉絵物語　　　新版 内野　三悳∥著
富山房インターナ
ショナル

2009 91マ

371 芭蕉遠近 高橋  英夫∥著 小沢書店 1994 Ｙ911.3マ

372 芭蕉・鴎外・漱石 時野谷  滋∥著 近代文芸社 1993 Ｙ911.3マ

373
芭蕉翁正筆奥の細道　曽良本こそ
最終自筆本

村松  友次∥著 笠間書院 1999 Y915.5マ

374
「芭蕉翁月一夜十五句」のミステ
リー

村瀬　雅夫∥著 日貿出版社 2011 915.5マ

375
「芭蕉翁月一夜十五句」のミステ
リー

村瀬　雅夫∥著 日貿出版社 2011 Y915.5マ

376 芭蕉翁の肖像  百影 乾  憲雄∥編著 光琳社出版 1984 Ｙ911.3マ

377 芭蕉  奥の細道 安東  次男∥〔著〕 淡交社 1974 Y915.5ア

378 芭蕉「おくのほそ道」再発見 徳間書店 2012 Y915.5マ

379 芭蕉奥の細道事典 山本  偦∥著 講談社 1994 Y915.5マ

380 芭蕉「奥の細道」の世界 天野  吉則∥著 日本文芸社 2000 Ｙ723.1ア

381 芭蕉「おくのほそ道」の旅 金森  敦子∥〔著〕 角川書店 2004 Y915.5マ

382 芭蕉解体新書
川本  皓嗣∥〔ほ
か〕編

雄山閣出版 1997 Ｙ911.3マ

383 芭蕉・金沢に於ける十日間 密田  靖夫∥著 兼六吟舎 2000 Ｙ911.3マ

384 芭蕉鑑賞 荻原  井泉水∥著 潮文社 1981 Ｙ911.3マ

385 芭蕉鑑賞　新装版 荻原  井泉水∥著 潮文社 1998 Ｙ911.3マ

386 芭蕉紀行　１ 吉村  正治∥著 グラフィック社 1994 Y915.5マ

387 芭蕉紀行　２ 吉村  正治∥著 グラフィック社 1994 Y915.5マ

388 芭蕉紀行　３ 吉村  正治∥著 グラフィック社 1994 Y915.5マ

389 芭蕉紀行文集 中村  俊定∥校注 岩波書店 1979 Y915.5マ

390 芭蕉句集　　新潮日本古典集成 今  栄蔵∥校注 新潮社 1982 Ｙ911.3マ
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松尾　芭蕉

391 芭蕉句碑散策 福井  栄一∥著 文芸社 1999 Ｙ911.3マ

392
芭蕉句碑スケッチめぐり　奥の細
道編

安斎  俊二∥著 さきたま出版会 1989 Y911.3マ

393 芭蕉句碑スケッチめぐり　近畿編 安斎  俊二∥著 さきたま出版会 1994 Ｙ911.3マ

394 芭蕉句碑を歩く　茨城の五十八基 堀込  喜八郎∥著 筑波書林 1989 Ｙ911.3マ

395
芭蕉研究資料集成　明治篇　伝
記・俳論１

久富  哲雄∥監修 クレス出版 1992 Y911.3マ

396
芭蕉研究資料集成　明治篇　伝
記・俳論２

久富  哲雄∥監修 クレス出版 1992 Y911.3マ

397
芭蕉研究資料集成　明治篇　伝
記・俳論３

久富  哲雄∥監修 クレス出版 1992 Y911.3マ

398
芭蕉研究資料集成　明治篇　作品
研究1

久富  哲雄∥監修 クレス出版 1992 Y911.3マ

399
芭蕉研究資料集成　明治篇　作品
研究2

久富  哲雄∥監修 クレス出版 1992 Y911.3マ

400
芭蕉研究資料集成　明治篇　作品
研究3

久富  哲雄∥監修 クレス出版 1992 Y911.3マ

401
芭蕉研究資料集成　明治篇　作品
研究4

久富  哲雄∥監修 クレス出版 1992 Y911.3マ

402
芭蕉研究資料集成　明治篇　作品
研究5

久富  哲雄∥監修 クレス出版 1992 Y911.3マ

403
芭蕉研究資料集成　明治篇　作品
研究6

久富  哲雄∥監修 クレス出版 1992 Y911.3マ

404
芭蕉研究資料集成　大正篇　伝
記・総記1

久富  哲雄∥監修 クレス出版 1993 Y911.3マ

405
芭蕉研究資料集成　大正篇　伝
記・総記2

久富  哲雄∥監修 クレス出版 1993 Y911.3マ

406
芭蕉研究資料集成　大正篇　伝
記・総記3

久富  哲雄∥監修 クレス出版 1993 Y911.3マ

407
芭蕉研究資料集成　大正篇　伝
記・総記4

久富  哲雄∥監修 クレス出版 1993 Y911.3マ

408
芭蕉研究資料集成　大正篇　作品
研究1

久富  哲雄∥監修 クレス出版 1993 Y911.3マ

409
芭蕉研究資料集成　大正篇　作品
研究2

久富  哲雄∥監修 クレス出版 1993 Y911.3マ

410
芭蕉研究資料集成　大正篇　作品
研究3

久富  哲雄∥監修 クレス出版 1993 Y911.3マ

411
芭蕉研究資料集成　大正篇　作品
研究4

久富  哲雄∥監修 クレス出版 1993 Y911.3マ

412
芭蕉研究資料集成　大正篇　作品
研究5

久富  哲雄∥監修 クレス出版 1993 Y911.3マ

413
芭蕉研究資料集成　大正篇　作品
研究6

久富  哲雄∥監修 クレス出版 1993 Y911.3マ

414
芭蕉研究資料集成　大正篇　作品
研究7

久富  哲雄∥監修 クレス出版 1993 Y911.3マ

415
芭蕉研究資料集成　昭和前期篇伝
記・総記１

久富  哲雄∥監修 クレス出版 1995 Y911.3マ

416
芭蕉研究資料集成　昭和前期篇伝
記・総記２

久富  哲雄∥監修 クレス出版 1995 Y911.3マ

417
芭蕉研究資料集成　昭和前期篇伝
記・総記３

久富  哲雄∥監修 クレス出版 1995 Y911.3マ

418
芭蕉研究資料集成　昭和前期篇伝
記・総記４

久富  哲雄∥監修 クレス出版 1995 Y911.3マ

419
芭蕉研究資料集成　昭和前期篇伝
記・総記５

久富  哲雄∥監修 クレス出版 1995 Y911.3マ

420
芭蕉研究資料集成　昭和前期篇伝
記・総記６

久富  哲雄∥監修 クレス出版 1995 Y911.3マ
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松尾　芭蕉

421
芭蕉研究資料集成　昭和前期篇伝
記・総記７

久富  哲雄∥監修 クレス出版 1995 Y911.3マ

422
芭蕉研究資料集成　昭和前期篇
俳論１

久富  哲雄∥監修 クレス出版 1995 Y911.3マ

423
芭蕉研究資料集成　昭和前期篇
俳論２

久富  哲雄∥監修 クレス出版 1995 Y911.3マ

424
芭蕉研究資料集成　昭和前期篇
作品研究1

久富  哲雄∥監修 クレス出版 1996 Y911.3マ

425
芭蕉研究資料集成　昭和前期篇
作品研究2

久富  哲雄∥監修 クレス出版 1996 Y911.3マ

426
芭蕉研究資料集成　昭和前期篇
作品研究3

久富  哲雄∥監修 クレス出版 1996 Y911.3マ

427
芭蕉研究資料集成　昭和前期篇
作品研究4

久富  哲雄∥監修 クレス出版 1996 Y911.3マ

428
芭蕉研究資料集成　昭和前期篇
作品研究5

久富  哲雄∥監修 クレス出版 1996 Y911.3マ

429
芭蕉研究資料集成　昭和前期篇
作品研究6

久富  哲雄∥監修 クレス出版 1996 Y911.3マ

430
芭蕉研究資料集成　昭和前期篇
作品研究7

久富  哲雄∥監修 クレス出版 1996 Y911.3マ

431
芭蕉研究資料集成　昭和前期篇
作品研究8

久富  哲雄∥監修 クレス出版 1996 Y911.3マ

432
芭蕉研究資料集成　昭和前期篇
作品研究9

久富  哲雄∥監修 クレス出版 1996 Y911.3マ

433
芭蕉研究資料集成　昭和前期篇
作品研究10

久富  哲雄∥監修 クレス出版 1996 Y911.3マ

434 芭蕉研究の諸問題 今  栄蔵∥著 笠間書院 2004 Ｙ911.3マ

435
芭蕉研究論稿集成１　芭蕉特輯雑
誌集1

久富  哲雄∥監修 クレス出版 1999 Y911.3マ

436
芭蕉研究論稿集成２　芭蕉特輯雑
誌集2

久富  哲雄∥監修 クレス出版 1999 Y911.3マ

437
芭蕉研究論稿集成３　芭蕉特輯雑
誌集3

久富  哲雄∥監修 クレス出版 1999 Y911.3マ

438
芭蕉研究論稿集成４　主題別論稿
集1

久富  哲雄∥監修 クレス出版 1999 Y911.3マ

439
芭蕉研究論稿集成５　主題別論稿
集2

久富  哲雄∥監修 クレス出版 1999 Y911.3マ

440 芭蕉「越のほそ道」 松本  利昭∥著 毎日新聞社 1993 Y913.6マ

441 芭蕉最後の一句 魚住　孝至∥著 筑摩書房 2011 Ｙ911.3マ

442 芭蕉歳時記 復本  一郎∥著 講談社 1997 Ｙ911.3マ

443 芭蕉さんの俳諧 中尾  青宵∥著 編集工房ノア 1996 Ｙ911.3マ

444 芭蕉七部集 中村  俊定∥校注 岩波書店 1977 Ｙ911.3マ

445 芭蕉七部集 佐久間  柳居∥編 岩波書店 1991
Ｙ911.3タ

バ

446 芭蕉辞典 飯野  哲二∥編 東京堂出版 1991 Ｙ911.3マ

447 芭蕉自筆奥の細道 上野  洋三∥編 岩波書店 1997 Ｙ911.1ウ

448 芭蕉自筆「奥の細道」の謎 上野  洋三∥編 二見書房 1997 Y915.5マ

449 芭蕉集 雲英  末雄∥著 貴重本刊行会 2000 Ｙ911.3マ

450 芭蕉秀句　新版 山口  誓子∥著 春秋社 2000 Y915.5マ
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松尾　芭蕉

451 芭蕉書簡集 萩原  恭男∥校注 岩波書店 1979 Y915.5マ

452 芭蕉真蹟 〔松尾  芭蕉∥書〕 学研 1993 Ｙ728.2マ ◎

453 芭蕉青春編 榊  莫山∥書画 プレジデント社 1996 Ｙ721.9サ

454 芭蕉、世界へ 福田  真久∥著
あまのはしだて出
版

1994 Ｙ911.3マ

455 芭蕉全句　上 加藤  楸邨∥著 筑摩書房 1998 Ｙ911.3マ

456 芭蕉全句　中 加藤  楸邨∥著 筑摩書房 1998 Ｙ911.3マ

457 芭蕉全句　下 加藤  楸邨∥著 筑摩書房 1998 Ｙ911.3マ

458 芭蕉全句 堀  信夫∥監修 小学館 2004 Ｙ911.3マ

459 芭蕉全句集
乾  裕幸∥〔ほか〕
編

桜楓社 1984 Ｙ911.3マ

460 芭蕉全図譜　　図版編
芭蕉全図譜刊行会∥
編集

岩波書店 1993 Ｙ911.3マ ◎

461 芭蕉全図譜　　解説編
芭蕉全図譜刊行会∥
編集

岩波書店 1993 Ｙ911.3マ ◎

462 芭蕉その詩における伝統と創造 広田  二郎∥著 有精堂 1976 Y911.3マ ◎

463 芭蕉大概 五十嵐  義明∥著 日本図書刊行会 2000 Ｙ911.3マ

464 芭蕉たちの俳句談義 堀切　実∥著 三省堂 2011 Y911.3マ

465 芭蕉、旅へ 上野  洋三∥著 岩波書店 1989 Ｙ911.3マ

466 芭蕉断編 小島  英男∥著 あさを社 1989 Ｙ911.3マ

467 芭蕉探訪　東海・甲信・北陸編 清水  杏芽∥著 沖積舎 1990 Ｙ911.3マ

468 芭蕉探訪　近畿編 清水  杏芽∥著 沖積舎 1990 Ｙ911.3マ

469 芭蕉探訪　関東・東北編 清水  杏芽∥著 沖積舎 1991 Ｙ911.3マ

470 芭蕉塚蒐　Ⅰ 田中  昭三∥編著 近代文芸社 1991 Ｙ911.3マ

471 芭蕉塚蒐　Ⅱ 田中  昭三∥編著 近代文芸社 1992 Ｙ911.3マ

472 芭蕉塚蒐　Ⅲ 田中  昭三∥編著 近代文芸社 1992 Ｙ911.3マ

473 芭蕉塚蒐　Ⅳ 田中  昭三∥編著 近代文芸社 1993 Ｙ911.3マ

474 芭蕉塚蒐　Ⅴ 田中  昭三∥編著 近代文芸社 1993 Ｙ911.3マ

475 芭蕉塚蒐　Ⅵ 田中  昭三∥編著 近代文芸社 1993 Ｙ911.3マ

476 芭蕉展 俳文学会／他編 日本経済新聞社 1996 Ｙ911.3バ ◎

477 芭蕉伝記考説　行実篇 阿部  正美∥著 明治書院 1982 Y911.3マ ◎

478 芭蕉伝記考説　作品篇 阿部  正美∥著 明治書院 1984 Y911.3マ ◎

479 芭蕉伝記新考 高橋  庄次∥著 春秋社 2002 Ｙ911.3マ

480 芭蕉伝記の諸問題 今  栄蔵∥著 新典社 1992 Y911.3マ ◎
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松尾　芭蕉

481 芭蕉点描 松尾  勝郎∥著 有精堂出版 1991 Ｙ911.3マ

482 芭蕉と生きる十二の章 大野  順一∥著 論創社 2009 Ｙ911.3マ

483 芭蕉と江戸の町 横浜  文孝∥著 同成社 2000 Ｙ911.3マ

484 芭蕉と『おくのほそ道』展図録 トップラン／編
山形市文化振興事
業団

1992 Ｙ911.3ト ◎

485 芭蕉と奥の細道論 丸山  茂∥著 新典社 1995 Y915.5マ

486 芭蕉と其角 香西  照雄∥著 明治書院 1989 Ｙ911.3マ

487 芭蕉と岐阜・大垣 大野  国士∥著 まつお出版 1993 Ｙ911.3マ

488 芭蕉と京都俳壇 佐藤  勝明∥著 八木書店 2006 Ｙ911.3マ

489 芭蕉と元政
国文学研究資料館∥
編

臨川書店 2001 Ｙ911.3マ

490 芭蕉と古典　元禄時代 広田  二郎∥著 明治書院 1987 Y911.3マ ◎

491 芭蕉と詩精神 滝崎  安之助∥著 創樹社 1984 Ｙ911.3マ

492 芭蕉と蕉門俳人 大礒  義雄∥著 八木書店 1997 Ｙ911.3マ

493 芭蕉と清風 星川  茂彦∥著
尾花沢市史編纂委
員会

1976 Ｙ090ホ

494
芭蕉と清風　おくのほそ道・尾花
沢　改訂版

尾花沢市地域文化振
興会∥編集

芭蕉・清風歴史資
料館

1987 Y915.5マ

495
芭蕉と清風　おくのほそ道・尾花
沢　再改訂版

尾花沢市地域文化振
興会∥編集

芭蕉・清風歴史資
料館

2000 Y915.5マ

496
芭蕉と清風　おくのほそ道・尾花
沢　三訂版

尾花沢市地域文化振
興会∥編集

芭蕉・清風歴史資
料館

2006 Y915.5マ

497 芭蕉と禅 佐藤 圓∥著 桜楓社 1973 Ｙ911.3サ

498 芭蕉とその方法 井本  農一∥著 角川書店 1993 Ｙ911.3マ

499 芭蕉と旅して 福井  栄一∥著 日本図書刊行会 1994 Ｙ911.3マ

500 芭蕉と旅する「奥の細道」 光田　和伸∥監修 ＰＨＰ文庫 2013 Y915.5マ

501 芭蕉と杜甫　影響の展開と体系 広田  二郎∥著 有精堂出版 1990 Y911.3マ ◎

502 芭蕉と俳諧史の研究 井本  農一∥著 角川書店 1984 Y911.3マ ◎

503 芭蕉と芭蕉以前 乾  裕幸∥著 新典社 1992 Ｙ911.3マ

504 芭蕉と蕪村 山下  一海∥著 角川書店 1991 Ｙ911.3マ

505 芭蕉と蕪村の世界 山下  一海∥著 武蔵野書院 1994 Y915.5マ

506 芭蕉と杢太郎 谷本  光典∥著 ＭＢＣ２１ 1999 Ｙ911.3マ

507 芭蕉と茂吉の山河 皆川  盤水∥著 東京新聞出版局 2000 Ｙ911.3マ

508 芭蕉と門人たち 楠元  六男∥著 日本放送出版協会 1997 Ｙ911.3マ

509 芭蕉と山中温泉 西島  明正∥著 北国新聞社 1989 Ｙ911.3ニ

510 芭蕉とユーモア 成川  武夫∥著 玉川大学出版部 1999 Ｙ911.3マ
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松尾　芭蕉

511 芭蕉における「さび」の構造 復本  一郎∥著 塙書房 1973 Ｙ911.3マ

512 芭蕉にひらかれた俳諧の女性史 別所  真紀子∥著
オリジン出版セン
ター

1989 Ｙ911.3ベ

513 芭蕉入門 幸田  露伴∥著 新潮社 1956 Ｙ911.3マ

514 芭蕉入門 井本  農一∥〔著〕 講談社 1978 Ｙ911.3マ

515 芭蕉入門 幸田  露伴∥著 講談社 2015 Ｙ911.3マ

516 芭蕉年譜大成 今  栄蔵∥著 角川書店 1994 Ｙ911.3マ

517
芭蕉の宇宙　芭蕉象徴詩百句選の
賦

野島  芳明∥著 ＡＳＧ出版会 1991 Ｙ911.3マ

518 芭蕉の音風景 堀切  実∥著 ぺりかん社 1998 Ｙ911.3マ

519 芭蕉の俤 平泉  澄∥著 錦正社 1987 Ｙ911.3マ

520 芭蕉の花鳥風月 田平  正晴∥編著 近代文芸社 2004 Ｙ911.3マ

521 芭蕉の狂 玉城  徹∥著 角川書店 1989 Ｙ911.3マ

522 芭蕉の句碑をたずねて　近畿 谷村  能男∥著 タイムス 1978 Ｙ911.3タ

523 芭蕉の芸術　その展開と背景 広田  二郎∥著 有精堂 1968 Y911.3マ ◎

524 芭蕉の恋句 東  明雅∥著 岩波書店 1993 Ｙ911.3マ

525 芭蕉の心 荻原  井泉水∥著 金沢文庫 1994 Ｙ911.3マ

526 芭蕉のこころ 宗  左近∥著 ほるぷ出版 1998 Ｙ911.3マ

527 芭蕉のこころ三百年 福田  真久∥著 芦書房 1990 Ｙ911.3マ

528 芭蕉の言葉　去来抄新々講 復本  一郎∥著 邑書林 1999 Y911.3ム

529
芭蕉の言葉　おくのほそ道〉をた
どる

佐佐木  幸綱∥文 淡交社 2005 Y915.5マ

530 芭蕉の作品と伝記の研究 村松  友次∥著 笠間書院 1977 Y911.3マ ◎

531 芭蕉の山河　おくのほそ道私記 加藤  楸邨∥著 読売新聞社 1980 Y915.5マ

532 芭蕉の山河　おくのほそ道私記 加藤  楸邨∥著 講談社 1993 Y915.5マ

533 芭蕉の山河 大嶋  満夫 大嶋  満夫 2003 Y913.6オ

534 芭蕉の杖跡　おくのほそ道新紀行 森村　誠一∥著 角川マガジンズ 2012 Y915.5マ

535 芭蕉の真贋 田中  善信∥著 ぺりかん社 2002 Ｙ911.3マ

536 芭蕉の裾野を歩く 中里  富美雄∥著 渓声出版 2001 Ｙ911.3ナ

537 芭蕉の世界 尾形  仂∥〔著〕 講談社 1988 Ｙ911.3マ

538 芭蕉の旅、円空の旅 立松  和平∥著 日本放送出版協会 2006 Ｙ911.3マ

539 芭蕉の旅はるかに 海野  弘∥著
アーツアンドクラ
フツ

2005 Ｙ911.3ウ

540 芭蕉の手紙 村松  友次∥著 大修館書店 1985 Ｙ911.3マ
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松尾　芭蕉

541 芭蕉の弟子たち 復本  一郎∥編 雄山閣 1982 Ｙ911.3バ

542 芭蕉の謎と蕪村の不思議 中名生  正昭∥著 南雲堂 2004 Ｙ911.3マ

543 芭蕉の晩年力 石  寒太∥著 幻冬舎 2008 Ｙ911.3マ

544 芭蕉の美意識 復本  一郎∥著 古川書房 1979 Ｙ911.3マ

545 芭蕉の風雅 田中  佳宏∥著 葉文館出版 1998 Ｙ911.3マ

546
芭蕉の風雅　あるいは虚と実につ
いて

長谷川　櫂∥著 筑摩書房 2015 Y911.3マ

547 芭蕉の風狂と漂泊の風景 夏山  希草∥著 言海書房 2004 Ｙ911.3マ

548 芭蕉の風景  文化の記憶 ハルオ  シラネ∥著 角川書店 2001 Ｙ911.3シ

549 芭蕉の文墨 山本  唯一∥著 思文閣出版 1997 Ｙ911.3マ

550 芭蕉の本7　風雅のまこと 小西  甚一∥編 角川書店 1970 Y911.3コ ◎

551 芭蕉の本1　作家の基盤 中村  幸彦∥編 角川書店 1970 Y911.3マ ◎

552 芭蕉の本2　詩人の生涯 加藤  楸邨∥編 角川書店 1970 Y911.3マ ◎

553 芭蕉の本3　蕉風山脈 尾形  仂∥編 角川書店 1970 Y911.3マ ◎

554 芭蕉の本4　発想と表現 角川  源義∥編 角川書店 1970 Y911.3マ ◎

555 芭蕉の本5　歌仙の世界 山本  健吉∥編 角川書店 1977 Y911.3マ ◎

556 芭蕉の本6　漂泊の魂 井本  農一∥編 角川書店 1977 Y911.3マ ◎

557
芭蕉の道ひとり旅　イギリス女性
の「おくのほそ道」

レズリー  ダウナー
∥著

新潮社 1994 Y915.5マ

558 芭蕉の名句・名言 石  寒太∥著 日本文芸社 2007 Ｙ911.3マ

559 芭蕉物語　中 麻生  磯次∥著 新潮社 1975 Ｙ911.3マ

560 芭蕉物語　下 麻生  磯次∥著 新潮社 1978 Ｙ911.3マ

561 芭蕉の門人 堀切  実∥著 岩波書店 1991 Ｙ911.3ホ

562 芭蕉の門人たち 中里  富美雄∥著 渓声出版 1987 Ｙ911.3マ

563 芭蕉の臨終 沼波  瓊音／著 金鈴社 1937 Y911.3ヌ ※

564 芭蕉の連句を読む 中村  俊定∥著 岩波書店 1985 Ｙ911.3マ

565
芭蕉俳諧における詩的表現形態の
研究

四戸  宗城∥著 桜楓社 1990 Ｙ911.3マ

566 芭蕉俳諧の精神 赤羽  学∥著 清水弘文堂 1991 Y911.3マ

567 芭蕉俳諧の展望 阿部  正美∥著 明治書院 1990 Y911.3マ ◎

568 芭蕉俳句集 中村  俊定∥校注 岩波書店 1979 Ｙ911.3マ

569 芭蕉俳句１６のキーワード 復本  一郎∥著 日本放送出版協会 1992 Ｙ911.3マ

570 芭蕉俳句新講　下 潁原  退蔵∥著 岩波書店 1978 Ｙ911.3マ
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松尾　芭蕉

571 芭蕉俳句新講　上 潁原  退蔵∥著 岩波書店 1978 Ｙ911.3マ

572 芭蕉俳句の試み 大輪  靖宏∥著 南窓社 1995 Ｙ911.3オ

573 芭蕉博物誌 上田  都史∥著 永田書房 1983 Ｙ911.3マ

574 芭蕉はどんな旅をしたのか 金森  敦子∥著 晶文社 2000 Y915.5マ

575 芭蕉ハンドブック 尾形  仂∥編 三省堂 2002 Ｙ911.3マ

576 芭蕉晩年の苦悩 金子  晋∥著 田工房 2001 Ｙ911.3カ

577 芭蕉必携 尾形  仂∥編 学灯社 1995 Ｙ911.3マ

578 芭蕉百五十句 安東  次男∥著 文芸春秋 1989 Ｙ911.3マ

579 芭蕉百名言 山下  一海∥著 富士見書房 1996 Y915.5マ

580 芭蕉・蕪村　続 尾形  仂∥編 花神社 1985 Ｙ911.3マ

581 芭蕉・蕪村 尾形  仂∥著 岩波書店 2000 Y911.3マ

582 芭蕉 蕪村 一茶 真蹟全集２ 蕪村 河東  碧梧桐∥編 平凡社 1994 Ｙ728.2バ ◎

583 芭蕉　蕪村　一茶 洋泉社 2013 Ｙ911.3バ

584
芭蕉 蕪村 一茶 眞蹟集 別冊 解
説

平凡社 1994 Ｙ728.2バ ◎

585 芭蕉 蕪村 一茶 真蹟全集３ 一茶 荻原  井泉水∥編 平凡社 1994 Ｙ728.2バ ◎

586 芭蕉 蕪村 一茶 真蹟全集１ 芭蕉 井家  忠男∥著 平凡社 1994 Ｙ728.2バ ◎

587 芭蕉、蕪村、一茶の世界 雲英  末雄∥監修 美術出版社 2007 Ｙ911.3バ

588 芭蕉＝二つの顔 田中  善信∥著 講談社 1998 Ｙ911.3マ

589 芭蕉古池伝説 復本  一郎∥著 大修館書店 1988 Ｙ911.3マ

590 芭蕉文庫目録 芭蕉翁顕彰会∥編 八木書店 2005 Ｙ911.3バ

591 芭蕉文集　新潮日本古典集成 富山  奏∥校注 新潮社 1980 Y915.5マ

592 芭蕉聞書  七日草と土田竹童 菅原  謙二∥著 東北出版企画 1976 Ｙ911.3ス

593 芭蕉への手紙 黛  まどか∥編 学研 1997 Ｙ911.3バ

594 芭蕉・北陸道を行く 密田  靖夫∥編 北国新聞社出版局 1998 Ｙ911.3マ

595 芭蕉ほそ道 柴山  芳隆∥著 文芸書房 1999 Y913.6シ

596 芭蕉発句新注 安東  次男∥著 筑摩書房 1986 Ｙ911.3マ

597 芭蕉発句全講　１ 阿部  正美∥著 明治書院 1994 Y911.3マ ◎

598 芭蕉発句全講　２ 阿部  正美∥著 明治書院 1994 Y911.3マ ◎

599 芭蕉発句全講　４ 阿部  正美∥著 明治書院 1994 Y911.3マ ◎

600 芭蕉発句全講　５ 阿部  正美∥著 明治書院 1995 Y911.3マ ◎
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松尾　芭蕉

601 芭蕉の方法 宮脇  真彦∥著 角川書店 2002 Ｙ911.3マ

602 芭蕉マンダラの詩人 竹下  数馬∥著 クレスト社 1994 Ｙ911.3タ

603 芭蕉道への旅 森村　誠一∥監修 角川学芸出版 2010 Y915.5マ

604 芭蕉・茂吉と大石田 板垣  家子夫∥著 大石田町 1982 Ｙ911.3マ ◎

605 芭蕉物語　上 麻生  磯次∥著 新潮社 1975 Ｙ911.3マ

606 芭蕉大和路 大安  隆∥著 和泉書院 1994 Ｙ911.3マ

607 芭蕉・嵐雪・蕪村論考 福本  良二∥著 和泉書院 1992 Ｙ911.3フ

608 芭蕉連句私解 大谷  篤蔵∥著 角川書店 1994 Ｙ911.3マ

609 芭蕉連句集 中村  俊定∥校注 岩波書店 1979 Ｙ911.3マ

610 芭蕉連句抄　第７篇 阿部  正美∥著 明治書院 1981 Y911.3マ ◎

611 芭蕉連句抄　第12篇 阿部  正美∥著 明治書院 1989 Y911.3マ ◎

612 芭蕉連句粋　影印
島居  清∥〔ほか〕
編

和泉書院 1989 Ｙ911.3マ

613 芭蕉連句評釈　上 安東  次男∥著 講談社 1993 Ｙ911.3マ

614 芭蕉連句評釈　下 安東  次男∥著 講談社 1994 Ｙ911.3マ

615 芭蕉論　新装版 上野  洋三∥著 筑摩書房 1886 Ｙ911.3マ

616 芭蕉論集 田尻  竜正∥著 桜楓社 1987 Y911.3マ ◎

617 芭蕉論 上野  洋三∥著 筑摩書房 1986 Ｙ911.3マ

618 芭蕉を歩く　奥の細道 吉岡  勇∥著 駸々堂出版 1976 Y915.5マ

619 芭蕉を歩く　東海道・中山道 芭蕉探遊会∥編 ＪＴＢ 2000 Ｙ911.3マ

620
芭蕉を色で「おくのほそ道」いろ
せかい

田中  紅兆∥著 毎日新聞社 2001 Y753.8タ

621 芭蕉を偲びて 丹生谷  百合∥著 作品社 2007 Ｙ911.3マ

622 芭蕉を語る 平田  羽山／編 芭蕉を語る会 1989 Ｙ911.3ヒ

623 芭蕉を訪ねて 夏見  知章∥著
神戸新聞総合出版
センター

1991 Ｙ911.3マ

624 芭蕉を学ぶ人のために 浜千代  清∥編 世界思想社 1994 Ｙ911.3マ

625 芭蕉を読む　対談 遠藤  嘉基∥編 創拓社 1989 Y915.5マ

626 芭蕉を〈読む〉　没後三百年
山形新聞社編集局∥
編

三一書房 1994 Ｙ911.3マ

627 芭蕉俳諧の精神　　拾遺 赤羽  学∥著 清水弘文堂 1991 Y911.3マ ◎

628 飛花落葉 加藤  楸邨∥著 永田書房 1984 Ｙ911.3カ

629
人づくり風土記６ふるさとの人と
知恵  山形

加藤  秀俊∥〔ほ
か〕編纂

農山漁村文化協会 1991 Ｙ210.5ヒ

630 人はなぜ旅をするのだろうか 塩野  米松∥著 求竜堂 1994 Y915.5マ
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松尾　芭蕉

631 百代の過客　　日記にみる日本人
ドナルド  キーン∥
著

朝日新聞社 1984 Y915.5マ

632
百代の過客　上　日記にみる日本
人

ドナルド  キーン∥
著

朝日新聞社 1984 Y915.5マ

633
百代の過客　下　日記にみる日本
人

ドナルド  キーン∥
著

朝日新聞社 1984 Y915.5マ

634 評釈芭蕉七部集６　評釈炭俵 幸田  露伴∥著 岩波書店 1983 Y911.3コ ◎

635 評釈芭蕉七部集５　評釈猿簑 幸田  露伴∥著 岩波書店 1983 Y911.3コ ◎

636 評釈芭蕉七部集２　評釈春の日 幸田  露伴∥著 岩波書店 1983 Y911.3コ ◎

637 評釈芭蕉七部集３　評釈曠野 幸田  露伴∥著 岩波書店 1983 Y911.3コ ◎

638 評釈芭蕉七部集７　評釈続猿簑 幸田  露伴∥著 岩波書店 1983 Y911.3コ ◎

639 評釈芭蕉七部集４　評釈ひさご 幸田  露伴∥著 岩波書店 1983 Y911.3コ ◎

640 評釈芭蕉七部集１　評釈冬の日 幸田  露伴∥著 岩波書店 1983 Y911.3コ ◎

641 漂泊の俳人たち 金子  兜太∥著 日本放送出版協会 2000 Ｙ911.3カ

642 広末保著作集　第４集 広末  保∥著 影書房 1999 Ｙ910.2ヒ

643 風狂始末 安東  次男∥著 筑摩書房 1986 Ｙ911.3マ

644 風徳編『芭蕉文集』の研究 三木  慰子∥著 和泉書院 1992 Ｙ911.3マ

645 ふくしまの芭蕉　　新訂版 永塚  功∥著 笠間書院 1993 Ｙ911.3マ

646
ふくしま芭蕉紀行　ゆかりの地を
歩く

永塚  功∥著 おうふう 1994 Ｙ911.3マ

647
二人の芭蕉　上　隠密行「奥の細
道」

桧山  良昭∥著 祥伝社 1991 Y913.6ヒ

648
二人の芭蕉　下　隠密行「奥の細
道」

桧山  良昭∥著 祥伝社 1991 Y913.6ヒ

649
復刻日本古典文学館奥の細道
おくのほそ道　解題

麻生  磯次／著 ほるぷ出版 1980 Y911.3ア ※

650
復刻日本古典文学館奥の細道
細道伝来記

三四坊／著 ほるぷ出版 1980 Y911.3サ ※

651
復刻日本古典文学館奥の細道
奥の細道

松尾  芭蕉∥著 ほるぷ出版 1980 Y915.5マ ※

652 風呂で読む芭蕉 佐々木  清∥著 世界思想社 1993 Y915.5マ

653 文法詳解  奥の細道　精釈 松尾  靖秋／著 中道館 1988 Ｙ911.3マ

654 文法全解　おくのほそ道 飯田  満寿男∥著 旺文社 1968 Ｙ817.5ユ

655 文法全解  芭蕉名句 湯沢  賢之助∥著 旺文社 1968 Ｙ817ユ

656
紅花の山形路　奥の細道」芭蕉逍
遥紀行

弘済出版社 1988 Y915.6バ

657 ぼくの細道
ロバート  Ｓ．リー
ド∥著

窓社 1987 Ｙ291.0リ

658
細道句碑とその周辺　曾良『随行
日記』をたよりに

中村  吉雄∥著 文芸社 2002 Y915.5マ

659 発句で読む芭蕉の生と死 赤羽  学∥著 翰林書房 1997 Ｙ911.3マ

660
本当はこんなに面白い「おくのほ
そ道」

安田　登∥著 実業之日本社 2014 Y915.5マ
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No.23

館(室)
名

尾花沢市民図書館 特定主題大分類 人物 特定主題

No. 書名 著・編者 発行所 出版年 分類記号 備考

特 定 主 題 文 献 目 録

松尾　芭蕉

661 芭蕉星座 津名  道代∥著 野草社 1994 Ｙ911.3マ

662 松尾芭蕉 宮本  三郎∥著 桜楓社 1975 Ｙ911.3マ

663 松尾芭蕉 阿部  喜三男∥著 吉川弘文館 1980 Ｙ911.3マ

664 松尾芭蕉 阿部  喜三男∥著 吉川弘文館 1988 Ｙ911.3マ

665 松尾芭蕉 芭蕉翁記念館∥編 上野市 1989 Ｙ911.3マ

666 松尾芭蕉 福田  清人∥著 ぎょうせい 1989 Y913.6フ ◎

667 松尾芭蕉 楠元  六男∥編 ぺりかん社 1990 Ｙ911.3マ

668
松尾芭蕉　新潮古典文学アルバム
18

雲英  末雄∥〔編集
執筆〕

新潮社 1990 Ｙ911.3マ

669 松尾芭蕉 鶴見  正夫∥〔著〕 講談社 1990 Ｙ911マ

670 松尾芭蕉 白石  悌三∥著 新典社 1991 Ｙ911.3マ

671 松尾芭蕉 赤羽  学∥編著 蝸牛社 1993 Ｙ911.3マ

672 松尾芭蕉 稲垣  安伸∥著 勉誠出版 2004 Ｙ911.3マ

673
松尾芭蕉　俳人芭蕉・蕪村・一茶
を知ろう

汐文社 2007 Y915.5マ

674 松尾芭蕉　上　市井の風 高橋  政光∥著
角川学芸出版角川
出版企画センター

2009 Y913.6タ

675 松尾芭蕉　中　漂泊の空 高橋  政光∥著
角川学芸出版角川
出版企画センター

2009 Y913.6タ

676 松尾芭蕉　下　夢幻の旅 高橋  政光∥著
角川学芸出版角川
出版企画センター

2009 Y913.6タ

677 松尾芭蕉 佐藤　勝明∥編 ひつじ書房 2011 Ｙ911.3マ

678 松尾芭蕉 瑞樹　奈穂∥漫画 ポプラ社 2012 91マ

679 松尾芭蕉研究 市川  通雄∥著 笠間書院 1989 Ｙ911.3マ

680 松尾芭蕉と『おくのほそ道』 江東区芭蕉記念館 江東区芭蕉記念館 1989 Ｙ911.3コ ◎

681 松尾芭蕉と元禄文化 近藤  ふみ∥文 フレーベル館 2004 Y915.5マ

682 松尾芭蕉と仙台 梅津  保一∥著
大崎八幡宮仙台・
江戸学実行委員会

2016 Ｙ911.3ウ ◎

683 松尾芭蕉の秘密 中田　敬三∥著 文芸書房 2013 Ｙ911.3マ

684 松尾芭蕉は忍者か 森崎  益夫∥著 ＭＢＣ２１ 1999 Ｙ911.3マ

685 松尾芭蕉　文芸読本 河出書房新社 1980 Ｙ911.3マ

686 松尾芭蕉　物語と史蹟をたずねて 嶋岡  晨∥著 成美堂出版 1994 Y915.5シ

687 マップ紀行おくのほそ道
吉田  佳広∥デザイ
ン  制作

朗文堂書館 1985 Y915.5マ ※

688 まんが奥の細道 秋  竜山∥著
Ｒｉｂｕｎコミッ
ク

1994 Ｙ726.1ア

689 まんが紀行奥の細道  上 すずき  大和∥著 青山出版社 2003 Ｙ726.1ス

690 まんが紀行奥の細道  下 すずき  大和∥著 青山出版社 2003 Ｙ726.1ス
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松尾　芭蕉

691 まんがで学習『奥の細道』を歩く 萩原  昌好∥編 あかね書房 1989 Ｙ91マ

692
まんがで読む徒然草・おくのほそ
道

島内　裕子∥監修
学研まんが日本の
古典

2014 91ヨ

693
まんがとカメラで歩く奥の細道
１

伊東  章夫∥まんが 理論社 2006 91マ

694
まんがとカメラで歩く奥の細道
２

伊東  章夫∥まんが 理論社 2006 91マ

695
まんがとカメラで歩く奥の細道
３

伊東  章夫∥まんが 理論社 2006 91マ

696 マンガ日本の古典25　中公文庫 矢口  高雄∥著 中央公論新社 2001 Ｙ726.1マ

697 マンガ日本の古典25　奥の細道 矢口　高雄∥著 中央公論社 1995 Ｙ726.1マ

698 マンガ芭蕉おくのほそ道 広岡  球志／画 平凡社 1993 Ｙ726.1ヒ

699
ミクロコスモス　松尾芭蕉に向
かって

高橋  英夫∥〔著〕 講談社 1989 Ｙ911.3マ

700
ミクロコスモス　松尾芭蕉に向
かって

高橋  英夫∥〔著〕 講談社 1992 Ｙ911.3マ

701
見付けぬ花　知られざる芭蕉の佳
句

山下  一海∥著 小沢書店 1997 Ｙ911.3マ

702 『虚栗』の時代 飯島  耕一∥〔著〕 みすず書房 1998 Ｙ911.3イ

703 最上俳壇史の史的覚書 今田  信一∥著
「最上俳壇史の史
的覚書」刊行会

1986 Ｙ911.3コ

704 森本哲郎世界への旅　５ 森本  哲郎∥著 新潮社 1994 Ｙ081.6モ

705
やさしくてよくわかる俳句の作り
方

小林  清之介∥著 あかね書房 1993 Ｙ91コ

706 保田与重郎文庫11　芭蕉 保田  与重郎∥著 新学社 2001 Y918.6ヤ

707 山形県下の芭蕉の句碑を訪ねて 向田  富栄／著 山形婦人新聞社 1970 Y911.3ム ※

708
山形県歴史の道調査報告書　奥の
細道１

山形県教育委員会 1978 Ｙ090ヤ ◎

709
山形県歴史の道調査報告書　出羽
三山参詣道（奥の細道２）

山形県教育委員会 1978 Ｙ090ヤ

710
山形県歴史の道総合計画「おくの
細道」報告書

山形県教育委員会／
編

山形県教育委員会 1998 Ｙ915.6ヤ ◎

711 山形の旅　奥の細道ハイライト
近畿日本ツーリスト株式
会社出版事業部 1994 Y291.2ヤ

712 やまがた俳諧  独り案内 落合  晃∥著 一粒社 2005 Ｙ911.3オ

713
やまがた俳句散歩　山寺・最上
川・月山

長谷川  耿子∥著 本の森 2004 Y911.3ハ

714 やまがた本の郷土館　１巻 松坂  俊夫∥著 みちのく書房 1997 Ｙ910.2マ

715 やまがた本の郷土館　２巻 松坂  俊夫∥著 みちのく書房 1997 Ｙ910.2マ

716 大和の芭蕉句碑 谷村  能男∥著 タイムス 1995 Ｙ911.3マ

717 津軽三味線「奥の細道」を行く 金沢  規雄∥解説 里文出版 2000 Y915.5マ

718 雪まるけ
岡山大学池田家文庫
等刊行会／編

福武書店 1976 Ｙ911.3オ ※

719 夢に漂い風に狂う 田中  義政∥著 さきたま出版会 1994 Ｙ911.3マ

720 夢は枯野を　芭蕉の旅と人生 中里  富美雄∥著 武蔵野書房 1997 Ｙ911.3マ
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松尾　芭蕉

721 ら・ら・ら「奥の細道 黛  まどか∥著 光文社 1998 Y915.5マ

722 連句入門 安東  次男∥著 講談社 1992 Ｙ911.3マ

723 路上探検隊奥の細道をゆく 路上観察学会∥編 ＪＩＣＣ出版局 1991 Ｙ291.2ロ

724 若き芭蕉 麻生  磯次∥著 新潮社 1976 Ｙ911.3マ

725 わが芭蕉論 阿部  正路∥著 創樹社 1999 Ｙ911.3マ

726 わが夢は聖人君子の夢にあらず 秋山  巳之流∥著 北溟社 2002 Ｙ911.3マ

727 わかりやすい奥の細道 飯野  哲二／著 学燈社 1979 Ｙ817イ

728 私の歩いた奥の細道 佐藤  秀五郎∥著 而立書房 1982 Y915.5マ

729 われもまたおくのほそ道 森  敦∥〔著〕 講談社 1999 Y915.5マ ◎

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750
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No.26

館(室)
名

尾花沢市民図書館 特定主題大分類 特産物 特定主題

No. 書名 著・編者 発行所 出版年 分類記号 備考

1 尾花沢市史　下巻
尾花沢市史編纂委員
会∥編纂

尾花沢市 2010 Y212.5オ

2 尾花沢のスイカ
東北農政局山形統計情報事
務所村山出張所 山形農林統計協会 1986 Y626.2ト

3 くだものばたけの一年７スイカ
ちかみ  じゅんこ∥
文

金の星社 1986 Y62チ

4 すいか産地からの発進
山形県尾花沢農業改
良普及所

山形県尾花沢農業
改良普及所

1993 Y626.2ヤ

5 スイカの絵本
たかはし  ひでお∥
へん

農山漁村文化協会 2001 Y626.2ス

6 スイカの作業便利帳 中山　淳∥著 農山漁村文化協会 2012 626.２ナ

7 スイカの生理生態と生産事例
農耕と園芸編集部∥
編

誠文堂新光社 2012 626.２ス

8 スイカものがたり　尾花沢西瓜史
尾花沢スイカ史研究
会

尾花沢スイカ史研
究会

2014 Y626.2オ ◎

9 「すいか」もの知り博士
みちのく村山農業協
同組合／編

みちのく村山農業
協同組合

1988 Y626.2ミ

10 東北野菜産地ガイド 東北野菜研究会／編 東北野菜研究会 1995 Y626.2ト ※

11
野菜園芸大百科４　スイカ・メロ
ン

農文協∥編 農山漁村文化協会 1989 626.0ヤ

12
野菜園芸大百科5　スイカ・カボ
チャ

農文協∥編 農山漁村文化協会 2004 626.0ヤ

13 山形県、尾花沢スイカの産地形成 齋藤  功／著
筑波大学地球科学系人文
地理研究グループ 1987 Y626.2サ

14
私達の西瓜づくり　尾花沢西瓜と
４０年

後藤  治∥著 後藤  治 2014 Y626.2ゴ ◎

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

スイカ

特 定 主 題 文 献 目 録
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No.27

館(室)
名

尾花沢市民図書館 特定主題大分類 名所 特定主題

No. 書名 著・編者 発行所 出版年 分類記号 備考

1 尾花沢市史　上巻
尾花沢市史編纂委員
会∥編纂

尾花沢市 2010 Y212.5オ

2 尾花沢市史　下巻
尾花沢市史編纂委員
会∥編纂

尾花沢市 2010 Y212.5オ

3 尾花沢風土記 尾花沢市史編纂／編  尾花沢市史編纂 1980 Y212.5オ

4 尾花沢歴史解説シート
尾花沢市教育委員会
社会教育課∥編

尾花沢市 2015 Y212.5オ

5 御所山
山形県総合学術調査
会／編

山形県総合学術調
査会

1989 Y454.5ヤ ※

6 御所山 大高正史／文・写真 大高正史 1988 Y454.5オ ※

7 御所山の自然
山形県東根市御所山
学術調査会∥編

山形県東根市御所
山学術調査会

1978 Y454.5ヤ ※

8 御所山の信仰と伝説
山形県東根市御所山
学術調査会∥編

山形県東根市御所
山学術調査会

1978 Y454.5ゴ

9 史跡延沢銀山遺跡保存管理計画書
尾花沢市教育委員会
／編

尾花沢市教育委員
会

1989 Y212.5オ

10
史跡延沢銀山遺跡保存管理計画書
その２

尾花沢市教育委員会
／編

尾花沢市教育委員
会

1989 Y212.5オ

11 大銀山としての野辺沢銀山 星川  茂彦／著
大泉寛三古稀記念
出版会

1964 Y212.5ホ

12 野辺沢銀山の話 奥山  誉男／著 発展社 1974 Y212.5オ

13 延沢銀山史料
尾花沢市史編纂委員
会／編

尾花沢市史編纂委
員会

1985 Y212.5オ

14 船形連峰御所山案内　　改訂
執筆者代表   桂島
新一

船形連峰御所山開
発促進期成同盟会

1978 Y454.5ケ

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

特 定 主 題 文 献 目 録

御所山・銀山
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No.28

館(室)
名

尾花沢市民図書館 特定主題大分類 事物・事件他 特定主題

No. 書名 著・編者 発行所 出版年 分類記号 備考

1 尾花沢市史　下巻
尾花沢市史編纂委員
会∥編纂

尾花沢市 2010 Y212.5オ

2 尾花沢風土記 尾花沢市史編纂／編 尾花沢市史編纂 1980 Y212.5オ

3 尾花沢歴史解説シート
尾花沢市教育委員会
社会教育課∥編

尾花沢市 2015 Y212.5オ

4 徳良湖と花笠音頭 星川  茂平治／著 星川  茂平治 1981 Y090ホ

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

特 定 主 題 文 献 目 録

花笠踊り
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No.1

館(室)
名

大石田町中央公民館図書室 特定主題大分類 人物 特定主題

No. 書名 著・編者 発行所 出版年 分類記号 備考

1 哀草果村里随筆　第一巻 結城哀草果 中央書院 1973 914ユ

2 哀草果村里随筆　第二巻 結城哀草果 中央書院 1973 914ユ

3 哀草果村里随筆　第三巻 結城哀草果 中央書院 1973 914ユ

4 アララギ復刻版～S23.12 アララギ発行所 教育出版センター 1992 910.8オ ※

5 板垣家子夫家集 板垣彩子、綿抜豊昭
筑波大学春日キャ
ンパス綿抜研究室

2010 911.138イ ※

6
今甦る茂吉の心とふるさと山形第
一回シンポジウム

齋藤茂吉没後50周年
記念事業実行委員会

齋藤茂吉没後50周年記念
事業実行委員会 2003 911イ

7
今甦る茂吉の心とふるさと山形第
一回シンポジウム

齋藤茂吉没後50周年
記念事業実行委員会

齋藤茂吉没後50周年記念
事業実行委員会 2003 911イ

8
今甦る茂吉の心とふるさと山形第
一回シンポジウム

齋藤茂吉没後50周年
記念事業実行委員会

齋藤茂吉没後50周年記念
事業実行委員会 2003 911イ

9
今甦る茂吉の心とふるさと山形第
四回シンポジウム

齋藤茂吉没後50周年
記念事業実行委員会

齋藤茂吉没後50周年記念
事業実行委員会 2003 911イ ※

10
今甦る茂吉の心とふるさと山形第
四回シンポジウム

齋藤茂吉没後50周年
記念事業実行委員会

齋藤茂吉没後50周年記念
事業実行委員会 2003 911イ

11
今甦る茂吉の心とふるさと山形第
四回シンポジウム

齋藤茂吉没後50周年
記念事業実行委員会

齋藤茂吉没後50周年記念
事業実行委員会 2003 911イ

12
今甦る茂吉の心とふるさと山形第
四回シンポジウム

齋藤茂吉没後50周年
記念事業実行委員会

齋藤茂吉没後50周年記念
事業実行委員会 2003 911イ

13 今甦る茂吉の心とふるさと山形
齋藤茂吉没後50周年
記念事業実行委員会

短歌研究社 2004 911.162サ ※

14 今甦る茂吉の心とふるさと山形
齋藤茂吉没後50周年
記念事業実行委員会

短歌研究社 2004 911.162サ

15 今甦る茂吉の心とふるさと山形
斎藤茂吉没後50周年
記念事業実行委員会

短歌研究社 2004 911.162サ

16 大石田町史　下巻 大石田町 大石田町 1993 212オ ※

17 大石田町史　下巻 大石田町 大石田町 1993 212オ

18 大石田町史　下巻 大石田町 大石田町 1993 212オ

19 大石田町史　上巻 大石田町 大石田町 1985 212オ ※

20 大石田町史　上巻 大石田町 大石田町 1985 212オ

21 大石田町史　上巻 大石田町 大石田町 1985 212オ

22 大石田町「おくのほそ道」
大石田町「おくのほそ道」紀行
三〇〇年記念事業企画実行委員
会

大石田町「おくのほそ道」紀
行三〇〇年記念事業企画実行
委員会

1992 911.02オ ※

23 奥の細道とみちのく文学 金沢規夫　他 里文出版 1989 911.32カ ※

24 歌集　桂樹 二藤部兵右衛門 二藤部陽一 1972 911.168ニ ※

25 歌集　川の邊 金子阿岐夫 短歌新聞社 2007 911.168カ ◎

26 歌集　白き山 齋藤茂吉 岩波書店 1949 911サ ※

27 歌集　新世界 金子阿岐夫 現代短歌社 2013
911.168カ

1
※

28 歌集　新世界 金子阿岐夫 現代短歌社 2013
911.168カ

2

29 歌集　新世界 金子阿岐夫 現代短歌社 2013
911.168カ

3

30 歌集　是非に及ばず 金子阿岐夫 現代短歌社 2012 911.168カ ◎

特 定 主 題 文 献 目 録
齋藤茂吉（大石田
関係）
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31 歌集　礫底 板垣家子夫 白玉書房 1966 911イ ※

32 歌集　路地の坂 金子阿岐夫 石川書房 1996 911カ ◎

33 共同討議齋藤茂吉の世界 田中隆尚　他 青土社 1981 911タ

34 現代短歌体系1 大岡　信　他 三一書房 1972 911サ

35 現代文學風土記 奥野健男 筑摩書房 1968 910.29オ

36 広報おおいしだ縮刷版 大石田町 大石田町 1978 318.5オ ※

37 心のふるさと山形路 小柳英雄 日本交通公社 1982 291.25コ ※

38
斎藤茂吉　あかあかと一本の道と
ほりたり　ミネルヴァ日本評伝選

品田悦一 ミネルヴァ書房 2010 911.1サ

39 斎藤茂吉遺墨集成 斎藤茂吉 講談社 1976 728サ ※

40 斎藤茂吉言行 佐藤佐太郎 角川書店 1972 914サ ※

41 齋藤茂吉作品集
（財）齋藤茂吉記念
館

（財）齋藤茂吉記
念館

1990 911.16サ

42
斎藤茂吉写真・資料で描く歌と生
涯

藤岡武雄 沖積舎 1982 911.16フ

43 斎藤茂吉『赤光』作品論集成Ⅰ 梶木　剛 大空社 1995 911.1サ ◎

44 斎藤茂吉『赤光』作品論集成Ⅱ 梶木　剛 大空社 1995 911.1サ ◎

45 斎藤茂吉『赤光』作品論集成Ⅲ 梶木　剛 大空社 1995 911.1サ ◎

46 斎藤茂吉『赤光』作品論集成Ⅳ 梶木　剛 大空社 1995 911.1サ ◎

47 斎藤茂吉『赤光』作品論集成Ⅴ 梶木　剛 大空社 1995 911.1サ ◎

48 齋藤茂吉集 齋藤茂吉 筑摩書房 1953 918サ ◎

49 齋藤茂吉集 齋藤茂吉 筑摩書房 1969 918サ ◎

50 斎藤茂吉『白き山』と最上川 小平博之 短歌新聞社 2008 911コ ※

51 斎藤茂吉私論 中村　稔 朝日新聞社 1983 911.16ナ

52 斎藤茂吉新潮日本文学アルバム 谷沢永一 新潮社 1985 910.268サ ※

53 斎藤茂吉新潮日本文学アルバム 谷沢永一 新潮社 1985 910.268サ

54 斎藤茂吉随行記下巻 板垣家子夫 古川書房 1984 911.162イ ※

55 斎藤茂吉随行記下巻 板垣家子夫 古川書房 1984 911.162イ ◎

56 斎藤茂吉随行記上巻 板垣家子夫 古川書房 1983 911.162イ ※

57 斎藤茂吉随行記上巻 板垣家子夫 古川書房 1983 911.162イ ◎

58
齋藤茂吉生誕百周年記念歌集　追
慕　第八集

齋藤茂吉生誕百周年記念歌
集「追慕」編集委員会 上山市 1982 911サ

59 齋藤茂吉生誕百年記念作文集
齋藤茂吉生誕百年記
念事業準備室

上山市 1982 911.162サ

60 齋藤茂吉生誕百年記念事業誌
齋藤茂吉生誕百年記
念事業準備室

上山市 1983 911.162サ ※
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61 齋藤茂吉生誕百年記念事業誌
齋藤茂吉生誕百年記
念事業準備室

上山市 1983 911.162サ

62 齋藤茂吉生誕百年記念論文集
齋藤茂吉生誕百年記
念事業準備室

上山市 1982 911.162サ

63 齋藤茂吉全歌集 齋藤茂吉 筑摩書房 1968 911サ ※

64 斎藤茂吉全画集縮刷本 斎藤茂吉 中央公論美術出版 1973 721サ ※

65 斎藤茂吉全画集縮刷本 斎藤茂吉 中央公論美術出版 1973 721サ

66 齋藤茂吉全集第三巻 齋藤茂吉 岩波書店 1953 918サ3 ◎

67 齋藤茂吉全集第四巻 齋藤茂吉 岩波書店 1952 918サ4 ◎

68 齋藤茂吉全集第五巻 齋藤茂吉 岩波書店 1953 918サ5 ◎

69 齋藤茂吉全集第六巻 齋藤茂吉 岩波書店 1954 918サ6 ◎

70 齋藤茂吉全集第七巻 齋藤茂吉 岩波書店 1952 918サ7 ◎

71 齋藤茂吉全集第八巻 齋藤茂吉 岩波書店 1952 918サ8 ◎

72 齋藤茂吉全集第九巻 齋藤茂吉 岩波書店 1953 918サ9 ◎

73 齋藤茂吉全集第十巻 齋藤茂吉 岩波書店 1954 918サ10 ◎

74 齋藤茂吉全集第十一巻 齋藤茂吉 岩波書店 1953 918サ11 ◎

75 齋藤茂吉全集第十二巻 齋藤茂吉 岩波書店 1952 918サ12 ◎

76 齋藤茂吉全集第十三巻 齋藤茂吉 岩波書店 1953 918サ13 ◎

77 齋藤茂吉全集第十四巻 齋藤茂吉 岩波書店 1952 918サ14 ◎

78 齋藤茂吉全集第十五巻 齋藤茂吉 岩波書店 1952 918サ15 ◎

79 齋藤茂吉全集第十六巻 齋藤茂吉 岩波書店 1952 918サ16 ◎

80 齋藤茂吉全集第十七巻 齋藤茂吉 岩波書店 1954 918サ17 ◎

81 齋藤茂吉全集第十八巻 齋藤茂吉 岩波書店 1953 918サ18 ◎

82 齋藤茂吉全集第十九巻 齋藤茂吉 岩波書店 1954 918サ19 ◎

83 齋藤茂吉全集第二十一巻 齋藤茂吉 岩波書店 1953 918サ21 ◎

84 齋藤茂吉全集第二十二巻 齋藤茂吉 岩波書店 1953 918サ22 ◎

85 齋藤茂吉全集第二十三巻 齋藤茂吉 岩波書店 1953 918サ23 ◎

86 齋藤茂吉全集第二十四巻 齋藤茂吉 岩波書店 1953 918サ24 ◎

87 齋藤茂吉全集第二十五巻 齋藤茂吉 岩波書店 1954 918サ25 ◎

88 齋藤茂吉全集第二十六巻 齋藤茂吉 岩波書店 1954 918サ26 ◎

89 齋藤茂吉全集第二十七巻 齋藤茂吉 岩波書店 1954 918サ27 ◎

90 齋藤茂吉全集第二十巻 齋藤茂吉 岩波書店 1953 918サ20 ◎
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91 齋藤茂吉全集第三十四巻 齋藤茂吉 岩波書店 1954 918サ34 ◎

92 齋藤茂吉全集第三十六巻 齋藤茂吉 岩波書店 1954 918サ36 ◎

93 齋藤茂吉全集第三十七巻 齋藤茂吉 岩波書店 1954 918サ37 ◎

94 齋藤茂吉全集第五十一巻 齋藤茂吉 岩波書店 1954 918サ51 ◎

95 齋藤茂吉全集第一巻 齋藤茂吉 岩波書店 1973 918サ ◎

96 齋藤茂吉全集第二巻 齋藤茂吉 岩波書店 1973 918サ ◎

97 齋藤茂吉全集第三巻 齋藤茂吉 岩波書店 1974 918サ ◎

98 齋藤茂吉全集第四巻 齋藤茂吉 岩波書店 1975 918サ ◎

99 齋藤茂吉全集第五巻 齋藤茂吉 岩波書店 1973 918サ ◎

100 齋藤茂吉全集第六巻 齋藤茂吉 岩波書店 1974 918サ ◎

101 齋藤茂吉全集第七巻 齋藤茂吉 岩波書店 1975 918サ ◎

102 齋藤茂吉全集第八巻 齋藤茂吉 岩波書店 1973 918サ ◎

103 齋藤茂吉全集第九巻 齋藤茂吉 岩波書店 1973 918サ ◎

104 齋藤茂吉全集第十巻 齋藤茂吉 岩波書店 1973 918サ ◎

105 齋藤茂吉全集第十一巻 齋藤茂吉 岩波書店 1974 918サ ◎

106 齋藤茂吉全集第十二巻 齋藤茂吉 岩波書店 1974 918サ ◎

107 齋藤茂吉全集第十三巻 齋藤茂吉 岩波書店 1975 918サ ◎

108 齋藤茂吉全集第十四巻 齋藤茂吉 岩波書店 1975 918サ ◎

109 齋藤茂吉全集第十五巻 齋藤茂吉 岩波書店 1973 918サ ◎

110 齋藤茂吉全集第十六巻 齋藤茂吉 岩波書店 1974 918サ ◎

111 齋藤茂吉全集第十七巻 齋藤茂吉 岩波書店 1974 918サ ◎

112 齋藤茂吉全集第十八巻 齋藤茂吉 岩波書店 1975 918サ ◎

113 齋藤茂吉全集第十九巻 齋藤茂吉 岩波書店 1973 918サ ◎

114 齋藤茂吉全集第二十巻 齋藤茂吉 岩波書店 1973 918サ ◎

115 齋藤茂吉全集第二十一巻 齋藤茂吉 岩波書店 1973 918サ ◎

116 齋藤茂吉全集第二十二巻 齋藤茂吉 岩波書店 1973 918サ ◎

117 齋藤茂吉全集第二十三巻 齋藤茂吉 岩波書店 1974 918サ ◎

118 齋藤茂吉全集第二十四巻 齋藤茂吉 岩波書店 1975 918サ ◎

119 齋藤茂吉全集第二十五巻 齋藤茂吉 岩波書店 1975 918サ ◎

120 齋藤茂吉全集第二十六巻 齋藤茂吉 岩波書店 1976 918サ ◎
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121 齋藤茂吉全集第二十七巻 齋藤茂吉 岩波書店 1974 918サ ◎

122 齋藤茂吉全集第二十八巻 齋藤茂吉 岩波書店 1974 918サ ◎

123 齋藤茂吉全集第二十九巻 齋藤茂吉 岩波書店 1973 918サ ◎

124 齋藤茂吉全集第三十巻 齋藤茂吉 岩波書店 1974 918サ ◎

125 齋藤茂吉全集第三十一巻 齋藤茂吉 岩波書店 1974 918サ ◎

126 齋藤茂吉全集第三十二巻 齋藤茂吉 岩波書店 1975 918サ ◎

127 齋藤茂吉全集第三十三巻 齋藤茂吉 岩波書店 1974 918サ ◎

128 齋藤茂吉全集第三十四巻 齋藤茂吉 岩波書店 1975 918サ ◎

129 齋藤茂吉全集第三十五巻 齋藤茂吉 岩波書店 1975 918サ ◎

130 齋藤茂吉全集第三十六巻 齋藤茂吉 岩波書店 1976 918サ ◎

131 齋藤茂吉全短歌一 齋藤茂吉 岩波書店 1982 911サ ※

132 齋藤茂吉全短歌二 齋藤茂吉 岩波書店 1982 911サ ※

133 齋藤茂吉全短歌三 齋藤茂吉 岩波書店 1982 911サ ※

134 齋藤茂吉全短歌四 齋藤茂吉 岩波書店 1982 911サ ※

135 齋藤茂吉全短歌合評　上 土屋文明 明治書院 1985 911.16ツ ◎

136 齋藤茂吉全短歌合評　下 土屋文明 明治書院 1985 911.16ツ ◎

137 齋藤茂吉追慕歌集第十一集
齋藤茂吉追慕歌集編
集委員会

（財）齋藤茂吉記
念館

1985 911.16サ

138 齋藤茂吉追慕歌集第十五集
齋藤茂吉追慕歌集編
集委員会

（財）齋藤茂吉記
念館

1989 911.16サ

139 齋藤茂吉追慕歌集第十集
齋藤茂吉追慕歌集編
集委員会

（財）齋藤茂吉記
念館

1984 911.16サ

140 齋藤茂吉追慕歌集第十二集
齋藤茂吉追慕歌集編
集委員会

（財）齋藤茂吉記
念館

1986 911.16サ

141 齋藤茂吉追慕歌集第二十一集
齋藤茂吉追慕歌集編
集委員会

（財）齋藤茂吉記
念館

1995 911.16サ

142 齋藤茂吉追慕歌集第二十一集
齋藤茂吉追慕歌集編
集委員会

（財）齋藤茂吉記
念館

1995 911.16サ

143 齋藤茂吉追慕歌集第二十一集
齋藤茂吉追慕歌集編
集委員会

（財）齋藤茂吉記
念館

1995 911.16サ

144 齋藤茂吉追慕歌集第二十三集
齋藤茂吉追慕歌集編
集委員会

（財）齋藤茂吉記
念館

1997 911.16サ

145
齋藤茂吉追慕全国大会二十年の歴
史

第二十回記念齋藤茂吉追慕
全国大会実行委員会

（財）齋藤茂吉記
念館

1997 911ダ

146 斎藤茂吉伝 柴生田稔 新潮社 1979 911.162シ

147 斎藤茂吉と庄内 斎藤邦明 林昌出版 1983 911サ ※

148 斎藤茂吉とその周辺 藤岡武雄 清水弘文堂 1975 911.162フ ※

149 齋藤茂吉と良寛 伊藤宏見 人物往来社 1984 911.162イ

150 斎藤茂吉日本詩人全集10 斎藤茂吉 新潮社 1980 911二
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151 斎藤茂吉入門 藤岡武雄 思文出版 1994 911.1サ ※

152 齋藤茂吉二百首 藤岡武雄 短歌新聞社 1994 911.16サ

153 斎藤茂吉ノート 中野重治 筑摩書房 1964 911.162ナ

154 斎藤茂吉の歌碑
早稲田大学文学碑と
拓本の会

二玄社 1972 911ワ ※

155 齋藤茂吉の書 山上次郎 二玄社 1969 911ヤ ※

156 齋藤茂吉の書 山上次郎 二玄社 1969 911ヤ

157 斎藤茂吉の生涯 山上次郎 文芸春秋 1974 911.162ヤ ※

158 齋藤茂吉論 加藤将之 清水弘文堂 1974 911カ

159 蔵王っ子茂吉せんせい 斎藤幸郎 斎藤幸郎 2003 911サ

160 蔵王っ子茂吉せんせい 斎藤幸郎 斎藤幸郎 2003 911サ

161
少年少女やまがた人物風土記１
外はふぶきでも

山形県小中学校校長
会

山形県教育用品 1986 281.25ヤ

162 白き山研究 山形国語の会 右文書院 1969 911ヤ ※

163 白き山研究 斎藤茂吉記念館 短歌新聞社 2001 911.168サ ※

164 『白き山』全注釈 吉田　漱 短歌新聞社 1997 911.168ヨ ※

165 青年茂吉 北　杜夫 岩波書店 1991 911.162キ

166 壮年茂吉 北　杜夫 岩波書店 1993 911.162キ

167 続茂吉歳時記 高橋光義 短歌新聞社 1987 911.162タ

168 中野重治の茂吉ノオト 滿田郁夫 童牛社 1984 911.162ミ

169 日本の詩歌　斎藤茂吉 斎藤茂吉 中央公論社 1978 911.08二8

170 年譜斎藤茂吉伝 藤岡武雄 圖書新聞社 1973 911.162フ ※

171 文学の散歩道 新関岳雄 山形新聞社 1986 910.29二

172 万葉秀歌上巻改版 斎藤茂吉 岩波書店 1968 911.124サ ◎

173 万葉秀歌下巻改版 斎藤茂吉 岩波書店 1968 911.124サ ◎

174 もがみがわ中流紀行 東北建設協会 新庄工事事務所 1988 291.25ト ※

175 最上川と文化
第十八回国民文化祭
大石田町実行委員会

第十八回国民文化祭大石
田町実行委員会 2003 708ダ ※

176 最上川‐歴史と文化‐ 読売新聞社山形支局 郁文堂書店 1969 212ヨ ※

177 茂吉歳時記 高橋光義 短歌新聞社 1984 911.162タ

178 茂吉秀詠　生誕百年記念 山形新聞編集局 深夜叢書社 1982 911ヤ ※

179 茂吉秀歌上巻 佐藤佐太郎 岩波書店 1978 911サ ※

180 茂吉秀歌下巻 佐藤佐太郎 岩波書店 1978 911サ ※
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特 定 主 題 文 献 目 録
齋藤茂吉（大石田
関係）

181 茂吉随聞下巻 田中隆尚 筑摩書房 1980 913タ ※

182 茂吉随聞上巻 田中隆尚 筑摩書房 1974 913タ ※

183 茂吉とその秀歌 結城哀草果 中央企画社 1972 911ユ ※

184 茂吉とその秀歌 結城哀草果 中央企画社 1972 911ユ

185 茂吉の歌　私記 岡井　隆 創樹社 1973 911オ

186 茂吉の歌　夢あるいはつゆじも抄 岡井　隆 創樹社 1974 911オ

187 茂吉の山河 石　寒太 求龍堂 2003 911.162モ ※

188 茂吉の山河 石　寒太 求龍堂 2003 911.162モ

189 茂吉晩年 北　杜夫 岩波書店 1998 911.162キ ※

190 茂吉晩年 北　杜夫 岩波書店 1998 911.162キ

191 茂吉彷徨 北　杜夫 岩波書店 1996 911.162キ

192 物語山形県文壇史 斎藤禮助 高陽堂 1977 910.29サ

193 やまがたの文学碑 山形放送 山形放送 1987 910.2タ ※

194 やまがた文学のある風景 松坂俊夫 みちのく書房 2000 910.26マ ◎

195 やまがた文学の世界
やまがた文学の世界
編纂委員会

山形県教育委員会 1996 910ヤ ※

196 やまがた文学への招待 松坂俊夫 郁文堂書店 1972 910.29マ

197 やまがた本の郷土館第一巻 松坂俊夫 みちのく書房 1997 910マ ※

198 やまがた本の郷土館第一巻 松坂俊夫 みちのく書房 1997 910マ

199 やまがた本の郷土館第二巻 松坂俊夫 みちのく書房 1997 910マ ※

200 やまがた本の郷土館第二巻 松坂俊夫 みちのく書房 1997 910マ

201 結城哀草果　人間と文学 西村直次 高陽堂書店 1980 911二

202 窿應の生涯と茂吉 黑江太郎 白玉書房 1972 280ク ※

203

204

205

206

207

208

209

210
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1 あらきそばの神髄 里美真三 文藝春秋 2001 673サ

2 江戸そば一筋 堀田平七郎 柴田書店 1995 596ホ

3 おしゃべりな畑 山形在来作物研究会 山形大学出版会 2010 626ヤ

4 おそばのくきはなぜあかい 石井桃子 岩波書店 1954 388イ

5 かあちゃんの宝箱
大石田町食生活改善
推進員連絡協議会

大石田町食生活改善推進
員連絡協議会 2007 596オ ※

6 かこさとしの食べごと大発見２ 加古里子 農山漁村文化協会 1994 596カ

7 聞き書山形の食事
「日本の食生活全集
山形」編集委員会

農山漁村文化協会 1988 596キ

8 聞き書山形の食事
「日本の食生活全集
山形」編集委員会

農山漁村文化協会 1988 596キ

9 きたむらやまの味処
北村山地区レクリエーショ
ン推進委員会

北村山地区レクリエー
ション推進委員会 1994 673.9キ

10 北村山の行事食 北村山栄養食研究会
北村山栄養食研究
会

1983 596キ ※

11 健康食そば 那須奎介 農山漁村文化 1984 596ケ

12
諸国そばの本　そばの里とうまい
店250

そば道楽の会 ＪＴＢ 1999 596シ

13 信州・戸隠手打ちそばの技術 戸隠そば商組合 旭屋出版 1995 596シ ◎

14 絶品のそば百店 青野丕緒 毎日新聞社 1997 596ゼ

15
増補版　日本めん食文化の一三〇
〇年

奥村彪生 農山漁村文化協会 2014 383オ

16
ソバ　条件に合わせたつくり方と
加工・利用

本田裕 農山漁村文化協会 2000 616ホ

17 そば　そば料理 永瀬正人 旭屋出版 1998 596ナ

18 そば　人気メニューシリーズ２ 黒木　純 柴田書店MOOK 1999 596ク

19 そば・うどん　儲かるメニュー 柴田書店 柴田書店 1993 596シ

20 そば・うどんの応用技術 柴田書店書籍編集部 柴田書店 1993 596.21シ

21 そば・うどん百味百題 柴田書店書籍編集部 柴田書店 1995 596.2イ

22
そば王国山形　県内そば尽くし
全１７５店

トップラン みちのく書房 1995 673.9ト

23 そば往生 石川文康 筑摩書房 2002 596.3イ

24 そば蕎麦百珍 福田　浩 柴田書店 1996 596フ

25 そば処・山形 相澤嘉久治 いちい書房 1990 673.9ア

26 そば処・山形うまい店202選
山形タウン情報うぃ
ずy

いちい書房 1998 673.9ヤ

27 ソバの絵本
俣野敏子、平野恵理
子

農山漁村文化協会 1998 610マ ※

28 ソバの絵本
俣野敏子、平野恵理
子

農山漁村文化協会 1998 610マ

29 そばの絵本 服部隆 農山漁村文化協会 2004 590ハ

30 そばの基本技術 柴田書店書籍編集部 柴田書店 1995 596.21シ

ソバ

特 定 主 題 文 献 目 録
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ソバ

特 定 主 題 文 献 目 録

31 蕎麦の世界 新島繁、薩摩夘一 柴田書店 1985 383.8二

32 蕎麦百景 浪川寛治 三一書房 1998 596ナ

33 蕎麦本 山本おさむ 小学館 2015 596ソ

34 体系日本史叢書１０　産業史 豊田　武 山川出版 1976 210.08コ ※

35 高橋邦弘の蕎麦大全 高橋邦弘 日本放送出版協会 2004 596タ

36 誰でも打てる十割そば 大久祐弘 農山漁村文化協会 2002 596オ

37 出羽屋の山菜料理 佐藤邦治 求龍堂 1984 596サ

38 なぜ美味か次年子そば 齋藤美代三 大風印刷出版局 2001 596サ

39 ひさことひろこの食育COOKBOOK 古田久子、平田洋子 みちのく書房 [1998] 596フ

40 不老長寿のダッタン蕎麦 片山虎之介 小学館 2001 596カ

41 やまがた郷土料理
山形県食生活改善推
進協議会

山形県食生活改善
推進協議会

1986 596ヤ

42 やまがた郷土料理
山形県食生活改善推
進協議会

山形県食生活改善
推進協議会

1986 596ヤ

43 山形県史第一巻 山形県 山形県 1982 212.5ヤ ◎

44
育てよう！食べよう！野菜づくり
の本１　米・そば

こどもくらぶ ポプラ社 2003 616コ

45 名店案内そば店１００ 柴田書店書籍編集部 柴田書店 1995 673.9シ

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60
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1 大石田町史　下巻 大石田町 大石田町 1993 212.5オ

2 ぎふちょう 舘野鴻 偕成社 2013 Ｅタ

3 ギフチョウ　春にとぶ 浜野栄次 岩崎書店 1986 486ハ

4
ギフチョウ及びヒメギフチョウ保
護調査総合報告書

山形県大石田町教育
委員会

山形県大石田町教
育委員会

1998 486.8ギ ※

5
ギフチョウ及びヒメギフチョウ保
護調査総合報告書

山形県大石田町教育
委員会

山形県大石田町教
育委員会

1998 486.8ギ

6 ギフチョウ属最後の混棲地 草刈広一 無明社 1993 486.8ク

7 原色日本蝶類図鑑　増補改訂版 横山光夫 保育社 1965 486ヨ ◎

8 原色日本蝶類幼虫大図鑑　Vol.Ⅰ 白水隆　他 保育社 1960 486シ ◎

9 原色日本蝶類幼虫大図鑑　Vol.Ⅱ 白水隆　他 保育社 1962 486シ ◎

10
写真集ギフチョウ・ヒメギフチョ
ウ　その混棲

倉兼治 誠文堂新光社 1983 486.8ク ※

11
写真集ギフチョウ・ヒメギフチョ
ウ　その混棲

倉兼治 誠文堂新光社 1983 486.8ク

12 白畑孝太郎 永幡嘉之 無明舎出版 2007 289.1シ

13 図説生物観察事典 岡村はた　他 地人書館 1993 460ズ

14 ちょう 大島進一 福音館書店 1987 486.8オ

15 ちょう　あり　はち 七尾純 あかね書房 1978 486ナ

16 蝶　野外ハンドブック２ 藤岡知夫 山と渓谷社 1977 486フ

17 蝶　野外ハンドブック２ 藤岡知夫 山と渓谷社 1989 486.803フ

18 蝶がいっぱい　自然術２ 腰本文子 晶文社 1990 486コ

19 チョウが消えた！？ 原聖樹、青山潤三 あかね書房 1993 486ハ

20 チョウの観察ノート 松本　武 ポプラ社 1975 486マ

21 動物の大世界百科　第７巻
日本メール・オー
ダー社

日本メール・オー
ダー社

1972 480ヤ

22 ニューワイド学研の図鑑　昆虫 浅井晴夫 学習研究社 1999 486コ ◎

23 春の女神たんけん隊 佐々木　悦 汐文社 1998 913サ ◎

24 春の女神たんけん隊 佐々木　悦 汐文社 1998 913サ

25 春の女神たんけん隊 佐々木　悦 汐文社 1998 913サ

26
標準原色図鑑全集　第１巻　蝶・
蛾

白水隆　他 保育社 1966 486シ

27 滅びゆく日本の昆虫50種 朝比奈正二郎 築地書館 1993 486ア

28 野外探検大図鑑 松岡達英 小学館 1993 403シ

29 山形県自然観察の手引き　生物編
山形県理科教育セン
ター

山形県理科教育セ
ンター

1974 460.7ヤ ※

30 山形の自然たんけん
山形県小学校教育研
究会理科部会

日本標準 1997 403ヤ

特 定 主 題 文 献 目 録
ギフチョウ・ヒメ
ギフチョウ
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特 定 主 題 文 献 目 録
ギフチョウ・ヒメ
ギフチョウ

31 山形の理科ものがたり
山形県小学校教育研
究会理科部会

日本標準 1982 404ヤ

32 山形の理科ものがたり　改訂版
山形県小学校教育研
究会理科部会

日本標準 1991 404ヤ

33 昆虫の生態図鑑 学習研究社 1993 486コ

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60
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