
町田市民文学館蔵 山岳文庫目録について 

 

 山岳文庫目録は、1931年当時の町田町原町田に生まれ、1990年から 2006年

まで町田市長を務めた寺田和雄氏が収集した山岳関係の書籍・雑誌の目録です。 

 本目録に掲載された書籍・雑誌は、山を愛した寺田氏が若い頃から収集し、ご

自宅で所蔵されていたもので、2006年から少しずつ文学館に寄贈され、2015年

に遺されたすべての資料が町田市に寄贈されました。 

掲載された書籍は 1277冊、雑誌は 823冊にのぼります。目録刊行により、寺

田氏が遺した貴重な山岳関係資料を多くの方々にご利用いただければ幸いです。 

                         2018年 3月 

  町田市民文学館ことばらんど 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 【凡例】 

  ・本表は寺田和雄の旧蔵書のうち、山岳関係の書籍・雑誌のリストである。 

  ・図書のリストは書名の 50音順・出版年順に並べた。 

  ・雑誌のリストはタイトルの 50 音順・巻号順で記載し、備考に特集名等を記入した。 

 



書　　名 著　者 出版社・発行所
刊行年

（初版） 副題・シリーズ名 ・叢書名 備　　考

欧文

1 A LIFE ON THE EDGE JIM WHITTAKER THE MOUNTAINEERS 1999 MEMOIRS OF EVEREST AND BEYOND 新聞記事切り抜きコピーあり

2 GABERELL'SCHWEIZER BILDER Ｊ.GABERELL Ｊ.GABERELL 1930.11 「ガベレルのスイス写真」スイ
ス・チューリッヒ刊　背補修

3 THE JAPANESE ALPS 日本山岳会 大修館書店 1975.10 覆刻日本の山岳名著 底本：Walter Weston著 1896
JOHN MURRAY（LONDON）

4 THE PLAYGROUND OF THE FAR EAST 日本山岳会 大修館書店 1978.9 新選覆刻日本の山岳名著 底本：Walter Weston著 1918
JOHN MURRAY（LONDON）

あ行

5 ああ南壁 藤木高嶺 朝日新聞社 1974.3 第二次RCCエベレスト登攀記

6 ああ南壁 藤木高嶺 中央公論社 1997.6
第二次RCCエベレスト登攀記　中公
文庫

7 会津の山々・尾瀬 川崎隆章 修道社 1961.5

8 青葉の旅落葉の旅 田部重治 第一書房 1941.5

9 秋の日のヴィオロン みなみらんぼう リヨン社 2004.12

10 憧れの山々
町田市立国際版画美
術館

町田市立国際版画
美術館 2001.8 山を愛し、山を描く 2001.8同館展覧会図録

11 アコンカグア山頂の嵐 チボル・セケり 筑摩書房 1999.7 ちくま文庫 栗栖継・栗栖茜訳

12 朝の山残照の山 日高信六郎 二見書房 1969.10 新聞記事切り抜きあり

13 アサヒカメラ　秋の特別号 朝日新聞社 1938.12

14 アサヒカメラ　冬の特別号 朝日新聞社 1938.12 冬山とスキー

15 紫陽花の頃 沢野ひとし 東京書籍 2001.3

16 畦地梅太郎 畦地梅太郎 日本図書センター 2004.12
画文集とぼとぼ六十年
人間の記録

底本：『画文集 とぼとぼ六
十年』(1985年、講談社）

17 畦地梅太郎書票録 南海放送サンパーク美術
館・畦地梅太郎記念美術館 南海放送 2002.10

18 畦地梅太郎全版画集
町田市立国際版画美
術館

町田市立国際版画
美術館 1991.3

南海放送畦地梅太郎記念
美術館　寺田和雄宛献辞

19 畦地梅太郎展　山のよろこび 町田市立国際版画美
術館

町田市立国際版画
美術館 2001.9 生誕百年記念

20 畦地梅太郎版画集「山男」 畦地梅太郎 山と溪谷社 2014.10

21 あてのない絵はがき 辻まこと 小学館 1995.8 小学館ライブラリー

22 あの山　かの友 一原有徳 茗渓堂 2002.4 心に残る山と人の追想録

23 アフガニスタンの山旅 安川茂雄 あかね書房 1966.12
ヒンズー・クシュ
登山の記録 白簱史朗写真

24 雨飾山麓冬だより 木戸征治 山と渓谷社 1987.4

25 雨のち晴れて、山日和 唐仁原教久 山と渓谷社 2005.8

26 嵐の大地
エリック・シンプト
ン 山と渓谷社 1974.8 パタゴニア探検1958-1962 田村協子訳

27 有峰物語 飯田辰彦 NTT出版 1995.3

28 あるガイドの手記 佐伯富男 あかね書房 1966.4

29 或る登山家の半生 四谷龍胤 岳（ヌプリ）書房 1980.1

30 ある偃松の独白 中村清太郎 朋文堂 1960.5 コマクサ叢書

31 ＡＬＰＩＮＥ　ＣＡＬＥＮＤＡＲ　’74 山と溪谷社 山と渓谷社 1974.1

32 ＡＬＰＩＮＥ　ＣＡＬＥＮＤＡＲ　’75 山と溪谷社 山と渓谷社 1975.1

33 ＡＬＰＩＮＥ　ＣＡＬＥＮＤＡＲ　’76 山と溪谷社 山と渓谷社 1976.1

34 ＡＬＰＩＮＥ　ＣＡＬＥＮＤＡＲ　’77 山と溪谷社 山と渓谷社 1977.1

35 ＡＬＰＩＮＥ　ＣＡＬＥＮＤＡＲ　’78 山と溪谷社 山と渓谷社 1978.1

36 ＡＬＰＩＮＥ　ＣＡＬＥＮＤＡＲ　’79 山と溪谷社 山と渓谷社 1979.1

37 ＡＬＰＩＮＥ　ＣＡＬＥＮＤＡＲ　’80 山と溪谷社 山と渓谷社 1980.1

＜図　書＞
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書　　名 著　者 出版社・発行所
刊行年

（初版） 副題・シリーズ名 ・叢書名 備　　考

38 ＡＬＰＩＮＥ　ＣＡＬＥＮＤＡＲ　’81 山と溪谷社 山と渓谷社 1981.1

39 ＡＬＰＩＮＥ　ＣＡＬＥＮＤＡＲ　’82 山と溪谷社 山と渓谷社 1982.1

40 ＡＬＰＩＮＥ　ＣＡＬＥＮＤＡＲ　’83 山と溪谷社 山と渓谷社 1983.1

41 ＡＬＰＩＮＥ　ＣＡＬＥＮＤＡＲ　’84 山と溪谷社 山と渓谷社 1984.1

42 ＡＬＰＩＮＥ　ＣＡＬＥＮＤＡＲ　’85 山と溪谷社 山と渓谷社 1985.1

43 ＡＬＰＩＮＥ　ＣＡＬＥＮＤＡＲ　’86 山と溪谷社 山と渓谷社 1986.1

44 ＡＬＰＩＮＥ　ＣＡＬＥＮＤＡＲ　’87 山と溪谷社 山と渓谷社 1987.1

45 ＡＬＰＩＮＥ　ＣＡＬＥＮＤＡＲ　’88 山と溪谷社 山と渓谷社 1990.1

46 ＡＬＰＩＮＥ　ＣＡＬＥＮＤＡＲ　’91 山と溪谷社 山と渓谷社 1991.1

47 ＡＬＰＩＮＥ　ＣＡＬＥＮＤＡＲ　’92 山と溪谷社 山と渓谷社 1992.1

48 ＡＬＰＩＮＥ　ＣＡＬＥＮＤＡＲ　’93 山と溪谷社 山と渓谷社 1993.1

49 ＡＬＰＩＮＥ　ＣＡＬＥＮＤＡＲ　’94 山と溪谷社 山と渓谷社 1994.1

50 ＡＬＰＩＮＥ　ＣＡＬＥＮＤＡＲ　’95 山と溪谷社 山と渓谷社 1995.1

51 ＡＬＰＩＮＥ　ＣＡＬＥＮＤＡＲ　’96 山と溪谷社 山と渓谷社 1996.1

52 ＡＬＰＩＮＥ　ＣＡＬＥＮＤＡＲ　’97 山と溪谷社 山と渓谷社 1997.1

53 ＡＬＰＩＮＥ　ＣＡＬＥＮＤＡＲ　’98 山と溪谷社 山と渓谷社 1998.1

54 ＡＬＰＩＮＥ　ＣＡＬＥＮＤＡＲ　’99 山と溪谷社 山と渓谷社 1999.1

55 ＡＬＰＩＮＥ　ＣＡＬＥＮＤＡＲ　’00 山と溪谷社 山と渓谷社 2000.1

56 ＡＬＰＩＮＥ　ＣＡＬＥＮＤＡＲ　’01 山と溪谷社 山と渓谷社 2001.1

57 ＡＬＰＩＮＥ　ＣＡＬＥＮＤＡＲ　’02 山と溪谷社 山と渓谷社 2002.1

58 アルピニストの心 ジャン・コスト 朋文堂 1955.6 近藤等訳

59 アルピニストの手記 日本山岳会 大修館書店 1978.9
新選覆刻日本の山岳名著
山の随筆

底本：『アルピニストの手記』小
島烏水著（1936年、書物展望社）

60 アルピニストの手記 小島烏水 平凡社 1996.12 平凡社ライブラリー

61 アルピニズモ・アクロバチコ ギド・レイ 講談社 1979.9 講談社文庫 近藤等訳

62 ある日の山ある日の峠 横山厚夫 白山書房 1998.3

63 アルプ　 山口輝久ほか 山と渓谷社 2007.7 特集　串田孫一 手製函

64 アルプス 近藤等 小学館 1975.11 近藤等写真集 岩と氷の王国

65 アルプス 佐貫亦男・山田圭一 講談社 1967.9 原色写真文庫

66 アルプスを描いた画家たち 近藤等 東京新聞出版局 1980.9 石一郎訳

67 アルプスからヒマラヤへ 近藤等 社会思想社 1969.11 教養文庫 1978.5 3刷

68 アルプス記＜新版＞ 松方三郎 龍星閣 1974.9

69 アルプス記 松方三郎 平凡社 1997.6 平凡社ライブラリー

70 アルプス紀行 ジョン・チンダル 岩波書店 1934.7 岩波文庫
矢島祐利訳
1949.5 2刷　背補修あり

71 アルプス紀行 ジョン・チンダル 岩波書店 1934.7 岩波文庫 矢島祐利訳　1987.11 6刷

72 アルプス・コーカサス登攀記 A・F・マンメリー 朋文堂 1955.11 エーデルワイス叢書

73 アルプス・スキー休暇 小谷明 東京書籍 1995.12 文・写真

74 アルプス青春記 朝比奈菊雄 実業之日本社 1983.7

75 アルプス素描 早乙女緩次 銀河書房 1977.12

76 アルプス大縦走 岩橋崇至 山と渓谷社 1984.8

77 アルプス大展望 近藤辰郎 山と渓谷社 1991.7
6×12ｃｍサイズ
･フィルムによる

78 アルプス登山ガイド スタジオＯＷＬ 昭文社 2005.7
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書　　名 著　者 出版社・発行所
刊行年

（初版） 副題・シリーズ名 ・叢書名 備　　考

79 アルプス登攀記　上 ウィムパー 岩波書店 1951.4 岩波文庫 浦松佐美太郎訳

80 アルプス登攀記　下 ウィムパー 岩波書店 1951.4 岩波文庫 浦松佐美太郎訳

81 アルプス登攀記
エドワード・
ウィンパー 旺文社 1974.6 旺文社文庫 石一郎訳

82 アルプス登攀記
エドワード・
ウィンパー 森林書房 1980.12 完訳 ティンダル編、新島義昭訳

山と渓谷社発売　別添地図

83 アルプス登攀記
エドワード・
ウィンパー 講談社 1998.5 講談社学術文庫

84 アルプスに光みなぎる時 近藤等 東京新聞出版局 1979.8

85 アルプスの自然と人びと 石原明太郎 国際情報社 1978.6 すばらしい世界　１

86 アルプスの空の下で 近藤等 白水社 1972.7

87 アルプスの空の下で 近藤等 中央公論社 1980.6 中公文庫

88 アルプスの谷アルプスの村 新田次郎 新潮社 1964.7 写真撮影：佐貫亦男 裏見返し
「1964年8月4日k.Terada」書込み

89 アルプスの谷アルプスの村 新田次郎 新潮社 1979.1 新潮文庫

90 アルプスの旅 風見武秀 河出書房新社 1984.3 絵はがき文庫

91 アルプスの主　嘉門次 佐藤貢 朝日新聞社 1963.6

92 アルプスの氷河を滑る 熊谷榧 白山書房 1995.12

93 アルプスの見える村 布施他人夫 矢来書院 1975.6 布施他人夫写真集

94 アルプス　山と人と文学 近藤等 白水社 1965.10

95 アルプの麓 吉江喬松 朋文堂 1959.8 コマクサ叢書第13巻

96 ある山男の自画像 藤木九三 二見書房 1970.11 山岳名著シリーズ

97 安全登山学への道 川崎隆章 日本放送出版協会 1972.2 ＮＨＫブックス

98 アンデスからヒマラヤへ 浜野吉生 白水社 1966.5 早稲田大学登山隊の記録 新聞記事切り抜きあり

99 アンデス登攀記　上 ウィムパー 楨 2004.9 岩波文庫 大貫良夫訳

100 アンデス登攀記　下 ウィムパー 岩波書店 2005.1 岩波文庫 大貫良夫訳

101 アンデスの風と石が運んだもの 竹久野生 三修社 1996.7

102 幾つかの山 横山厚夫 朝日新聞社 1980.6

103 生ける風景 河井醉茗 アルス 1925.12 感想集

104 石狩日誌　全 日本山岳会 大修館書店 1978.9  新選覆刻日本の山岳名著 底本：松浦武四郎『石狩日誌
全』和装本・折タトウ入り

105 いしづち[石鎚] 愛媛県山岳連盟 愛媛県山岳連盟 1999.6 愛媛県山岳連盟創立五十周年史

106 泉を聴く 西岡一雄 中央公論社 1979.10 中公文庫

107 居候にて候 辻まこと 白日社 1980.10 雑誌切抜きあり

108 イタリアの山を行く 牧野文子 アディン書房 1984.2

109 一登山家の思ひ出 ジャヴェル 角川書店 1952.11 角川文庫

110 一登山家の思い出 エミール・ジャヴェル 講談社 1980.7 講談社文庫 近藤等訳

111 一日二日山の旅／静かなる山の旅 河田楨 木耳社 1978.3
『一日二日山の旅』（1923.5）
『静かなる山の旅』（1927.5）い
ずれも自彊館書店刊の復刻版／2
冊セット

112 一日二日の百名山 深田久弥 河出書房新社 2000.6

113 一枚の絵葉書 沢野ひとし 角川書店 1995.6

114 猪谷六合雄 高田宏 平凡社 2001.11
人間の原型・合理主義自然人　平凡
社ライブラリー

115 伊予の山河 畦地梅太郎 平凡社 2003.5 平凡社ライブラリー

116 いろりばた　続 南会津山の会 茗溪堂 2004.5
特装本限定百部のうち第
壱八番

117 岩と人 斎藤一男 東京新聞出版局 1980.7 日本岩壁登攀記

118 岩と雪の歌 秋谷豊 二見書房 1974.2 山岳名著シリーズ
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書　　名 著　者 出版社・発行所
刊行年

（初版） 副題・シリーズ名 ・叢書名 備　　考

119 岩と雪の王国 吉田二郎 二玄社 1959.8

120 岩の呼ぶ声 藤木九三 三笠書房 1967.4

121 ウェストンの信濃路探訪 田畑真一 センチュリー 1995.1 山々への賛歌

122 ウェストンの明治見聞記 W・ウェストン 新人物往来社 1987.4 知られざる日本を旅して 長岡祥三訳

123 ウェストンの森 高田宏 日本テレビ 1996.10 上高地・島々谷の朝と夜 写真：細川剛

124 上田哲農の山 上田哲農 山と渓谷社 1974.12

125
ウォルター・ウェストン
未刊行著作集　上巻

ウォルター・ウェス
トン 郷土出版社 1999.11 三井嘉雄訳

126
ウォルター・ウェストン
未刊行著作集　下巻

ウォルター・ウェス
トン 郷土出版社 1999.11 三井嘉雄訳

127 喪われた岩壁 佐瀬稔 中央公論社 1999.6
第２次RCCの青春群像
中公文庫

128 歌人の山 来嶋靖生 作品者 1998.4

129 うちなる山々 中野孝次 東京新聞出版局 1979.5

130 美ヶ原讃歌 山本峻秀 実業之日本社 1980.7 山頂に生きて半世紀

131 美しき山河 佐伯邦夫 佐伯邦夫事務所 2000.11
佐伯邦夫写真集、
僧ヶ岳・毛勝三山の四季

132 海山のあいだ 池内紀 マガジンハウス 1994.5 野外の手帖

133 海山のあいだ 池内紀 角川書店 1997.6 角川文庫ソフィア

134 雲表を行く 冠松次郎 墨水書房 1942.12 1943.3 3版

135 雲表のかなたに 藤木九三 スキージャーナル 1977.7 自然と人間シリーズ10

136 雲表のわが山々 岡田日郎 東京新聞出版局 1987.6

137 栄光への挑戦 菊地俊朗 二見書房 1965.2 ギャチュン・カン登頂記

138 江上波夫の蒙古高原横断記 江上波夫 五月書房 1997.1 池内紀のちいさな図書館 池内紀編・解説

139 江戸近郊ウォーク 村尾嘉陵 小学館 1999.4 地球人ライブラリー
阿部孝嗣訳 底本：朝倉治彦
編注『江戸近郊道しるべ』
（平凡社・東洋文庫・1985）

140 江戸人が登った百名山 住谷雄幸 小学館 1999.10 小学館文庫

141 江戸人が登った百名山 住谷雄幸 小学館 1999.10 小学館文庫

142 江戸百名山図譜 住谷雄幸 小学館 1995.11

143 エヴェレスト Ｗ・ノイズ 文藝春秋 1956.1 その人間的記録 1963.7 13版

144 エヴェレストへの長い道
エリック・シンプト
ン 東京創元社 1957.10 深田久弥訳、1958.7 3版

145 エベレストへの道 NHK海外取材班 日本放送出版協会 1971.4

146 エベレストを越えて 植村直己 文藝春秋 1982.7

147 エベレスト女の栄光 読売新聞社 読売新聞社 1975.7 日本女子登山隊写真集 別冊週刊読売1975.7増刊

148 エベレストから百名山へ 重廣恒夫 光文社 2003.6 ヒマラヤから教わったこと

149 エベレスト　クンブ山群　北西部 藤田弘基 グラフ社 1979.12
カラーアルバム26
ヒマラヤシリーズ 最終ページ汚れ

150 エヴェレスト登頂 ジョン・ハント 朝日新聞社 1954.5
朝日新聞社訳
裏見返し購入日・署名

151 エヴェレスト登頂記
ジェームス・アルマ
ン

ベースボール
マガジン社 1976.5 山岳名著選集 丹部節雄訳

152 エベレスト南西壁 クリス・ボニントン 集英社 1977.5 英国隊初登頂の記録 大浦暁生・平林克敏訳

153 エベレスト南壁 ピーター・スチール 時事通信社 1975.7 1971国際隊の悲劇 丹部節雄訳、再版

154 エヴェレスト日記
ジョン・Ｄ・マッカ
ラム 二見書房 1967.3 青柳健訳

155 エベレスト・ママさん 田部井淳子 新潮社 1982.2 山登り半生記

156 絵本の中に想う 高橋達郎 ヒュッテジャヴェル 1976.1

157 欧州山水奇勝　全二巻 日本山岳会 大修館書店 1978.9  新選覆刻日本の山岳名著 
底本：高島得三著『鷗洲山水奇勝
一佛蘭西』／高島北海『鷗洲山水
奇勝二伊太利・蘇格蘭』
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158 大下藤次郎紀行文集 近藤信行 美術出版社 1986.1

159 おおまち物語 瓜生卓造 山と渓谷社 1976.2

160 屋上登攀者 藤木九三 岩波書店 1998.8 岩波文庫

161 奥秩父 塚本閤治 山と溪谷社 1942.6 日本山岳写真叢書

162 奥秩父 清水武甲 山と渓谷社 1962.7 山旅と風土 浅見清一郎著

163 奥秩父回帰 原全教 河出書房新社 1978.5

164 奥日光 塚本閤治 山と溪谷社 1943.5 日本山岳写真叢書

165 尾瀬 平野長英 福村書店 1953.5 川崎隆章著

166 尾瀬と鬼怒沼 日本山岳会 大修館書店 1975.10  新選覆刻日本の山岳名著 底本：武田久吉著『尾瀬と鬼
怒沼』（梓書房・1930.8）

167 尾瀬と鬼怒沼 武田久吉 平凡社 1996.3 平凡社ライブラリー

168 尾瀬の賛歌 八木一郎 講談社 1979.6

169 尾瀬　山小屋三代の記 後藤允 岩波書店 1984.4 岩波新書

170 をちこちの山 深田久弥 山と溪谷社 1952.5 見返し献辞・署名

171 遠近の山 竹節作太 スキージャーナル 1972.3

172 尾根路Ⅱ 田淵行男 同時代社 1981.11 田淵行男写真集 普及改訂版

173 想い出の山旅 深田久弥 角川書店 1965.4 角川文庫

174 折々の山 望月達夫 茗渓堂 1980.7

175 御岳巡礼 青木保 講談社 1994.10
現代の神と人
講談社学術文庫

176 御嶽の見える村 澤頭修自 実業之日本社 1985.2 木曽開田高原日記

か行

177 邂逅の山 手塚宗求 筑摩書房 1980.7

178 邂逅の山　新版 手塚宗求 平凡社 2002.8 平凡社ライブラリー

179 かひしなの 河田楨 山と溪谷社 1946.12

180 海上アルプス屋久島連峰 遠崎史朗 雲井書店 1967.5

181 会心の山 佐伯邦夫 中央公論社 1982.9

182 快晴の山 織内信彦 茗渓堂 1977.10

183 回想の谷川岳 安川茂雄 河出書房新社 2002.8
底本：安川茂雄著『回想の谷
川岳』（現代社・1981.6）

184 回想のヒマラヤ 伊藤洋平 山と溪谷社 1952.8 山溪山岳新書 新聞切り抜きあり

185 回想の山道 不破哲三 山と渓谷社 1993.7 私の山行ノートから

186 街道行旅 関野準一郎 美術出版社 1983.3 関野準一郎画文集

187 快楽登山のすすめ 原真 東京新聞出版局 1997.7

188 岳麓点描 井伏鱒二 弥生書房 1986.4 新聞書評切抜き2点あり

189 迦多賀嶽再興記　信州鎗嶽略縁起 日本山岳会 大修館書店 1978.9  新選覆刻日本の山岳名著 
播隆上人著
和装本2冊　折タトウ入り

190 語りかける山 飯田年穂 駿河台出版 2011.11

191 画帖から 辻まこと 白日社 1983.2

192 かながわの山 植木知司 神奈川合同出版 1979.3 かもめ文庫

193 ガネッシュの蒼い氷 吉野熙道 朝日新聞社 1966.9 アサヒアドベンチュア シリーズ
上田豊、木村雅昭、
島田喜代男

194 鹿野忠雄 山崎柄根 平凡社 1992.2 台湾に魅せられたナチュラリスト 巻末人名索引

195 画文集　画歴の山々 増田欣子 恒文社 1999.11 穂高からヒマラヤへ

196 画文集　とぼとぼ六十年 畦地梅太郎 講談社 1985.4 著者署名
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197 画文集　ヒマラヤの山と人 熊谷榧 鎌倉書房 1980.6

198 画文集　道ひとすじ 山里寿男 筑摩書房 1989.5

199 画文集　山の声 辻まこと 東京新聞出版局 1971.2 帯挿み込み

200 画文集　山の声 辻まこと 筑摩書房 1991.5 ちくま文庫 解説　串田孫一

201 鎌倉夫人 深田久弥 改造社 1937.10

202 神々の谷 中野孝次 河出書房新社 1981.6 インド・ガンゴトリ紀行

203 神々の白い峰 薬師善美 あかね書房 1972.5 グルジャ・ヒマール登頂記

204 上高地 串田孫一 岩波書店 1985.3 岩波グラフィックス３０

205 上高地　１　 上條武 独木書房 1996.4 神河内絵画き宿

206 上高地　３　 上條武 独木書房 1997.4 河童橋考

207 上高地開発史 横山篤美 山と渓谷社 1971.11

208 上高地逍遥雑記 楠目高明 草思社 1979.6

209 上高地の大将 木村殖 実業之日本社 1969.10 アルプス暮し四十年の記録 新聞記事切り抜きあり

210 上高地・乗鞍　北アルプス 山岳観光社 実業之日本社 1997.5 ブルーガイド

211 上高地文学登山 志摩直人 大同書院 1967.9

212 上高地ものがたり 浅野孝一 新潮社 1999.5 とんぼの本

213 上高地　槍　穂高 越後宏治 学習研究社 1976.7 別冊旅行ホリデー

214 カメラを片手に地球を駆ける 風見武秀 山と渓谷社 1990.12

215 通いつめた我が山々 野口冬人 現代旅行研究所 1980.6

216 カラコラム 今西錦司 文藝春秋新社 1956.7 探検の記録

217 カラコラムを越えて ヤングハズバンド 白水社 1981.12 石一郎訳

218 カラコルムへの道 加藤誠平 日本放送出版協会 1964.3 ＮＨＫブックス4

219 カラコルムを越えて ヤングハズバンド 角川書店 1968.11
水口志計夫訳
1969.3 再版

220 カラコルム紀行 松本和夫 聖教新聞社 1980.8 仏法伝来の道をゆく 衣斐啓写真

221 可愛い山 石川欣一 中央公論社 1954.6

222 可愛い山 石川欣一 中央公論社 1954.6 1955.4 7版

223 乾いた山 原真 山と渓谷社 1977.9

224 河口彗海 河口正 春秋社 1961.4 日本最初の チベット入国者

225 カンチェンジュンガをめざして パウル・バウアー 実業之日本社 1956.7 田辺主計・望月達夫訳

226 雁峠だより 加藤司郎 白山書房 1996.5 はみ出し役人の 山小屋再建記

227 岩壁よ　おはよう 長谷川恒男 中央公論社 1981.11

228 岩壁よ　おはよう 長谷川恒男 中央公論社 1984.7 中公文庫

229 黄色いテント 田淵行男 実業之日本社 1985.11

230 木を見て森を知る 岡田喜秋 講談社 1994.10

231 紀行と随筆 田部重治 大村書店 1934.6

232 喜作新道 山本茂実 朝日新聞社 1971.10 ある北アルプス哀史

233 汽車が好き、山は友だち 長谷川末夫 草思社 1992.3

234 机上登山 西丸震哉 博品社 1998.4

235 季節の山みち 安川茂雄 読売新聞社 1971.8 読売新書

236 北ア展望 田淵行男 朝日新聞社 1966.6 田淵行男作品集

237 北アルプス 小笠原勇八 三省堂 1934.6
地図あり、鈴木勇、
小島六郎、渡辺公平

－  山岳文庫目録  6  －



書　　名 著　者 出版社・発行所
刊行年

（初版） 副題・シリーズ名 ・叢書名 備　　考

238 北アルプスこの百年 菊地俊朗 文藝春秋 2003.10 文春新書

239 北アルプス　撮影ポイント 東京新聞出版局 1981.5 別冊岳人

240 北アルプスやまびと物語 柳原修一 東京新聞出版局 1995.10

241 北アルプス礼讃 白簱史朗 新日本出版社 2001.1 白簱史朗写真集

242 北アルプス稜線を飛ぶ 大森弘一郎 山と渓谷社 1979.7
空からピークハント
（ワイドカラー版）

243 きたぐに 深田久弥 東京美術 1970.8

244 北信濃の歌 津村昌子 花神社 1987.2 津村信夫の思い出

245 北岳・甲斐駒・赤石10コース 白簱史朗 山と渓谷社 1981.7
空撮登山ガイド6
南アルプス編

246 北と南の話 畦地梅太郎 創文社 1972.6
著者署名入り、裏見返し
に寺田蔵書票

247 北の山 日本山岳会 大修館書店 1975.10  新選覆刻日本の山岳名著 底本：伊藤秀五郎著『北の
山』（梓書房・1936.5）

248 北の山　続篇 伊藤秀五郎 茗渓堂 1976.12

249 北の山 伊藤秀五郎 中央公論社 1980.4 中公文庫

250 きのうの山きょうの山 上田哲農 中央公論社 1980.9

251 きのうの山きょうの山 上田哲農 中央公論社 1983.6 中公文庫

252 希望のアルピニズム
ヤニック・
セニュール 森林書房 1978.4 不可能の征服をめざして 近藤等訳

253 キャンプ・シックス Ｆ・Ｓ ・スマイス 朋文堂 1959.9 伊藤洋平訳

254 休息の山 沢野ひとし 山と溪谷社 1994.9

255 極東の遊歩場
ウォルター・ウェス
トン 山と渓谷社 1970.1 新聞記事切り抜き 岡村精一訳

256 霧積への途 畦地梅太郎 緑の笛豆本の会 1986.2 畦地梅太郎作品集11
限定200部並装第106番
版画３葉貼込み　二重函

257 霧の音 荒井銀次 毎日文庫 1983.8 山に寄せるポエジー

258 霧の山稜 加藤泰三 朋文堂 1956.3 購入年月日・寺田署名あり・

259 霧の山稜 加藤泰三 平凡社 1998.8 平凡社ライブラリー

260 近代登山の先駆者たち 近藤信行 日本山岳会 1973.12
1973年日本橋三越におけ
る展覧会図録

261 近代日本登山史 安川茂雄 あかね書房 1969.6

262 近代日本登山史　増補 安川茂雄 四季書館 1976.11

263 串田孫一集　１　惜春賦　 串田孫一 筑摩書房 1998.3 小説

264 串田孫一集　２　智の鳥の囀り 串田孫一 筑摩書房 1998.7 思索

265 串田孫一集　３　岩の沈黙 串田孫一 筑摩書房 1998.1 山行

266 串田孫一集　４　季節の手帖 串田孫一 筑摩書房 1998.4 博物

267 串田孫一集　５　微風の戯れ 串田孫一 筑摩書房 1998.2 随想Ⅰ

268 串田孫一集　６　青く澄む憧れ 串田孫一 筑摩書房 1998.5 随想Ⅱ

269 串田孫一集　８　流れ去る歳月 串田孫一 筑摩書房 1998.9 日記

270 串田孫一エッセイ選　Ｅの糸切れたり 串田孫一 平凡社 2003.1 平凡社ライブラリー

271 くだり坂の山旅 田村豊幸 現代旅行研究所 1979.10 ふるさとの山に雲が流れて

272 雲をつかむ話 三宅修 恒文社 1991.8

273 雲の上の道 深田久弥 新潮社 1959.6

274 雲の上の道 深田久弥 中央公論新社 2003.1 中公文庫

275 雲・山・太陽　串田孫一随想集 串田孫一 講談社 2000.8 講談社文芸文庫

276 グランドジョラス北壁 小西政継 中央公論社 1981.11 中公文庫

277 グリンデルヴァルトの山案内人
サミュエル・ブラー
バン 茗渓堂 1977.1

井手賁夫訳、新聞記事切
り抜き

278 黒部 冠松次郎 名著刊行会 1965.4 限定版
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279 黒部　続 冠松次郎 名著刊行会 1966.1 限定版55号

280 黒部峡谷 栗田貞多男 朝日新聞社 1986.6

281 黒部谿谷 日本山岳会 大修館書店 1975.10 覆刻日本の山岳名著 底本：冠松次郎著『黒部谿
谷』（アルス・1928.7）

282 黒部渓谷 冠松次郎 平凡社 1996.5 平凡社ライブラリー

283 黒部幻影 福田蓼汀 スキージャーナル 1971.7

284 黒部と槍 東京都写真美術館 東京都写真美術館 2014 冠松次郎と穂苅三寿雄 2014.3　展覧会図録

285 黒部の山賊 伊藤正一 実業之日本社 1964.7 アルプスの怪 1994.8 新版

286 桑原武夫紀行文集　１ 桑原武夫 河出書房 1968.1 フランス　アメリカ　日本

287 桑原武夫紀行文集　２ 桑原武夫 河出書房 1968.2 ソ連　アジア　アフリカ

288 桑原武夫紀行文集　３ 桑原武夫 河出書房 1986.4 山岳文集 チョゴリザ遠征ルート図あり

289 Ｋ２からカイラスへ 熊谷榧 白山書房 1998.12

290 Ｋ２登頂　幸運と友情の山 広島三朗 実業之日本社 1978.2

291 Ｋ２峰遠征記 岩坪五郎 中央公論社 1976.9

292 Ｋ２より愛をこめて 塚本珪一 東京新聞出版局 1978.6

293 けむりのゆくえ 早川良一郎 文化出版局 1974.11 装幀・イラスト：辻まこと

294 欅の冬 瓜生卓造 木耳社 1981.2 瓜生卓造随筆集

295 賢者の山へ 遠藤ケイ 山と渓谷社 1997.6

296 幻想のヒマラヤ 村井葵 冬樹社 1969.4 ローツェ・ャール 登山の記録

297 幻想のヒマラヤ 村井葵 中央公論社 1980.5 中公文庫

298 現代日本名山図会 三宅修 実業之日本社 2003.7

299 高原 深田久弥 青木書店 1941.8 紀行と案内 普及版

300 高原風物誌 今井雄二 東京同信社 1964.5

301 高山の植物 武田久吉 アルス 1941.7 アルス文化叢書１

302 高山深谷 日本山岳会 アルス 1941.12

303 黄山仙境　新編　 久保田博二 岩波書店 1991.5 同時代ライブラリー68

304 虚空の登攀者 佐瀬　稔 中央公論社 1998.5 中公文庫

305 孤高の道しるべ 上條武 銀河書房 1983.4
穂高を初縦走した男と日本アルプス
測量登山

306 午後三時の山 柏瀬祐之 中央公論新社 1999.6 沢野ひとし　イラスト・解説

307 心に残る花の山旅 坂倉登喜子 実業之日本社 1997.4
とっておきの花の山・エーデルワイ
ス咲く山

308 心にのこる風景 岡田喜秋 河出書房新社 1984.8 岡田喜秋旅の発見３

309 心にふれあう自然 岡田喜秋 文化出版局 1981.6

310 心に山ありて 今井雄二 同信社 1965.5 今井喜美子著

311 五〇歳から再開した山歩き 本多勝一 朝日新聞社 1987.10

312 小島烏水 近藤信行 創文社 1978.1 山の風流使者伝

313 小島烏水　上 近藤信行 平凡社 2012.10
山の風流使者伝
平凡社ライブラリー

314 小島烏水　下 近藤信行 平凡社 2014.10
山の風流使者伝
平凡社ライブラリー

315 小島烏水全集　第１巻 小島烏水 大修館書店 1981.2 月報・二重函

316 小島烏水全集　第２巻 小島烏水 大修館書店 1983.5 月報・二重函

317 小島烏水全集　第３巻 小島烏水 大修館書店 1984.12 月報・二重函

318 小島烏水全集　第４巻 小島烏水 大修館書店 1980.3 月報・二重函

319 小島烏水全集　第５巻 小島烏水 大修館書店 1980.5 月報・二重函
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320 小島烏水全集　第６巻 小島烏水 大修館書店 1979.9 月報・二重函

321 小島烏水全集　第７巻 小島烏水 大修館書店 1979.11 月報・二重函

322 小島烏水全集　第８巻 小島烏水 大修館書店 1980.10 月報・二重函

323 小島烏水全集　第９巻 小島烏水 大修館書店 1981.9 月報・二重函

324 小島烏水全集　第10巻 小島烏水 大修館書店 1980.7 月報・二重函

325 小島烏水全集　第11巻 小島烏水 大修館書店 1982.2 月報・二重函

326 小島烏水全集　第12巻 小島烏水 大修館書店 1987.9 月報・二重函

327 小島烏水全集　第13巻 小島烏水 大修館書店 1984.3 月報・二重函

328 小島烏水全集　第14巻 小島烏水 大修館書店 1986.9 月報・二重函

329 五五歳のときに登った山山 本多勝一 朝日新聞社 1997.8

330 50名山の歩き方名景の撮り方 高野多喜男 講談社 2004.4 登山難易度 撮影ポイント付き

331 この碧き空の下なる 中野濤太郎 文芸社ビジュアルアート 2008.12 ～詩歌散文集～

さ行

332 最後の青い山 ラルフ ・バーカー 二玄社 1961.6 安東小千世訳

333 最後の蝋燭 坂部護郎 朋文堂 1938.12 破損注意

334 ザイルを結ぶとき 奥山章 山と渓谷社 1973.7

335 作家と風土 岡田喜秋 築地書館 1956.11

336 佐貫亦男のアルプへ五十年 佐貫亦男 山と溪谷社 1994.4

337 佐貫亦男のアルプ日記 佐貫亦男 山と渓谷社 1973.3

338 佐貫亦男のチロル日記 佐貫亦男 山と渓谷社 1983.7

339 さまよえる湖 スウェン・ヘディン 旺文社 1975.12 鈴木啓造訳

340 さまよえる湖（上） ヘディン 岩波書店 1990.6 岩波文庫　 福田宏年訳

341 さまよえる湖（下） ヘディン 岩波書店 1990.7 岩波文庫　 福田宏年訳

342 サライが選んだ日本楽名山 サライ編集部 小学館 2003.5 サライ・ブックス

343 沢野ひとしの旅絵日記 沢野ひとし 新潮社 1999.4

344 沢野ひとしのふらふら日記 沢野ひとし 本の雑誌社 1995.2

345 山岳
モーリス・エルゾー
グ 朋文堂 1958.3 山の芸術第3巻

346 山岳渇仰 中村清太郎 生活社 1944.10

347 山岳渇仰 中村清太郎 生活社 1944.10 手製函

348 山岳紀行 深田久弥 新潮社 1943.2 新潮文庫

349 山岳紀行 窪田空穂 春秋社 1958.11 窪田空穂文学撰集 第2巻

350 山岳紀行六種 日本山岳会 大修館書店 1978.9  新選覆刻日本の山岳名著 
底本：松浦武四郎　山岳
紀行6種（私家版）二重函

351 山岳講座　第一巻 川崎隆章 白水社 1954.5 焼け

352 山岳講座　第二巻 川崎隆章 白水社 1954.6 焼け

353 山岳講座　第三巻 川崎隆章 白水社 1954.7 焼け

354 山岳講座　第四巻 川崎隆章 白水社 1954.8 焼け

355 山岳講座　第五巻 川崎隆章 白水社 1954.9 焼け

356 山岳講座　第六巻 川崎隆章 白水社 1954.10 焼け

357 山岳事典 川崎隆章 山と渓谷社 1959.4 登山講座別巻 地図あり

358 山岳写真1978 山岳写真編集委員会 山と渓谷社 1978.5 別冊山と渓谷

359 山岳写真の四季 三宅修・岳 東京新聞出版局 1996.8
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360 山岳省察 日本山岳会 大修館書店 1975.10 覆刻日本の山岳名著 
底本：今西錦司著『山岳省
察』（弘文堂書房・1940･6）

361 山岳省察 今西錦司 講談社 1977.9 講談社学術文庫

362 山岳大観 各務良幸 木星社 1934.6 麻生武治

363 山岳美観 吉江喬松 協和書院 1935.6 絵・装幀：武井真澄

364 山岳美観 日本山岳会 大修館書店 1978.9  新選覆刻日本の山岳名著 
底本:吉江喬松著『山岳美
観』（協和書院・1935.6）二
重函/絵・装幀：武井真澄

365 山岳文学 小島烏水 太陽出版社 1944.8

366 山岳文学序説 島本惠也 塔影詩社 1953.1 手製函

367 山岳文学序説 島本恵也 みすず書房 1986.5

368 山岳文学序説 島本恵也 みすず書房 1986.5

369 山岳遍歴 深田久弥 番町書房 1967.9

370 山岳遍歴 深田久弥 主婦と生活社 1998.9
TODAY BOOKS
知的エンターテインメント

371 山岳礼拝 日本山岳会 大修館書店 1978.9  新選覆刻日本の山岳名著 
「新選復刻日本の山岳名著」別巻
として、中村清太郎の旧稿を新た
にまとめたもの　二重函

372 山渓記　第一巻 冠松次郎 春秋社 1967.11

373 山渓記　第二巻 冠松次郎 春秋社 1968.3

374 山渓記　第三巻 冠松次郎 春秋社 1968.12

375 山渓記　第四巻 冠松次郎 春秋社 1969.6

376 山渓記　第五巻 冠松次郎 春秋社 1969.8

377 山行 槇有恒 岡書院 1948.7 手製函

378 山行 槇有恒 旺文社 1973.9 旺文社文庫

379 山行 日本山岳会 大修館書店 1975.10 覆刻日本の山岳名著 底本：槇有恒著『山行』（改
造社・1923.7）二重函

380 山行水行 田山花袋 富田文陽堂 1918.7

381 山谷放浪記 小島烏水 青木書店 1943.5 手製函

382 山湖随筆 開口泰 那珂書店 1941.10

383 山日・アルプス回想 浦松佐美太郎 文芸春秋新社 1946.8 手製函

384 山秀水清 深田久弥 朋文堂 1956.10 コマクサ叢書　４

385 山上の竪琴 田中清光 文京書房 1982.6

386 残照のヤルン・カン 上田豊 中央公論社 1979.8 中公新書 新聞切抜きあり

387 残照のヤルン・カン 上田豊 中央公論社 1991.8 中公文庫

388 山書散策 河村正之 東京新聞出版局 2001.3 埋もれた山の名著を発掘する

389 山書の森へ 横山厚夫 山と溪谷社 1997.3 山の本ー発見と探検

390 山水無盡蔵 日本山岳会 大修館書店 1978.9  新選覆刻日本の山岳名著 底本：小島烏水著『山水無盡
蔵』（隆文館・1906.7）

391 山村を歩く 岡田喜秋 河出書房新社 1974.6

392 山頂への道 山口輝久 平凡社 2004.10

393 山頂山麓 深田久弥 青木書店 1942.7 手製函

394 山頂渉猟 南川金一 白山書房 2003.11
2000メートル以上の642山その総てに
登った男の記録

395 山頂にて 平野武利 山と渓谷社 1993.6 中央沿線 山からのパノラマ

396 山頂の憩い 深田久弥 新潮社 1971.7

397 山頂の憩い 深田久弥 新潮社 2000.5 『日本百名山』その後 新潮文庫

398 山巓の気 堀口大学 生活社 1945.11 日本叢書25

399 山脈韻律 田中清光 麦書房 1976.4
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400 山名考 池田光二 文芸社 2003.3

401 山名の不思議 谷有二 平凡社 2003.8 平凡社ライブラリー

402 山稜 全日本山岳写真協会 日地出版 1986.8 1986年全日本山岳写真展作品集

403 山稜　1958 日本山岳写真協会 山と渓谷社 1958.6

404 山稜　1959 日本山岳写真協会 山と渓谷社 1959.5

405 山稜　1959 日本山岳写真協会 山と渓谷社 1959.5

406 山稜　’8５ 全日本山岳写真協会 1986 全日本山岳写真展作品集 展覧会図録

407 山稜の読書家 島田巽 茗渓堂 1985.9

408 山稜玻璃 三宅修 時事通信社 1985.11 串田孫一詩・文

409 山麓滞在 岩科小一郎 体育評論社 1942.9

410 山麓百話　上 横山厚夫 白山書房 1999.8

411 山麓百話　中 横山厚夫 白山書房 2000.7

412 山麓百話　下 横山厚夫 白山書房 2001.11
挿込：パンフ「『山麓亭百話』そ
の後－訂正と追記ー」、著者から
の送付状

413 シェルパ 根深誠 山と渓谷社 1998.9 ヒマラヤの栄光と死

414 四季のたかね 冠松次郎 山と溪谷社 1955.4 山溪山岳新書

415 四季の山登り 深田久弥
社会思想研究会出
版部 1961.5 その魅力・思い出 現代教養文庫

416 四季の山登り　新版　 深田久弥 社会思想社 1963.4 現代教養文庫

417 四季の山宿 岡部一彦 岳書房 1980.5 旅のスケッチ

418 詩集　此の糧 尾崎喜八 二見書房 1942.10

419 詩人と詩集 野田宇太郎 沖積舎 1995.10

420 詩人の風土 尾崎喜八 三笠書房 1932.6 現代叢書 一部ページ外れ

421 詩人の山 田中清光 恒文社 1994.7 私の詞華集

422 静かなる登攀 高須茂 朋文堂 1941.7 手製函

423 静かなる山 川崎精雄 茗渓堂 1978.7
望月達夫、山田哲郎、中
西章、横山厚夫

424 静かなる山　続 川崎精雄 茗渓堂 1980.11
望月達夫、山田哲郎、中
西章、横山厚夫

425 自然・気まぐれ・紀行 戸川秋骨 第一書房 1931.5 随筆集 手製函

426 自選　串田孫一詩集 串田孫一 弥生書房 1997.5 著者署名

427 自然と山と 今西錦司 筑摩書房 1971.7 随筆集 新聞記事切り抜きあり

428 自然と旅の原点 岡田喜秋 PHP研究所 1972.10

429 自然の博物誌〈山〉 式正英 日本放送出版協会 1979.6 NHKブックス　カラー版

430
膝痛から十年、
三〇〇〇メートル級の山へ 松本英七 文芸社 2001.5 山登りは健康・夫婦円満に最適

431 信濃の四季 田中清光 スキージャーナル 1977.10 自然と人間シリーズ

432 ShihoさんKazuoさんのごちそう山 谷村志保・飛田和緒 集英社 2003.1 集英社文庫

433 島の地理物語 辻村太郎 生活社 1946.7 日本叢書74 破損

434 車窓の山旅　中央線から見える山 山村正光 実業之日本社 1985.2

435 シャモニの休日 近藤等 白水社 1963.7 1963.8 再版

436 修験の山々 柞木田龍善 法蔵館 1980.7

437 樹氷 安斉徹 河出書房 1956.12

438 樹林の山旅 浅野孝一 実業の日本社 1998.4 関東・甲信・南会津の山歩き
著者からの送付状宛名書
き挿み込み

439 上越国境 塚本閤治 山と溪谷社 1946.6 日本山岳写真（叢）書

440 憧憬のヒマラヤ 本多勝一 集英社 1982.7 集英社文庫
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441 瀟洒なる自然 深田久弥 新潮社 1967.11 わが山旅の紀

442 少年画廊 沢野ひとし 本の雑誌社 2003.5

443 常念の見える町　安曇野抄 蜂谷緑 実業之日本社 1983.6

444 昭和新山 三松正夫 講談社 1970.11 その誕生と観察の記録 帯破れ

445 諸国名峰恋慕 手塚宗求 山と溪谷社 2012.5 三十九座の愛しき山々

446 処女峰アンアプルナ
モーリス・エルゾー
グ 白水社 1953.7 人類最初の８０００米峰登頂 近藤等訳・手製函

447 所々方々 草野心平 弥生書房 1975.11

448 白川義員 白川義員 朝日新聞社 1982.4 昭和写真全仕事　SERIES2

449 白簱史朗 白簱史朗 朝日新聞社 1983.8 昭和写真 全仕事シリーズ１１

450 白旗史朗賞　第１回 早川町役場 早川町役場 1989.7
日本山岳写真コンテスト
入選作品集

451 白簱史朗の百一名山 白簱史朗 山と渓谷社 2001.4

452 白簱史朗の山 白簱史朗 山と渓谷社 1986.9

453 知られざるＷ・ウェストン 田畑真一 信濃毎日新聞社 2001.9

454 シルク・ロード 深田久弥 角川書店 1964.4 角川新書

455 シルクロードの旅 深田久弥 朝日新聞社 1971.6

456 白きたおやかな峰 北杜夫 新潮社 1966.11

457 白き聖地・ヒマラヤ 山田圭一 講談社 1982.3

458 白き氷河の果てに 日本山岳協会 講談社 1978.7
K2登頂1977
日本K2登山隊公式報告書

459 白チューブの魅惑 高畠達四郎 新潮社 1983.1 随筆とデッサン

460 新選覆刻 日本の山岳名著 解題 日本山岳会 大修館書店 1978.9 新選覆刻日本の山岳名著 

461 親友 深田久弥 新潮社 1943.12

462 新緑登高 関口泰 那珂書店 1943.10

463 森林・草原・氷河 加藤泰安 茗渓堂 1966.9

464 水彩画家　大下藤次郎 土居次義 美術出版社 1981.7

465 スイス・アルプスの展望の旅 池田光雅 光人社 1997.6

466 スイス・アルプス風土記 宮下啓三 白水社 1977.8 白水叢書20

467 スウィス日記 辻村伊助 思索社 1949.8

468 スウィス日記 辻村伊助 角川書店 1952.7 角川文庫

469 スウィス日記 日本山岳会 大修館書店 1975.10 覆刻日本の山岳名著 底本：辻村伊助著『スウィス日
記』（梓書房・1930.9）二重函

470 スウィス日記 辻村伊助 講談社 1977.8 講談社文庫

471 スウィス日記 辻村伊助 平凡社 1998.2 平凡社ライブラリー

472 スイス山案内人の手帳より 岡澤祐吉 ベースボールマガジン社 1987.10 山岳名著選集

473 垂直に挑む 吉尾弘 中央公論社 1980.3 中公文庫 新聞切り抜き在あり

474 垂直の上と下 小森康行 中央公論社 1981.10

475 垂直の散歩 藤木九三 朋文堂 1958.6 コマクサ叢書

476 スカートをはいたクライマーたち 今井雄二 蝸牛社 1979.4 女性登山史序説

477 スキーをはけば怖くない 熊谷榧 朝日新聞社 1981.11

478 すぐ役立つ！山の雑学 岳人編集部 東京新聞出版局 1999.3

479 すぐ役立つ！新・山の雑学ノート第1集 岳人編集部 東京新聞出版局 2003.6

480 すぐ役立つ山を楽しむユニーク登山術 石井光造 東京新聞出版局 1998.11

481 すべてふるさと　東日本篇 岡田喜秋 中央公論社 1977.6
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482 すべてふるさと　西日本篇 岡田喜秋 中央公論社 1977.6

483 聖職の碑 新田次郎 講談社 1980.12 講談社文庫

484 青春を山に賭けて 植村直己 文藝春秋 1977.3

485 青春の穂高 青柳健 三笠書房 1965.6

486 青春の四つの要素
アンドレ・シャンソ
ン 出帆社 1976.7 山と風と太陽と泉 堀口大學訳、新版

487 西蔵旅行記　上巻 日本山岳会 大修館書店 1978.9  新選覆刻日本の山岳名著 底本：河口慧海著『西蔵旅行記
上巻』（博文館・1904.3）

488 西蔵旅行記　下巻 日本山岳会 大修館書店 1978.9  新選覆刻日本の山岳名著 
底本：河口慧海著『西蔵旅行記
下巻』（博文館・1904.5）挿込：
新聞切り抜き

489 聖なる山河を行く 大岡信 日本文芸社 1994.8

490 世界遺産を歩く ボルネオ・キナバル山 山と溪谷社 山と渓谷社 2005.4 熱帯の動植物が息づく楽園
「山と渓谷」2005.4
　第838号　附録

491 世界登攀史
エリック・ニュービ
イ 草思社 1981.7 偉大な登頂とその試み 近藤信行訳

492 世界の秀峰 風見武秀 東京新聞出版局 1982.4 風見武秀写真集　別冊岳人

493 世界の山々 藤木九三 弘文堂 1951.6 アテネ文庫 手製函・同著『ヒマラヤ登高史』
（アテネ文庫）と共に

494 世界百名山 深田久弥 新潮社 1974.11 絶筆41講座 新聞記事切り抜きあり

495 赤道の氷河を越えて
神奈川県アフリカ登
山隊 神奈川新聞社 1967.11 神奈川県アフリカ登山隊

496 雪線 船越好文 中日新聞東京本社 1998.9 日本アルプス写真集
改定復刻版　底本：船越好文著
『雪線』（1958.1　白水社）手製
二重函　附：「改訂版『雪線』覆
刻にあたって」

497 雪線散歩 藤木九三 三省堂 1933.7

498 せつなさの山 畦地梅太郎 創文社 1969.6 1981.2第3刷　著者署名

499 先蹤者 大島亮吉 日本文芸社 1968.6 日本山岳全集　第一回配本

500 先蹤者 日本山岳会 大修館書店 1978.9  新選覆刻日本の山岳名著 
底本：大島亮吉著『先蹤
者』（梓書房・1935.7）
二重函

501 先生の約束 久米準 日本教育新聞社 1989.2 社会科地図帳の日本全山踏破

502 創業五十周年記念目録 悠久堂書店 悠久堂書店 刊記なし 朱線書込みあり

503 空へ ジョン・クラカワー 文藝春秋 1997.10
エヴェレストの悲劇は
なぜ起きたか 海津正彦訳

504 空から見たヒマラヤ ＮＨＫ取材班 日本放送出版協会 1978.6

505 空から見る日本の山々 岡部一彦 報知新聞社 1961.9

た行

506 大興安嶺探検 今西錦司 講談社 1975.11

507 第二回チベット旅行記 河口慧海 講談社 1981.10 講談社学芸文庫

508 大日本名所図会　第二輯第二篇 日本名所図会刊行会 大日本名所図会刊行会 1920.6 「日光山志」 「日本名山図会」 手製函

509 大ヒマラヤの小王国 石原明太郎 国際情報社 1979.8 すばらしい世界　12

510 大菩薩連嶺 岩科小一郎 朋文堂 1959.5

511 台湾の山と私 平沢亀一郎 茗渓堂 1981.9 地図あり

512 ダウラギリ登頂
マックス・アイゼリ
ン

ベースボールマガジン社 1976.1 山岳名著選集 横川文雄訳

513 ただいま雲の上 みなみらんぼう 山と渓谷社 1999.6 らんぼう山日記

514 たった一人の山 浦松佐美太郎 河出書房 1951.7 市民文庫 1951.9再版

515 たった一人の山 浦松佐美太郎 文藝春秋新社 1958.8 1963.12 13版

516 たった一人の山 浦松佐美太郎 平凡社 1998.3 平凡社ライブラリー

517 立山とガイドたち 北日本新聞社 北日本新聞社 1973.7 秘められた近代登山記録

518 渓（たに） 冠松次郎 中央公論社 1979.4 中公文庫
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519 谷川岳　 瓜生卓造 中央公論社 1969.9 生と死の条件 中公新書

520 谷川岳研究 長越茂雄 朋文堂 1954.4
裏見返しに購入年月日、
寺田署名あり

521 谷川岳に逝ける人びと 安川茂雄 遠藤甲太 平凡社 2005.1 平凡社ライブラリー

522 愉しかりし山 本多勝一 仮面社 1971.8

523 旅への憧がれ 田部重治 新潮社 1942.10 1943.3 3刷

524 旅路 田部重治 青木書店 1943.7

525 旅と山と 黒田初子 珊瑚書房 1965.9

526 旅に住む日 河田楨 日新書院 1941.10

527 旅に学ぶ 岡田喜秋 玉川大学出版部 1996.5 附：岡田喜秋・著作目録

528 旅の木の実 岡田喜秋 文化出版局 1981.10

529 旅の自叙伝 秋谷豊 スキージャーナル 1976.11 自然と人間シリーズ6 新聞記事切り抜きあり

530 旅の手帖 船山馨 青娥書房 1977.5

531 旅人・曾良と芭蕉 岡田喜秋 河出書房新社 1991.12

532 多摩川探検隊 辻まこと 小学館 1993.12

533 多摩川断想 島村利正 花曜社 1983.11

534 多摩源流を行く 瓜生卓造 東京書籍 1981.9

535 魂、そのめぐり会いの幸福 尾崎喜八 昭和出版 1979.9

536 多摩の山と水　上 大町桂月ほか 八潮書店 1982.12 挿込：「青梅鉄道線路全図」

537 多摩１００山 守屋龍男 新ハイキング社 2003.4

538 探検家としてのわが生涯 スウェン・ヘディン 白水社 1997.10

539 丹沢今昔 奥野幸道 有隣堂 2004.7 山と沢に魅せられて

540 丹澤記 吉田喜久治 岳書房 1983.5

541 丹沢山塊 塚本閤治 山と溪谷社 1944.9 日本山岳写真書

542 丹沢尊仏山荘物語 山岸猛男 山と渓谷社 1999.8

543 丹沢夜話 ハンス・シュトルテ 有隣堂 1983.10

544 単獨行 加藤文太郎 朋文堂 1941.8 手製函

545 単独行者 谷甲州 山と溪谷社 2008.4
アラインゲンガー
新・加藤文太郎伝

「山と溪谷」2008.4付録

546 秩父　Ⅰ　風土考 清水武甲 言叢社 1983.5 清水武甲文集 新聞切り抜き

547 秩父　Ⅱ　山と生活 清水武甲 言叢社 1983. ８ 清水武甲文集

548 秩父　Ⅲ　写真歳時記 清水武甲 言叢社 1983.10 清水武甲文集

549 秩父困民党群像 井出孫六 新人物往来社 1973.11

550 秩父愁色 島村利正 新潮社 1977.7

551 知的登山のススメ 浅野孝一 山と渓谷社 1992.9 山を読んで書く楽しみ

552 知と愛 深田久弥 永晃社 1948.4 青春叢書

553 地の果てに挑む 村山雅美 東京新聞出版局 2005.6 マナスル・南極・北極

554 地の果ての山々 クリス・ボニントン 時事通信社 1976.12
山崎安治訳　新聞記事切
り抜き

555 チベットの旅 秋岡家栄 佼成出版社 1977.10 平山郁夫画

556 チベット旅行記 河口慧海 旺文社 1978.4 旺文社文庫

557 チベット旅行記　１ 河口慧海 講談社 1978.6 講談社学術文庫

558 チベット旅行記　２ 河口慧海 講談社 1978.7 講談社学術文庫

559 チベット旅行記　３ 河口慧海 講談社 1978.8 講談社学術文庫
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560 チベット旅行記　４ 河口慧海 講談社 1978.9 講談社学術文庫

561 チベット旅行記　５ 河口慧海 講談社 1981.10 講談社学術文庫

562 中亜探検 橘瑞超 中央公論社 1989.6 中公文庫

563 中央高地 宮内寒弥 実業之日本社 1947.7

564 中高年のための登山学 岩崎元郎 日本放送出版協会 1997.7
日本百名山をめざす
ＮＨＫ趣味悠々

565 中高年のための登山学 岩崎元郎 日本放送出版協会 1998.8
安心山歩きのすすめ
生活実用シリーズ

566 中高年のための登山学 岩崎元郎 日本放送出版協会 1998.9
日本百名山をめざすⅡ
ＮＨＫ趣味悠々

567 中国の高峰 中国登山協会 中国人民体育出版社 ・朝日新聞出版局 1981.1
HIGH MOUNTAIN PEAKS
IN CHINA

568 中年からの山歩き入門 栗林一路 山と渓谷社 1980.6

569 虫類図譜（全） 辻まこと 筑摩書房 1996.12

570 挑戦者 岡本陸人 あかね書房 1965.12
第Ⅱ次RCC編
’65アルプス登坂の記録

571 鳥葬の国 川喜田二郎 講談社 1974.2 秘境ヒマラヤ探検記

572 蝶の道 田中清光 青娥書房 1977.5

573 頂稜の散歩 市川貴一 山と渓谷社 1997.7
市川貴一山岳詩集
重たくなった山靴の詩

574 チョゴリザ登頂 桑原武夫 文藝春秋新社 1959.3 1960.3 4版

575 チョゴリ〈Ｋ２〉への道 プロジェクト室 朝日新聞社 1982.12 挑戦の記録

576 ちょっと山へ行ってきます みなみらんぼう リヨン社 1996.4

577 チョモランマに立つ 守屋健郎 読売新聞社 1980.6
日本山岳会隊エベレスト
中国ルート激闘全記録

578 沈黙の山 田中澄江 山と渓谷社 1984.4 私の歴史山歩

579 津軽の野づら 深田久弥 養德社 1945.12 養德叢書

580 辻まこと全集　１ 辻まこと みすず書房 1999.12 画文１　1929-1967 解説：池内紀

581 辻まこと全集　２ 辻まこと みすず書房 2000.5 画文２　1968-1975 解説：池内紀

582 辻まこと全集　３ 辻まこと みすず書房 2001.9 カリカチュア漫画集成１ 解説：池内紀

583 辻まこと全集　４ 辻まこと みすず書房 2002.12 カリカチュア漫画集成２ 解説：池内紀

584 辻まこと全集　５ 辻まこと みすず書房 2004.7 カリカチュア漫画集成３ 解説：池内紀

585 辻まこと全集　補巻 辻まこと みすず書房 2005.10 座談・挿絵・漫画・画文 解説：池内紀

586 辻まことセレクション　１ 辻まこと 平凡社 1999.9 山と森

587 辻まことセレクション　２ 辻まこと 平凡社 1999.10 芸術と人

588 辻まこと・父親辻潤 折原修三 リブロポート 1987.7
生のスポーツマンシップ
シリーズ民間日本学者

589 辻まこと・父親辻潤 折原修三 平凡社 2001.12 平凡社ライブラリー

590 辻まことの世界 矢内原伊作 みすず書房 1977.11 1980.2第7刷　手製函　

591 辻まことの世界　続 矢内原伊作 みすず書房 1978.6 1980.8第4刷　手製函　

592 津村信夫散文集　Ⅰ 津村信夫 珊瑚書房 1965.11 戸隠の絵本

593 津村信夫散文集　Ⅱ 津村信夫 珊瑚書房 1965.12 荒地野菊

594 劔澤に逝ける人々 日本山岳会 大修館書店 1978.9  新選覆刻日本の山岳名著 
底本：東京帝国大学山の会編『劔
澤に逝ける人々』（梓書房・
1931.1）二重函

595 剱岳をどう登るか 佐伯邦夫 北国出版社 1976.1 新聞記事切り抜きあり

596 剣岳の大将　文蔵 佐伯文蔵 実業之日本社 1974.8 立山と剣に生きて六十年

597 剱の窓 山崎安治 二玄社 1962.1 登山史ノート

598 天国・地獄・ヒマラヤ
ハラルド・レッヒェ
ンペルク 朋文堂 1959.9 朋文堂山岳文庫　第１５巻 福田宏年訳

599 電車で行く山々 西山正知 けやき出版 1993.3 著者町田市民
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600 テンジンによるエヴェレスト征服 イヴ・マラルチック 新潮社 1954.7 近藤等訳

601 展望の山旅 藤本一美・田代博 実業之日本社 1987.2 山から見る山 町から見る山

602 展望の山旅　続 藤本一美・田代博 実業之日本社 1990.12 町から見える山 山から見える山

603 東京から見える山　見えた山 横山厚夫 丸ノ内出版 1978.2 地図あり、3版

604 東京したまち山岳会 寺田甲子男 東京新聞出版局 1996.7 戦中・戦後六十年

605 東京の山 読売新聞八王子支局 草風社 1978.3

606 東京付近のんびりゆったり山歩記 新妻喜永 実業之日本社 1997.6 フォト＆エッセイ・ガイド

607 峠への挽歌 滝沢忠義
ほおずき書籍（星
雲社） 1999.4 信州の峠をたずねて

608 峠を歩く 伊藤桂一
日本交通公社出版
事業部 1979.3

609 峠から峠へ 畦地梅太郎 緑の笛豆本の会 1986.4 畦地梅太郎作品集12
限定200部番外本・実物版
画３葉貼り込み　二重函

610 峠と高原 片山修三 河出書房 1955.8
ハイキングの手引のために　河出新
書写真篇 監修：川崎隆章

611 峠と人生 直良信夫 日本放送出版協会 1976.5 NHKブックス

612 東西登山史孝 田口二郎 岩波書店 1995.5 同時代ライブラリー223

613 冬人庵書房 野口冬人 山と溪谷社 2013.3 山岳書蒐集家の60年

614 登頂ゴジュンバ・カン 高橋進 茗渓堂 1967.9 明治大学ヒマラヤ 登山隊の記録

615 東北温泉風土記 石坂洋次郎 日本旅行協会 1940.12 勝平得之画

616 遠い人遥かな山 手塚宗求 筑摩書房 1981.10

617 遠い山近い山 望月達夫 茗渓堂 1976.4 2版

618 遠き近き 松方三郎 龍星閣 1951.10

619 登高者 大島亮吉 山岳展望の会 1965.6
安川茂雄編集
三笠書房発売

620 登山 長尾宏也 ダヴィッド社 1958.7 歴史と背景

621 登山家素描 水野勉 鹿鳴荘 1983.7

622 登山史上の人々 大島亮吉 山岳展望の会 1968.7
安川茂雄編集
三笠書房発売

623 登山史の発掘 山崎安治 茗渓堂 1979.9 付録あり

624 登山史の森へ 遠藤甲太 平凡社 2002.6 人名索引あり

625 登山十二か月 深田久弥 角川書店 1959.8 角川文庫 1963.7　6版

626 登山談義 高須茂 東京中日新聞出版局 1963.10

627 登山とハイキング 大村郡次郎 大村書店 1936.1
雑誌「登山ﾄﾊｲｷﾝｸﾞ」創刊号～第1
巻5号合本　背のタイトル「登山
とﾊｲｷﾝｸﾞ」

628 登山の今昔 小暮理太郎 山と溪谷社 1955.5 山溪山岳新書 扉に「浅沼」による献辞

629 登山の小史と用具の変遷 西岡一雄 朋文堂 1958.8

630 登山の先駆者たち 熊原政男 校倉書房 1963.11 限定壱千部

631 登山の誕生 小泉武栄 中央公論社 2001.6 人はなぜ山に登るようになったのか

632 登山の文化史 桑原武夫 創元社 1953.8 創元文庫

633 登山の文化史 桑原武夫 平凡社 1997.11 平凡社ライブラリー

634 登山の夜明け 熊原政男 朋文堂 1959.5

635 登山の黎明 黒岩健 日本山書の会 1976.5 『日本風景論』の謎を追って

636 登山歴程 児島勘次 （非売品） 1973.2

637 利根川図志 赤松宗旦 岩波書店 1983.11 岩波文庫 柳田国男校訂

638 どの山も孤独 浦上茂澄 東京出版センター 1964.4 山の詩集・山の板画 草間真一著

639 鳥の山旅 中西悟堂 山と溪谷社 1946.9 山溪山岳叢書
新聞切り抜き　裏表紙書
き込み多数

な行
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640 流れる山の情景 浜田優 山と渓谷社 2009.8

641 なぜ山に登るのか 鷲晴夫 文芸社 1999.8

642 夏の山冬の山 小島六郎 明玄書房 1954.6 装幀：畦地梅太郎

643 夏山への招待 後藤茂樹 河出書房 1955.5 河出新書写真篇

644 ７０歳エベレスト登頂 中島文夫 双葉社 1939.6 三浦雄一郎 豪太父子の8848ｍ

645 七大陸最高峰に立って 田部井淳子 小学館 1992.11

646 ナンガ・パルバット
K・M・ヘルリヒコッ
ファー 朋文堂 1954.10

横川文雄訳、新聞記事切
り抜きあり

647 ナンダ・コット登攀 日本山岳会 大修館書店 1978.9  新選覆刻日本の山岳名著 
底本：竹節作太著・大阪毎日新聞
社編『ナンダ・コット登攀』（大
阪毎日新聞社・1937.8）二重函

648 西丸式山遊記 西丸震哉 角川書店 1986.8
山との遊び方自然との付き合い方
角川選書

649 西丸式世界「知的探検」 西丸震哉 主婦と生活社 1995.12 ヨーロッパ・アフリカ編

650 西丸震哉の日本百山 西丸震哉 実業之日本社 1998.6

651 贋修道院 深田久弥 新潮社 1939.8 1945.10　5刷

652 日光と枯草 尾崎喜八 スキージャーナル 1977.10 自然と人間シリーズ 串田孫一編

653 新田次郎　１　山のエッセイ 新田次郎 小学館 1997.5 郷愁の八ヶ岳

654 新田次郎　２　旅のエッセイ 新田次郎 小学館 1997.6 チロルからウィーンへ

655 新田次郎　３　歴史エッセイ 新田次郎 小学館 1997.7 二人の武将

656 ニッポンの山里 池内紀 山と溪谷社 2013.1

657 ニッポン百名山よじ登り
クレイグ・マクラク
ラン 小学館 1999.8 橋本恵訳

658 日本アルプス　第一巻 小島烏水 前川文栄閣 1910.7 1912.7　訂正三版 蔵書票あり

659 日本アルプス ウエストン 創元社 1953.7 登山と探検、創元選書 岡村精一訳

660 日本アルプス ウェストン 角川書店 1963.5 角川文庫 岡村精一訳

661 日本アルプス　第一巻 日本山岳会 大修館書店 1975.10 覆刻日本の山岳名著 
底本：小島烏水著『日本アルプス
第一巻』（前川文栄閣・1910.7）
二重函

662 日本アルプス　第二巻 日本山岳会 大修館書店 1975.10 覆刻日本の山岳名著 
底本：小島烏水著『日本アルプス
第二巻』（前川文栄閣・1911.7）
二重函

663 日本アルプス　第三巻 日本山岳会 大修館書店 1975.10 覆刻日本の山岳名著 
底本：小島烏水著『日本アルプス
第三巻』（前川文栄閣・1912.7）
二重函

664 日本アルプス　第四巻 日本山岳会 大修館書店 1975.10 覆刻日本の山岳名著 
底本：小島烏水著『日本アルプス
第四巻』（前川文栄閣・1915.7）
二重函

665 日本アルプス 小島烏水 岩波書店 1992.7 岩波文庫 近藤信行編

666 日本アルプス
ウォルター・ウェス
トン 平凡社 1995.4

登山と探検
平凡社ライブラリー 岡村精一訳

667 日本アルプス 宮下啓三 みすず書房 1997.5 見立ての文化史

668 日本アルプス紀行 窪田空穂 二見書房 1941.10

669 日本アルプス再訪
ウォルター・ウェス
トン 平凡社 1996.9 平凡社ライブラリー

670 日本アルプス山人伝 安川茂雄 あかね書房 1971.5

671 日本アルプスと上高地 市川健夫 大巧社 1998.8 日本を知る　

672 日本アルプスと秩父巡禮 日本山岳会 大修館書店 1975.10 覆刻日本の山岳名著 底本：田部重治著『日本アルプス
と秩父巡禮』（北星堂・1919.6）

673 日本アルプス登攀日記 Ｗ・ウェストン 平凡社 1995.2 東洋文庫 三井嘉雄訳

674 日本アルプス登攀日記 Ｗ・ウェストン 平凡社 1995.2 東洋文庫 三井嘉雄訳　1995.12　第2刷

675 日本アルプスの自然 小林国夫 築地書館 1955.8 1964.5 4版

676 日本アルプスの登山と探検 ウェストン 岩波書店 1995.2 岩波文庫 青木枝朗訳

677 日本アルプス百名山紀行 深田久弥 河出書房新社 2000.6

678 日本高山植物図説 河野齢蔵 朋文堂 1931.10 1934.6 4版

679 日本山岳会会報　1號～100號 日本山岳会 大修館書店 1975.10 覆刻日本の山岳名著 1930.10～1940.12
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680 日本山岳会会報　101號～200號 日本山岳会 大修館書店 1975.10 覆刻日本の山岳名著 1941.1～1958.11

681 日本山岳会百年史　
日本山岳会百年史編
纂委員会 日本山岳会 2007. ３

[本編][続編・資料編]2巻
本　発売：茗溪堂

682 日本山岳紀行
Ｗ．シュタイニッ
ツァー

信濃毎日新聞社 1992.1 ドイツ人が見た明治末の信州

683 日本山嶽志 日本山岳会 大修館書店 1975.10 覆刻日本の山岳名著 底本：高頭式著『日本山嶽
志』（博文館・1906.2）

684 日本山岳文学史 瓜生卓造 東京新聞出版局 1979.8 人名索引あり

685 日本山岳文献ノート 坂戸勝己・清水忠雄 清水書店 1932.11 山岳資料双書 復製・山岳展望の会

686 日本山岳名著全集　１ 田部重治ほか あかね書房 1963.9
日本アルプスの登山と探検（ウェ
ストン）/アルピニストの手記
（小島烏水）/説：山崎安治

687 日本山岳名著全集　２ 田部重治ほか あかね書房 1964.5
日本アルプスと秩父巡礼（田部重
治）/山の憶い出（木暮理太郎）/
解説：安川茂雄　「月報」NO.1

688 日本山岳名著全集　３ 田部重治ほか あかね書房 1962.7
尾瀬と鬼怒沼（武田久吉）/黒部
渓谷（冠松次郎）/解説：大森久
雄　「月報」NO.3

689 日本山岳名著全集　４ 田部重治ほか あかね書房 1964.5
山行（槙有恒）/スウィス日記
（辻村伊助）/雪・岩・アルプス
（藤木九三）/解説：山川淳
「月報」NO.4

690 日本山岳名著全集　５ 田部重治ほか あかね書房 1964.5
山ｰ随想ｰ（大島亮吉）/山と雪の
日記（板倉勝宣）/北の山（伊藤
秀五郎）/解説：安川茂雄　「月
報」NO.5

691 日本山岳名著全集　６ 田部重治ほか あかね書房 1964.5
伊那谷・木曽谷（細い吉造）/単
独行（加藤文太郎）/霧の旅（松
井幹雄）/解説：斎藤一男　「月
報」NO.8

692 日本山岳名著全集　７ 田部重治ほか あかね書房 1962.6
山の絵本（尾崎喜八）/静かなる
山の旅（河田楨）/若き日の山
（串田孫一）/解説：三宅修
「月報」NO.2

693 日本山岳名著全集　８ 田部重治ほか あかね書房 1964.5
山に入る日（石川欣一）/わが山
山（深田久弥）/山の明け暮れ
（村井米子）/解説：近藤信行
「月報」NO.7

694 日本山岳名著全集　９ 田部重治ほか あかね書房 1964.7
山なみはるかに（見た幸夫）/山
岳省察（今西錦司）/回想の山山
（桑原武夫）/解説：沢村幸蔵
「月報」NO.9

695 日本山岳名著全集　10 田部重治ほか あかね書房 1963.2
泉を聴く（西岡一雄）/赤石渓谷
（平賀文男）/山の素描（黒田正
夫・初子）/解説：青柳健　「月
報」NO.11（10の誤植か）

696 日本山岳名著全集　11 田部重治ほか あかね書房 1963.4
千山万岳（志村烏嶺）/山岳渇仰
（中村清太郎）/山旅の素描（茨
木猪之吉）/解説：岩間正夫
「月報」NO.12

697 日本山岳名著全集　12 田部重治ほか あかね書房 1963.3
山の犠牲（小山博）/銀嶺に輝く
（東大スキー山岳部）/風雪のビ
バーグ（登歩溪流会）他　「月
報」NO.11

698 日本山河誌 高須茂 角川書店 1976.9 角川選書 山河をめぐる今昔秘話

699 日本三百名山 毎日新聞社 毎日新聞社 1997.3

700 日本地理大系　別巻　山岳編 山本三生 改造社 1930.6

701 日本登山史 山崎安治 白水社 1969.6

702 日本と世界の名峰を讃う 白簱史朗 山梨県立美術館 2003 2003.8　展示図録

703 日本の旅 戸塚文子 要書房 1952.10 新聞切り抜きあり

704 日本のアルピニズム 斎藤一男 朋文堂 1965.7

705 日本の岩場 小森康行 東京中日新聞出版局 1967.10

706 日本の山の名著・総解説 長谷川秀記 自由国民社 1984.6 近藤信行責任編集

707 日本の旅情 岡田喜秋 東京新聞出版局 1968.10

708 日本の登山家が愛したルート50 岳人編集部 東京新聞出版局 2006.4

709 日本の名山１　大雪山 串田孫一 博品館 1998.7 今井通子、今福龍太

710 日本の名山２　岩手山 串田孫一 博品館 1997.3 今井通子、今福龍太

711 日本の名山３　月山 串田孫一 博品館 1998.2 今井通子、今福龍太

712 日本の名山４　谷川岳 串田孫一 博品館 1997.9 今井通子、今福龍太

713 日本の名山５　浅間山 串田孫一 博品館 1997.10 今井通子、今福龍太
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714 日本の名山６　白馬岳 串田孫一 博品館 1997.7 今井通子、今福龍太

715 日本の名山７　剣岳 串田孫一 博品館 1998.5 今井通子、今福龍太

716 日本の名山８　立山 串田孫一 博品館 1997.4 今井通子、今福龍太

717 日本の名山９　槍ヶ岳 串田孫一 博品館 1997.2 今井通子、今福龍太

718 日本の名山１０　穂高岳 串田孫一 博品館 1997.5 今井通子、今福龍太

719 日本の名山１１　御嶽山 串田孫一 博品館 1998.11 今井通子、今福龍太

720 日本の名山１２　八ヶ岳 串田孫一 博品館 1997.6 今井通子、今福龍太

721 日本の名山１３　富士山Part.1 串田孫一 博品館 1997.1 今井通子、今福龍太

722 日本の名山１４　富士山Part.2 串田孫一 博品館 1997.12 今井通子、今福龍太

723 日本の名山１５　富士山 串田孫一 博品館 1998.1 今井通子、今福龍太

724 日本の名山１６　甲斐駒ケ岳 串田孫一 博品館 1997.11 今井通子、今福龍太

725 日本の名山１７　北岳 串田孫一 博品館 1997.8 今井通子、今福龍太

726 日本の名山１８　白山 串田孫一 博品館 1998.3 今井通子、今福龍太

727 日本の名山１９　大山 串田孫一 博品館 1998.9 今井通子、今福龍太

728 日本の名山２０　阿蘇山 串田孫一 博品館 1998.1 今井通子、今福龍太

729 日本の名山　別巻１　丹沢 串田孫一 博品館 1997.8 今井通子、今福龍太

730 日本の名山　別巻２　高尾山 串田孫一 博品館 1997.10 今井通子、今福龍太

731 日本の名山を考える 斎藤一男 アテネ書房 2001.12

732 日本の名峰 アサヒグラフ 朝日ソノラマ 1977.6

733 日本の山旅 足立源一郎 茗渓堂 1970.4 足立源一郎スケッチ帖

734 日本の山１００ 川口邦雄 講談社 1984.7 講談社現代新書

735 日本の山を殺すな！ 石川徹也 宝島社 1999.12 宝島新書

736 日本の山百景 山岳写真同人四季 東京新聞出版局 2004.3 写真集

737 日本百名山 深田久弥 新潮社 1964.7

738 日本百名山 深田久弥 新潮社 1978.11 新潮文庫 新聞切り抜きあり

739 日本百名山 深田久弥 新潮社 1991.7 新装版

740 日本百名山地図帳 山と溪谷社 山と溪谷社 2005.7

741 「日本百名山」と日本人 本多勝一 金曜日 2006.4
貧困なる精神Ｔ集
メダカ社会の共鳴現象

742 「日本百名山」と日本人 本多勝一 金曜日 2006.4
貧困なる精神Ｔ集
メダカ社会の共鳴現象

743 日本百名山と深田久弥 高辻謙輔 白山書房 2004.11

744 「日本百名山」の背景 安宅夏夫 集英社 2002.4 深田久弥・二つの愛 集英社新書

745 『日本百名山』の 深田久弥と山の文学展 世田谷文学館 世田谷文学館 1995.8 1995.9.2-10.8開催の図録

746 日本風景論 志賀重昂 岩波書店 1937.1 岩波文庫
1948.7 8刷
小島烏水解説

747 日本風景論 日本山岳会 大修館書店 1975.10 覆刻日本の山岳名著 
底本：志賀重昂著『日本風景
論』（政教社・1894.10）

748 日本風景論（上） 志賀重昂 講談社 1976.9 講談社学術文庫

749 日本風景論（下） 志賀重昂 講談社 1976.9 講談社学術文庫 1977.6第3刷

750 日本風景論 池内紀 角川書店 2009.3 角川選書

751 日本風景論 切通理作・丸田祥三 春秋社 2000.11

752 日本楽名山 岳真也 祥伝社 2005.7
50歳からの爽快山歩き
祥伝社新書

753 ネパール トニー・ハーゲン 白水社 1997.10 新装復刻 町田靖治訳

754 ネパール王国探検記 川喜田二郎 講談社 1976.9 日本人世界の屋根を行く
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755 ネパール人の暮らしと政治 山本真弓 中央公論社 1993.10 「風刺笑劇」の世界から

756 ネパール・ヒマラヤ ﾊﾛﾙﾄﾞ･ｳｲﾘｱﾑｽ･ﾃｨﾙﾏﾝ 四季書館 1976.3 深田久弥訳

757 ネパール・ヒマラヤ探検記録 日高信六郎 講談社 1967.4 ネパールと日本1899-1966 川喜田二郎・本文

758 ネパール凡人旅行 根本りつ子 こーりん社 1995.9 りつ子さん、 ゆっくり行きましょう

は行

759 俳句と写真を楽しむ名山の旅 三宅修 法研 1999.4

760 ハイランド 日本山岳会 大修館書店 1975.10 覆刻日本の山岳名著 底本：辻村伊助著『ハイランド』
（梓書房・1930.9）二重函

761 ハイランド 辻村伊助 平凡社 1998.9 平凡社ライブラリー

762 白頭山 日本山岳会 大修館書店 1978.9
新選覆刻日本の山岳名著
京都帝国大学白頭山遠征隊報告

底本：京都帝国大学白頭山遠
征隊著『白頭山』（梓書房・
1935.9）二重函　写真切抜き

763 白頭山の青春 梅棹忠夫 朝日新聞社 1995.1

764 白馬・大町　黒四ダム
ブルーガイドセン
ター 実業之日本社 1995.7 ブルーガイド

765 白馬岳 塚本閤治 山と溪谷社 1942.9 日本山岳写真書

766 白嶺千山 毎日新聞社 1979.5
カメラ毎日別冊　創刊25周年記念
ﾖｰﾛｯﾊﾟｱﾙﾌﾟｽ　撮影への誘い

767 初めての山 本多勝一 二見書房 1970.6

768 長谷川恒男　虚空の登攀者 佐藤稔 中央公論社 1998.5 中公文庫

769 パタゴニア探検記 高木正孝 岩波書店 1968.6 岩波新書（青版）682

770 八千米の上と下 ヘルマン・ブール 朋文堂 1963.8 横川文雄訳

771 初登山 今西錦司 ナカニシヤ出版 1994.4 今西錦司初期山岳著作集 斎藤清明編

772 初登攀行 松本竜雄 中央公論社 1984.9 中公文庫

773 果てしなき山行 尾崎隆 中央公論社 1986.5 中公文庫

774 花と歴史の山旅 田中澄江 東京新聞出版局 1988.4

775 花の雲 沢野ひとし 文芸春秋 2003.11

776 花の百名山 田中澄江 文藝春秋 1980.7 新聞記事切り抜きあり

777 花の百名山 田中澄江 文藝春秋 1997.6

778 花の百名山　新 田中澄江 文芸春秋 1995.6 文春文庫

779 花の山秋田駒ケ岳・乳頭山を歩く 田沢湖町観光協会 田沢湖町観光協会 1998.7

780 パミール翔破
カール・アゥグス
ト・フォン・ガブレ
ンツ

永淵三郎 1938.6 ドイツ・フルトハンザ 永淵三郎訳

781 遥かな山やま 泉靖一 新潮社 1971.11 新聞記事切り抜きあり

782 遥かなりエヴェレスト 島田巽 大修館書店 1981.11 マロリー追想

783 遥かなるブータン 後藤多聞 筑摩書房 1995.10 ～ヒマラヤのラマ教王国をゆく～

784 バルン氷河紀行 福田宏年 講談社 1964.10

785 バルン氷河紀行 福田宏年 中央公論社 1993.11 中公文庫

786 晴れのち曇り曇りのち晴れ 熊谷榧 平凡社 2001.2 平凡社ライブラリー

787 日翳の山ひなたの山 上田哲農 朋文堂 1958.8 朋文堂山岳文庫第11巻

788 日翳の山ひなたの山 上田哲農 中央公論社 1979.2 中公文庫

789 日翳の山ひなたの山 上田哲農 平凡社 2000.9 平凡社ライブラリー

790 秘境・崑崙を行く 大場秀章 岩波書店 1989.6 極限の植物を求めて

791 秘境の縦走路 前川整洋 白山書房 1998.3

792 秘境ムスタン潜入記 高橋照 東京新聞出版局 1979.10
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793 飛騨の年輪 熊原政男 錦生社 1967.2 山と民俗

794 ひとつとなりの山 池内紀 光文社 2008.10 光文社新書

795 ヒト、山に登る 柏瀬祐之 白水社 1999.8 白水ｕブックス　1044

796 ひとり旅 串田孫一 日本交通公社 1968.6

797 人はなぜ山へ 山の本編集部 白山書房 2002.11 帯・イラスト沢野ひとし

798 人はなぜ山を詠うのか 正津勉 ｱｰﾂｱﾝﾄﾞｸﾗﾌﾂ 2004.7

799 ヒマラヤ 近藤等 朋文堂 1953.4 朋文山岳堂文庫1

800 ヒマラヤ 徳岡孝夫 毎日新聞社 1964.1 日本人の記録 毎日ﾉﾝﾌｨｸｼｮﾝｼﾘｰｽﾞ

801 ヒマラヤ 風見武秀 講談社 1967.10 原色写真文庫

802 ヒマラヤ
ジャック・デュピュ
イ 白水社 1976.7 文庫クセジュ 水野勉訳

803 ヒマラヤ 川喜田二郎 朝日新聞社 1977.7 朝日小事典

804 ヒマラヤ ケニス・メイスン 白水社 1975.4 その探検と登山の歴史 初版1957.7（訳者あとがき）第二
版、田辺主計、望月達夫共訳

805 ヒマラヤへの挑戦　 C.E.アンジェル 朋文堂 1943.9 近藤等訳

806 ヒマラヤを駆け抜けた男 佐瀬稔 中央公論社 1997.6 中公文庫 山田昇の青春譜

807 ヒマラヤを駆け抜けた男 佐瀬稔 中央公論社 1997.6 中公文庫 山田昇の青春譜

808 ヒマラヤ紀行 J.D.フーカー 白水社 1949.8 薬師義美訳

809 ヒマラヤ行 日本山岳会 大修館書店 1978.9  新選覆刻日本の山岳名著 底本：鹿子木員信著『ヒマラ
ヤ行』（政教社・1920.7）

810 ヒマラヤ山河誌 諏訪多栄蔵 ナカニシヤ出版 1994.4

811 ヒマラヤ取材記 片山全平 スキージャーナル 1978.7 自然と人間シリーズ13

812 ヒマラヤ診療所日記 岩坪昤子 中央公論社 1981.9 中公文庫

813 ヒマラヤで考えたこと 小野有五 岩波書店 1999.1 岩波ジュニア新書

814 ヒマラヤ登高史 藤木九三 弘文堂 1950.7 アテネ文庫

815 ヒマラヤ登攀史 深田久弥 岩波書店 1957.7
8千メートルの山々
岩波新書 1943.9　第７刷

816 ヒマラヤ登攀史　第二版 深田久弥 岩波書店 1969.1 岩波新書

817 ヒマラヤに挑戦して パウル・バウアー 中央公論社 1992 中公文庫 伊藤愿訳

818 ヒマラヤに魅せられたひと 加藤九祚 人文書院 1982.1 ニコライ・レーリヒの生涯 地図あり

819 ヒマラヤのパレット 森山勇 ポカラ出版 1999.7
描いて登って8000メートル、まだま
だ行くぞ 山と溪谷社発売

820 ヒマラヤの高峰　第１巻 深田久弥 雪華社 1964.6

821 ヒマラヤの高峰　第２巻 深田久弥 雪華社 1964.9

822 ヒマラヤの高峰　第３巻 深田久弥 雪華社 1964.12

823 ヒマラヤの高峰　第４巻 深田久弥 雪華社 1965.3

824 ヒマラヤの高峰　第５巻 深田久弥 雪華社 1965.10

825 ヒマラヤの高峰 朝日新聞社 朝日新聞社 1978.2
写真集
深田久弥山の文学全集別巻

826 ヒマラヤの「正倉院」 石井博 山川出版社 2003.5 カトマンズ盆地の今

827 ヒマラヤの青春 平山三男 平凡社 2003 平凡社ライブラリー

828 ヒマラヤの灯 宮原巍 文藝春秋 1982.10
ホテル・エベレスト・ビューを建て
る

829 ヒマラヤのドン・キホーテ 根深誠 中央公論新社 2010.11
ネパール人になった日本人・宮原巍
の挑戦

830 ヒマラヤの見える学校で 田中千聖 山と渓谷社 1994.2 ネパールの村教師滞在記

831 ヒマラヤ初登頂 堀田弥一 筑摩書房 1986.11 1936年のナンダ・コート

832 ヒマラヤ名著全集３　 ノートン あかね書房 1967.8 エヴェレストへの闘い 山崎安治訳

833 ヒマラヤ名著全集６　 ハイム あかね書房 1967.10 神々の御座
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834 ヒマラヤ名著全集１０ シプトン あかね書房 1967.6 地図の空白部

835 ヒマラヤ名著全集１１ ノルウェー隊 あかね書房 1967.11 ティリチ・ミール登頂 吉沢一郎訳

836 ヒマラヤ400キロ NHK取材班 日本放送出版協会 1978.11

837 ヒマラヤはどこから来たか 木崎甲子郎 中央公論社 1994.6 貝と岩が語る造山運動

838 百年前の山を旅する 服部文祥 東京新聞出版部 2010.10 2010.11第2刷

839 百歳、山スキーと山岳写真に生きる 三浦敬三 草思社 2003.6

840 百名山以外の名山50 深田久弥 河出書房新社 1999.8

841 百名山の人　深田久弥伝 田澤拓也 TBSブリタニカ 2002.3

842 百名山ふたたび 深田久弥 河出書房新社 2000.4

843 百霊峰巡礼　第一集 立松和平 東京新聞出版局 2006.7

844 氷河への旅 深田久弥 朋文堂 1959.3 ジュガール・ヒマール探査行 風見武秀

845 氷河への旅 樋口敬二 新潮社 1982.7 新潮選書

846 氷河と萬年雪の山 日本山岳会 大修館書店 1975.10 覆刻日本の山岳名著 
底本：小島烏水著『氷河と萬年雪
の山』（梓書房・1932.10）　二
重函

847 氷河の星 串田孫一 白日社 1977.4 随想集

848 氷河の山旅 田中薫 朋文堂 1943.11

849 氷雪に挑む 朝日新聞社 朝日新聞社 1940.1 山とスキー写真集

850 氷雪の山 稲門山岳会 楢書房 1948.2 スキー・アルピニズム入門 背補修

851 氷層の山 森下博三 新樹社 1998.2

852 漂泊者 大島亮吉 山岳展望の会 1966.7  
安川茂雄編
三笠書房発売

853 屏風岩登攀記 石岡繁雄 硯学書房 1974.10

854 屏風岩登攀記 石岡繁雄 硯学書房 1977.12
限定版、
新聞記事切り抜き

855 屏風岩登攀記 石岡繁雄 中央公論社 1980.8 中公文庫

856 氷壁 井上靖 新潮社 1957.10 1957.11　2刷

857 氷壁画集 生沢朗 朋文堂 1957.12 朋文堂山岳文庫第8巻 新聞切り抜き挿み込み

858 ヒラリー自伝
サー・エドマンド
・ヒラリー 草思社 1977.10 吉沢一郎訳

859 昼寝主義 沢野ひとし 本の雑誌社 2000.7

860 秘話ある山河 岡田喜秋 日本交通公社 1970.11 新旅行選書

861 秘話ある山河 岡田喜秋 平凡社 1998.11 平凡社ライブラリー

862 風変わりな贈り物 井出孫六 新樹社 1994.1

863 フォトスケッチの山旅 川井靖元 実業之日本社 1997.10 山のモチーフ１２ヶ月

864 富岳への路
林田正幹遺稿・追悼
集編集委員会

林田正幹遺稿・追悼
集編集委員会 1997.8 林田正幹遺稿・追悼集 非売品

865 富嶽歴覧 伏見功 現代旅行研究所 1982.4 外国人から見た富士山

866 深田久弥その山と文学 近藤信行 平凡社 2011.12

867 深田久弥の思い出 深田勝弥 深田久弥山の文学館 2003.3 裏表紙寺田印あり

868 深田久弥の研究　読み、歩き、書いた 飯島斉ほか 新ハイキング社 1999.9 編者　深田クラブ　

869 深田久弥の追憶　復刻版 深田勝弥 深田久弥山の文学館 2003.3
底本：山下久男編『深田久弥の追
憶』（深田久弥追悼委員会・
1971.9）寺田印あり

870 深田久弥の山がたり １ 　 深田久弥 二見書房 2000.3 山嶺の風

871 深田久弥の山がたり ２ 　 深田久弥 二見書房 2000.5 百の頂に百の喜び

872 深田久弥の山がたり ３　 深田久弥 二見書房 2000.8 ヒマラヤ物語

873 深田久弥の山さまざま 池内紀 五月書房 1996.9 池内紀解説
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874 深田久弥 山の文学全集　Ⅰ 深田久弥 朝日新聞社 1974.4 わが山山 月報あり

875 深田久弥 山の文学全集　Ⅱ 深田久弥 朝日新聞社 1974.5 山頂山麓 月報あり

876 深田久弥 山の文学全集　Ⅲ 深田久弥 朝日新聞社 1974.3 わが愛する山々 月報あり

877 深田久弥 山の文学全集　Ⅳ 深田久弥 朝日新聞社 1974.6 瀟洒なる自然 月報あり

878 深田久弥 山の文学全集　Ⅴ 深田久弥 朝日新聞社 1974.7 日本百名山 月報あり

879 深田久弥 山の文学全集　Ⅵ 深田久弥 朝日新聞社 1974.9 雲の上の道 月報あり

880 深田久弥 山の文学全集　Ⅶ 深田久弥 朝日新聞社 1974.11 ヒマラヤの高峰（上） 月報あり

881 深田久弥 山の文学全集　Ⅷ 深田久弥 朝日新聞社 1974.12 ヒマラヤの高峰（中） 月報あり

882 深田久弥 山の文学全集　Ⅸ 深田久弥 朝日新聞社 1975.1 ヒマラヤの高峰（下） 月報あり

883 深田久弥 山の文学全集　Ⅹ 深田久弥 朝日新聞社 1974.8 シルクロードの旅 月報あり

884 深田久弥 山の文学全集　Ⅺ 深田久弥 朝日新聞社 1974.10 中央アジア探検史 月報あり

885 深田久弥 山の文学全集　Ⅻ 深田久弥 朝日新聞社 1975.2 九山山房夜話 月報あり

886 福澤一郎の秩父山塊 福澤一郎 五月書房 1998.9 池内紀のちいさな図書館 池内紀編・解説

887 福澤一郎の秩父山塊 福澤一郎 五月書房 1998.9 池内紀のちいさな図書館 池内紀編・解説

888 富士案内 日本山岳会 大修館書店 1978.9  新選覆刻日本の山岳名著 
底本：野中至著『富士案
内』（春陽堂・1901.8）

889 富士案内　芙蓉日記 野中至・野中千代子 平凡社 2006.1 平凡社ライブラリー 大森久雄編

890 富士山 深田久弥 青木書店 1940.10 手製函

891 富士山 深田久弥 雪華社 1965.6 岡田紅陽写真

892 富士山 大岡信 新潮社 1987.1 とんぼの本

893 富士山 草野心平・棟方志功 岩崎美術社 1996.4 草野心平詩集
版画：棟方志功
装幀：河野鷹思

894 富士山　聖と美の山 上垣内憲一 中央公論新社 2009.1 中公新書

895 富士山の文学 久保田淳 文芸春秋 2004.10 文春新書

896 ブータン横断紀行 桑原武夫 講談社 197.6

897 覆刻 日本の山岳名著 解題 日本山岳会 大修館書店 1975.10 覆刻日本の山岳名著 

898 踏み跡を見つけに 岡崎智恵子 文芸社 2004.1

899 冬のアイガー北壁初登攀 トニー・ヒーベラー ベースボールマガジン社 1976.1 山岳名著選集 横川文雄訳

900 冬の旅 瓜生卓造 山と渓谷社 1973.12

901 冬山への招待 片山修三 河出書房 1955.11 河出書房新書　写真篇

902 冬山とスキー アサヒカメラ 朝日新聞社 1940.12

903 冬山とスキー 毎日新聞社 毎日新聞社 1948.11

904 冬山・夏山 渡邊公平 鵰居堂書房 1948.4

905 ふるさと 深田久弥 深田弥之助 1999.12 深田久弥遺稿より

906 ふるさとの山々 田部重治 六合書院 1944.7

907 文学に見る日本の川　多摩川 滝井孝作 日本週報社 1960.5

908 文学山歩 秋谷豊 実業之日本社 1979.6 私の歩んだ山と高原

909 文豪が愛した百名山 中川博樹・泉久恵 東京新聞出版局 2008.7

910 望郷の譜 佐藤春夫 修道社 1961.5

911 冒険と日本人 本多勝一 二見書房 1968.10 新聞記事切り抜き

912 冒険物語百年 武田文男 朝日新聞社 1999.10 朝日文庫

913 放浪のあしあと 加藤泰安 創文社 1971.9

914 北越雪譜 鈴木牧之 岩波書店 1936.1 岩波文庫
1971.8　18刷
岡田武松校訂
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915 北壁に舞う 長谷川恒男 集英社 1979.5 生きぬくことが冒険だよ

916 星空の北壁 近藤等 白水社 1975.5 新聞記事切り抜き

917 星と嵐
ガストン・レビュ
ファ 新潮社 1973.10 新潮文庫 1975.7 3刷　近藤等訳

918 穂高を愛して二十年 小山義治 新潮社 1961.8

919 穂高を愛して二十年 小山義治 中央公論社 1982.5 中公文庫

920 穂高聖夜 山崎安治 朋文堂 1958.6

921 穂高岳紀行　続々　ほか 島本達夫 北町書房 1991.6

922 穂高に生きる 今田重太郎 読売新聞社 1973.8 五十年の回想記

923 榾火 高須茂 朋文堂 1942.3 山小屋随筆集 1943.7　再版

924 北海道の旅 串田孫一 平凡社 1997.5 平凡社ライブラリー

925 本のある山旅 大森久雄 山と溪谷社 1996.11

ま行

926 槙有恒全集　Ⅰ 槙有恒 五月書房 1991.5 憧憬 月報

927 槙有恒全集　Ⅱ 槙有恒 五月書房 1991.7 情熱 月報

928 槙有恒全集　Ⅲ 槙有恒 五月書房 1191.7 静寂 月報

929 松浦武四郎と江戸の百名山 中村博男 平凡社 2006.10 平凡社新書344

930 松方三郎 松本重治 共同通信社 1974.9

931 松方三郎エッセー集　 松方三郎 築地書館 1975.10 山で会った人

932 松方三郎エッセー集　 松方三郎 築地書館 1975.11 手紙の遠足

933 松方三郎エッセー集　 松方三郎 築地書館 1975.12 山を楽しもう

934 松方三郎エッセー集　 松方三郎 築地書館 1976.1 アルプスと人

935 松方三郎エッセー集　 松方三郎 築地書館 1976.2 民芸・絵・読書

936 マッターホルン 諏訪多栄蔵 山と渓谷社 1958.12 その壁と山稜への挑戦

937 マッターホルン北壁 小西政継 中央公論社 1984.12 中公文庫

938 マナスル登頂記 槙有恒 毎日新聞社 1956.3 1956.9再版

939 マナスル西壁 高橋照 文藝春秋 1972.12 鉄の時代のヒマラヤ

940 マナスル1952～3 日本山岳会 毎日新聞社 1954.3
1954.5　再版、新聞記事
切り抜き

941 見知らぬオトカム　 池内紀 みすず書房 1979.4 辻まことの肖像

942 見知らぬオトカム　 池内紀 みすず書房 1979.4 辻まことの肖像
1979.8 3刷
見返し著者サイン・挿画

943 道草山行ひとり旅 遠藤一郎 朝日新聞社 2000.6

944 未踏の山河 エリック・シプトン 茗渓堂 1972.2 シプトン自叙伝 大賀二郎訳、倉知敬訳

945 みなかみ紀行　新編 若山牧水 朋文堂 1956.9 コマクサ叢書 若山旅人による寺田宛献辞

946 みなかみ紀行 若山牧水 中央公論社 1993.5 中公文庫

947 南アルプス 渡辺公平 三省堂 1935.6 八ヶ岳連峯 細井吉造、山下一夫

948 みなみらんぼうの一歩二歩三歩 みなみらんぼう 中央公論新社 2000.7

949 みなみらんぼうの山からこんにちは みなみらんぼう 毎日新聞社 1999.5

950 みなみらんぼうの山の詩 みなみらんぼう 中央公論新社 2002.7 一歩二歩三歩　Ⅱ

951 峰・峠・氷河 藤木九三 朋文堂 1957.10 ベルクハイル叢書第3巻

952 峰と渓 冠松次郎 河出書房新社 2002.5

953 脈・脈・脈 一原有徳 現代企画室 1990.3 山に逢い、人に逢う旅

954 宮沢賢治の山旅 奥田博 東京新聞出版局 1996.8 イーハトーブの 山を訪ねて
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955 民俗と植物 武田久吉 講談社 1999.11 講談社学術文庫

956 みんな山が大好きだった 山際淳司 中央公論社 1995.7 中公文庫

957 みんな山が大好きだった 山際淳司 中央公論社 1995.7 中公文庫 1998.3　8版

958 むかしの山旅 今福龍太 河出書房新社 2012.4 河出文庫

959 麥刈の月 尾崎喜八 生活社 1946.4 日本叢書50

960 夢幻の山旅 西木正明 中央公論社 1994.9

961 武蔵野 上林暁 報文館 1958.12 裏見返し寺田印・日付

962 武蔵野随筆 逗子八郎ほか 文林堂双魚房 1942.11 松村英一監修

963 息子と行く山 北原節子 恒文社 1990.7

964 ムスタンの朝明け 近藤亨 かんぽう 1994.10 その後の魔術師の 果物作り

965 名家の旅 鎌田敬四郎 朝日新聞社 1927.10 手製函

966 名山へのまなざし 齋藤潮 講談社 2006.7 講談社現代新書

967 名山図譜 日本山岳会 大修館書店 1978.9  新選覆刻日本の山岳名著 底本：谷文晁画・河村元善編『名
山図譜』（文化元年）秩二重函

968 名山の日本史 髙橋千劔破 河出書房新社 2004.3

969 明治の山旅 武田久吉 創文社 1971.6

970 明治の山旅 武田久吉 平凡社 1999.2 平凡社ライブラリー

971 名峰日本アルプス 白簱史朗 山と渓谷社 1982.8

972 梅里雪山 小林尚礼 山と渓谷社 2006.2 十七人の友を探して

973 もう登らない山 串田孫一 恒文社 1990.12

974 物語日本の渓谷 大藪宏 山と渓谷社 1994.12

975 森と水の恵み 高桑信一 みすず書房 2005.8

976 モンブランの乙女 A.E.メーソン 日本公論社 1933.7 野阿千伊訳

977 モン・ブランの処女 Ａ.メーソン 朋文堂 1959.10 稲葉和夫訳、カバー上部破損

や行

978 野帖余白 蔵田延男 朋文堂 1941.7 カバーなし

979 八ヶ岳風の助スケッチ 渡辺隆次 筑摩書房 1997.10 ちくま文庫

980 八ヶ岳山麓 立岡洋二 耕土社 1979.6 野辺山だより

981 八ヶ岳遥か 立岡洋二 耕土社 1980.7 野辺山だよりⅡ

982 やま 志村烏嶺・前田曙山 岳書房 1980.11

983 山 大島亮吉 岩波書店 1930.3 研究と随筆

984 山　 大島亮吉 岩波書店 1930.3 研究と随想
1933.10　第４刷
表紙見返し旧蔵者署名

985 山　 日本山岳会 大修館書店 1975.10
研究と随想
覆刻日本の山岳名著

底本：大島亮吉著『山　研究と随
想』（1930.3岩波書店）二重函

986 山　 大島亮吉 中央公論社 1978.5 随想　中公文庫

987 山 北杜夫 作品社 1983.6 日本の名随筆10

988 山愛の記 村井米子 読売新聞社 1976.8

989 山歩きの自然学 小泉武英 山と渓谷社 1998.7 日本の山50座の謎を解く

990 山歩きの楽しみ 川口邦雄 講談社 1983.5 講談社現代新書

991 山歩きの楽しみ 川口邦雄 青春出版社 1999.9 思索したスケッチブック

992 山歩き山暮し 西丸震哉 中央公論社 1974.7

993 山あればこそ 渡辺公平 日本交通公社 1977.6

994 山　生きる・学ぶ・探る 小宮昌平 大月書店 1986.2 近藤和美編
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995 山へ 吉沢一郎 文藝春秋 1980.8 わが登高記

996 山への足跡 武田久吉 二見書房 1970.9 山岳名著シリーズ 1974.8　再版

997 山への挑戦 堀田弘司 岩波書店 1990.6 登山用具は語る

998 山への味到 冠松太郎 墨水書房 1943.4 随筆

999 山へ入る日 石川欣一 中央公論社 1929.11
大森久雄氏宛書簡コピー・山
岳写真挿み込み　1929.5 5版

1000 山へ開く窓 勝見勝 朋文堂 1941.4 新聞切り抜きあり

1001 山へ開く窓 勝見勝 朋文堂 1941.4
1955.4再版　裏表紙見返し購
入日・購入場所・署名

1002 山を遊びつくせ 柏瀬祐之 白水社 1982.6

1003 山を歩けば 共同通信社 共同通信社 1994.11

1004 山を歩き山を画く 五百沢智也 講談社 1986.7 講談社現代新書

1005 山を思う 石川欣一 山と溪谷社 1955.5 山溪山岳新書

1006 山を想えば人恋し 石原きくよ 郷土出版社 1993.9
北アルプス開拓の先駆者
・百瀬慎太郎の生涯

1007 山を考える 本多勝一 実業之日本社 1966.9

1008 山を考える 本多勝一 朝日新聞社 1986.2 朝日文庫

1009 山を愉しむ 烏賀陽貞子・恒正 筑摩書房 1983.6 六〇歳からの山登り

1010 山を愉しむ 烏賀陽貞子・恒正 筑摩書房 1983.7 六〇歳からの山登り 1986.6 第8刷

1011 山を楽しむ 田部井淳子 岩波書店 2002.9 岩波新書

1012 山を見る日 川崎精雄 茗溪堂 1977.1

1013 山を見る日 川崎精雄 中央公論新社 1999.6 中公文庫

1014 山をめぐる人と書物 手塚宗求 恒文社 2000.10

1015 山をよむ 斎藤一男 アテネ書房 1993.5 情報源をよむ

1016 山を読む 小疇尚 岩波書店 1991.7 自然景観の読み方

1017 山を読む 小疇尚 岩波書店 2007.7 自然景観の読み方 新装ワイド版

1018 山があるから 深田久弥 文芸春秋新社 1963.6 ポケット文春

1019 山がそこにあるから 田中澄江 スキージャーナル 1978.7

1020 山が呼んでいる 日本山岳写真集団 情報センター出版局 1998.4 Mountain  Voice

1021 山からの絵本 辻まこと 創文社 1966.7

1022 山からの言葉 辻まこと 平凡社 1996.6 平凡社ライブラリー

1023 山靴の音 芳野満彦 二見書房 1966.4 THE MOUNTAINS４

1024 山靴の音　新編 芳野満彦 中央公論社 1981 ｡ 2 中公文庫

1025 山靴の音　新 芳野満彦 東京新聞出版局 1992.3

1026 山靴の画文ヤ 辻まことのこと 駒村吉重 山川出版社 2013.1

1027 山靴の画文ヤ 辻まことのこと 駒村吉重 山川出版社 2013.1 2013.3　第２刷

1028 山恋の記 村井米子 河出書房 1956.7 河出新書
裏表紙見返し
「朝日火災山びこ会」の印

1029 山恋の記 村井米子 新人物往来社 1978.9

1030 山ことば辞典 岩科小一郎 百水社 1993.11 岩科山岳語彙集成

1031 山小屋造った・・ネコも来た！ 西丸震哉 文藝春秋 1987.10

1032 山小屋物語 早乙女緩次 銀河書房 1978.6 我が山行の回想記

1033 山小屋物語 水沢周 講談社 1992.4

1034 山ざと集 室生犀星 生活社 1946.2 日本叢書26 背補修

1035 山里にひかれて 岡田喜秋 河出書房新社 1983.1 岡田喜秋　旅の発見２
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1036 山さまざま 深田久弥 東西五月社 1960.6 3版（初版年記載なし）

1037 山さまざま 深田久弥 万有出版者 1965.5

1038 山旅素描 足立真一郎 新ハイキング社 1988.5

1039 山だ原始人だ幽霊だ 西丸震哉 経済往来社 1971.12

1040 山だ原始人だ幽霊だ　続 西丸震哉 経済往来社 1972.3

1041 山旅の足音 渡辺兵力 茗溪堂 1985.10 表紙見返し著者署名

1042 山旅の足音 渡辺兵力 茗渓堂 1985.10

1043 山旅の絵本 中村みつを ＪＴＢ 2002.11

1044 山旅ノート 新田次郎 山と溪谷社 1970.10 山溪新書 1974.8　⑤

1045 山・旅・人 森本次男 蘭書房 1948.10

1046 山旅浪漫記 小林泰彦 山と溪谷社 2000.6

1047 山　探検　フィールドワーク 松本　徰夫 玉川大学出版部 1978.2

1048 山で見た星 野尻抱影 筑摩書房 1989.2 野尻抱影の本3

1049 山で見た夢 勝峰富雄 みすず書房 2010.5 ある山岳雑誌編集者の記憶

1050 山とある日 上田哲農 三笠書房 1967.11
裏表紙見返し新聞切り抜
き張込み

1051 山とある日 上田哲農 中央公論社 1979.7 中公文庫

1052 山道具が語る日本登山史 布川欣一 山と溪谷社 1991.1 巻末に人名索引・登山史年表

1053 山と海の詩 高橋サブロー 東京新聞出版局 1996.3 我が心の山岳遍歴

1054 山・都会・スキー 石川欣一 四六書院 1931.5 新でかめろん叢書 裏表紙見返し日付書込み

1055 山と川 山口文一 神奈川新聞社 1999.10 丹沢山麓雑記 著者自筆の俳句あり

1056 山ときどきの心 小林俊樹 龍鳳書房 2003.11

1057 山と溪谷 田部重治 第一書房 1939.6

1058 山と溪谷　新編 田部重治 岩波書店 1993.8 岩波文庫 近藤信行編

1059 山と溪谷　【覆刻】 山と溪谷社 山と溪谷社 2011.12
1・2・3撰集
ヤマケイ文庫

1060 山と詩人 田中清光 文京書房 1985.12 巻末に索引

1061 山と写真わが青春 白簱史朗 岩波書店 1980.4 岩波ジュニア新書

1062 山と書物 小林義正 築地書館 1963.7

1063 山と書物　続 小林義正 築地書館 1963.7

1064 山と闘ふ 朝日新聞社 朝日新聞社 1939.6 山岳写真傑作集

1065 山と峠と氷河 成瀬岩雄 茗渓堂 1986.2 成瀬岩雄遺稿集

1066 山との対話 葛山朝三 日本随筆家協会 1979.3

1067 山との出会い 冨田弘平 新ハイキング社 1998.2 山の随筆集

1068 山と俳句の五十年 岡田日郎 梅里書房 2000.11

1069 山と人と 斉藤善久 文芸社 2005.1 ぬくもりのある風景

1070 山と文学 串田孫一・山口耀久 創文社 1973.6 表紙見返し著者署名

1071 山と水の画家 吉田博 安永幸一 弦書房 2009.9

1072 山と森は私に語った 辻まこと 白日社 1980.6 新聞記事切り抜きあり

1073 山と雪の日記 日本山岳会 大修館書店 1975.10 覆刻日本の山岳名著 
底本：板倉勝宣著『板倉勝宣遺稿
山と雪の日記』（1930.3梓書房）
二重函　袋とじ本

1074 山と雪の日記 板倉勝宣 中央公論社 1977.4 中公文庫

1075 山と雪の日記 板倉勝宣 中央公論新社 1977.4 中公文庫 2003.1 改版
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1076 山と別れる峠 串田孫一 実業之日本社 1984.5

1077 山と私の対話 志水哲也 みすず書房 2005.8 達人の山旅１

1078 山なみ帖 小谷隆一 茗渓堂 1981.8

1079 山なみ帖　その後 小谷隆一 茗溪堂 2008.11 寺田宛書簡挿み込み

1080 山なみ帖　その後 小谷隆一 茗渓堂 2008.11

1081 山なみはるかに 三田幸夫 二見書房 1972.6 山岳名著シリーズ 1973.4 再版

1082 山なんて嫌いだった 市毛良枝 山と渓谷社 1999.6

1083 山に遊ぶ心 中野孝次 小沢書店 1997.3

1084 山に生きる 白簱史朗 大和書房 1980.7 青春を賭けて値するもの

1085 山に描く　 日本山岳会 大修館書店 1978.9  新選覆刻日本の山岳名著 底本：足立源一郎著『山に描く』
（1939.9　古今書院）二重函

1086 山に憑かれた男 加藤喜一郎 文藝春秋新社 1957.7 ｐ180スナップ写真あり

1087 山に憑かれて 白簱史朗 成美堂出版 1977.11

1088 山に憑かれて　続 白簱史朗 成美堂出版 1985.7

1089 山に憑かれて 加藤喜一郎 中央公論社 1981.3 中公文庫

1090 山に行く心 古井由吉 作品社 1980.4 全エッセイⅢ

1091 山に寄せる心 徳久球雄 玉川大学出版部 1997.1

1092 山に忘れたパイプ 藤島敏男 茗渓堂 1970.5 新聞記事切り抜きあり

1093 山の朝霧里の湯煙 池内紀 山と渓谷社 1998.9

1094 山の足あと 岡部一彦 東京新聞出版局 1980.9 山口四郎訳、新装復刻

1095 山の足音 畦地梅太郎 創文社 1960.5 アルプ選書 表紙見返し著者署名

1096 山のアラカルト 松浦　謙助 朋文堂新社 1967.7

1097 山の頂の向こうに 田部井淳子 佼成出版社 1995.6

1098 山の上に憩いあり 庄野潤三 新潮社 1984.11

1099 山のえくぼ 畦地梅太郎 創文社 1975.11

1100 山の絵本 尾崎喜八 角川書店 1951.2 角川文庫 1951.5再版

1101 山の絵本 尾崎喜八 岩波書店 1993.5 岩波文庫

1102 山の絵本 畦地梅太郎 日本愛書会 1955 25頁　奥付なし

1103 山の絵本 畦地梅太郎 緑の笛豆本の会 1988.8 畦地梅太郎作品集13

1104 山の絵本 日本山岳会 大修館書店 1978.9  新選覆刻日本の山岳名著 底本：尾崎喜八著『山の絵
本』（1935.7　朋文堂）

1105 山の絵本 吉田博・白籏史朗 講談社 1981.5
吉田博（版画・絵）/白籏
史朗（文・写真）

1106 山の憶ひ出　上巻 小暮理太郎 福村書店 1958.6 1961.2　5刷

1107 山の憶ひ出　下巻 小暮理太郎 福村書店 1958.6 1961.2　5刷

1108 山の憶ひ出　上巻 日本山岳会 大修館書店 1975.10 覆刻日本の山岳名著別巻 新装増補版　二重函

1109 山の憶ひ出　下巻 日本山岳会 大修館書店 1975.10 覆刻日本の山岳名著別巻 新装増補版　二重函

1110 山の憶ひ出　上 小暮理太郎 平凡社 1999.6 平凡社ライブラリー

1111 山の憶ひ出　下 小暮理太郎 平凡社 1999.7 平凡社ライブラリー

1112 山の帰り道 沢野ひとし 本の雑誌社 2011.7

1113 山の貌 井出孫六 新樹社 1990.5

1114 山の貌 井出孫六 新樹社 2011.2
増補改訂版　表紙見返し著者
署名　一筆箋メモ挿み込み

1115 山のかおり 坂戸勝巳 日本山書の会 1983.10 「山のかおり付録」挿み込み

1116 山の描き方　絵姿の百名山 江村真一 朝日新聞社 2001.10 朝日選書　685
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1117 山のガキ大将たち 三田幸夫 二玄社 1962.7

1118 山の風の中へ 辻まこと 白日社 1981.10

1119 山のかたみ 萩生田浩 西田書店 2005.9

1120 山の画帖 茨木猪之吉 朋文堂 1959.3 コマクサ叢書 最終頁書込み

1121 山の彼方の 山本太郎 山と渓谷社 1980.7

1122 山の画文 辻まこと 白日社 1982.5 『岳人』の表紙の画と言葉

1123 山の絆 青柳健 岳書房 1984.5

1124 山の季節 田淵行男 小学館 2003.6 小学館文庫

1125 やまの劇場 沢野ひとし 山と溪谷社 1999.9

1126 山のこころ 福田宏年
日本交通公社出版
事業部 1974.3

1127 山の心 槙有恒 毎日新聞社 1974.5

1128 山の心・道しるべ 久米準 日本教育新聞社 1987.6

1129 山の古典と共に 大島竪造 図書出版社 1992.2 巻末に索引

1130 山の幸 深田久弥 青木書店 1940.12

1131 山の賛歌 岡田喜秋 朋文堂 1959.12

1132 山の時間 沢野ひとし 白山書房 2009.3

1133 山の四季 高村光太郎 中央公論社 1956.5 裏表紙見返し書込み

1134 山の四季 岡田日郎 蝸牛社 1997.4 俳句・俳景３

1135 山の詩集 串田孫一・田中清光 筑摩書房 1991.7

1136 山の自然学 小泉武栄 岩波書店 1998.1

1137 山の社会学 菊地俊朗 文藝春秋 2001.6

1138 山の社会学 菊地俊朗 文藝春秋 2001.6

1139 山の写真と写真家たち 杉本誠 講談社 1985.4 もうひとつの日本登山史

1140 山の生涯　来し方行く末　上 田口二郎 茗渓堂 1999.9

1141 山の生涯　来し方行く末　下 田口二郎 茗渓堂 1999.12

1142 山の消息 大木惇夫 健文社 1946.9 裏表紙見返し書込み

1143 山の序曲 山崎安治 朋文堂新社 1967.9

1144 山の随筆 今西錦司 旺文社 1979.2 旺文社文庫

1145 山の随筆 今西錦司 河出書房新社 2002.5

1146 山のスポーツ フランソワ・ガジェ 白水社 1952.6 文庫クセジュ

1147 山の世界 梅棹忠夫 岩波書店 2004.7 自然・文化・暮らし 山本紀夫編

1148 山の精神史 赤坂憲雄 小学館 1996.10
柳田国男の発生
小学館ライブラリー

1149 山の旅　明治・大正篇 近藤信行 岩波書店 2003.9 岩波文庫

1150 山の旅　大正・昭和篇 近藤信行 岩波書店 2003.11 岩波文庫

1151 山の旅　本の旅 大森久雄 平凡社 2007.9 登る歓び、読む愉しみ 雑誌切抜きコピーあり

1152 山の旅　本の旅 大森久雄 平凡社 2007.9 登る歓び、読む愉しみ 表紙見返し著者署名

1153 山の魂 スマイス 朋文堂 1957.6 ベルクハイル選書 石一郎訳

1154 山の手帖 田淵行男 朝日新聞社 1987.3 田淵行男写真集

1155 山の出べそ 畦地梅太郎 創文社 1966.1 表紙見返し著者署名

1156 山の出べそ 畦地梅太郎 平凡社 2003.2 平凡社ライブラリー

1157 山の天辺 赤沼千尋 東峰書房 1975.10
挿絵・装丁畦地梅太郎、
聞記事切り抜き
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1158 山の動物誌 西丸震哉 実業之日本社 1983.4

1159 山の仲間たち 池内紀 幻戯書房 2005.7

1160 山の俳句歳時記 岡田日郎 社会思想社 1975.11 現代教養文庫

1161 山の博物誌 西丸震哉 実業之日本社 1981.1

1162 山のパンセ 串田孫一 実業之日本社 1972.2

1163 山のパンセ　新選 串田孫一 岩波書店 1995.6 串田孫一自選　岩波文庫

1164 山のひと山の本 雁部貞夫 木犀社 2008.12 岳人岳書録

1165 山の風景 朝史門 蘭書房 1948.8

1166 山の風流使者 小島烏水 日本文芸社 1969.10 日本山岳全集　第二回配本

1167 山の文学紀行 福田宏年 朋文堂 1960.3

1168 山の文学紀行 福田宏年 スキージャーナル社 1976.6 自然と人間シリーズ

1169 山の文学紀行 福田宏年 沖積舎 1994.8 朋文堂版（1960）新装版

1170 山の文化とともに 斎藤一男 アテネ書房 2004.3

1171 山の本おすすめ50選　新 福島功夫 東京新聞出版局 2004.11

1172 山の本歳時記 大森久雄 ナカニシヤ出版 2008.6
著者謹呈栞　著者一筆箋
メモ挿み込み

1173 山の民俗誌 高須茂 角川書店 1980.1 山河行六十年、角川選書109 ｐ156～石川桂郎

1174 山の名作読み歩き 大森久雄 山と溪谷社 2014.11 ヤマケイ新書 著者謹呈栞

1175 山の名著30選 福島功夫 東京新聞出版局 1998.11
モダン・アルピニズムを
リードした知性たち

1176 山の名著　明治・大正・昭和戦前編 近藤信行 自由国民社 2009.11 明快案内シリーズ

1177 山の眼玉 畦地梅太郎 朋文社 1957.12 表紙見返し著者署名

1178 山の眼玉 畦地梅太郎 平凡社 1999.12 平凡社ライブラリー

1179 山の眼玉 畦地梅太郎 山と溪谷社 2013.10 ヤマケイ文庫

1180 山のメルヒェン 田中清光 文京書房 1989.12
挿画：辻まこと
表紙見返し著者署名

1181 山の紋章　雪形 田淵行男 学習研究社 1981.7

1182 山の隣人 長尾宏也 山と溪谷社 1955.4 山溪山岳新書

1183 山　ひと　スキー 木下是雄 晶文社 1996.1 木下是雄集２

1184 山・人・本 島田巽 茗渓堂 1976.2

1185 山・星・雲 野尻抱影 沖積舎 1990.11

1186 山みちで花に逢う日は 川口邦雄 矢来書院 1978.9 川口邦雄画文集

1187 山、山、人間 小島六郎 スキージャーナル 1977.7 自然と人間シリーズ9

1188 山・雪・森 加納一郎 岳書房 1981.1 霧藻庵雑記

1189 山・よき仲間 成瀬岩雄 茗溪堂 1962.8

1190 山は屋上より 足立源一郎 朋文堂 1956.6 朋文堂山岳文庫　第5巻 裏表紙見返し書込み

1191 山は晴天 小西政継 中央公論社 1982.4

1192 山は晴天 小西政継 中央公論社 1998.4 中公文庫

1193 山は魔術師 田淵行男 実業之日本社 1995.3

1194 山は満員 渡辺公平 茗渓堂 1975.10

1195 槍ヶ岳へ 塚本閤治 山と溪谷社 1943.9 日本山岳写真書 裏表紙見返し書込み

1196 槍ヶ岳開山　播隆　
穂苅三寿雄・穂苅貞
雄 大修館書店 1982.9 私の山岳写真

1197 槍ヶ岳開山　播隆　[増訂版]
穂苅三寿雄・穂苅貞
雄 大修館書店 1997.9 特別資料「槍ヶ嶽絵図」あり

1198 槍岳開祖播隆 穂苅三寿雄 新信州社 1963.10 限定1000部-795
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1199 槍ヶ岳からの黎明 小島烏水 山と溪谷社 1955.9

1200 槍ヶ岳黎明 穂苅三寿雄 山と渓谷社 2004.11 私の大正登山紀行

1201 槍ヶ岳黎明 穂苅三寿雄 山と渓谷社 2004.11 私の大正登山紀行

1202 槍・穂高讃歌 山本和雄 山と渓谷社 1983.7

1203 槍・穂高３６０° 野永伸一 グラフィック社 2004.5 超パノラマ フォトシリーズ３ CD-ROM付

1204 幽山秘峡 三田尾松太郎 冨山房 1942.4

1205 雪・岩・アルプス 藤木九三 梓書房 1930.5

1206 雪・岩・アルプス 日本山岳会 大修館書店 1975.10 覆刻日本の山岳名著別巻 底本：藤本久三著『雪・岩・アル
プス』（1930.5 梓書房）二重函

1207 雪・岩・アルプス 藤木九三 中央公論社 1979.6 中公文庫

1208 雪・岩・アルプス 藤木九三 中央公論新社 1979.6 中公文庫 2003.9　改版

1209 雪国の人びと 高橋喜平 創樹社 1979.1

1210 行き暮れて、山。 正津勉 アーツアンドクラフツ 2006.6

1211 雪煙をめざして 加藤保男 中央公論社 1982.11

1212 雪白き山 深田久弥 二見書房 1969.9 山岳名著シリーズ

1213 雪と氷の世界から 樋口敬二 岩波書店 1985.2 新聞記事切り抜きあり

1214 雪に生きる　上 猪谷六合雄
ベースボールマガ
ジン社 1986.9

スポーツノンフィクション
シリーズ6

1215 雪に生きる　下 猪谷六合雄
ベースボールマガ
ジン社 1986.9

スポーツノンフィクション
シリーズ7

1216 雪の上信国境 塚本閤治 山と溪谷社 1943.1 日本山岳写真書 1943.8 4版

1217 雪やけ・陽やけ 中川善之助 河出書房 1940.3 スポーツ随筆

1218 雪山の一週間 深田久弥 スキージャーナル 1971.3

1219 雪山・薮山 川崎精雄 中央公論社 1980.2 中公文庫

1220 行く雲のごとくー高畑棟材伝 浅野孝一 山と溪谷社 1999.7

1221 ゆっくりヒマラヤ 永井博 旺文社 1984.12
旺文社文庫
シェルパの里をトレッキング

1222 ユングフラウの月 庄野英二 創文社 1970.6
装幀・挿画　串田孫一
新聞切り抜き挿み込み

1223 よみがえる旅心 岡田喜秋 日本文芸社 1992.10

1224 よろこびの頂 畦地梅太郎 鹿鳴荘 1984.4 用紙見返し著者署名

1225 よろこびの山かなしみの山 岡田喜秋 知性社 1958.11 1958.12 第3刷

1226 歓びの山　哀しみの山 安川茂雄 三笠書房 1973.6

ら・わ行

1227 落日の山 荒賀憲雄 ナカニシヤ出版 1988.3

1228 旅情を感じるとき 岡田喜秋 河出書房新社 1982.7 岡田喜秋 旅の発見１

1229 歴史紀行　峠をあるく 井出孫六 筑摩書房 1979.8

1230 歴史のなかの旅人たち 岡田喜秋 玉川大学出版部 1992.2

1231 歴史の山１００選 桜井徳太郎 秋田書店 1974.7

1232 ロールワリン山群 藤田弘基 グラフ社 1970.4
カラーアルバム30、
ヒマラヤシリーズ 最終ページ汚れ

1233 六〇歳の記念に登った山山 本多勝一 悠々社 1997.7

1234 炉辺山話　新編 岡茂雄 平凡社 1998.1 平凡社ライブラリー

1235 わが愛する山々 深田久弥 新潮社 1961.5

1236 わが愛する山々 深田久弥 新潮社 1969.2 新潮文庫

1237 わが愛する山々 深田久弥 山と溪谷社 2011.6 ヤマケイ文庫 解説：大森久雄 

1238 わが岩壁 古川純一 中央公論新社 1980.7 中公文庫
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1239 若きアルピニストの魂 ジャン・コスト 二見書房 1965.10 近藤等・大森久雄訳

1240 若き日の山行 ルイ・ラシュナル 二見書房 1975.3 海外山岳名著シリーズ
再版、ジェラール・エル
ゾーグ著、近藤等訳

1241 若き日の山 串田孫一 河出書房 1955.2 河出新書

1242 若き日の山 串田孫一 集英社 1988.1 集英社文庫

1243 わが心の故郷 アルプス南麓の村 ヘルマン・ヘッセ 草思社 1997.12 v･ﾐﾋｬﾙｽ編 岡田朝雄訳

1244 わが散文詩 田部重治 朱雀書院 1943.12 扉・文庫印、最終頁書込み

1245 わが詩わが歌 田部重治
田部重治先生詩歌
集刊行委員会 1964.6 田部重治詩歌集

製作・発売 教育朱パンセ
ンター　1975.3 再版

1246 わが青春の登攀 クリス・ボニントン 三笠書房 1975.3 青柳健訳

1247 わが登高行　上巻 三田幸夫 茗渓堂 1979.6

1248 わが登高行　下巻 三田幸夫 茗渓堂 1980.10

1249 わが遍歴の信州百名山 清水栄一 桐原書店 1979.7

1250 わが山旅五十年 田部重治 桃源社 1964.5

1251 わが山旅五十年 田部重治 平凡社 1996.2 平凡社ライブラリー

1252 わが山と旅 秋谷豊 恒文社 1992.4

1253 わが山の生涯
トム・ロングスタッ
フ 白水社 1979.8

望月達夫訳　第2版
巻末索引・参考文献

1254 わが山山 深田久弥 河出書房 1956.8 河出新書
扉に「水道局職員文庫」
蔵書印

1255 わが山山 深田久弥 中央公論社 1980.10 中公文庫

1256 わが山山 深田久弥 中央公論社 2002.7 中公文庫BIBLO

1257 忘れえぬ山　Ⅰ 串田孫一 旺文社 1978.11 旺文社文庫

1258 忘れえぬ山　Ⅱ 串田孫一 旺文社 1978.11 旺文社文庫

1259 忘れえぬ山　Ⅲ 串田孫一 旺文社 1978.11 旺文社文庫

1260 忘れえぬ山　Ⅰ 串田孫一 筑摩書房 1999.6 ちくま文庫

1261 忘れえぬ山　Ⅱ 串田孫一 筑摩書房 1999.7 ちくま文庫

1262 忘れえぬ山　Ⅲ 串田孫一 筑摩書房 1999.8 ちくま文庫

1263 忘れえぬ山の人びと 望月達夫 茗渓堂 1986.8

1264 私たちのエベレスト 日本女子登山隊 読売新聞社 1975.11 女性初登頂の全記録 新聞記事切り抜きあり

1265 わたしの一名山
「わたしの一名山」
事務局 双葉社 1998.6 選考委員に沢野ひとし

1266 私の一名山 日本山岳写真集団 河出書房新社 2003.3

1267 私のウエストン追跡記 田畑真一 山と溪谷社 1996.10 細部からその実像に迫る

1268 私の自然観 今西錦司 筑摩書房 1966.6

1269 私の衆讃歌 尾崎喜八 創文社 1967.2 函背に「随筆集」

1270 わたしの博物誌
串田孫一・文
辻まこと・画 みすず書房 1998.8

栞（池内紀）・新聞切り
抜き挿み込み

1271 わたしのヒマラヤ 今井通子 朝日新聞社 1976.12 ダウラギリⅣ峰

1272 わたしの百名山 日下部雅昭 朝日新聞社 1998.5 山と酒と温泉と

1273 私の山谷川岳 杉本光作 中央公論社 1981.4

1274 わたしの山旅 槙有恒 岩波書店 1968.2 岩波新書

1275 私の槍が岳 穂苅貞雄 朝日新聞社 1985.4

1276 われらのものならぬ世界
ロベール・テズナ
・デュ・モンセル 筑摩書房 1972.1 桑原武夫・高田方一郎訳

1277 われわれはなぜ山が好きか 安川茂雄 小学館 2000.9
ドキュメント「日本アルプス登山」７０
年史 小学館文庫
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