資料展示

群馬の山と自然
期間：平成１７年９月２１日（水）～１１月６日（日）

場所：群馬県立図書館３階展示コーナー

群馬県立図書館では、群馬県関連の郷土資料を重点的に収集、利用提供、保存に努めており、
これらの中から、特色ある地域資料を幅広く紹介しています。
今回の資料展示では、深田久弥の不朽の名作「日本百名山」に選ばれた県内９座の名峰や
上毛三山を中心に、その自然や動植物、歴史や民俗・山岳信仰といった視点から、これまでに
出版された関連図書や視聴覚資料等をご覧いただきます。
展示資料について
本展示は、関連の図書・雑誌・視聴覚資料等の一端を紹介するもので、全ての資料等を網羅的
に紹介するものではありません。ここに展示した１８１点の資料は、所蔵資料の一部です。
展示資料のうち、「＋」記号の付いたものは郷土資料です。通常は２階調査相談室の郷土資料
コーナーにあり、いつでも閲覧できます。複本がある場合には、展示期間中でも貸出のできる
ものがあります。「＊」記号の付いたものは、通常は貸出可能な一般資料です。
なお、展示されていない所蔵資料のことや展示資料の貸出等のご相談は、２階調査相談室で
受け付けておりますので、お申し付けください。

深田久弥（ふかだ きゅうや・日本百名山の著者）及び関連図書
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「日本百名山」 深田久弥／著 新潮社 １９７７
「深田久弥（人物書誌体系１４）」 堀込静香／編 日外アソシエーツ １９８６
「山さまざま」 深田久弥／著 五月書房 １９５９
「わが愛する山々」 深田久弥／著 新潮社 １９６１
「百名山以外の名山５０」 深田久弥／著 河出書房新社 １９９９
「百名山ふたたび」 深田久弥／著 河出書房新社 ２０００
「日本アルプス百名山紀行」 深田久弥／著 河出書房新社 ２０００
「群馬県万能地図」 上毛新聞社編 上毛新聞社 ２００１
「一日二日の百名山」 深田久弥／著 河出書房新社 ２０００
「百名山の人」 田沢拓也／著 TBSブリタニカ ２００２
「花の百名山」 田中澄江／著 文藝春秋 １９８０
「東京付近百名山」 ハイキング・ペン・クラブ／著 登山とスキー社 １９３１
「日本百名山とふもとの名湯」 主婦の友社／編 主婦の友社 １９９８
「深田久弥の日本百名山 上下（るるぶ情報版）」 JTB ２００２
「日本百名山地図帳」 山と渓谷社編 山と渓谷社 ２００５
「群馬の山の文学（みやま文庫１１６）」 みやま文庫 １９９０
「群馬の峠（みやま文庫１７９）」 須田茂／著 みやま文庫 ２００５
「（視聴覚資料）四季のアルバム ぐんま山紀行」 群馬県広報課
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「空撮登山ガイド ７ 燧・至仏・尾瀬ヶ原」 山と渓谷社 １９８２
「日本百名山に登る」 狩野若十郎／著 同人 １９９６
「諸国名山案内 第３巻 関東」 山と渓谷社 １９９４
「群馬の山 ２ 奥利根・上越・県央」 群馬県山岳連盟／編 上毛新聞社 １９８９
「忘れえぬ山 第３」 串田孫一／編 筑摩書房 １９５９
「（視聴覚資料）映画 奥利根の山 平ケ岳（ぐんま２１）」 群馬県教育委員会

至仏山 （しぶつさん
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「日本の名山・花彩彩」 白籏史朗／著 新日本出版社 １９９６
「はるかな尾瀬」 新井幸人写真 須田敏男文 毎日新聞社 １９９１
「尾瀬沼・至仏山・燧ヶ岳（週刊花の百名山３）」 朝日新聞社 ２００４
「絵本で読む尾瀬地方の伝説」 波戸場秀幸／文 田の内栄一／きりえ 煥乎堂 １９９０
「尾瀬と鬼怒沼」 武田久吉／著 梓書房 １９３０
「日本山岳名著全集 ３ 尾瀬と鬼怒沼」 あかね書房 １９６６
「至仏山・笠ヶ岳西面地域学術調査報告書」 群馬県林務部自然保護対策室 １９９０
「日本の名峰 ８ 尾瀬ヶ原・燧・至仏」 花畑日向／著 山と渓谷社 １９８６
「尾瀬自然観察ガイド」 尾瀬保護財団／著 山と渓谷社 ２００３
「尾瀬 その風の中に」 毎日新聞社前橋支局／編 あさを社 １９９０
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「尾瀬（上毛文庫２）」 斉藤晋／著 上毛新聞社 １９８５
「尾瀬－その自然の回復－（みやま文庫４２）」 みやま文庫 １９７２
「最後の尾瀬」 辻田新／著 清水弘文堂書房 １９９８
「山の旅 大正・昭和篇（岩波文庫）」 近藤信行／編 岩波書店 ２００３
「尾瀬夢風景 白籏史朗写真集」 白籏史朗／著 日本カメラ社 １９９１
「定本尾瀬」 白籏史朗／著 新日本出版社 ２００２
「（雑誌）グラフぐんま」 群馬県企画 上毛新聞社
「尾瀬しじまの旋律」 鈴木一雄／著 日本カメラ社 １９９９
「尾瀬と檜枝岐」 川崎隆章／編 木耳社 １９７８
「はるかな尾瀬」 朝日新聞前橋支局／編 実業之日本社 １９７５
「（視聴覚資料）尾瀬 この自然を未来に」 群馬県ほか企画 NHK東北プランニング
「（視聴覚資料）遙かな尾瀬」 群馬県観光課
「（視聴覚資料）映画 尾瀬～四季の彩り～（ぐんま２１）」 群馬県教育委員会
「（視聴覚資料）至仏山の自然（上州再発見）」 群馬県教育委員会
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「谷川岳への誘い」 須田栄一／著 同人 ２００４
「谷川岳の自然（上毛文庫５２）」 斉藤晋／著 上毛新聞社 ２００４
「谷川連峰の自然（みやま文庫１６８）」 みやま文庫 ２００２
「Ｇｕｎｍａ Ｐｒｏｆｉｌｅ（日本語併記）」 群馬県広報課／著 上毛新聞社 １９９３
「谷川岳」 安川茂雄、多川精一、大沢肇／著 二見書房 １９６２
「谷川岳（アルパインガイド４）」 群馬県山岳連盟／編 山と渓谷社 １９５９
「谷川岳（中公新書２００）」 瓜生卓造／著 中央公論社 １９６９
「奥利根の歴史と旅」 おのちゅうこう／著 崙書房 １９７１
「谷川岳研究」 長越茂雄／著 朋文堂 １９５４
「谷川岳」 朝日新聞前橋支局／編 朝日ソノラマ １９７４
「谷川岳」 松崎洋二／著 山と渓谷社 １９９０
「群馬のすがた」 上毛新聞社／編 群馬県 １９８２
「谷川岳」 緑谷哲明／著 日本図書刊行会 １９９７
「空から見る日本の山々」 岡部一彦／編 報知新聞社 １９６１
「魔の山に生きる」 高波吾策／著 講談社 １９５８
「谷川岳に逝ける人びと」 安川茂雄／著 遠藤甲太／編 平凡社 ２００５
「私の山谷川岳」 杉本光作／著 中央公論社 １９８１
「（視聴覚資料）谷川岳の自然（上州再発見）」 群馬県教育委員会
「（視聴覚資料）谷川連峰（群馬に生きる）」 群馬県教育委員会
「（視聴覚資料）群馬の民話１ 谷川岳のボサツ様ほか」 群馬県広報課
「日本の山」 山と渓谷社 １９６９
「谷川岳絵はがき」 谷川館 出版年不明
「谷川連峰学術調査報告書」 群馬県林務部自然保護課 １９９２
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「山の憶い出 上・下」 木暮理太郎／著 平凡社 １９９９
「日本の百名山・登山ガイド 上・下」 山と渓谷社 １９９２
「群馬県の山」 太田ハイキングクラブ／著 山と渓谷社 ２００５
「山との出会い」 富田弘平／編 新ハイキング社 １９９８
「花をたずねて百名山 上・下」 淡交社 ２００１
「（雑誌）岳人 第１７４号１９６２年１０月号」 東京新聞出版局
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「上州武尊山」 岡田敏夫／著 東京新聞出版局 １９８５
「上州の山」 箕輪真一／著 上毛新聞社 １９８２
「川場村誌」 川場村役場／編 川場村役場 １９３７
「群馬の山１ 尾瀬・武尊・渡良瀬川流域」 群馬県山岳連盟／著 上毛新聞社
「川場村の歴史と文化」 川場村誌編纂委員会／編 川場村役場 １９６１
「関東百名山」 山と渓谷社 １９９３
「（視聴覚資料）武尊の自然（上州再発見）」 群馬県教育委員会
「（視聴覚資料）自然と登山；武尊山（群馬に生きる）」 群馬県教育委員会

（あかぎさん

日本百名山４０・上毛三山）

「赤城山 鈴木隆志写真集」 鈴木隆志写真

上毛新聞社

２００５

１９８７

＋８７ 「赤城 ふるさとの山（みやま文庫１）」 みやま文庫 １９６１
＋８８ 「群馬の山歩き１３０選」 上毛新聞社 １９９０
＋８９ 「赤城山 花と渓谷」 青木清／著 上毛新聞社 １９９７
＋９０ 「赤城山花ガイド」 安原修次撮影 ほおずき書籍 ２００１
＋９１ 「赤城山の花」 安原修次撮影 ほおずき書籍 ２００１
＋９２ 「群馬の自然をたずねて（日曜の地学５）」 野村哲／編著 築地書館 １９９８
＋９３ 「赤城の麓にて」 三橋進／著 同人 １９８７
＋９４ 「山の旅 明治・大正篇（岩波文庫）」 近藤信行／編 岩波書店 ２００３
＋９５ 「国定忠治」 子母沢寛／著 改造社 １９３３
＋９６ 「（雑誌）山岳 第７年第２号」 日本山岳会
＋９７ 「赤城山」 岩沢正作／著 赤城書房 １９１６
＋９８ 「実録赤城山埋蔵金四百万両の謎」 水野智之／著 新門出版社 １９８２
＋９９ 「赤城山麓の性神風土記」 小板橋靖正／著 あさを社 １９８５
＋１００「日本百名山」 白籏史朗／編 山岳写真の会「白い峰」／著 朝日新聞社 １９８８
＋１０１「（雑誌）季刊群馬評論」 群馬評論社
＋１０２「群馬の考古学」 群馬県埋蔵文化財調査事業団 １９８８
＋１０３「赤城山民俗記」 都丸十九一／著 煥乎堂 １９９２
＋１０４「日光山と関東の修験道（山岳宗教史研究叢書８）」 宮田登／編著 名著出版 １９７９
＋１０５「上野国赤城山御本地」 萩原三津夫採録 １９９１
＋１０６「赤城大明神縁起不明」 不明
＋１０７「（雑誌）上州路」 あさを社
＋１０８「赤城・榛名・妙義の山岳伝承」 都丸十九一／著 １９８１
＋１０９「南麓からみた赤城山信仰の変遷」 福田浩／著 赤城神社氏子会 １９９１
＊１１０「（視聴覚資料）映画「赤城山のヒメギフチョウ（ぐんま２１）」 群馬県教育委員会
＊１１１「（視聴覚資料）現代に生きる赤城信仰（上州再発見）」 群馬県教育委員会
＊１１２「（視聴覚資料）群馬の民話２ 赤城小沼の主ほか」 群馬県広報課
＊１１３「（視聴覚資料）赤城の生物（上州再発見）」 群馬県教育委員会

草津白根山（くさつしらねざん

日本百名山４１）

＋１１４「白根火山」 下谷昌幸／著 上毛新聞社 １９８５
＋１１５「白根火山の観測」 白根火山研究班 １９８４
＋１１６「草津白根山の噴火と防災」 群馬県土木部砂防課／編 群馬県 １９９７
＋１１７「全集写真探訪ぐんま 第６巻 美しい山々」 上毛新聞社 １９８４
＋１１８「中世東国における血盆経信仰の様相」 時枝務／著 １９８４
＋１１９「（雑誌）群馬歴史散歩」 群馬歴史散歩の会
＋１２０「国立公園 浅間・白根」 萩原進／著 文進堂 １９４９
＋１２１「草津白根山 火山土地条件図」 国土地理院 １９９１
＋１２２「ふるさと群馬の山」 箕輪真一／著 煥乎堂 １９９２
＊１２３「（視聴覚資料）草津白根山（上州再発見）」 群馬県教育委員会

四阿山（あずまやさん

日本百名山４２）

＋１２４「空撮登山ガイド ６ 上信越の山々」 山と渓谷社 １９９６
＊１２５「空撮登山ガイド 別冊 空撮・日本百名山」 山と渓谷社 １９９６
＋１２６「群馬の山 ３ 上信 妙義・荒船 西上州」 群馬県山岳連盟／編 上毛新聞社
＋１２７「諸国名山案内 第４巻 上信越」 山と渓谷社 １９９４
＊１２８「歴史の山をあるく」 敷島悦朗／著 JTBパブリッシング ２００５

浅間山（あさまやま
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＋１２９「浅間百景」 真塩信雄／著 同人 ２００１
＋１３０「浅間」 川崎敏／著 木耳社 １９７４
＋１３１「（雑誌）あさま 創刊号（昭和５６年度）」 浅間研究会 １９８１
＊１３２「日本の山河」 緑川洋一／著 東方出版 １９９７
＋１３３「浅間山」 新井幸人／写真 銀河書房 １９８８
＋１３４「写真でみるふるさと嬬恋のあゆみ」 嬬恋村 １９８９
＋１３５「天明三年浅間山大焼記録集」 御代田町文化財審議委員会／編 信毎書籍出版センター
９７８
＋１３６「浅間山大噴火」 渡辺尚志／著 吉川弘文館 ２００３
＋１３７「火山灰考古学」 新井房夫／編 古今書院 １９９３
＋１３８「天明三年浅間大噴火（角川選書１７４）」 大石慎三郎／著 角川書店 １９８６
＋１３９「緑よみがえった鎌原（上州路文庫６）」 あさを社 １９８２
＋１４０「浅間山」 長野県小諸尋常高等小学校 田中書籍出版部 １９１０
＋１４１「浅間」 立松和平／著 新潮社 ２００３

１

＋１４２「浅間山の山鬼の山（文学のひろば８）」 角田光男／著 小峰書店 １９７９
＋１４３「浅間高原の野鳥」 高橋東士／著 ほおずき書房 １９９７
＋１４４「浅間山風土記」 萩原進／著 煥乎堂 １９８４
＋１４５「浅間山の噴火と防災」 群馬県土木部砂防課／編 群馬県 １９９７
＋１４６「浅間山天明噴火史料集成 １ 日記編」 萩原進／校訂 群馬県文化事業振興会 １９８５
＋１４７「天明三年浅間山噴火史料集 上・下」 浅間山麓埋没村落総合調査会／編 東京大学出版会
１９８９
＋１４８「埋没村落鎌原村発掘調査概報」 嬬恋村教育委員会 １９９４
＋１４９「天明３年（１７８３）浅間山大噴火による埋没村落（鎌原村）の発掘調査」学習院大学 １
９８２
＋１５０「火山としての浅間山の宗教性」 萩原進／著 １９５７
＋１５１「浅間山・黒斑山・根子岳（週刊花の百名山１１）」 朝日新聞社 ２００４
＊１５２「（視聴覚資料）活火山・浅間山（上州再発見）」 群馬県教育委員会
＊１５３「（視聴覚資料）浅間焼け（ふるさと群馬）」 群馬県教育委員会

榛名山（はるなさん

上毛三山）

＋１５４「榛名山」 鈴木隆志写真集」 鈴木隆志写真 上毛新聞社 ２００５
＋１５５「榛名と伊香保（みやま文庫７）」 みやま文庫 １９６２
＋１５６「榛名山の遠望」 三橋進／著 近代文芸社 １９９３
＋１５７「（雑誌）季刊群馬評論」 群馬評論社
＋１５８「まんが榛名の歴史」 山田えいし／画 榛名町 １９９５
＋１５９「赤城山・榛名山・鳴神山（週刊花の百名山１０）」 朝日新聞社 ２００４
＋１６０「関東周辺の信仰登山集落」 三浦家吉／著 同人 １９７０
＋１６１「榛名神社々記」 青木堂 １９３３
＋１６２「榛名神社と榛名信仰」 放送大学地域社会研究会／編 １９９２
＋１６３「（雑誌）上州路」 あさを社
＋１６４「榛名山麓の性神風土記」 小板橋靖正／著 あさを社 １９７７
＋１６５「榛名の仙境 高級原色版」 出版社不明
＊１６６「（視聴覚資料）榛名山－その成り立ち－（上州再発見）」 群馬県教育委員会

妙義山（みょうぎさん

上毛三山）

＋１６７「妙義山 鈴木隆志写真集」 鈴木隆志写真 上毛新聞社 ２００５
＋１６８「群馬のすがた」 群馬県広報課 １９８０
＋１６９「奇岩の山 妙義（みやま文庫１１）」 みやま文庫 １９６３
＋１７０「妙義山（上州路文庫１）」 あさを社 １９８０
＋１７１「上州妙義詣」 高井哂我／著 花屋久治良 １７９４
＋１７２「妙義町誌 上」 妙義町誌編さん委員会／編 妙義町 １９９３
＋１７３「妙義町誌 下」 妙義町誌編さん委員会／編 妙義町 １９９３
＋１７４「妙義神社と妙義山」 妙義神社 １９８４
＋１７５「妙義之峻嶺」 寺島平三郎／著 妙義之峻嶺社 １９２２
＋１７６「（雑誌）季刊群馬評論」 群馬評論社
＋１７７「妙義名勝 原色写真版」 出版社不明
＋１７８「妙義山麓の性神風土記 上巻」 小板橋靖正／著 あさを社 １９８１
＋１７９「妙義山麓の性神風土記 下巻」 小板橋靖正／著 あさを社 １９８２
＊１８０「（視聴覚資料）妙義の歳時記（ふるさと）群馬）」 群馬県教育委員会
＊１８１「（視聴覚資料）奇岩の山・妙義山（上州再発見）」 群馬県教育委員会

