群馬の山
展示資料目録
期間：平成１４年７月９日(火)～平成１４年９月８日(日)

場所：群馬県立図書館３階展示コーナー

（ 番号 ／ 書名 ／ 著者名 ／ 発行者 ／ 出版年 ）
〔絵図等〕
１ 上野国榛名山真図 佐藤美能累／編輯兼画工 榛名山村（群馬県） 佐藤真彦
２ 上野国妙義金洞両山全図 高崎 青木速成堂（印刷） 〔出版年不明〕
３ 上州妙義詣 高井哂我／著 東京 花屋久治良 〔１７９４〕

１８８８

〔県内の山・登山関係〕
・ グラフぐんま 群馬県／企画
４ 群馬の山歩き１３０選 上毛新聞社／編集 上毛新聞社 １９９０．１２ ＋
５ 群馬の山歩き８０選 上毛新聞社／編 上毛新聞社 １９８５．７ ＋
６ 群馬の山 １ 尾瀬・武尊・渡良瀬川流域 群馬県山岳連盟／著・編 上毛新聞社

１９８７．５

＋

７ 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 １９８９．５ ＋
８ 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 １９８８．５ ＋
９ 野山を歩く１００コース 安中山の会／調査執筆 上毛新聞社 上毛新聞社 １９ ＋
10 滝と渓谷ハイキング案内 徹底紹介 群馬とその周辺 ベスト３７ 川辺柳一／［ほか］著前橋 上毛
新聞社 １９９３．８ ＋
11 上州山歩 Ｇｕｎｍａ 読売新聞前橋支局／編東京 読売新聞社 １９９７．４ ＋
12 群馬の山 小林二三雄／編著 上毛新聞社 １９７９．７ ＋
13 ぐんまの駅から登る山歩き （シリーズ １） 高木正史／著 田の内栄一／切り絵 あさを社 ２０
０ ＋
14 赤城山 花と渓谷 青木清／著 上毛新聞社 １９９７．１０ ＋
15 探訪ガイド赤城山 赤城山編集委員会／編 上毛新聞社 １９８８．６ ＋
16 赤城 ふるさとの山 （みやま文庫 １） 勝守すみ子／〔ほか〕著 みやま文庫 １９６１ ＋
17 榛名山歩 金谷常平／著 金谷常平 ２００１．９ ＋
18 榛名と伊香保 （みやま文庫 ７） 山口薫／〔ほか〕著 みやま文庫 １９６２ ＋
19 妙義山 （上州路文庫 １） 〔あさを社／編〕 あさを社 １９８０．１０
20 奇岩の山妙義 （みやま文庫 １１） 田島武夫／〔ほか〕著 みやま文庫 １９６３ ＋
21 浅間山風土記
萩原進／著 増補改訂版前橋 煥乎堂 １９８４．１２ ＋
22 天明三年浅間山噴火史料集 上 浅間山麓埋没村落総合調査会／〔ほ か〕編 東京 東京大学出版会
１９８９．４
23 浅間山天明噴火史料集成 １ 萩原進／編・校訂前橋 群馬県文化事業振興会 １９８５．１２ ＋
24 日本登山大系 ３ 谷川岳 柏瀬祐之／〔ほか〕編集 東京 白水社 １９８０．１０ ＋
25 上州武尊山 奥利根の秘峰 岡田敏夫／著東京 東京新聞出版局 １９８５．１２ ＋
26 西上州の山と峠 佐藤節／著 東京 新ハイキング社 １９８２．７ ＋
27 足尾山塊の山 岡田敏夫／著 東京 白山書房 １９８８．７ ＋
28 足尾山塊の沢 岡田敏夫／著東京 白山書房 １９８８．７ ＋
［写真集］
29 上州の山 写真集 箕輪真一／著 前橋 上毛新聞社 １９８２．６
30 ふるさと群馬の山 箕輪真一写真集
箕輪真一／著 前橋 煥乎堂
31 上毛三山の四季 赤城・榛名・妙義の自然賛歌 箕輪真一／著 前橋

１９９２．２
上毛新聞社 ２００１．９

＋

32 浅間山 新井幸人／撮影長野 銀河書房 １９８８．７ ＋
33 浅間百景 真塩信雄写真集 〔真塩信雄／写真〕 前橋 真塩信雄 ２００１．３ ＋
34 ＶＯＩＣＥ ｏｆ ＧＡＩＡ 浅間 ｉｎ Ｎａｇａｎｏｈａｒａ 小原勉／写真 長野原 長野原町
１９９３．６
35 谷川岳 光と風の楽章 高橋茂雄／著東京 ぎょうせい １９９６．６
36 谷川岳 光と影の岩峰 伊東永明写真集 〔川崎〕 東京 伊東永明 山と渓谷社（発売） １９８
９．１２
37 峻稜の四季 須田栄一／著 大洋印刷（印刷） １９８６．１０ ＋
〔尾瀬関係〕
38 沼田市立図書館尾瀬・森林文化関係資料目録 沼田市立図書館／編沼田 沼田市立図書館 １９９８．
３ ＋
39 尾瀬１００年資料集 宮沢邦一郎／著 沼田 オゼの会 １９９４．１２ ＋
40 尾瀬の書物 波戸場秀幸／著 煥乎堂 １９８６．６ ＋
41 尾瀬を守る （上毛文庫 ３９） 尾瀬の自然を守る会／編
上毛新聞社 １９９７．１２ ＋

42 尾瀬を歩こう 小田悦望／漫画 上毛新聞社 １９９３．５ ＋
43 永遠の尾瀬 菊池慶四郎，須藤志成幸／著 上毛新聞社 １９９１． ＋
44 尾瀬 （上毛文庫 ２） 斎藤晋／著 上毛新聞社 １９８５．９ ＋
45 尾瀬 堀正一／著 上毛新聞社 １９７９．２
46 尾瀬の足あと 波戸場秀幸／編著 煥乎堂 １９８４．６ ＋
47 尾瀬山小屋雑記帳 煥乎堂企画室／編 煥乎堂 １９８３．９ ＋
48 尾瀬１００年 宮沢邦一郎／著 煥乎堂 １９９６．５ ＋
49 尾瀬はぼくらの自然塾 須藤澄夫／著 あさを社 １９９６．４ ＋
50 尾瀬 （みやま文庫 ４２） 相葉伸／〔ほか〕編 みやま文庫 １９７２ ＋
51 尾瀬その風の中に 朝日新聞前橋支局／編 あさを社 １９９０．４ ＋
52 尾瀬ひびきあう生命
百武充／著東京 立風書房 １９９６．９ ＋
53 尾瀬と鬼怒沼 武田久吉／著 東京 平凡社 １９９６．３
54 尾瀬をまもる人びと 長蔵小屋の三代 後藤允／著東京 大日本図書 １９９５．３
55 尾瀬ものがたり 浅野孝一／著 東京 新潮社 １９９３．５ ＋
56 尾瀬ケ原の自然史 景観の秘密をさぐる 阪口豊／著東京 中央公論社 １９８９．６ ＋
57 尾瀬 山小屋三代の記 後藤允／著 東京 岩波書店 １９８４．４ ＋
58 尾瀬ハイキング 花・鳥・道 蜂谷緑／著東京 岩波書店 １９８４．５ ＋
59 尾瀬の自然保護 群馬県環境局自然環境課／編 群馬県環境局自然環境 ＋
60 尾瀬の総合研究 Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ Ｒｅｓｅａｒｃｈｅｓ ｏ ｆ ｔｈｅ Ｑｚｅ Ａｒｅａ
ｉｎ Ｃｅｎｔｒａｌ Ｊａｐａ ｎ （福島・群馬・新潟三県合同調査） 尾瀬総合学術調査団／編前橋
尾瀬総合学術調査団 １９９９．３ ＋
［写真集・尾瀬］
61 尾瀬 悠久の流れ 竹原茂／著前橋 竹原茂 ２００２．３ ＋
62 尾瀬 四季のうつろい 竹原茂／著 前橋 林野弘済会前橋支部 １９９４
63 わたしの尾瀬 心に残る四季折々の尾瀬の風景 新井幸人／〔撮影〕 東京 シンク ブティック社
（発売） ２０００．６
64 湿原 新井幸人写真集 新井幸人／著 東京 グラフィック社 １９９６．３
65 はるかな尾瀬 新井幸人写真集 新井幸人／写真 須田敏男／文 東京 毎日新聞社 １９９１．３
66 尾瀬讃花 新井幸人写真集 新井幸人／著 東京 ぎょうせい １９８８．５
67 尾瀬の素顔
新井幸人／著東京 マガジンハウス １９９４．４
68 白籏史朗の光彩尾瀬 写真紀行 白籏史朗／著東京 新日本出版社 １９９３．１ ＋
69 尾瀬夢風景 白旗史朗写真集 白旗史朗／著 東京 日本カメラ社 １９９１．７
70 尾瀬 はるかにも 白籏史朗／著 東京 クロスロード １９８４．１０ ＋
71 尾瀬 その美しき自然 白籏史朗／著 東京 大和書房 １９８４．８ ＋
72 湿原の宇宙 天使の降り立つところ・尾瀬 谷川洋一写真集 谷川洋 一／著 東京 小学館 １９９
９．７
73 尾瀬しじまの旋律 悠久六千年の呼吸 鈴木一雄写真集 鈴木一雄／ 著東京 日本カメラ社 １９９
９．６
74 尾瀬 木原浩／著東京 山と渓谷社 １９９３．７ ＋
75 尾瀬の四季を歩く フォトガイド
川井靖元／著東京 東京新聞出版局 １９９３．６ ＋
76 変幻の姿・尾瀬 麻賀進写真集 麻賀進／写真・文 京都 青菁社 １９９３．５
77 光と風の詩 四季の尾瀬写真集
入沢祐明／［ほか］撮影片品村（利根郡） 長蔵小屋 １９９２．
５ ＋
78 尾瀬に惹かれて 写真集 小野田填／写真 板倉町（邑楽郡） 小野田填 １９８６．１２ ＋
79 尾瀬 日光国立公園 自然観察研究会，塚本静雄／執筆・編集 東京 北海道地図東京支店 １９９
２．８ （地図）
80 尾瀬 高山植物に彩られた湿原と山を巡る 山と渓谷社／企画 東京 山と渓谷社 １９９３．５
（ビデオ）
81 群馬の山の文学 （みやま文庫 １１６） 関俊治／編集代表 みやま文庫 １９９０．３ ＋
82 赤城画帖 高村光太郎／著 熱海 竜星閣 １９５６
83 山の憶い出 上 木暮理太郎／著 東京 平凡社 １９９９．６
＊以下の資料は、展示スペースの都合により入れ替えました。２階調査相談室で閲覧できます。
〔県内団体の登山記録〕
84 青と白の厳しさ ダウラギリⅣ峰 －群馬隊の記録－ １９７２［群馬県ヒマラヤ登山実行委員会／
編］ ＋
85 峭峻の白き尾根 ダウラギリⅠ峰南東稜・１９７８ 川辺柳一／編 前橋 群馬県山岳連盟 １９７４
86 ＤＨＡＵＬＡＧＩＲＩ ダウラギリ 〔群馬県山岳連盟／編〕伊勢崎 群馬県山岳連盟 １９７９．５
＋
87 シャルミリ ＣＢ５３（６０９６ｍ）初登頂＆ラダック・ザンスカール踏査 １９８０年群馬高校教職
員インドヒマラヤ登山隊／編伊勢崎 １９８０年群馬高校教職員インドヒマラヤ登山隊 １９８ １．６
＋

88 白き神々の座に召されて 群馬ミヤマ山岳会／編前橋 群馬ミヤマ山岳会 １９８１．２ ＋
89 憧憬の白き壁 冬期アンナプルナⅠ峰南壁 １９８４～８５ １９８ ７～８８
群馬県山岳連盟／
編 前橋 群馬県山岳連盟 １９９１．１２ ＋
90 Ａｎｎａｐｕｒｎａ ８，０９１ｍ 群馬県山岳連盟／編 前橋 群馬県山岳連盟 １９８５．４前橋
群馬県山岳連盟 １９８０．９ ＋
91 クーンブの白き守護神
“ヌンブール”厳冬期初登頂の記録〔高崎経済大学ＯＢ山岳会／編〕 富岡
高崎経済大学ＯＢ山岳会 １９８８．５ ＋
92 史上最強の登山家山田昇 読売新聞社／編東京 読売新聞社 １９８９．１０
93 極北の烈風に死す マッキンリー山田隊 マッキンリー遭難対策本部 ／編東京 東京新聞出版局 １
９９０．６
94 ヒマラヤを駆け抜けた男 山田昇の青春譜 佐瀬稔／著 東京 東京新聞出版局 １９９０．９
95 氷壁に刻む 山田昇・八木原圀明二人の登攀史
八木原圀明／著 前橋 上毛新聞社 １９９０．１
＋
96 ８０００メートルの勇者たち ヒマラヤニスト・山田昇とその仲間の足跡 八木原圀明／著東京 山と
渓谷社 １９９０．５
97 母なる大空 冬期サガルマータ南西壁 １９９１－’９２／１９９３－’９４ 群馬県山岳連盟／編
前橋 群馬県山岳連盟 １９９５．８
98 厳冬のサガルマータ 究極の挑戦南西壁
スポーツニッポン新聞東京 本社／編 東京 毎日新聞社
１９９４．９ ＋
99 冬期サガルマータ南西壁登山計画書 群馬県山岳連盟／編 前橋 群馬県山岳連盟 〔１９９１〕 ＋
100 冬期サガルマータ南西壁登山報告書 群馬県冬期サガルマータ南西壁 登山隊１９９１－１９９２
群馬県山岳連盟／編 前橋 群馬県山岳連盟 １９９２．６ ＋
101 ストックカンリ インドヒマラヤ遠征の記録 １９９２年群馬県高校教職員インドヒマラヤ登山隊，
群馬県高体連登山専門部海外登山研究会／編 前橋 １９９２年群馬県高校教職員インドヒマラヤ登山隊
１９９ ３．７ ＋
102 チャウチャウカンニルダ’９７インドヒマラヤ 秘境スピティ遠征の 記録 １９９７年群馬県高校
教職員インドヒマラヤ登山隊，群馬 県高体連登山専門部海外登山研究会／編 渋川 １９９７年群馬県高
校教職員インドヒマラヤ登山隊 １９９８．６ ＋
103 ザイル 藤井正一／〔ほか〕編 前橋工高山岳部・ＯＢ １９８
104 群馬岳連５０年誌 群馬県岳連創立５０周年特別事業実行委員会／編 前橋 群馬県山岳連盟 １９
９１．７ ＋
〔県内個人の登山記録〕
105 遥雲の白き峰に
深沢勇二郎／著間々町（山田郡） 大間々山岳会 １９８０．３ ＋
106 上州の山花漫歩 その１ 根岸晃／著 根岸晃 １９８９．７ Ｋ２９８ ＋
107 日本百名山に登る
狩野若十郎／著赤城村（勢多郡） 狩野若十郎 １９９６．４
108 ５０歳の山紀行 五十歳の誕生日一年間に５０山に登る決意をした 角田勉／著 前橋 上毛新聞社
出版局 １９９８．９
109 山に遊ぶ 宮田史郎／〔著〕〔出版地不明〕 宮田史郎 〔１９９‐〕
110 心にしみる山旅 山に魅せられて 柴崎文夫／著藤岡 柴崎文夫 １９９５．９ ＋
111 樹の間より 私の山行抒情 岡田正子／著［前橋］ ［岡田正子］ ［１９９８．３］ ＋
112 ふたりで歩いた百名山 美しき日本美しき山ありて 出雲清己，出雲 優子／著 伊勢崎 ふたりく
らぶ １９９９．６
113 遠近の山もよう その６ 須田満男／著 高崎 須田満男 ２００１．８
“＋”印の資料は中央読書室（１階）の郷土資料コーナーに貸出し用図書の用意があります。
カウンターにお尋ねください。
展示資料について
展示資料は、調査相談室（２階）の郷土資料コーナーから、県内発行資料を中心に、ご紹介しております。
本県の山関係資料は下記の分類の棚でご覧いただけます（展示中資料は除く）。詳しくは、カウンターへお
尋ねください。
Ｋ２９８：地理－山
・山関係 ガイドブック 紀行文

尾瀬

Ｋ４００：自然科学総合
・『良好な自然環境を有する地域学術調査報告書』（群馬県環境生活部自然環境課
（展示外）等
Ｋ４５３：地学－地震学・温泉・火山
・県内火山関係資料

群馬県環境生活部）

Ｋ７８６：登山 ハイキング
・登山記録等
群馬県立図書館の郷土資料について
群馬県立図書館では、群馬県関係の資料の収集に努めております。
県内の事柄を主題にした資料、県内で発行されたり、県民や県内団体が発行したりした資料は、
調査相談室（２階）の郷土資料コーナーの棚に並び、開館時間はいつでも閲覧できると同時に、
永久保存の扱いとしております。関係資料の発行の際には、ご協力いただけると幸いです。

