
1.岩手の山と豊かな自然
奥羽山系

No 資料名 編著者名 出版者等 出版年等 請求記号 館外貸出

1 岩手山焼走り熔岩流 高橋 喜平∥写真  文 岩手日報社 1998.8 K/748/ﾀｶ 〇

2 週刊ふるさと百名山 No.38 ヸ 集英社 2011.3
K/291.093/ｼｭ
/38

〇

3 岩手山の四季 高橋 喜平∥写真  文 岩手日報社 1993 K/740/ﾀ1/6 〇

4 岩手山に咲く花 山家　敏雄∥〔撮影〕 山家敏雄 1999 K/471.72/ﾔﾝ 〇

5 八幡平の自然
瀬川 経郎/中村 茂∥文
安野木 正/中村 茂∥写真

熊谷印刷出版部 1993 K/291.3/ｾ1/1B 〇

6 八幡平の丌思議 高橋 喜平∥写真　文 岩手日報社 2005 K/472.122/ﾀｶ 〇

北上山系
No 資料名 編著者名 出版者等 出版年等 請求記号 館外貸出

7 早池峰の自然
井上　幸三
小水内　長太郎∥共著

岩手植物の会 1994.6 K/462/ｲ2/1 ○

8 早池峰の花 大迫町山岳博物館∥編 大迫町山岳博物館 1989 K/472/ｵ3/3

9 山の花100選 木原　浩∥著 山と渓谷社 1987.8 470.4/ｷ2/1 ○

10
日本百名山山あるきガイド
[2014]上

ヸ JTBパブリッシング 2014.4
291.093/ﾆﾎ
/2014-1

○

11 早池峰の植物
鈴木 実
池田 義春∥共著

東山堂書店  2012.7 K/472.122/ｽｽﾞ ○

12
週刊 花の百名山 No20
八甲田山ヷ八幡平ヷ姫神山

ヸ 朝日新聞社 2004.8
K/291.093/ｼｭ
/20

○

13 岩手の山150 阿部 陽子∥著 ツヸワンライフ 2011.9 K/291.22/ｱﾍﾞ ○

14
週刊 花の百名山 No21
早池峰山ヷ秋田駒ヶ岳ヷ五葉山

ヸ 朝日新聞社 2004.8
K/291.093/ｼｭ
/21

○

2.岩手の山と人々の歴史
山の恵み

No 資料名 編著者名 出版者等 出版年等 請求記号/所蔵者 館外貸出

15 産物御丌審物図　3巻 ― ヸ 　― 60.9/4

16 奥々風土記 江刺 恒久 ヸ 　― 22/28

17 奥南国中都鄙山海産物記 神 安就 ヸ
1862

(文久2)
新/60.9/1

18 篤焉家訓 市原 篤焉(忠寄) ヸ
1804～43(文
化～天保)頃

21.5/2

19

20

21

22 猟師御改帳 ― ヸ
1864

(元治元)
新/65.9/1

23 雫石通御山書上帳 ― ヸ
1865

(慶応元)
65/38

24 山林雑記 栗谷川 仁右衛門 ヸ
1842～58(天
保13～安政5)

08/5

25 諸木植立秘伝鈔 栗谷川 仁右衛門 ヸ
1842

(天保13)
新/65/17

26 〔雫石通御山林絵図〕 ― ヸ
1865

(慶応元)
新/65/19

27
安俵通拾弐ケ村古館杉植立御場
所絵図面書上

― ヸ
1842

(天保13)
22.3/18

28 〔諸書留〕 ― ヸ 　― 新/56/14

南部利直宛徳川秀忠書状(慶長6～10年頃ヵ)3月24日(複製パネル) もりおか歴史文化館

もりおか歴史文化館南部利直宛豊臣秀吉朱印状(慶長2年ヵ)正月25日(複製パネル)

南部信直宛豊臣秀吉朱印状(慶長3年ヵ)3月27日(複製パネル) もりおか歴史文化館
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No 資料名 編著者名 出版者等 出版年等 請求記号 館外貸出

29 新山見立秘伝書 ― ヸ 　― 56/4

30 内史略　(后十九)
[大島高任大砲鋳造申請]

横川 良助 ヸ 江戸後期 21.5/1

31 岩鉄鉱山一条始末書 貫洞 瀬左衛門 ヸ
1860

(万延元)
新/56/7

山の脅威
No 資料名 編著者名 出版者等 出版年等 請求記号 館外貸出

32 盛岡藩領内図(複製パネル) ― ヸ 　― 新/22.3/7

33
内史略（前十）
[貞享3年の岩手山噴火]

横川 良助 ヸ 江戸後期 21.5/1

34 岩鷲山焼崩附御届書 ― ヸ 　― 21.5/35

35
内史略（后六）
[文政6年の岩手山火山活動]

横川 良助 ヸ 江戸後期 21.5/1

3.登山の歴史
江戸時代以前

No 資料名 編著者名 出版者等 出版年等 請求記号/所蔵者 館外貸出

36 採薬使記 ヸ ヸ ヸ 49.9/4

37 富士登山諸講中之図(複製パネル) 歌川 国芳（一勇斎）画 加賀屋吉右衛門
1804～43(文
化～天保)頃

38 御邦内郷村志 大巻 秀詮 ヸ
1797

(寛政9)
22/6

39
内史略（后六）(複製パネル)

[岩手山登山道に道標設置]
横川 良助 ヸ 江戸後期 21.5/1

40 名処順道記 清水 秋全 ヸ
1751

(宝暦元)
22/86

41 坐遊記零本 白華 ヸ
1798

(寛政2)
新/22.9/1

42 北奥路程記 漆戸 茂樹 ヸ 　― 22/50

43 雫石通細見路方記 ― ヸ 　― 22/53

44
盛岡城図陸中国岩手山及網張温
泉道中絵図
陸中国網はり温泉真景

― 沢村亀之助
1882

(明治15)

22/90/10

22/90/2

45 名山図譜
谷 文晁
河村 元善(川村 寿庵)

西村宗七
1805

(文化2)
09/81

46 日本名山図会
谷 文晁
河村 元善(川村 寿庵)

須原屋茂兵衛
1812

(文化9)
09/7

47 〔張込帳〕 巌鷲山図 ― ヸ 　― 04/9/1

近代登山の誕生
幕末～明治期

No 資料名 編著者名 出版者等 出版年等 請求記号 館外貸出

48 富士山の謎 遠藤　秀甴∥著 大陸書房 1974 291.09/ｴ1/1 ○

49 図説富士山百科 ― 新人物往来社 2002.7 291.51/ｽﾞｾ ○

50 人はなぜ山に登るのか ― 平凡社 1998.10 786.1/ﾋﾄ ○

51 日本旅行日記 1ヷ2
アヸネスト　サトウ∥
[著]

平凡社 1992.1～6
B/291/ｻ2/
1-1～2

○

52
日本山岳会百年史
続編ヷ資料編

日本山岳会百年史編纂委
員会∥編

日本山岳会 2007.3 786.1/ﾆﾎ/2 ○

53 日本風景論 志賀 重昻∥著 政教社 1900 291.01/ｷｸ1

54 日本風景論（岩波文庫復刻版） 志賀 重昻∥著 一穂社 2004.12 291/ｼｶﾞ ○

55 山の名著 近藤 信行∥編 自由国民社 2009.11 786.1/ﾔﾏ ○

56 山の写真と写真家たち 杉本　誠∥著 講談社 1985.4 786/ｽ1/1 ○

57 日本アルプス登攀日記 W　ウェストン∥[著] 平凡社 1995.2 B/786.1/ｳ2/1 ○

58 日本アルプス登山と探検 ウェストン∥著 梓書房 1933 291.5/ｳｴ

国立国会図書館
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No 資料名 編著者名 出版者等 出版年等 請求記号 館外貸出

59 やま 志村 寛∥著 橋南堂 1907 291.02/ｼ1/1

60 小島烏水 近藤 信行∥著 創文社 1978 289.1/ｺ37/1 ○

61 日本登山史 山崎　安治∥〔著〕 白水社 1977 786/ﾔ2/1 ○

62 日本山水論 小島 烏水∥著 隆文館 1905 291.02/ｺ1/1

63 登山家の古典散歩 栗林　一路∥著 新潮社 1985.7 786/ｸ3/1 ○

64 明解日本登山史 布川 欣一∥著 山と溪谷社 2015.8 786.1/ﾇﾉ ○

大正期～昭和期
No 資料名 編著者名 出版者等 出版年等 請求記号 館外貸出

65 目で見る日本登山史 山と溪谷社∥編 山と溪谷社  2005.11 786.1/ﾒﾃﾞ ○

66 レルヒ知られざる生涯 新井 博∥著 道和書院 2011.1 784.3/ﾚﾙ ○

67 山行 槇 有恒∥著 改造社 1923 293.45/ﾏｷ

68 忘れえぬ山 1 串田 孫一∥編 筑摩書房 1959 291.09/ｸ3/1-1 ○

69 わたしの山旅 槇 有恒∥著 岩波書店 1968 B/786/ﾏ1/1 ○

70
新聞切抜き スクラップブック
7

― ― ― K/079/ｼ2/7

71 ナンダヷコット登攀 竹節 作太∥著 大阪毎日新聞社 1937 292.58/ﾀｹ

72 ヒマラヤ初登頂 堀田　弥一∥著 筑摩書房 1986.11 786.1/ﾎ1/1 ○

73 岳人　2016.4　No.826 ―
ネイチュアエン
タヸプライズ

2016.3 S/786/ｶﾞ1 ○

74 ヒマラヤ登攀史 深田　久弥∥著 岩波書店 1976 B/786/ﾌ1/1 ○

75 マナスル登頂記 槇 有恒∥編 毎日新聞社 1956 298/ﾏ4/1 ○

76 ヒマラヤへの挑戦　2 ― アテネ書房 1991 292.58/ﾋﾏ/2 ○

77 世界の山岳大百科
ドヸリング　キンダス
リヸ社∥編

山と溪谷社 2013.6 786.1/ｾｶ ○

近代以降の岩手の登山
No 資料名 編著者名 出版者等 出版年等 請求記号 館外貸出

78 雪やけ 50周年記念号 盛岡山岳会∥編 盛岡山岳会 1981.12 K/786/ﾓ1/1 〇

79 山の絆 第3号 ―
岩手県山岳協会参
不会

2012.11 K/786.1/ﾔﾏ/3

80 岩手山
アイ　ビヸ　シヸ
開発センタヸ∥編

岩手放送 1973.9 K/290/ｲ9/1-1ｲ 〇

81 雪やけ　4号  [盛岡山岳会∥編] 盛岡山岳会 2010.6 K/786.1/ﾓﾘ/4 〇

82 親善登山
オヸストリア親善登山実
行委員会∥編

オヸストリア親善
登山実行委員会

1968.5 K/786/ｵ1/1 〇

83 山懐 第10号 ― 盛岡山想会 2012.10 K/786.1/ｻﾝ/10

84 山の絆　第2号
岩手県山岳協会参不会創立
25周年記念実行委員会編集
委員会∥編集

岩手県山岳協会参
不会

2007.11 K/786.1/ﾔﾏ/2

No 新聞名 館外貸出

85 岩手日報
（マイクロフィルム複製）

86 岩手日報
（マイクロフィルム複製）

87 岩手日報
（マイクロフィルム複製）

88 岩手日報
（マイクロフィルム複製）

89 岩手日報
（マイクロフィルム複製）

内容
昭和5年(1930)6月13日
「愈々今夕「山に憧れる」会」

昭和5年(1930)6月14日
「山の魅力を語る　ゆふべ山に憧れる会」

昭和5年(1930)6月20日
「盛岡山岳倶楽部　ゆふべ発会式」

昭和6年(1931)3月15日
「冬の岩手山登行　１」

昭和6年(1931)3月17日
「冬の岩手山登行　2」
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No 新聞名 館外貸出

90 岩手日報
（マイクロフィルム複製）

91 岩手日報
（マイクロフィルム複製）

今日の登山の姿
No 資料名 編著者名 出版者等 出版年等 請求記号 館外貸出

92 山と渓谷　2011.1　No.909 ― 山と渓谷社 2011.1 S/786/ﾔ1

93 AERA　2010.8.2 ― 朝日新聞出版 2010.8 S/051/ｱ5

94 AERA　2013.4.1 ― 朝日新聞出版 2013.4 S/051/ｱ5

95 週刊東洋経済 2011.9.3 ― 東洋経済新報社 2011.9 S/330/ﾄ3

96 中高年のための安全登山 堀田 弘司∥著 家の光協会 1997.7 786.1/ﾎﾂ 〇

97
中高年のための山歩きが楽しく
なる本

石井 光造∥著 日本実業出版社 1997.4 786.1/ｲｼ 〇

98 中高年から山歩きを楽しむ本 小出 正一∥著 旬報社 2000.3 291.093/ｺｲ 〇

99 サライが選んだ日本楽名山 サライ編集部∥編 小学館 2003.5 291.093/ｻﾗ 〇

100
50歳からはじめる山歩きの教科
書

 石田 弘行∥著 滋慶出版 2012.7 K/786.1/ｲｼ 〇

101 高みへ大人の山岳部 笹倉 孝昭∥著 東京新聞 2014.8 786.15/ｻｻ 〇

102 フリヸヷクライミング 大岩　純一∥編 山と渓谷社 1989.9 786.1/ﾌ1/1 〇

103 日本100岩場　１ 北山 真∥編 山と溪谷社 2012.8 786.1/ﾆﾎ/1 〇

104 ボルダリング入門 佐川 史佳∥著 山と溪谷社 2015.12 786.16/ｻｶﾞ 〇

105
日本ボルダリングエリア　上ヷ
下

― 山と溪谷社 2014.5～11
786.16/ﾆﾎ/
1～2

〇

No 新聞名 館外貸出

106 朝日新聞（電子資料複製）

107 岩手日報（原紙複製）

108 岩手日報（原紙複製）

109 岩手日報（原紙複製）

昭和30～50年頃の登山用具
No

110

内容
昭和6年(1931)3月18日
「冬の岩手山登行　3」

昭和16年(1941)3月13日
「縣山岳連合会生る　きのふ盛んな発会式」

内容
平成23年(2011)10月14日
「登山層広げる「山ガヸル」」

平成25年(2013)3月31日
「「山ガヸル」北三陸満喫」

平成28年(2016)6月19日
「山開き準備着々」

平成28年(2016)7月2日
「待望　夏山シヸズン」

資料名 所蔵者
キスリング、かんじき、登山靴、アイゼン、はんごう、ラジュウス、ピッケル、ミトン手
袋、ロングソックス、セヸタヸ、ニッカズボン冬用、ヤッケ、山スキヸ

網張ビジタヸセンタヸ
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