
タイトル 著者名 出版社 出版年 背ラベル

お札になった!偉人のひみつ 2 教育画劇 2020 280/ｵｻ/2

10分で読める伝記 1 塩谷 京子／監修 学研プラス 2019 280/ｼﾞｯ/1

人物日本の歴史・日本を変えた53人 8 高野 尚好／監修・指導 学研 2002 281/ｼﾞﾝ/8

野口英世の生きかた 星 亮一／著 筑摩書房 2004 289.1/ﾉｸﾞ/

野口英世の母シカ 田中 章義／著 白水社 2014 289.1/ﾉｸﾞ/

野口英世 浜野 卓也／文 ポプラ社 2009 289/ﾉｸﾞ/

野口英世 安田 常雄／監修 ミネルヴァ書房 2012 289/ﾉｸﾞ/

心をそだてる科学のおはなし人物伝101 小山 慶太／監修 講談社 2011 402/ｺｺ/

世界の科学者まるわかり図鑑 藤嶋 昭／監修 学研プラス 2018 402/ｾｶ/

世界の発明発見科学史 4 雀部 晶／監修 学研 2007 402/ｾｶ/4

科学感動物語 10 学研教育出版 2013 408/ｶｶﾞ/10

野口英世 こわせ たまみ／文 ひさかたチャイルド 2006 E/ﾉｸﾞ/

富士山99の謎 小林 朝夫／著 彩図社 2008 291.51/ｺﾊﾞ/

富士山の大研究 江藤 初生／著 PHP研究所 2004 291/ｴﾄ/

ザ・富士山 赤坂 治績／著 新潮社 2014 721.8/ｶﾂ/

富士山 日本交通公社出版事業局 1996 K29/ﾌｼﾞ/

富士山の大図鑑 富士学会／監修 PHP研究所 2013 K29/ﾌｼﾞ/

あっぱれ!富士山日本一の大雑学 博学こだわり倶楽部／編 河出書房新社 2013 K296/ｱﾂ/

知識ゼロからの富士山入門 瓜生 中／著 幻冬舎 2014 K296/ｳﾘ/

なぜ富士山は世界遺産になったのか 小田 全宏／著 PHP研究所 2013 K296/ｵﾀﾞ/

決定版!富士山まるごと大百科 佐野 充／監修 学研教育出版 2014 K296/ｹﾂ/

世界遺産富士山のヒミツ 富士吉田市歴史民俗博物館／編集 富士吉田市教育委員会 2013 K296/ｾｶ/

世界遺産完全保存版!富士山 宝島社 2013 K296/ｾｶ/

ほか

　　　　　　　　　野口英世・富士山と桜

山梨県立図書館



タイトル 著者名 出版社 出版年 背ラベル

人物日本の歴史・日本を変えた53人 2 高野 尚好／監修・指導 学研 2002 281/ｼﾞﾝ/2

絵で見てわかるはじめての古典 2 田中 貴子／監修 学研教育出版 2012 910/ｴﾃﾞ/2

清少納言と紫式部 奥山 景布子／著 集英社 2014 910/ｾｲ/

清少納言と紫式部 国土社編集部／編 国土社 2017 910/ｾｲ/

紫式部と平安貴族 藤森 陽子／文 フレーベル館 2004 910/ﾑﾗ/

紫式部 朧谷 寿／監修 ミネルヴァ書房 2011 910/ﾑﾗ/

源氏物語と紫式部 木村 正中／編著 さ・え・ら書房 1978 913/ﾑﾗ/

源氏物語 紫式部／作 講談社 2011 913/ﾑﾗ/

少年少女古典文学館 6 講談社 1993 918/ｼﾖ/6

読んでおきたい日本の古典 中西 進／監修 成美堂出版 2012 918/ﾖﾝ/

戦国城郭の考古学 鈴木 重治／編著 ミネルヴァ書房 2006 210.47/ｾﾝ/

琉球王国の象徴 首里城 當眞 嗣一／著 新泉社 2020 219.9/ﾄｳ/

尚氏と首里城 上里 隆史／著 吉川弘文館 2016 289.1/ｼｮ/

沖縄の名城を歩く 上里 隆史／編 吉川弘文館 2019 291.99/ｵｷ/

沖縄県の歴史散歩 沖縄県の歴史散歩編集委員会／編 山川出版社 2014 291.99/ｵｷ/

大学的沖縄ガイド 沖縄国際大学宜野湾の会／編 昭和堂 2016 291.99/ﾀﾞｲ/

沖縄の大研究 屋嘉 宗彦／監修 PHP研究所 2011 291/ｵｷ/

沖縄まるごと大百科 5 ポプラ社 2005 291/ｵｷ/5

首里城 沖縄タイムス社 2019 521.8/ｼｭ/

沖縄のハ・テ・ナ!? 沖縄ナンデモ調査隊／著 双葉社 2014 B291.99/ｵｷ/
ほか

タイトル 著者名 出版社 出版年 背ラベル

人づくり風土記 26 加藤 秀俊／[ほか]編纂 農山漁村文化協会 1988 210.5/ﾋﾄ/26

人物なぞとき日本の歴史 7 高野 尚好／監修 小峰書店 2008 210/ｼﾞﾝ/7

歴史感動物語 9 学研教育出版 2015 210/ﾚｷ/9

お札になった!偉人のひみつ 3 教育画劇 2020 280/ｵｻ/3

日本を創った人びと 19 日本文化の会／編集 平凡社 1979 281.08/ﾆﾎ/19

人物日本の歴史 12 小学館 1975 281/ｼﾞﾝ/12

樋口一葉 関 礼子／著 岩波書店 2004 910/ﾋｸﾞ/

21世紀版少年少女日本文学館 1 講談社 2009 913/ﾆｼﾞ/1

たけくらべ 樋口 一葉／著 旺文社 1997 913/ﾋｸﾞ/

現代語で読むたけくらべ 樋口 一葉／作 理論社 2012 913/ﾋｸﾞ/

たけくらべ 樋口 一葉／著 オモドック 2018 913/ﾋｸﾞ/

尾形光琳とMOA美術館 朝日新聞社／編 朝日新聞社 1983 706.9/ｵｶﾞ/

燕子花と紅白梅 根津美術館学芸部／編集 根津美術館 2015 708.7/ｶｷ/

日本美術絵画全集 17 座右宝刊行会／編 集英社 1976 721.0/ﾆﾎ/17

光琳・乾山の真髄をよむ 住友 慎一／著 里文出版 1992 721.5/ｵｶﾞ/

もっと知りたい尾形光琳 仲町 啓子／著 東京美術 2008 721.5/ｵｶﾞ/

光琳と乾山 [尾形 光琳／画] 根津美術館 2018 721.5/ｵｶﾞ/

KORIN展 [尾形 光琳／画] 根津美術館 2012 721.5/ｺｳ/
ほか 山梨県立図書館

　　　　　　　　　紫式部・首里城

　　　　　　　　　樋口一葉・燕子花図と尾形光琳


