
 


1.【ジオパーク】関連図書

No. 資料名 （副書名） 著者名 請求記号 出版者

1 ジオとグラフィーの旅　1 環境と人の旅 外山　秀一∥著 展 Y/290/ト 古今書院

2 ジオとグラフィーの旅　2 自然の旅 外山　秀一∥著 展 Y/290/ト 古今書院

3 ジオとグラフィーの旅　3 人の旅 外山　秀一∥著 展 Y/290/ト 古今書院

4 全国ジオパーク完全ガイド
ジオを楽しむ新しい旅のガイドブッ
ク!

展 291.093 マイナビ

5 ジオパークを楽しむ本 日本列島ジオサイト地質百選 全国地質調査業協会連合会∥共編 展 455.1 オーム社

6 ジオパーク
地質遺産の活用・オンサイトツーリ
ズムによる地域づくり

平野 勇∥著 展 689.4 オーム社

２.【磐梯山】関連図書

No. 資料名 （副書名） 著者名 請求記号 出版者

1 吾妻山・安達太良山・磐梯山 火山防災副読本  中学生版 環境防災総合政策研究機構／制作 展 Y/094/ア
国土交通省東北地方整備
局福島河川国道事務所

2 会津会会報第８８号 会津会∥編 展 090/ア/88 会津会

3 歴史春秋第３８号 明治特集号 創立２５周年記念号 会津史学会∥編 展 092.1/レ/38 歴史春秋出版

4 会津若松市史１３ 会津の大地 会津若松市史研究会∥編 展 092.2/ア/13 会津若松市

5 猪苗代地方史研究会報第１０号 猪苗代地方史研究会∥編 展 092.2/イ/10 猪苗代地方史研究会

6 百年前の報道カメラマン 磐梯山大噴火を激写 千世 まゆ子∥著 展 092.8/イ 講談社

7 裏磐梯の植林と遠藤現夢 阿部　武∥著 展 092.8/エ 阿部　武

8 小林栄先生 医聖野口英世の恩師 野口 久雄／著 展 092.8/コ [野口 久雄]

9 磐梯・吾妻・那須 岩沢　正平∥著 展 092.9/イ 山と渓谷社

10 福島の山と温泉 奥田　博∥著 展 092.9/オ 歴史春秋出版

11
朝日・蔵王・飯豊・磐梯・吾妻・安
達太良

高橋　金雄・渡辺　徳仁∥著 展 092.9/タ 山と渓谷社

12 磐梯山 安達太良山 展 092.9/バ 朝日新聞出版

13 ふくしまの名水 歴史春秋社∥編 展 092.9/フ 歴史春秋出版

14 会津磐梯山 共同企画展 福島県立博物館／編 展 092.91/ア 福島県立博物館

15 会津駒ケ岳・磐梯山 会津の山 展 092.91/ア 東京新聞出版局

16 磐梯山 黄金の山・湖・里 展 092.91/バ 福島民報社

17 磐梯山噴火 災異から災害の科学へ 北原 糸子∥著 展 093.6/キ 吉川弘文館

18 新磐梯紀行
ルポルタージュ・明治２１年の磐梯
山噴火

小檜山 六郎∥著 展 093.6/コ 歴史春秋出版

19 磐梯山爆発 明治二一年地形が変わった 米地 文夫∥著 展 093.6/ヨ 古今書院

20 いなわしろの民話第１集 展 093.8/イ/1 猪苗代町

21 いなわしろの民話豆本第１集 いなわしろ民話の会∥[編] 展 093.8/イ/1 いなわしろ民話の会

22 裏磐梯自然ハンドブック 冨田　國男∥編 展 094/ウ 自由国民社

23 木村昌平の磐梯山噴火見聞略史 遠藤 仁／著 展 094/エ 自然堂

24 吾妻・安達太良・磐梯山花ガイド 高原の原生林を守る会∥著 展 094/コ 歴史春秋出版

25 会津磐梯山 小檜山 六郎∥著 展 094/コ 歴史春秋出版

26 実録磐梯山大爆裂百年史 展 094/ジ 福島ＮＯＷ

27
学習院大学所蔵、磐梯火山1888
年噴火の写真

千葉 茂樹／著 展 094/チ [地学団体研究会]

28 ふくしまの火山と災害 長橋　良隆∥著 展 094/ナ 歴史春秋出版

29 磐梯火山1888年噴火の写真 千葉 茂樹／著 展 094/バ [地学団体研究会]

30 磐梯山に強くなる本 中学生向けの磐梯火山 福島県火山学習会／[編] 展 094/バ 福島県火山学習会

31 磐梯火山 防災研究の進展にむけて 岩屑流発生場に関する研究分科会∥編集 展 094/バ 防災科学技術研究所

32 磐梯山　四季のうつろい 斎藤　慧・本多　隆・冨田　國男∥著 展 094/バ 歴史春秋出版株式会社

33 磐梯山の自然 美しい彩りと雄大な自然 磐梯山噴火記念館∥編 展 094/バ 磐梯山噴火記念館
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No. 資料名 （副書名） 著者名 請求記号 出版者

34 磐梯山・猪苗代の地学 展 094/バ 東京地学協会

35 磐梯火山と湖の生いたち 猪苗代盆地団体研究グループ∥編著 展 094/バ 文化書房博文社

36 磐梯山破裂セリ
明治二十一年七月十五日の記
憶と人々のくらし 記録写真集

磐梯山噴火百周年記念事業実行委員会百
年史

展 094/バ 歴史春秋出版

37 磐梯山噴火百周年記念誌 磐梯山噴火百周年記念事業協議会∥編 展 094/バ
磐梯山噴火百周年記念事
業協議会

38 磐梯の自然観察 自然学習ガイドブック 横田　清美∥著 展 094/ヨ 横田　清美

39 磐梯山の噴火と長瀬川の泥流 山田 信夫∥著 展 094/ヤ 文化書房博文社

40 わくわくぼくらは地球探検隊
磐梯山と周辺地域の地学的成り
立ちを観察するプログラムの研究開
発

国立磐梯青年の家／[編] 展 094/ワ 国立磐梯青年の家

41 吾妻・安達太良・磐梯山 森ガイド 高原の原生林を守る会∥著 展 096/コ 歴史春秋出版株式会社

42 裏磐梯 火の山・湖の国 新井幸人∥撮影・文 展 097.4/ア 時事通信社

43 裏磐梯 新井幸人∥撮影・文 展 097.4/ア 時事通信社

44 裏磐梯の声 鈴木一雄写真集 鈴木 一雄∥著 展 097.4/ス 日本カメラ社

45 裏磐梯の四季 長雄　紀州∥写真・文 展 097.4/ナ 長雄　紀州

46 天災と復興の日本史 外川 淳∥著 展 210.1/ト 東洋経済新報社

47 日本の「富士」たち ふるさとの山、思い出の山 山本　鉱太郎∥監修 展 291.09/ニ 講談社

48 東北の火山
十和田湖・岩手山・秋田駒ケ岳・
鳥海山・蔵王山・吾妻山・安達太
良山・磐梯山・那須岳

展 453.8/ト 築地書館
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