
2017図書交換会出品目録 1/13No.No.No.No. 書名書名書名書名 著者著者著者著者 出版社出版社出版社出版社 発行年、その他発行年、その他発行年、その他発行年、その他 価格価格価格価格山と書物 小林義正 築地書館 S32　初版　函続・山と書物 小林義正 築地書館 S35　初版　函★２ 畦地梅太郎全版画集 畦地梅太郎 講談社 S54　第一刷　函・保護函 入札3000円～★３ 先蹤者 大島亮吉 梓書房 S10　初版　函　蔵書印あり 入札1500円～★４ 單獨行　加藤文太郎遺稿集 津田周二編 加藤文太郎遺稿集刊行會 S11　非賣品　謹呈サイン 入札2000円～★５ やま 志村烏嶺　前田曙山 橋南堂 明治四拾年　初版ハードカバー 入札1500円～★６ 山は魔術師　私の山岳写真 田淵行男 実業之日本社 1995　初版第一刷カバー・函 入札1500円～11 私の自然観 今西錦司 筑摩書房 1993　八刷カバー見開き書込み 30012 山への足跡 武田久吉 二見書房 S45　初版 30013 山を遊びつくせ 柏瀬祐之 白水社 1982　初版カバー・帯 30015 ある山男の自画像 藤木九三 二見書房 S46　再版カバー・帯 30016 山なみはるかに 三田幸夫 二見書房 S47　初版カバー・帯 30017 わが山旅五十年 田部重治 二見書房 S46　初版カバー・帯 30018 青春の山想 岡田喜秋 二見書房 S47　六版カバー・帯 30019 自然学の提唱 今西錦司 講談社 S59　一刷カバー 30020 山恋いの記 村井米子 新人物往来社 S53　一刷カバー紹介記事 30022 展望の山旅 藤本一美・田代博編著 実業之日本社 1987　2刷カバー・帯紹介記事切抜き 30023 続・展望の山旅 藤本一美・田代博編著 実業之日本社 1990　1刷カバー・帯紹介記事切抜き 30025 快楽登山のすすめ 原　真 東京新聞出版局 1997　初版カバー 30028 富士見高原Iターン物語 村上方子 山と渓谷社 1997　初版カバー 30029 女ひとり氷河を滑る 熊谷　榧 鎌倉書房 S54　1刷カバー・帯 30030 ふるさとの山々 田部重治 第一書房 S16　初版ヤケ・シミ・蔵書印 40031 山の心 槇　有恒 毎日新聞社 S49　初版カバー 30032 山・雪・森 加納一郎 岳書房 1981　1刷カバー 30033 山で会った人 松方三郎 築地書館 1975　10月34 手紙の遠足 松方三郎 築地書館 1975　11月35 山を楽しもう 松方三郎 築地書館 1975　12月36 アルプスと人 松方三郎 築地書館 1976　1月37 民芸・絵・読書 松方三郎 築地書館 1976　2月41 復刻　登高行　Ⅴ　1924　十周年記念號 登高会監修 出版科学総合研究所 S62 30042 復刻　登高行　Ⅵ　1925 登高会監修 出版科学総合研究所 S62 30043 復刻　登高行　Ⅶ　1929 登高会監修 出版科学総合研究所 S62 30044 山がくれた百のよろこび 山と渓谷社編 山と渓谷社 2004　初版カバー・帯 30045 世界探検全集10　世界最悪の旅 チェリー・ガラード／加納一郎訳 河出書房新社 1977　初版　帯・函紹介記事切抜き 30046 南極点への道 村山雅美 朝日新聞社 S44　1刷　カバー・帯 30047 団塊諸君　山もいいぞ 大野剛義 日本経済新聞社 2006　4刷 30048 定年後は山歩きを愉しみなさい 小倉　厚 明日香出版社 1996　11刷カバー著者サインあり 300

★１ 入札2冊揃2500円～

5冊ｾｯﾄ1200



2017図書交換会出品目録 2/13No.No.No.No. 書名書名書名書名 著者著者著者著者 出版社出版社出版社出版社 発行年、その他発行年、その他発行年、その他発行年、その他 価格価格価格価格49 山を愉しむ　六〇歳からの山登り 烏賀陽貞子・烏賀陽恒正 筑摩書房 1983　3刷 30050 山に生きる　青春を賭けて値するもの 白籏史朗 大和書房 1980　1刷カバー・帯紹介記事切抜き 30051 人生はいつも「今から」 三浦雄一郎 KKロングセラーズ H18　初版　カバー・帯 30053 登山者のための地形図読本 五百沢智也 山と渓谷社 S43　四版　カバー 30054 ニシン山に登る 大滝重直 参玄社 S49　カバー・帯　関連記事切抜き多数 30055 秋田の山歩き 藤原優太郎編 無明舎出版 1987　2刷カバー・帯 30056 足で歩いた百観音 神谷恭平 新ハイキング社 1980　1刷・函 30057 邂逅の山 手塚宗求 筑摩書房 1980　初版　カバー・帯　紹介記事切抜き 40058 車窓の山旅　中央線から見える山 山村正光 実業之日本社 1986　十刷　カバー・帯　川崎精雄宛　著者サイン 40059 我がスキーシュプール　サンモリッツからサッポロへ 麻生武治 技報堂 S49　カバー　関連記事切抜き 30060 取立山・しらやま考 増永迪男 品川書店 1985　初版カバー・帯 30061 愉しかりし山 本多勝一 仮面社 1971　初版　函・帯 30062 山の彼方の 山本太郎 山と渓谷社 S55　第一刷　カバー　著者サイン 30063 槇有恒　全集　Ⅰ憧憬 槇　有恒 五月書房 1991　初版　函・帯64 槇有恒　全集　Ⅱ情熱 槇　有恒 五月書房 1992　初版　函・帯関連記事切抜き65 槇有恒　全集　Ⅲ静寂 槇　有恒 五月書房 1993　初版　函・帯66 アルプス青春記 朝比奈菊雄 実業之日本社 1983　初版　カバー・帯 40067 北アルプスの史的研究 中島正文 桂書房 S61　初版　函・カバー・付録図絵 50068 山に忘れたパイプ 藤島敏男 茗渓堂 1976　第二版 40069 アルプス記 松方三郎 龍星社 S12　初版 40070 御嶽の見える村　-木曽開田高原日記- 澤頭修自 実業之日本社 1985　初版第一刷函・帯 30071 伊那谷木曾谷 細井吉造 故細井吉造遺稿集刊行會 S12　初版　函 40072 きのうの山きょうの山 上田哲農 中央公論社 S55　初版　函・帯 40073 山岳文学序説 島本恵也 みすず書房 1986　初版　カバー・帯 30074 常念の見える町　-安曇野抄- 蜂谷　緑 実業之日本社 1983　初版第一刷函・帯 40075 日本山岳文学史 瓜生卓造 東京新聞出版局 S54　第二刷　函・帯 40076 山：東京大学公開講座 著者代表　向坊　隆 東京大学出版会 1981　初版　カバー 30077 山岳美觀 吉江喬松・武井眞澄 協和書院 S10　初版　函 50078 北の山　続篇 伊藤秀五郎 茗渓堂 1976　初版　函 40079 コマクサ叢書　第十五巻　ある偃松の独白 中村清太郎 朋文堂 S35　初版　函 50080 たった一人の山 浦松佐美太郎 文藝春秋新社 S35　十版　函 30081 偉大なる獅子　マサ・コン峰登頂 堀　了平 講談社 1986　第一刷　カバー・帯　　著者サイン 30082 山　研究と随想 大島亮吉 岩波書店 S5　第二刷　函 40084 ハイランド 辻村伊助 梓書房 S11　普及版　函 50085 スウイス日記 辻村伊助 梓書房 S5　再刷　函 50086 秘境　興安嶺をゆくⅠ　狩猟の民・オロチョン国境の大河・黒竜江 NHK取材班 日本放送出版協会 S63　第一刷　カバー・帯 30087 忘我の記 中里恒子 文藝春秋新社 S62　第一刷　カバー・帯 30088 山稜の読書家 島田　巽 茗渓堂 1985　函 40089 渓（たに） 冠松次郎 筑摩書房 S37　函・カバー 八四四／限定千部 500

3冊ｾｯﾄ900



2017図書交換会出品目録 3/13No.No.No.No. 書名書名書名書名 著者著者著者著者 出版社出版社出版社出版社 発行年、その他発行年、その他発行年、その他発行年、その他 価格価格価格価格90 北米の山　南歐の水 石井柏亭 新紀元社 S49　第二版　カバー 30091 大興安嶺探檢 今西錦司編 毎日新聞社 S27　初版　函・付録図絵 50092 山をたのしむ 梅棹忠夫 山と渓谷社 2009　初版第一刷カバー・帯 30093 秘境のキルギス 藤木高嶺 朝日新聞社 1982　第一刷　カバー・帯 30094 日本山岳名著全集　1 日本アルプスの登山と探検・アルピニストの手記 田部重治・尾崎喜八・深田久弥　監修 あかね書房 1962　第１刷　函95 日本山岳名著全集　2 日本アルプスと秩父巡礼・山の憶い出 田部重治・尾崎喜八・深田久弥　監修 あかね書房 1962　第１刷　函96 日本山岳名著全集　3 尾瀬と鬼怒沼・黒部溪谷 田部重治・尾崎喜八・深田久弥　監修 あかね書房 1962　第１刷　函97 日本山岳名著全集　4 山行・　スウィス日記・雪・岩・アルプス 田部重治・尾崎喜八・深田久弥　監修 あかね書房 1962　第１刷　函98 日本山岳名著全集　5 山・山と雪の日記・北の山 田部重治・尾崎喜八・深田久弥　監修 あかね書房 1962　第１刷　函99 日本山岳名著全集　6 伊那谷・木曽谷・単独行・霧の旅 田部重治・尾崎喜八・深田久弥　監修 あかね書房 1962　第１刷　函100 日本山岳名著全集　7 山の絵本・　静かなる山の旅・　若き日の山 田部重治・尾崎喜八・深田久弥　監修 あかね書房 1962　第１刷　函101 日本山岳名著全集　8 石に入る日・わが山山・山の明け暮れ 田部重治・尾崎喜八・深田久弥　監修 あかね書房 1962　第１刷　函102 日本山岳名著全集　9 山なみはるかに・山岳省察・回想の山山 田部重治・尾崎喜八・深田久弥　監修 あかね書房 1963　第１刷　函103 日本山岳名著全集　10 泉を聴く・赤石溪谷・山の素描 田部重治・尾崎喜八・深田久弥　監修 あかね書房 1963　第１刷　函104 日本山岳名著全集　11 千山万岳・　山岳渇仰・山旅の素描 田部重治・尾崎喜八・深田久弥　監修 あかね書房 1963　第１刷　函105 日本山岳名著全集　12 山の犠牲・板倉勝宜追悼号・籠川谷の遭難・銀嶺に輝く・憧れの山へ・石楠花・風雪のビバーク・日本山岳遭難史ノート 田部重治・尾崎喜八・深田久弥　監修 あかね書房 1963　第１刷　函108 マッターホルン　－理想の山 ガストン・レビュファ あかね書房 1972　初版　函・帯 500109 たかが山登り　されど山登り 湯浅　道男 成文堂 1997　初版　函 400110 小島　烏水　山の風流使者伝 近藤　信行 創文社 Ｓ53　第4刷　函・帯 500111 エヴェレスト日記 ジョン・Ｄ・マッカラム 二見書房 Ｓ42　初版　函 300113 世界山岳全集　５ アルピニストの心/山における若き人間/ある登山家の生涯 コスト／マドウシュカ／ヘルリヒコッハー 朋文堂 Ｓ36　初版　函 300114 世界山岳全集　12 スウィス日記/氷河と万年雪の山/アイガー東山稜の初登攀/英国の山旅/マウント・アルバータ遠征記/雪のホロンバイルより大興安嶺へ/回想のヤング尾根/アレナレス山の初登頂/ペルー・アンデス遠征 辻村伊助・小島烏水・槇有恒・別宮貞俊・三田幸夫・京都帝大旅行部・田口二郎・神戸大学山岳部・竹田吉文 朋文堂 Ｓ35　初版　函 300115 ヒマラヤ自転車旅行記 ベッティナ・セルビー 東京書籍 1991　第1刷　カバー 300116 垂直の星　吉尾弘遺稿集 吉尾弘　著　日本勤労者山岳連盟　編 本の泉社 2001　初版　カバー 400117 登頂ヒマルチュリ 山田二郎 毎日新聞社 Ｓ36　初版　カバー 300118 中国辺境歴史の旅⑤　中央アジア騎馬行 Ｒ・ショーンバーグ著陳 舜臣編 白水社 1986　初版　カバー 300120 ダウラ・ヒマール遠征 1965年ヒマラヤ登山隊報告書 大和幹夫・杉田博・沖允人　編 愛知県山岳連盟 Ｓ42　初版 300121 世界の山々Ⅰ アルプス/アンデス/アラスカ/アフリカ 近藤等　編 白水社 1964　初版　函122 世界の山々Ⅱ ヒマラヤ/カラコルム/ニュージーランド他 三田幸夫　編 白水社 1964　初版　函124 穂高の岩場１ 岩稜会　編 朋文堂 Ｓ34　初版　函125 穂高の岩場２ 岩稜会　編 朋文堂 Ｓ35　初版　函126 ロシュ・ゴル氷河の山旅 山本健一郎　編 あかね書房 1968　第1刷　函 300127 アンデスからヒマラヤへ 浜野吉生 白水社 1966　初版　函 300128 ロッキーが呼ぶ 吉野　信 世界文化社 1991　初版　カバー 300129 遥かなるヒマラヤ 薬師義美 あかね書房 1969　第1刷　函・帯・カバー 300130 登山技術１ 日本山岳会編 白水社 1961　初版　函

12冊ｾｯﾄ2000

2冊ｾｯﾄ5002冊ｾｯﾄ1200



2017図書交換会出品目録 4/13No.No.No.No. 書名書名書名書名 著者著者著者著者 出版社出版社出版社出版社 発行年、その他発行年、その他発行年、その他発行年、その他 価格価格価格価格131 登山技術２ 日本山岳会編 白水社 1961　初版　函　書き込みあり132 登山技術３ 日本山岳会編 白水社 1961　初版　函　書き込みあり134 ダウラ・ヒマール遠征 大和幹夫・杉田博・沖允人　編 愛知県山岳連盟 Ｓ42　初版　函 300136 エヴェレスト初登頂の謎　ジョージ・マロリー伝 トム・ホルツェル／オードリー・サルケルド 中央公論社 Ｓ63　初版　カバー 300137 ヒマラヤのスパイ シドニー・ウィグノール 文藝春秋 1997　第1刷 カバー 300138 希望のアルピニズム ヤニック・セニュール 森林書房 1978　初版 300139 日本アルプス ウェストン 創元社 Ｓ28　初版　カバー 400140 未知の山へ ウィルフレッド・ノイス ベースボール・マガジン社 Ｓ38　初版　函 300141 青い氷河 中京山岳会1969年アラスカ登山隊編 中京山岳会 Ｓ45　第2版 300142 岩崎元郎校長の　決定版登山学 無名山塾編 山と渓谷社 2004　第3刷　岩崎氏サイン入り 300143 すばらしき登山 山中保一 ベースボール・マガジン社 1990　第1刷　カバー　著者→持ち主宛葉書挿入 300144 アラスカの山に挑む 栗林一路 雪華社 Ｓ42　初版　カバー書き込みあり 300145 極東の遊歩場 ウォルター・ウェストン 山と渓谷社 Ｓ45　初版　函・帯 400146 中央アジア探検史 深田久弥 白水社 1971　初版　函 500147 富士山はなぜフジサンか 谷　有二 山と渓谷社 1983　第1刷　カバー 300148 山の彼方の 山本太郎 山と渓谷社 Ｓ55　第1刷　カバー 300149 登山のルネサンス 高山研究所編 山と渓谷社 1982　第1刷　カバー 300150 地獄への登攀 ジャック・オルセン 三笠書房 1973　第1刷　カバー・帯 300151 乾いた山 原　真 山と渓谷社 1977　第1刷　カバー 300152 登山の法律学 溝手　康史 東京新聞出版局 2007　初版　カバー書き込みあり 300153 冒険家族ヒマラヤを行く ピーター・スチール 時事通信社 Ｓ53　初版　カバー破れ、スレあり、サイン入り 300154 樹木ガイドブック 平野隆久監修 永岡書店 1997　初版　カバー 300155 マロリーは二度死んだ ラインホルト・メスナー 山と渓谷社 2000　初版　カバー・帯 300156 山への初恋 プロヴィエ・シャペル 新潮社 1956　初版　カバー 300157 神々の白い峰 薬師義美 あかね書房 1972　第1刷　函・カバー 300158 現代の冒険（下） クリス・ボニントン 岩波書店 1988　第1刷　カバー・帯 300159 ヤジュン峯登頂 広島大学ヒンズークシュ遠征隊 広島大学ヒンズークシュ遠征隊 Ｓ44　カバー　＜非常品＞　増水氏サイン入り 300160 死はともに登る トニー・ヒーベラー 二見書房 Ｓ41　初版 300161 僕はやっぱり山と人が好き 沢野ひとし 山と渓谷社 1987　初版　カバー・帯 300162 探検家36歳の憂鬱 角幡唯介 文藝春秋 2012　第1刷　カバー　サイン入り 300163 エベレストママさん 田部井淳子 山と渓谷社 2000　第1刷　カバー 300164 氷の回廊　ヒマラヤの星降る村の物語 庄司康治 文英堂 1998　第1刷　カバー 300165 日本＜楽＞名山 サライ編集部編 小学館 2003　初版　カバー 300166 ヒマラヤのパレット 森山勇 山と渓谷社 1999　初版　カバー 300167 五五歳のときに登った山山 本多勝一 朝日新聞社 1997　初版　カバー 300168 深田久弥　山の文学全集Ⅹ シルクロードの旅/シルクロード/続シルクロード 深田久弥 朝日新聞社 Ｓ49　初版　函 300

3冊ｾｯﾄ500



2017図書交換会出品目録 5/13No.No.No.No. 書名書名書名書名 著者著者著者著者 出版社出版社出版社出版社 発行年、その他発行年、その他発行年、その他発行年、その他 価格価格価格価格169 深田久弥　山の文学全集Ⅺ 中央アジア探検史/スウェン・ヘディン/西域の探検家 深田久弥 朝日新聞社 Ｓ49　初版　函 300170 深田久弥　山の文学全集Ⅻ 九山山房夜話/きたぐに/わが文学人生 深田久弥 朝日新聞社 Ｓ50　初版　函 300171 わが山路 松崎中正 楽山斎 Ｈ8　初版　カバー 300173 森からの手紙 田淵義雄 小学館 Ｓ60　第1刷　カバー・帯 300174 山の動物たちはいま 宮尾嶽雄 藤森書店 1977　初版　カバー 300175 昼と夜の自然 リチャード・アダムス 評論社 Ｓ55　第1刷　カバー・帯 300176 守れ権現 太田敬 金星堂 1994　改訂版　函 300177 森と水のサイエンス 社団法人日本林業技術協会企画 東京書籍 Ｈ3　第3刷　カバー・帯 300178 森を考える 根深誠 立風書房 1992　第1刷　カバー・帯 300179 山の科学 原田三夫 朋文堂 Ｓ31　初版 300180 アルプス博物誌 徳久球雄 山と渓谷社 Ｓ50　第2版　カバー 300181 単独行者の記憶 安川茂雄 二見書房 Ｓ47　初版　カバー・帯　サイン入り 300182 山びとの動物誌 宇江敏勝 福音館書店 1983　初版　函・帯 300183 あるガイドの系譜 安川茂雄 三笠書房 1965　第1版　函 300184 それぞれの八甲田山　（写真集） いちのへ義孝 いちのへ義孝写真事務所 Ｈ24　初版　カバー 300186 山なみ 朝比奈菊雄　編 茗溪堂 S30　初版　カバー・函 300187 山の画帖　コマクサ叢書　第十二巻 茨木猪之吉 朋文堂 S34　初版　函 600188 心に山ありて 今井雄二　今井喜美子 同信社 S40　初版　函　サイン入り189 続・心に山ありて 今井雄二　今井喜美子 同信社 S45　初版　家蔵版百部の内第十一　函サイン入り190 花と氷河 今井雄二　今井喜美子 同信社 S47　初版　カバーサイン入り 300191 山は生きる 今井徹郎 木星社書院 S7　再版　函　蔵書印あり 300192 日本アルプス登山と探検 ウェストン著　岡村精一譯 梓書房 S8 　初版　函　蔵書印あり 1000193 雲表縦走 藤木九三 三省堂 S10　初版　函壊れサイン入り 600194 ヒマラヤ傳説 藤木九三編 朝日新聞社 S15　初版 300195 別宮貞俊追悼集 別宮貞俊追悼集編纂委員会編集・発行 S34 初版　非売品日本山岳会贈呈印あり 300196 モルゲンタール作　山 ハンス・モルゲンタール著　荒井道太郎譯 朋文堂 S9　初版　カバー 500197 山　研究と随想 大島亮吉 岩波書店 S5 三刷　函　蔵書印あり 800200 森林・草原・氷河 加藤泰安 茗溪堂 1966　初版　カバー・函 300201 雪山・藪山 川崎精雄 茗溪堂 S44　初版　カバー・函 400202 いろりばた 南会津山の会 茗溪堂 1972　初版　函 400203 会津の山々・尾瀬 川崎隆章編 修道社 S36 初版　函 400204 尾瀬と檜枝岐 川崎隆章編 那珂書店 S18 初版　製本傷み 300205 黒部 冠松次郎 修道社 S34　初版　函206 黒部続篇 冠松次郎 名著刊行会 1966　初版　限定版第519号　直筆短歌・サイン入り・函207 奥秩父研究 原　全敎 朋文堂 S34　初版　カバー 1500208 上高地 深田久彌　長尾宏也編 修道社 S33 初版　函 400209 エヴェレスト登頂 ジョン・ハント 朝日新聞社 S29　初版　特装本カバー・函　S30カンチ登頂記事切り抜き 400

2冊ｾｯﾄ500

2冊ｾｯﾄ1000



2017図書交換会出品目録 6/13No.No.No.No. 書名書名書名書名 著者著者著者著者 出版社出版社出版社出版社 発行年、その他発行年、その他発行年、その他発行年、その他 価格価格価格価格210 たった一人の山 浦松佐美太郎 文藝春秋新社 S16　初版　ヤケ 300211 アルプスの伝説 藤木九三 誠文堂新光社 1982　初版カバー・帯 300212 詩集　雲表 藤木九三 黒百合社 S6　初版　函 600213 わが愛する山々 深田久弥 新潮社 S36　二刷　カバー 300214 立山群峯 冠　松次郎 第一書房 S9　新装版　立山附近略圖　蔵書印あり 400215 南アルプス 渡邊公平　細井吉造山下一夫 三省堂 S10　初版　附録圖３枚　函　サイン入り 400216 垂直の散歩　藤木九三古希記念選集 藤木九三 朋文堂 S33 初版　函　サイン入り 500217 双六谷 冠　松次郎 第一書房 S9　新装版　傷みテープ補修　蔵書署名 400218 後立山連峯 冠　松次郎 第一書房 S8　普及版　後立山連峯略圖　蔵書印あり 400219 チョゴリザ登頂 桑原武夫 文藝春秋新社 S34　初版　カバーサイン入り 400220 チロルの伝説 藤木九三 誠文堂新光社 1982　初版カバー・帯 300221 はるかなる天山 アルダン・セミニョフ著田村俊介訳 新時代社 1972　第一刷　カバー 300222 晴れのち曇り　曇りのち晴れ　山の画文集 熊谷　榧 皆美社 S45 初版　函 400223 アルプスの谷　アルプスの村 新田次郎著　撮影　佐貫亦男 新潮社 1964　初版　カバー 300224 峠と高原 田部重治 大村書店 S6　第四版　函傷み 300225 山への思慕 田部重治 第一書房 S10 初版　蔵書印あり 400226 山　原野　牧場 坂本直行 朋文堂 S34　初版　函 400227 雪庇　随想集 帝國大學新聞社編 帝國大學新聞社出版部 S12　初版　函 400228 劔岳 冠　松次郎 第一書房 S9　新装版　蔵書印あり 400229 山は満員 渡辺公平 茗溪堂 1975　初版　カバー 300230 秘められたる山旅 エーデルワイスクラブ編 スキージャーナル S46　第一刷　函 300232 マナスル登頂記 槇　有恒 毎日新聞社 S31四版　隊員サイン　蔵書署名あり 300234 復刻版　梓書房　山　１巻　昭和９年創刊号－６月号 小島烏水、木暮理太郎、田辺重治ほか 出版科学総合研究所 S55　全６巻　函235 復刻版　梓書房　山　２巻　昭和９年７月号－１２月号236 復刻版　梓書房　山　３巻　昭和１０年１月号－６月号237 復刻版　梓書房　山　４巻　昭和１０年７月号－１２月号238 復刻版　梓書房　山　５巻　昭和１１年１月号－７月終刊号（２月号休刊）239 復刻版　梓書房　山　６巻　付巻240 山岳技術考　金坂一郎遺稿集 熊谷義信他編 茗溪堂 1988　函 400243 たかが山登り　されど山登り 湯浅　道男 成文堂 1997　初版１刷　函 400244 ヒマラヤ　朝日小事典 川喜田二郎編 朝日新聞社 1977　初版　カバー・帯 300245 山の不可思議事件簿 上村信太郎 山と渓谷社 2015　初版一刷　カバー・帯 300246 山をめぐる　行為と夢想　TAT UND TRAUM エーリヒ・マイエル　荒井道太郎譯 朋文堂 S13　初版 300247 山の眼玉　朋文堂山岳文庫　第九巻 畦地梅太郎 朋文堂 S32　初版　函 2000248 山は屋上より　朋文堂山岳文庫　第五巻 足立源一郎 朋文堂 S31　初版　函 1000249 原野から見た山　朋文堂山岳文庫　第七巻 坂本直行 朋文堂 S32　初版　函 1000250 日翳の山　朋文堂山岳文庫　第十一巻 上田哲農 朋文堂 S33　初版　函 1000251 山岳　LA MONTAGNE　第１巻・山の探究 モーリス・エルゾーグ監修 朋文堂 S32　再版　函 400

6冊ｾｯﾄ1500



2017図書交換会出品目録 7/13No.No.No.No. 書名書名書名書名 著者著者著者著者 出版社出版社出版社出版社 発行年、その他発行年、その他発行年、その他発行年、その他 価格価格価格価格252 單獨行 加藤文太郎 朋文堂 S29　四版　カバー 400253 山と雪の日記　コマクサ叢書　第七巻 板倉勝宜 朋文堂 S33　初版 400254 山の画帖　コマクサ叢書　第十二巻 茨木猪之吉 朋文堂 S34　初版 400255 ナンガ・バルバット　エーデルワイス叢書第一巻 K・M・ヘルヒコッファー横川文雄訳 朋文堂 S29　初版 300256 山小屋の窗 長尾宏也 明玄書房 S29　初版　カバー 400257 生活の中の山 小野　幸 朋文堂 S28　初版　1000部限定 400258 山の味　谷の味 冠　松次郎 明玄書房 S27 奥付なし 400259 エヴェレスト登頂記　世界探検紀行全集第14巻 藤木九三 河出書房 S29　初版 400260 日本アルプス　登山と探檢 ウェストン著　岡村精一譯 創元社 S28　再版 400261 山なみはるかに 三田幸夫 白水社 1954　初版 400262 マナスル登頂記 槇　有恒編 毎日新聞社 S31　初版　カバー 300263 ケルンに生きる　－遭難の手記－ 藤木九三　三田幸夫監修 二玄社 1959　再版 300264 わが回想のアルプス 安川茂雄 三笠書房 1957　第１版　カバー切れ 300265 山のパンセ 串田孫一 実業之日本社 S32 6版 300267 こころの山　こころの旅 岡田喜秋 千代田書院 S28　初版 300268 よろこびの山　かなしみの山 岡田喜秋 知性社 S33 初版 300269 山の魂 スマイス　石一郎訳 朋文堂 S32　初版　カバー 300271 夏の山　冬の山 小島六郎 明玄書房 S29　初版 400272 山に憑かれた男 加藤喜一郎 文藝春秋新社 S32　初版　カバー 300273 日本の名随筆１０　山 北杜夫編 作品社 1986　第七刷　枠カバー 300274 日本の名随筆１５　旅 阿川弘之編 作品社 1986　第五刷　枠カバー 300275 日本山岳全集６　アルプスⅠ（槍・穂高） 三田幸夫　深田久弥監修 朋文堂 S35　初版　函 400276 山の憶ひ出　上巻 木暮理太郎 福村書店 1954277 山の憶ひ出　下巻 木暮理太郎 福村書店 1953278 忘れえぬ山　Ⅰ 串田孫一編 筑摩書房 S34　初版　函279 忘れえぬ山　Ⅱ 串田孫一編 筑摩書房 S34　三刷　函280 忘れえぬ山　Ⅲ 串田孫一編 筑摩書房 S34　二刷　函281 山　Ⅰ 串田孫一編 筑摩書房 S35　初版　函282 山　Ⅱ 串田孫一編 筑摩書房 S35　初版　函283 山　Ⅲ 串田孫一編 筑摩書房 S36　初版　函284 小さな頂 一原有徳 茗溪堂 1974　初版　カバー函　サイン入り 400285 北の山旅 丹　征昭 あうる舎 S48　初刷　限定1000部の内885　カバー　函 400286 登頂ヒマルチュリ 山田二郎 毎日新聞社 S36　初版　カバー・帯 300287 ヒマルチュリ 村木潤次郎 毎日新聞社 S34　初版　カバー・帯（破れ） 300288 雲の上の道ーわがヒマラヤ紀行ー 深田久弥 新潮社 S34　初刷　カバー・帯 300289 ヒマラヤの旅 竹節作太 ベースボール・マガジン社 S32　初刷　カバー・帯 300290 ヒマラヤ・サイパル登頂 平林克敏 サンケイ新聞出版局 S39　初刷　カバー・帯 300291 山に憑かれた男 加藤喜一郎 文芸春秋 S32　初刷　カバー 300292 マナスル登頂記 槇有恒編 毎日新聞社 S31　四刷　カバー 300293 ヒマルチュリ日記 石坂昭二郎 ベースボール・マガジン社 S34　初刷　カバー 300294 遠い山遥かな旅 三田幸夫 新潮社 1956　初版　カバー 300295 ブータン　変貌するヒマラヤの仏教王国 今枝由郎 大東出版社 1994　初版　カバー 300296 ヒマラヤの王国　ブータンを訪ねて 斉藤了 新潟日報事業社 1996　初版　カバー 300

2冊ｾｯﾄ8003冊ｾｯﾄ8003冊ｾｯﾄ800



2017図書交換会出品目録 8/13No.No.No.No. 書名書名書名書名 著者著者著者著者 出版社出版社出版社出版社 発行年、その他発行年、その他発行年、その他発行年、その他 価格価格価格価格297 ブータン小頃 鈴木正行 学文社 2002　初版　カバー 300298 秘境ブータン 中尾佐助 毎日新聞社 S34　初刷　カバー 300299 ブータン感傷旅行 小方全弘 技報堂 S47　初版　カバー 300300 ブータン素描 小方全弘 芙蓉書房 S44　初版　カバー 300301 冒険家族ヒマラヤを行く ピーター・スチール 時事通信社 S53　一刷カバー 300302 秘境ブータン 中尾佐助 毎日新聞社 S34　初刷　カバー 300303 親山遊谷 若林岩雄 白水社 1990　初刷　カバー 300304 黒部雑記 湯口康雄 北日本出版社 S48　初刷　限定1000部　カバー　函 300305 吾妻山その渓谷美を訪ねて 福島登高会編 福島登高会編 1981　初刷 300306 ヒマラヤ初登頂　1936年のナンダ・コート 堀田弥一 筑摩書房 1986　初刷　カバー・帯 300307 チベット旅情 斉藤清明 芙蓉書房 S58　初刷　カバー・帯 300308 立山からチベットへ　わが山旅の日々から 岡秀郎 山と渓谷社 1991　初版　カバー・帯 300309 栄光への挑戦　ギャチュンカン登頂記 菊池俊朗 二見書房 S40　初版　カバー・帯 300310 冬の登山 藤木九三・川崎隆章編 河出書房 S32　初版　カバー 300311 槍・穂高・上高地　　改訂現代登山全集② 諏訪多栄蔵・山崎安治・安川茂雄・山口耀久編 創元新社 Ｓ41　五版 400312 白馬・不帰・鹿島槍　現代登山全集① 諏訪多栄蔵・山崎安治・安川茂雄・山口耀久編 創元社 S36　初版 400313 谷川岳　改訂現代登山全集⑦ 諏訪多栄蔵・山崎安治・安川茂雄・山口耀久編 創元新社 S44　四版・函 400314 劔・立山・黒部　改訂現代登山全集③ 諏訪多栄蔵・山崎安治・安川茂雄・山口耀久編 創元社 S53　一七版・函 400315 マナスル　★ 日本山岳会編 毎日新聞社 S29　初版・カバー316 マナスル　★★ 日本山岳会編 毎日新聞社 S33　初版・カバー317 氷河への旅 文・深田久弥　写真・風見武秀 朋文堂 S34 初版・函 400318 アンナプルナ日記 京都大学学士山岳会編 茗渓堂 S31　初版・函・カバー 400319 ヒマラヤの旅　未知をさぐって 古原和美 理論社 1963　第１刷　函 300320 今は風に語らしめよ　剣・アンナプルナ・チョゴリザ 藤平正夫 桂書房 S61　初版　カバー 300321 熱き心　登山と企業から学んだ私の人生哲学 平林克敏 ぱるす出版 H10　初版・カバー 300322 初登頂　花嫁の峰から天帝の峰へ 平井一正 ナカニシヤ出版 Ｈ8　初版　カバー・帯 300323 ヒマラヤ巨峰初登頂記 マリオ・ファンティン編牧野文子訳 あかね書房 1969　第１刷・カバー・函 500324 森林・草原・氷河 加藤泰安 茗溪堂 1966　初版・カバー・函 400325 山の序曲 山崎安治 朋文堂新社 S42　初版・函 400326 大島亮吉全集　１　紀行 本郷常幸・安川茂雄編 あかね書房 1969　第１刷・カバー・函・帯327 大島亮吉全集　２　随想・誌・訳詩・訳章・書簡 本郷常幸・安川茂雄編 あかね書房 1970　第１刷・カバー・函・帯328 大島亮吉全集　３　先蹤者 本郷常幸・安川茂雄編 あかね書房 1970　第１刷・カバー・函・帯329 大島亮吉全集　４　研究・論叢・翻訳・記録 本郷常幸・安川茂雄編 あかね書房 1970　第１刷・カバー・函・帯330 大島亮吉全集　５　大島亮吉研究 本郷常幸・安川茂雄編 あかね書房 1970　第１刷・カバー・函331 総観気象学 高橋浩一郎 岩波書店 1969　第１刷・函 300332 世界百名山　－絶筆41座－ 深田久弥 新潮社 S50　三刷・函・帯 400333 未踏の山河　シンプトン自叙伝 大賀二郎・倉知　敬訳 茗溪堂 S47　初版　カバー・函 400

2冊ｾｯﾄ1200

5冊ｾｯﾄ1000



2017図書交換会出品目録 9/13No.No.No.No. 書名書名書名書名 著者著者著者著者 出版社出版社出版社出版社 発行年、その他発行年、その他発行年、その他発行年、その他 価格価格価格価格334 岳人講座　①冬山 諏訪多栄蔵・跡部昌三・高須茂監修 東京中日新聞出版局 S40　初版　函 300335 日本登山史 山崎安治 白水社 1969　初版　函 400336 神々の座　ヒマラヤ 白川義員 朝日新聞社 S47　第２刷 400337 登山技術　１ 日本山岳会編 白水社 1964　再版　蔵書メモあり338 登山技術　２ 日本山岳会編 白水社 1964　再版　蔵書メモあり339 登山技術　３ 日本山岳会編 白水社 1964　再版　蔵書メモあり340 日本のお天気 大野義輝 大蔵省印刷局 S43　初版 300341 山の気象と遭難 気象庁予報課予報技術研究会編 朋文堂新社 S42　初版・カバー 300342 氣象學概論 山本義一 朝倉書店 S29　六刷　蔵書印あり 300343 エヴェレスト登頂 ジョン・ハント著　朝日新聞社訳 朝日新聞社 S29　初版・カバー擦れ 300344 植村直己　地球冒険６２万キロ　文学の扉19 岡本文良 金の星社 1989　第九刷　カバー 300345 富士山　自然の謎を解く　NHKブックス91 木澤綏・飯田睦次郎・松山資郎・宮脇　昭 日本放送出版協会 S44 第一刷 300346 マナスル登頂記 槇有恒編 毎日新聞社 S31　初版　カバー 300347 新版　登山者のための地形図読本 五百沢智也 山と渓谷社 S47　初版　カバー 300348 雲と雨の物理　総合サイエンス・ライブラリー１７ B・J・メイソン著　大田正次・内田英治訳 総合図書 1968　初版　カバー 300349 気象の教室 斎藤錬一 東京堂出版 S43　初版・函 300350 登山　スポーツ入門双書１１ 日本山岳会登山技術研究委員会編 ベースボール・マガジン社 S42　５版　蔵書印 300351 北極点を越えて　英国北極横断探検隊の記録 ウォーリー・ハーバート木村忠雄訳 朝日新聞社 S45　初版　カバー 300352 積雪期登山 山崎安治 朋文堂新社 S42　初版　カバー 300353 山　ライフ大自然シリーズ１５ ライフ編集部編 タイムライフインターナショナル S45　初版　カバー・帯 300354 ヒマラヤ　原色写真文庫 風見武秀 講談社 S42　第１刷　蔵書メモ 300355 雪白き山　山岳名著シリーズ 深田久弥 二見書房 S44　初版　カバー破れ 300356 ヒマラヤ　遠征・トレッキング入門 栗林一路 成美堂出版 1976　奥付なし　カバー 300357 氷河の科学　NHKブックス319 若浜五郎 日本放送出版協会 S53　第１刷 300358 エベレスト街道 内田良平 山と渓谷社 1998　第4刷　カバー　久保田氏私信 300359 カトマンズ百景 内田良平 山と渓谷社 1992　第1刷　カバー 300360 ネパールトレッキングガイド　歩く・見る・撮る 内田良平 東京新聞出版局 平成元年　初版　カバー 300361 日本百名山 深田久弥 新潮社 S47　15刷　函 400362 山に忘れたパイプ 藤島敏男 茗溪堂 1976　第二版・函 400364 日本百名山 深田久弥 新潮社 S49　第18刷　函・帯 400365 山で一泊 辻まこと 創文社 2001　第７刷　函・カバー 1000367 日本の岩場 小森康行 東京新聞出版局 S47 第2版　函 500368 ベルナー・オーバーラント　特選100コース ハンス・グロッセン著近藤等訳 山と渓谷社 1983　初版　ビニルカバー・函 500369 上高地 深田久彌・長尾宏也編 修道社 S33　初版　函 400370 モンブラン　NHKグレートサミッツ　① 小学館 2010　初版　カバー・DVD 400371 マッターホルン　NHKグレートサミッツ　② 小学館 2011　初版　カバー・DVD 400372 富士山　史話と伝説 遠藤秀男 名著出版 1988　新装復刊第１刷　1500部発行函・カバー 400373 穂高の岩場　１ 岩稜会 朋文堂 S34　初版　函374 穂高の岩場　２ 岩稜会 朋文堂 S35　初版　函

3冊ｾｯﾄ500

2冊ｾｯﾄ1200



2017図書交換会出品目録 10/13No.No.No.No. 書名書名書名書名 著者著者著者著者 出版社出版社出版社出版社 発行年、その他発行年、その他発行年、その他発行年、その他 価格価格価格価格375 世界百名山　－絶筆41座－ 深田久弥 新潮社 S50　三刷・函・帯 400376 写真集　山で観る　樹 日本山岳写真集団 東京新聞出版局 1995　第１刷　カバー・帯　全著者サイン入り 500377 新ハイキング選書　第13巻　甲斐の山山 小林経雄 新ハイキング社 平成四年　初版　カバー　サイン入り 300378 富士の見える山　－甲州五十山－ 小林経雄 新ハイキング社 S54　初版　カバーサイン入り 300379 ブナ原生林　白神山地をゆく 根深　誠 立風書房 1987　第１刷　カバー・帯 300380 日本の自然　原生林紀行　－知られざる森の魅力を語る－ 工藤吉光　編・監修 山と渓谷社 1993　第１刷　カバー 300381 脱出記 スラヴォミール・ラウィッツ　海津正彦訳 ソニーマガジンズ 2005　初版第1刷カバー・帯　サイン入り 300382 関西の秘境　芦生の森から 芦生の自然を守り生かす会 かもがわ出版 1997　第２刷　カバー・帯　美山町観光案内図 300383 白神のブナと水とけもの道 市川善吉・佐尾和子 海洋工学研究所出版部 2002　初版第1刷カバー・帯 300384 山の自然学入門 小泉武栄・清水長正編 古今書院 1992　初版第1刷カバー 300385 日本の名峰19　白馬岳と後立山連峰 近藤辰郎 山と渓谷社 1986　第一刷　カバー　著者サインあ 300386 登山技術全書⑩　山岳気象入門 村山貢司・岩谷忠幸 山と渓谷社 2005　初版第1刷カバー 300387 すぐ役立つ　山の絵の描き方　スケッチから油絵まで 山里寿男 東京新聞出版局 1989　第一刷　カバー・帯 300388 新・分県登山ガイド　１０　埼玉県の山 打田鍈一 山と渓谷社 2005　初版第1刷カバー 300389 新・分県登山ガイド　１０　埼玉県の山　改訂版 打田鍈一 山と渓谷社 2010　初版第1刷カバー 300390 分県登山ガイド　１０　埼玉県の山 打田鍈一 山と渓谷社 2016　初版第1刷カバー・帯 300391 本のある山旅 大森久雄 山と渓谷社 1996　初版　カバー・帯　著者サイ 500392 名山スケッチ漫筆　Ⅲ　（『山書研究』48号別刷） 杉田　博 日本山書の会 2006　初版　カバー 300393 登山の技術　上 日本山岳会編 白水社 1981　第六刷　カバー・函・帯394 登山の技術　下 日本山岳会編 白水社 1981　第五刷　カバー・函・帯395 自然活動学のすすめ 塚本珪一 岳書房 1980　第１刷　カバー・帯　贈呈サイ 300396 山岳技術考　金坂一郎遺稿集 熊谷義信他編 茗溪堂 1988　函 400397 マイカー登山・ベスト周遊コース[東京周辺] 森田秀巳編 山と渓谷社 1994　第5刷　カバー 300398 世界の温泉　日本の温泉 大森薫雄・斎藤一男・藤原ゆり子 日本山岳文化学会 2005　初版第１刷カバー 300399 NHK趣味百科　中高年のための登山学　安心山歩きのすすめ 岩崎元郎ほか 日本放送出版協会 1996 200400 NHK趣味百科　中高年のための登山学　日帰り登山で基礎を学ぶ 岩崎元郎・山本正嘉 日本放送出版協会 1999 200401 中高年のための登山学　日本百名山をめざすⅡ岩崎元郎ほか 日本放送出版協会 1998 200402 別冊山と渓谷　中高年のためのいきいき健康登山学 神長幹夫編 山と渓谷社 1999 200403 日本山岳文献ノート 坂戸勝巳・清水忠雄 清水書店 S7　山岳展望の会複製 500404 ルイス・トレンカー　山の生活者　Brothers of theSnow 久野豊彦訳 第一書房 S10　初版2000部 400405 随想集　雪庇 帝国大学新聞社編 帝国大学新聞社出版部 S12 初版　蔵書印 400406 シグモンディ　パウルケ　山の危険 松井博譯 朋文堂 S17　初版　2000部 400407 ヒマラヤへの挑戦 C・E・アンジェル　近藤等訳 朋文堂 S18 初版　2000部 400408 榾火　山小屋随筆集 高須　茂 朋文堂 S18　再版　2000部 300

2冊ｾｯﾄ500



2017図書交換会出品目録 11/13No.No.No.No. 書名書名書名書名 著者著者著者著者 出版社出版社出版社出版社 発行年、その他発行年、その他発行年、その他発行年、その他 価格価格価格価格409 岩との闘い　登山全書　随想篇４ 藤木九三　川崎隆章編 河出書房 S31　初版　カバー蔵書印 300410 インカの山をさぐる　ペルー・アンデス探検 竹田吉文 朋文堂 S35 　初版　カバー蔵書印 300411 EL ECUADOR　エクアドル・アンデス遠征報告書　1961年度 市川公一編集 早稲田大学探検部 S38　限定1000部のうち707　蔵書印 300412 白馬（昭和36年度冬山合宿遭難捜索報告） 隈部研二君追悼録編集委員会 東京教育大学山岳部 S38　非売品 300413 岳人講座　①冬山 諏訪多栄蔵　跡部昌三　高須茂　監修 東京中日新聞出版局 S40　函　蔵書印 300414 岳人講座　②春山 諏訪多栄蔵　跡部昌三　高須茂　監修 東京中日新聞出版局 S41　函・帯　蔵書印 300415 赤道の氷河を超えて 神奈川県アフリカ登山隊 神奈川新聞社 S42　カバー　蔵書印 300416 ネパールヒマラヤ探検記録（ネパールと日本1899－1966） 日高信六郎編　川喜田次郎文 講談社 S42　第１刷　カバー蔵書印 400417 中央ネパール 中央ネパールヒマラヤ地質氷河調査隊 中央ネパールヒマラヤ地質氷河調査隊 1968　蔵書印 300418 頂は誰がために　ラトックⅠ峰登頂の記録 服部孝司 山と渓谷社 S56　第１版　カバー 300419 生還（山岳遭難からの救出） 羽根田治 山と渓谷社 2005　第六刷　カバー 300420 山恋い　－山に憑かれた女性－ 川崎隆章編 章文社 S33　初版　カバー 300421 高山植物　野外ハンドブック８ 小野幹雄　木原　浩 山と渓谷社 1985　9版　カバー・帯 300422 オクサスとインダスの間に　中央アジア探検紀行 R.C.F.ショーンバーグ広島三朗訳 論創社 1985　初版第１刷カバー・帯 300423 日本アルプス　見立ての文化史 宮下啓三 みすず書房 1997　初版　カバー・帯 300424 山岳名著シリーズ　岩と雪の歌 秋谷　豊 二見書房 S49 　初版 300425 山岳名著シリーズ　山の遭難譜 春日俊吉 二見書房 S48 　初版 300426 山岳名著シリーズ　単独行 加藤文太郎 二見書房 S47 　七版 300427 山岳名著シリーズ　あの頃の私の山 尾崎喜八 二見書房 S46 　初版 300428 山岳名著シリーズ　登高者 大島亮吉 二見書房 S49 　再版 300429 アルプ　176　アルプ教室講演・増大号 創文社 S47 200430 アルプ　206　春の増大号　付録　文献目録　日本の山の本・続 創文社 S50 200431 安全登山学への道　NHKブックス154 川崎隆章 日本放送出版協会 S47　第１刷 300432 山旅の足音 渡辺兵力 茗溪堂 1985　初版　函 400433 心に残る花の山旅 坂倉登喜子 実業之日本社 1997　初版第一刷カバー・帯　サイン 400434 雪山・藪山 川崎精雄 山と渓谷社 2000　初版１刷　カバー・帯 400435 五能線沿線と　白神山地の植物 工藤茂美 秋田魁新報社 S62　カバー・帯 300436 尾瀬の四季　水墨画集 久山一枝 日貿出版社 1995　初版　カバー・帯　サイン 400437 守れ権現（改訂版） 太田　敬 金星堂 1994　函 400438 今西錦司全集　第一巻　生物の世界/山岳省察/山と探検 今西錦司 講談社 S49　第二刷　函439 今西錦司全集　第二巻　草原行/遊牧論そのほか 今西錦司 講談社 S49　第一刷　函440 今西錦司全集　第三巻　ヒマラヤを語る/カラコルム 今西錦司 講談社 S50　第二刷　函441 今西錦司全集　第四巻　生物社会の論理 今西錦司 講談社 S49　第一刷　函442 今西錦司全集　第五巻　人間以前の社会/人間社会の形成 今西錦司 講談社 S50　第一刷　函443 今西錦司全集　第六巻　御崎馬の社会調査/村と人間 今西錦司 講談社 S50　第一刷　函444 今西錦司全集　第七巻　ニホンザルの自然社会/ゴリラ 今西錦司 講談社 S50　第一刷　函445 今西錦司全集　第八巻　日本山岳研究 今西錦司 講談社 S50　第一刷　函446 今西錦司全集　第九巻　私の自然観/自然と山と/そこに山がある 今西錦司 講談社 S50　第一刷　函
全巻揃2000



2017図書交換会出品目録 12/13No.No.No.No. 書名書名書名書名 著者著者著者著者 出版社出版社出版社出版社 発行年、その他発行年、その他発行年、その他発行年、その他 価格価格価格価格447 今西錦司全集　第十巻　私の進化論/私の履歴書 今西錦司 講談社 S50　第一刷　函448 風雪のビバーク 松涛明 二見書房 Ｓ48　第四版　カバー 300450 あるガイドの手記 佐伯富男 二見書房 Ｓ48　初版　カバー 300451 岩登り　付沢歩き 日本山岳会監修　松方三郎・川崎隆章責任編集 河出書房 Ｓ31　6版　カバー 300452 登山者のための気象学 山本三郎 山と渓谷社 Ｓ43　9版　カバー 300453 朝日連峰の狩人 志田忠義・西澤信雄構成 山と渓谷社 1991　初版　カバー 300457 自然と進化 今西錦司 筑摩書房 1978　第一刷　カバー 300458 幻の楼蘭・黒水城 井上靖・岡崎敬 日本放送出版協会 Ｓ55　第一刷　カバー 300461 氷壁 井上　靖 新潮社 Ｓ32　７刷　函 300463 ザイルのトップ フリゾン・ロッシュ　近藤等訳 白水社 1975　11刷　函 300464 わが回想のアルプス ギド・レイ　安川茂雄訳 三笠書房 1968　第一刷　函 300467 炉辺山話 岡茂雄 実業之日本社 Ｓ50　初版 400470 定本野鳥記別巻　鳥山河（亜高山の鳥） 中西悟堂 春秋社 Ｓ46　第三刷　函 400471 極　白瀬中尉南極探検記　上 綱淵謙錠 新潮社 1983　初版　カバー472 極　白瀬中尉南極探検記　下 綱淵謙錠 新潮社 1983　初版　カバー文庫・新書文庫・新書文庫・新書文庫・新書601 山の思想史 三田博雄 岩波新書 1988　第７刷　カバー・帯 200602 秘境・崑崙を行く 大場秀章 岩波新書 1989　第1刷　カバー・帯 200603 ヒマラヤ冒険物語 クリス・ボニントン 岩波書店 1992　第1刷　カバー 200604 山の神々と修験道 鎌田　東二 青春出版 2015　第1刷 200605 若き日の山 串田孫一 河出新書 S31　13刷　カバー蔵書印 200606 ヒマラヤ診療所日記 岩坪昤子 中公文庫 S56 初版　カバー 100607 山と雪の日記 板倉勝宣 中公文庫 S52 初版　カバー 100608 山岳省察 今西錦司 講談社学術文庫 S52 第２刷　カバー 100609 登山の今昔 小暮理太郎 山渓山岳新書 S30 初版　カバー切れ　蔵書印 200610 日本アルプス　山岳紀行文集 小島烏水著　近藤信行編 岩波文庫 1992　第1刷　カバー 100611 ネパール探究紀行 長沢和俊 角川新書 S39　初版　カバー蔵書印 200612 わが青春はヒマラヤの頂 田村宏明 講談社HowtoBooks S40　初版　カバー蔵書印 200613 一人ぼっちのヒマラヤ 向後元彦 秘境探検双書 S39　初版　カバー蔵書印 200614 異常気象　多発する裏に何があるのか 村山貢司 ワニのNEW新書 1999　初版　カバー・帯 200615 山岳信仰　日本文化の根底を探る 鈴木正崇 中公新書 2016　再版　カバー 200616 ヒマラヤ　　文庫クセジュ597 ジャック・デュピュイ　水野勉訳 白水社 1976　初版 100617 雪山・藪山 川崎精雄 中公文庫 S56 再版　カバー 100618 南極越冬期 西堀栄三郎 岩波新書 S33　第一刷 200619 泉を聴く 西岡一雄 中公文庫 S54　初版　カバー 100620 若き日の山 串田孫一 河出新書 S30 初版 200622 図解コーチ　冬山 芳野赳夫 成美堂　文庫 Ｓ42　５版　カバー 100623 極地探検　道への挑戦者たち 加納一郎 社会思想社現代教養文庫 Ｓ45　１刷　カバー 100624 日本の山岳気象 飯田睦治郎 山溪新書 Ｓ45　初版 200

2冊ｾｯﾄ400



2017図書交換会出品目録 13/13No.No.No.No. 書名書名書名書名 著者著者著者著者 出版社出版社出版社出版社 発行年、その他発行年、その他発行年、その他発行年、その他 価格価格価格価格625 わたしの山旅 槇有恒 岩波新書 1968　第1刷　カバー 200626 アルピニストの心 ジャン・コスト　近藤等訳 朋文堂　ケルン新書 Ｓ39　再版　カバー 200627 山行 槇有恒 山と渓谷社　山岳新書 Ｓ31　再版　カバー 200629 南極越冬記 西堀栄三郎 岩波新書 Ｓ41　第13刷 200630 ヒマラヤ登攀史 深田久弥 岩波新書 1969　第1刷 200631 山の思想 三田博雄 岩波新書 1969　第1刷 200洋書洋書洋書洋書Ｙ1 SOUTH COL EVEREST Wilfrid Noyce HEINEMANN 1954　初版　カバー 500Ｙ2 ＣＡＭＰ　ＳＩＸ Ｆ・Ｍ・ＳＭＹＴＨＥ HODDER andSTOUGHTON 1937  初版 500Ｙ3 BHUTAN　A　TREKKER’S　GUIDE Bart Jordans CICERONE 2005 300Ｙ4 Nepal and Bhutan country studies Federal ResearchDivision 1991 300Ｙ5 THE PLANET HUNTERS CHARLES LYTE ORBIS 1983　初版・カバー 300Ｙ6 Les Plus Beaux Sommets des ALPES Marco Bianchi Clenat 2002 カバー、大型写真集 600Ｙ7 Faszination  Matterhorn Beat H.Perren StadlerVerlagsgesellschaftmbH 1988 カバー・大型写真集 600Ｙ8 Le　Montblanc vu du ciel Jean-Baptiste Meylan Gardet S.A. 1986 カバー・写真集 500Ｙ9 Trekking dans les Alpes Stefano Ardito Gund 1995 カバー・写真付ガイド 400


