
書名 著者名 出版者 出版年 請求記号
1 お寺のどうぶつ図鑑 今井 淨圓 監修 二見書房 2020.12 185.9ｲ
2 戦争記念碑は物語る キース・ロウ 著 白水社 2022.2 209.7ﾛ
3 表参道のヤッコさん 高橋 靖子 著 アスペクト 2006.3 289.1ﾀ
4 文学碑 上原 敬二 著 加島書店 1979 526.1ｳ
5 岡本太郎と太陽の塔 平野 暁臣 編著 小学館クリエイティブ 2008.6 606.9ﾋ
6 日本の鉄道碑 網谷 りょういち 著 日本経済評論社 2005.5 686.2ｱ
7 旅する彫刻 はしもと みお 著 エムディエヌ

コーポレーション
2016.2 713.0ﾊ

8 海底美術館 ジェイソン・デカイレス・
テイラー 著

日経ナショナル
ジオグラフィック社

2013.10 717.0ﾃ

9 司馬遼太郎の戦国 朝日新聞出版 2021.3 910.2ｼ
10 石川くん 枡野 浩一 著 朝日出版社 2001.11 911.1ｲ
11 50歳からはじめる

俳句・川柳・短歌の教科書
坊城 俊樹 監修 滋慶出版 土屋書店 2012.8 911.3ｺ

12 隔月刊 あおもり草子 2009年 4月号
（特集 ウゴカズ／彫刻家 鈴木正治）

企画集団 ぷりずむ 2009.4 A050ｷ

13 隔月刊 あおもり草子 2015年6月号
（特集　あおもり電波伝説「人物編」
　ふるさと党　文人政治家　竹内俊吉）

企画集団 ぷりずむ 2015.6 A050ｷ

14 季刊 あおもりのき 第10号
（伝説の劇作家 菊谷栄）

ものの芽舎 2022.10 A050ﾓ

15 碑は語る われも生きるなり 浅利 健蔵 浅利 貞子 1993 A221ｱ
16 新青森市史 通史編第2巻 青森市史編集委員会 編集 青森市 2012.3 A221ｱ

ﾂｳｼﾍﾝ2
17 青い森と堤川 北の都市と流域を語る会 編集 北の街社 1985.10 A221ｷ
18 雁かへる日 竹内 俊吉 竹内俊吉遺稿集

編纂委員会
1987.11 A289.5ﾀ

19 探究の人 菅江真澄 菊池 勇夫 著 無明舎出版 2017.4 A289ｽ
20 偉人たちの温泉通信簿 上永 哲矢 著 秀和システム 2019.3 A290ｳ
21 菅江真澄津軽隠れ里紀行 菊池 正浩 ものの芽舎 2021.7 A290ｷ
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22 ブラタモリ 14
箱根 箱根関所 鹿児島 弘前 十和田湖・奥入瀬

NHK「ブラタモリ」制作班 監修 KADOKAWA 2018.9 A290ﾌ14

23 津軽学 8号
津軽の近代化と鉄道

津軽に学ぶ会 2013.3 A291ﾂ8

24 そばと私 季刊「新そば」 編 文藝春秋 2016.9 A596ｿ
25 合浦の碑 青森市教育委員会社会教育課 編集 青森市教育委員会 1964 A629ｱ
26 鈴木正治の軌跡 工藤 正義 著 草雪舎 2014.11 A710ｽ
27 三國慶一作品集 三國 慶一 求青社 1978 A710ﾐ
28 木の造形 木村 久邇典 新潮社 1983 A710ﾐ
29 八甲田山 福島 常作 著 北の街社 1987 A720.21ﾌ
30 松木満史とその時代展 松木 満史 青森県立郷土館 1991.10 A720ﾏ
31 有名すぎる文学作品を

だいたい10ページくらいの漫画で読む。
ドリヤス工場 著 リイド社 2015.9 A726ﾄ

32 白菊物語 佐藤 直司 著 コシーナブックス 2013.11 A770ｻ
33 ズウズウ弁の初舞台 田崎 潤 著 サイマル出版会 1983.8 A770ﾀ
34 文豪文士が愛した映画たち 根本 隆一郎 編 筑摩書房 2018.1 A770ﾌ
35 大相撲決まり手大図鑑全82手 ベースボール・マガジン社 編集 ベースボール・マガジン社 2018.9 A788ｵ
36 青森県郷土力士物語 今 靖行 著 北の街社 2007.12 A788ｺ
37 青森県相撲の史跡 今 靖行 著 相撲研究会 2014.8 A788ｺ
38 高見盛の生き方 綾川 吾郎 著 東邦出版 2004.7 A788ﾀ
39 耳のそこのさかな 北畠 八穂 ポプラ社 1974 A909ｷ
40 石川啄木と青森県の歌人 川崎 むつを 著 青森県啄木会 1991.12 A910.2ｲ
41 北畠八穂の物語 佐藤 幸子 著 北の街社 2005.11 A910.2ｷ
42 青森県をめぐる50冊の本 工藤 英寿 著 北の街社 1993.10 A910.2ｸ
43 青森県文学碑探訪 鈴木 廣 編著 日本教育公務員弘済会

青森県支部
2008.10 A910.2ｽ

44 超訳マンガ×オチがすごい文豪ミステリー 朝霧 カフカ 編 KADOKAWA 2019.3 A910.2ﾁ
45 文豪春秋 ドリヤス工場 著 文藝春秋 2020.6 A910.2ﾄ
46 文豪が泊まった温泉宿50 週刊朝日編集部 著 朝日新聞出版 2019.11 A910.2ﾌ
47 文豪聖地さんぽ 一迅社 2016.7 A910.2ﾌ
48 文豪の家 高橋 敏夫 監修 エクスナレッジ 2022.7 A910.2ﾌ
49 大道寺繁禎 和歌集 大道寺 繁禎 著

大道寺繁禎和歌集編集委員会 編集
角弘 1986 A911.1ﾀ



50 セピア色の別れ 原 三千代 著 北の街社 1985.4 A911.1ﾊ
51 三ツ谷平治歌集 三ツ谷 平治 著 東奥日報社 2015.10 A911.1ﾐ
52 句集「八ツ橋」 徳才子 青良 黒艦隊俳句会 2002.5 A911.3ﾄ
53 宮川翠雨句集 宮川 翠雨 著 東奥日報社 2015.11 A911.3ﾐ
54 詩集 まるめろ 高木 恭造 五拾壹番館 1990 A911.5ﾀ
55 寺山修司少女詩集 寺山 修司 著 角川書店 1992.3 A911.5ﾃ
56 青森と昭和モダニズム抄 有戸 英明 著 路上社 2006.12 A912.6ｱ
57 コーヒーと小説 庄野 雄治 編 mille books 2021.11 A913.6ｺ
58 お金本 左右社編集部 編 左右社 2019.10 A914.6ｵ
59 透きとおった人々 北畠 八穂 東京新聞出版局 1980 A914.6ｷ
60 「青森に生きる」 山本 富貴 編 毎日新聞青森支局 1981.8 A914.6ﾔ
61 林檎の樹 ジョン・ゴールズワージー 著 新潮社 1980 B933ｺ
62 ルーズヴェルト・ゲーム 池井戸 潤 著 講談社 2014.3 Bｲｹ
63 雨の日も神様と相撲を 城平 京 著 講談社 2016.1 Bｼﾛ
64 20 CONTACTS 原田 マハ 著 幻冬舎 2021.8 Bﾊﾗ
65 麒麟の翼 東野 圭吾 著 講談社 2014.2 Bﾋｶ
66 風が強く吹いている 三浦 しをん 著 新潮社 2009.7 Bﾐｳ
67 かんたんデザート 白崎 裕子 著 WAVE出版 2014.6 P596.6ｼ
68 まるごとりんごの本 下迫 綾美 著 グラフ社 2009.11 P596.6ｼ
69 0から1をつくる 本橋 麻里 著 講談社 2019.1 S784.9ﾓ
70 全国「武将印」徹底ガイド 小和田 哲男 監修 メイツ

ユニバーサルコンテンツ
2020.10 T291.0ｵ

71 大谷翔平二刀流の軌跡 ジェイ・パリス 著 辰巳出版 2019.3 X783.7ｵ
72 訪ねてみよう戦争を学ぶ

ミュージアム／メモリアル
〈記憶と表現〉研究会 著 岩波書店 2005.6 Y231ﾀ

73 「笑の大学」の創り方 ぴあ 2004.10 Y744
74 十二番目の天使 オグ・マンディーノ 著 求竜堂 2001.4 Y91ﾏﾝ
75 シムソンズ 森谷 雄 著 ポプラ社 2005.12 Y91ﾓﾘ
76 第2図書係補佐 又吉 直樹 著 幻冬舎 2011.11 YBﾏﾀ
77 スタンダップダブル!　[1] 小路 幸也 著 角川春樹事務所 2012.11 ｼﾖ
78 スタンダップダブル!　[2] 小路 幸也 著 角川春樹事務所 2014.3 ｼﾖ2
79 櫓太鼓がきこえる 鈴村 ふみ 著 集英社 2021.2 ｽｽ
80 あと少し、もう少し 瀬尾 まいこ 著 新潮社 2012.10 ｾｵ


