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やまがた「郷土の本200選」 1999-2017

「平成29年度日本書店商業組合連合会読書推進活動」の

一環として、やまがた「郷土の本200選」の冊子（リスト）を作

成しました。もう品切れ・絶版などで流通していない本もありま

すが、20年間の「郷土の本」の移り変わりをお楽しみください。

山形県書店商業組合 20170601



山形県の森川海
出版社：山形大学出版会価格：1000円　出版日：
2017年3月
佛教入門
松尾剛次著の中国語訳本です

出版社：鶴岡淡水魚　夢童の会価格：7,000円　出版
日：　2016年5月
山形県の森川海
おらだ　の　いさん
郷土に生息する淡水魚たち。
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東北のジュリエット
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茨木のり子への恋文
出版社：河北新報出版センター価格：800円　出版日：
2016年2月
東北のジュリエット
シェイクスピアの戯曲の名セリフを東北弁に訳して紹
介。

出版社：「茨木のり子への恋文」刊行事務局価格：
1944円　出版日：　2016年11月
茨木のり子への恋文
母と夫のふるさと山形県庄内地方からみつめる詩人茨
木のり子の新しい詩の世界
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佛教入門
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山形　札所めぐり　出羽・庄内ルートガイド

森のひみつ木々のささやき
出版社：花の蔵価格：1800円　出版日：　2016年11月
つばき散歩　つばき咲く、ふるさと東北を歩く
冬白の東北にただひとつ咲く花、つばき。その奥深さ
に魅せられた植物研究家の、つばき見聞録。

出版社：東北「道の駅」連絡事務局価格：800円　出版
日：　2016年2月
東北「道の駅」スタンプラリー2017　スタンプブック
東北「道の駅」全１５３駅　すべて紹介。 協賛道の駅で
使える割引クーポン９３００円相当付き！

出版社：メイツ出版株式会社価格：1728円　出版日：
2016年10月
山形　札所めぐり　出羽・庄内ルートガイド
御朱印を求めて歩く　最上三十三観音・庄内三十三
観音のルートガイド
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奥の細道を歩く　山形・秋田
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仙人堂の縁結び力
出版社：歴史春秋社価格：1400円　出版日：　2013年
10月
奥の細道を歩く　山形・秋田
俳諧再生の糸口を掴みえた旅！ 芭蕉は不易流行や
三山巡礼の「死と再生」に夢を重ね合わせていく…。

出版社：最上川書房価格：1620円　出版日：　2016年
7月
仙人堂の縁結び力
最上川舟下りガイドを３万回達成した男が最上川の魅
力を語る
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東北「道の駅」スタンプラリー2017　スタン
プブック
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出版社：山形大学出版会価格：1350円　出版日：
2016年3月
森のひみつ木々のささやき
ふつうの人が森へ行く日　ゆるい森歩きはじめません
か
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つばき散歩
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山形学　山形における地域学の成立と展開

出版社：価格：3,132円　出版日：　2016年4月
新・やまがた　山の花
これ一冊で山形の山の花まるわかり
山形新聞に「やまがた　山の花」として連載されたもの
を１冊の本にまとめました！（５６３種掲載）

出版社：公益財団法人　山形県生涯学習文化財団価
格：1500円　出版日：　2014年3月
山形学
山形における地域学の成立と展開
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養正館のひぐらし
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昭和のやまがた　〜ふる里のあの時〜

出版社：書肆犀価格：1,944円　出版日：　2016年5月
養正館のひぐらし
天童藩校養正館に学ぶ少年たちの目線で描いた戊
辰戦争をめぐる野口千明氏渾身の時代小説。

出版社：YBC　山形放送価格：2500円　出版日：
2013年12月 昭和のやまがた　〜ふる里のあの時〜
昭和のやまがた
戦後の昭和は夢と希望にあふれていた　動画でよみ
がえるふる里のあの時
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新・やまがた　山の花

出版社：山形教育用品株式会社価格：1500円　出版
日：　2014年11月 コンタがたいへんだ
カンスケさんとコンタのものがたり
遊佐町箕輪鮭孵化場のカンスケさんとの出会い、思い
出をもとにつくられた絵本です。
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写真アルバム　山形市の昭和
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これでいいのか山形県
出版社：いき出版価格：9990円　出版日：　2015年8月
写真アルバム　山形市の昭和
なつかしきあの日、あの時。　 心に残る思い出が今よ
みがえる。写真が語る山形市の昭和！

出版社：マイクロマガジン社価格：1404円　出版日：
2014年9月
これでいいのか山形県
閉鎖に分断　頑固な山形県民とは！？
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世界が舞台
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コンタがたいへんだ
出版社：山形新聞社価格：1,389円　出版日：　2016年
1月
世界が舞台　世界を感じた　日本が見えた
山形県出身JICAボランティアが生きた言葉で綴る４２
カ国現地レポート！

大学生の規範意識と社会性の発達

出版社：いき出版価格：9990円　出版日：　2014年11
月　写真アルバム　酒田・新庄・最上の昭和
なつかしきあの日、あの時。 心に残る思い出が今よみ
がえる。写真が語る酒田・新庄・最上の昭和！

出版社：山形大学出版会価格：1080円　出版日：
2014年6月
大学生の規範意識と社会性の発達
不祥事が頻発した山形大学で、再発防止のために行
われた原因の調査と分析のまとめ
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写真アルバム　酒田・新庄・最上の昭和
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山形を想う
出版社：いちい書房価格：1050円　出版日：　2014年1
月　横浜から山形に移り住んで著者の目に映った山
形の姿
A５版

災害復興学入門
出版社：山形大学出版会価格：840円　出版日：　2013年9月
巨大災害と向き合う、あなたへ
『災害復興学』という新しい分野を切り開く！　私たちは未曽
有の大災害から何を学ぶべきか。ページをめくるとそこに答え
がある！
サイズ：Ａ５版

藤沢周平の山形
出版社：山形大学出版会価格：800円　出版日：　2010
年2月 鶴岡出身　藤岡周平がいっぱい
庄内弁で書かれている藤岡周平の記録。学生時代を
うかがいしれる一冊
サイズ：Ａ５版
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山形県勢要覧　２６年度版
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山形県　謎解き散歩
出版社：山形県統計協会価格：1000円　出版日：
2014年3月
山形県勢要覧
携帯サイズの中に、各種統計表、解説やグラフがぎっ
しり詰まった「山形のガイドブック」

出版社：株式会社　新人物往来社価格：840円　出版
日：　2012年9月 知れば知るほど「やまがた」が好きに
なる！　最上川、出羽三山、温泉、お祭りから山形の
言葉、銘酒、さくらんぼまで　「山形学」の決定版！サ
イズ：文庫版
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べにちゃんのまるごとやまがた
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出版社：山形市価格：500円　出版日：　2014年6月
べにちゃんのまるごとやまがた
山形書店商業組合一押しの山形市のご紹介本です。
山形の歴史、産業、自然、郷土料理など山形市の全
てが分かりやすく紹介されています
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別冊　旅の手帖　山形
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出版社：交通新聞社価格：905円　出版日：　2014年6
月　別冊　旅の手帖　山形
おいしい食彩王国。効く温泉力。山形大自然漫遊帳。
んめぇ〜もんいっぱい、夏の緑あふれる山形を紹介
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「そば処・山形」うまい店２９５選
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出版社：いちい書房価格：1296円　出版日：　2014年4
月
「そば処・山形」うまい店２９５選
そば処山形のうまい店を完全網羅。豊富な情報と詳細
な絵図で紹介

庄内レストランガイド
出版社：東京図書出版価格：1470円　出版日：　2014年3月
そば、日帰り温泉、清水　そして…山形は旨い！山形はおも
しろい！写真とエッセイで綴る究極の山形ガイドブック 著者の
青木清吾氏は1952年山形県生まれ。1973年山形県鶴岡高
等専門学校卒業後、明治乳業入社。2012年の退職まで活躍
されました。村山市在住。

出版社：株式会社　きんざい価格：1575円　出版日：
2012年11月
食の都　庄内の魅力をアル・ケッチャーノ・オーナー
シェフ奥田政行と食のスペシャリスト藤原浩が紹介
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山形三昧の本
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幕末奥羽の閃火
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山形商人 -江戸期からの系譜-
出版社：書肆犀価格：1470円　出版日：　2013年6月
日本の分岐点・戊辰戦争

出版社：山形新聞社価格：1200円　出版日：　2013年
4月
江戸時代にさかのぼり商家のルーツをひも解く

山形県立酒田工業高等学校　閉校記念誌
「あざみ坂物語」

出版社：山形県統計協会価格：1000円　出版日：
2013年3月
山形の統計を通じて豊かな郷土へ

出版社：山形県立酒田工業高等学校閉校記念事業
実行委員会価格：3500円　出版日：　2012年11月
酒田工業高校50年の栄光あふれる歴史を網羅した記
念誌
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東北から見える日本
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おかずに美味しい　田舎ごはん
出版社：山形大学出版会価格：800円　出版日：　2013
年3月
東北の文学・芸術の風景

出版社：ＰＨＰ研究所価格：1260円　出版日：　2012年
8月
お米を知り尽くした土地の知恵をぎっしり詰まった、究
極にごはんが進む料理！
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山形県勢要覧
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遠い方言、近い方言
出版社：谷地軌道研究会価格：-円　出版日：　2013年
3月
県下初の私鉄誕生　谷地軌道物語

出版社：山形大学出版会価格：1800円　出版日：
2012年3月
山形から、世界まで　山形大学人文学部編
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ぼくらのスマイルエンジン
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平成24年刊　山形県勢要覧
出版社：山形新聞社価格：500円　出版日：　2013年3
月
東日本大震災　学生ボランティアバスの記録

出版社：山形県統計協会価格：1470円　出版日：
2012年3月
携帯サイズの中に、各種統計表、解説やグラフがぎっ
しり詰まった「山形のガイドブック」
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いもこ列車　〜谷地軌道物語〜
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置賜の昭和
出版社：無明舎出版価格：1680円　出版日：　2012年
2月
この震災から何を学び、何を後世に伝えるのか。復興
はいかにして可能なのか　「明日の東北」を見すえる

出版社：いき出版価格：9990円　出版日：　2011年10
月上旬
心に刻んだ記憶の中のふるさとを　６００枚の懐かしい
写真で再現！
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　山形方言かるた　第２弾
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　やまがた野鳥図鑑
出版社：山形放送価格：2000円　出版日：　2011年11
月
山形の方言でつくったもういっこのおもしゃいかるた
大好評につき第２弾発売
読み上げＣＤ１枚　※ランダム再生機能付き

出版社：山形新聞社価格：2300円　出版日：　2011年
2月9日　山形県で観察された340種の野鳥を掲載
いつでも・どこでも楽しめる　バードウオッチング必携
の一冊

41

「東北再生」計画
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村山の昭和
出版社：大風印刷価格：1500円　出版日：　2009年7
月　歴史が息づくみちのくの地。そこには慕情と悲劇
に満ちた物語がありました。

出版社：いき出版価格：9990円　出版日：　2010年10
月28日
なつかしきあの日、あの時。心に残る思いでが今よみ
がえる。写真が語る村山の昭和
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　最上三十三観音
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魅惑の東北ローカル線　南東北編

出版社：駒草出版価格：1365円　出版日：　2011年10
月
車いす女優　萩生田千津子の世界
だから、「明日」をあきらめない！

出版社：山形新聞社価格：1575円　出版日：　2010年
4月30日
地元レールファンが徹底紹介。
エリア全16路線を、乗る。撮る。
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　庄内三十三観音
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魅惑の東北ローカル線　北東北編

出版社：大風印刷価格：1500円　出版日：　2011年5
月
みちのく巡礼　鎮座する観音様と向きあう
静かに疲れた心と身体が癒され極彩色の曼荼羅　天
上界から飛天が降臨

出版社：山形新聞社価格：1575円　出版日：　2010年
月4月30日
地元レールファンが徹底紹介
エリア全18路線を、乗る。撮る。
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私、舞台を降りない！
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おしゃべりな畑
出版社：　鶴岡タイムス価格：1500円　出版日：　2010
年10月10日
直木賞作家・佐藤賢一さん推薦
子どもとおとなの絵本　100冊の魅力

どこかの畑の片すみでPart?出版社：　山形大学出版会価格：
1,429円出版日：　2010年1月21日
やまがたの在来作物は生きた文化財 46品種の作物事典、ス
ペシャリストたちによる座談会、在来作物にしのびよる危機と、
降り注ぎはじめた新しい光もルポ。第2弾は、元気に声をあげ
はじめた在来作物たちでいっぱいです。
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ミラクルガール
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定本 直江兼続
著者：　大塚弓子出版社：　無明舎出版価格：　1,575円出版
日：　2010年2月10日 私は、ガンに負けない!大塚弓子、ただ
いま花の独身、31歳。17歳で環状腺ガン、26歳で再発、30歳
で首に腫瘍が・・・。青春をガンと闘い続けた彼女が選んだ仕
事は「リンパ浮腫セラピスト」。自らガン患者として、リンパ浮腫
の患者たちと向きあい、支えあう日々―。

出版社：　郷土出版社価格：　11,550円出版日：　2010
年1月26日
戦国の世に咲いたナンバー2の美学 郷土が誇る戦国
最強の名脇役・直江兼続!その生涯のすべてをここに
集大成!
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絵本の風
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「かてもの」をずねる
者：　はんつ遠藤出版社：　幹書房価格：　1,050円出
版日：　2010年2月10日 あらゆる角度からラーメンを見
つめて選んだ95軒!!全国のラーメンを知る男フード
ジャーナリストはんつ遠藤×人気ラーメンサイトのウェ
ブマスターsumire!最強タッグ厳選の95軒!!

著者：　高垣順子出版社：　歴史春秋社価格：　4,571
円 （税別）出版日：　2010年1月20日
米澤藩刊行の救荒書
「かて物」・「か手物」そして「かてもの」
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真澄学 第五号
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鶴岡・田川の昭和
出版社：　東北芸術工科大学東北文化研究センター
価格：　2,100円出版日：　2010年1月28日
真澄学 第五号
菅江真澄の事がよくわかる!待望の第五号

出版社：　いき出版価格：　9,514円 （税別）出版日：
2009年12月24日
写真が語る鶴岡・田川の昭和!　懐かしきあの日、あの
時。心に残る思い出が今よみがえる。
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ラーメンマップ宮城・山形・福島
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酒田で生まれた白鳥3兄弟
出版社：山形大学基盤教育院価格：840円　出版日：
2010年1月15日
スタートアップせみなー学習マニュアル

著者：　小林 隆出版社：　歴史春秋社価格：　1,238円
出版日：　2010年1月26日
飛べない白鳥から生まれた白鳥3兄弟物語! 山形県酒
田市で飛べない白鳥から生まれた白鳥3兄弟。その姿
を写真と物語でつづったかわいい成長日記!
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なせば　成る
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忘れがたい山
著者：　芳賀　由也出版社：　最上川書房価格：　850
円出版日：　2009年8月24日

著者：　池田昭二出版社：　無明舎出版価格：　1,575
円出版日：　2009年2月20日　帰ってきたっこれでまた
山に登れる!　1750余回の山行の中から心に残る山、
忘れがたい山を11篇のエッセイ(紀行)に編む!後輩た
ちへのメッセージ!
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山形市の120年

67

ブナの森通信
出版社：　いき出版価格：　9,990円出版日：　2009年7
月27日
山形市の120年が一冊に
懐かしきあの日、あの時。心に残る思い出が今よみが
える。写真が語る山形市のあゆみ!

朝日連邦 山小屋からの報告著者：　西澤信雄出版
社：　無明舎出版価格：　1,680円出版日：　2009年4月
10日　山小屋主人のネイチャーエッセイ集 山の仲間
たちや、狩人たちから驚きや感動をもらいながらブナ
の森での日々を綴る。
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芭蕉と最上川
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古田久子と行く
著者：　徳永健一出版社：　新潟日報事業社価格：
1,575円出版日：　2008年10月31日
愛と義をたずねる
新潟、山形、福島、富山の22コースを歩く

著者：　井上雄次出版社：　無明舎出版価格：　1,680
円出版日：　2009年4月15日
古田久子のメッセージ
山形の料理研究家として、地産地消や食育運動尽力
する女性の生き方を、鮮やかに活写!
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酒の肴 つくってみ〜よ

69

雪割草
新感覚お料理レシピ本著者：　YBCテレビ出版社：　Ｙ
ＢＣテレビ価格：　840円出版日：　2009年4月30日
話題の番組が書籍化
山形の街の料理人が旬の食材を生かし、家庭でも手
軽に作ることができる美味しい酒の肴を紹介!

栽培と花創りの楽しみ著者：　岩淵公一出版社：　新潟日報事
業社価格：　1,600円出版日：　2009年2月11日
雪割草をきれいに咲かせる、自分だけの花をつくる
花に夢を託して新潟から世界へ。栽培先進地・新潟で数多く
の銘花を作り出した育種家・岩淵公一の栽培と育種のノウハウ
を伝える決定版!!
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兼続を歩く
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直江兼続
史跡探訪著者：　花ヶ前盛明出版社：　新潟日報事業社価
格：　1,890円出版日：　2009年5月25日
直江兼続の歴史をひもとき足跡をたどる
愛と義を貫いた知将直江兼続。彼はいかにして秀吉を魅了
し、家康をもうならせた名参謀となったのか。生誕の地越後か
ら歴史が色濃く残る米沢を中心に主な史跡を紹介

義そして愛を貫いた上杉の智将著者：　小野榮出版社：　田
宮印刷株式会社価格：　667円 （税別）出版日：　2008年11月
21日 義そして愛を貫いた上杉の智将
「義と愛」の精神を真髄としすぐれた戦術と外交手腕で多くの
人々を魅了した直江兼続の事がわかる一冊。
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直江兼続
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71

村に生きる
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戊辰戦争出羽戦線記
杉山家のひとびと出版社：　無明舎出版価格：　1,200
円 （税別）出版日：　2008年9月20日
爆笑マンガ100話 都会から田舎へ移住した若夫婦
の、ノホホン、ハチャメチャ、キョーテンドーチの爆笑田
舎暮らしを四コマ・マンガ100話でつづる。

著者：　神宮滋出版社：　無明舎出版価格：　2,100円出版日：
2008年6月20日 澤為量・奥羽鎮撫副総督の征討記録から近
代日本誕生の最大の陣痛といってもいい戊辰戦争。その出
羽戦線の先頭に立った志高き異風の公卿・澤為量―。澤によ
る奥羽征討記を解読、その人物像にまでせまり、史実に沿っ
て検証した歴史読本!

村山ふるさと大百科
著者：　全国登山口調査会出版社：　無明舎出版価格：
2,500円 （税別）出版日：　2008年11月10日 東北518ヶ所、登
山口だけの情報ガイド、ついに登場! 登山者なら誰でも知っ
ている有名な山岳地はもとより、その近辺にある湿原、湖沼、
滝の入り口までを網羅した、ユニークなガイドブック!

出版社：　郷土出版社価格：　9,975円出版日：　2008
年5月24日
村山の魅力を総結集!
自然・歴史・民俗・文化から交通・産業まで村山のす
べてがわかる、初のふるさと百科!
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山形のうまいもの
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未来の光となれ
出版社：　おいしい山形推進機構価格：　500円出版
日：　2008年7月28日
たっぷりの自然と人情がつくりあげた山形のうまいもの
山形のうまいものがたくさん載っています。山形はこん
なにうまいものがあるんです!

著者：　伊藤かおり出版社：　みちのく書房価格：　1,200円出
版日：　2008年2月17日 武士道の「志に生きる!」
荒廃した現代社会のなかで美しく咲き誇る一輪の白百合。全
国最年少議員「伊藤かおり」の奮闘記。全国の若手議員、必
読の書!
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東北登山口情報500
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月山
著者：　大塚浩介出版社：　阿古耶書房価格：　1,500
円出版日：　2008年7月3日
高等女学校が廃止されてから60年。女性の憧れの学
校であった県内各高等女学校の、創設以来の歴史と
女学生の学校生活を詳細に描く。

短歌と随想集著者：　鴨田希六価格：　2,940円出版日：
2007年10月1日 自然と人間を愛するものの人生賛歌
美しいふるさとの自然が、あすを担う若人への期待が、摂理と
して避けられぬ死生が、秀逸の短歌とともに語られ、生きる勇
気を与えてくれる。
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日本酒ことば入門
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六十里越街道
著者：　篠田次郎出版社：　無明社出版価格：　1,785円出版
日：　2008年7月10日 あなたは、いくつ知ってますか?雑学小
百科 全国の多くの酒蔵設計を手がけ、30年以上にわたり「幻
の日本酒を飲む会」を主宰する著者が、酒造り関係者への私
塾用テキストを一冊に編む!

著者：　伊藤孝博出版社：　無明舎出版価格：　1,680円出版
日：　2008年3月30日 山形城下から月山中腹を超え、鶴岡城
下へ至る内陸と海岸を結ぶ信仰の道。出羽三山(月山・湯殿
山・羽黒山)への参詣道として、歴史と文化の香りが匂いたつ
古の道を、鮮やかなカラー写真と平易な文章でガイドする歴
史読本の決定版!
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山形県高等学校女学校史
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やまがた地名伝説 第四巻
新潟県人物小伝著者：　花ヶ前盛明出版社：　新潟日
報事業社価格：　1,050円出版日：　2008年4月1日
「愛」の知将 直江兼続
直江兼続の全てが分かる一冊

著者：　山形新聞社出版社：　山形新聞社価格：　1,333円
（税別）出版日：　2007年5月18日山形の地名。不思議発見。
自然界はもとより、国府や城、戦場跡、神仏信仰にちなむもの
など多彩な地名の語源。このほか、じんめいにかかわるものも
多く、その数は限りなく点在している。また、地名は大地に刻
まれた庶民史の古文書ということもできる。

82

どこかの畑の片すみで

87

最後の狩人たち
著者：　山形在来作物研究会編出版社：　山形大学出
版会価格：　1,500円出版日：　2007年8月20日
根ほり葉ほり探してみました。
生まれも育ちも山形の野菜たちは、元気でたくましく、
そして美味しい!

著者：　長田雅彦出版社：　無明舎出版価格：　1,800円 （税
別）出版日：　2007年3月20日 狩りはあそびじゃねぇ! 日本列
島唯一の狩猟民族マタギと、地域でただ一人になってしまっ
た鷹匠、徹底した自然保護思想に貫かれ、祈りとタブーで己
を律する狩人たちの知恵と行動に、若き新聞記者が同行密着
取材!
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直江兼続
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サーベイ 山形
出版社：　郷土出版社価格：　9,975円出版日：　2007
年8月9日
置賜の魅力を総結集！
自然・歴史・民俗・文化から交通・産業まで置賜の全て
がわかる、初のふるさと百科！

著者：　やまがた観光サーベイ委員会監修出版社：
昭文社価格：　1,524円 （税別）出版日：　2007年4月1
日
ぜーんぶクチコミ
２０５６６件の声から生まれたガイドブック！
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南部曲がり家読本
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山色清浄
著者：　瀬川修出版社：　無明舎出版価格：　1,500円 （税別）
出版日：　2007年7月10日
大人の遠足に出かけませんか!絶滅にひんする萱葺き民家
が、見直されている。文化財としての価値ばかるでなく、レスト
ランや民宿として活用され、注目をあびている。南部曲がり家
で全国に名を馳せる岩手の萱葺き民家30軒を徹底ガイド。

ふるさとの自然著者：　錦 三郎出版社：　みちのく書房
価格：　2,858円 （税別）出版日：　2007年5月8日
「もう一人の賢人」と評された著者(錦三郎)が山形新聞
<ふるさとの自然>に27年にわたって寄稿した全202編
を掲載年月日に収載したエッセイ集
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決定版　置賜ふるさと大百科
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山形の桜
著者：　日野 東+葛西英明出版社：　無明舎出版価格：
1,800円 （税別）出版日：　2007年6月30日東北六県に生育す
る二六二本の名木・古木を徹底取材!幹周なのど計測データ
をはじめ、各種ガイダンスとしての機能も充実。迫力あるカ
ラー写真と平易な文章で、あなたの巨樹の旅をサポートしま
す。

著者：　写真・文 小林 隆出版社：　歴史春秋社価格：
2,000円 （税別）出版日：　2007年2月28日
山形県内の桜満載の写真集
山形県内の各市町村にある桜の名所などを写真に収
めた桜ファン待望の一冊
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東北の巨樹・巨木
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91

温泉大好き!?

96

やまがた地名伝説 第三巻
家族で行く温泉150選 (新潟・山形・福島・群馬・長野・
富山・石川)出版社：　新潟日報事業社価格：　1,000
円出版日：　2006年11月22日
三世代で行くオススメの温泉が本になりました!
温泉宿&日帰り温泉情報満載!

出版社：　山形新聞社価格：　1,333円出版日：　2006年4月1
日 山形の地名。不思議発見。第三巻 自然界はもとより、国府
や城、戦場跡、神仏信仰にちなむ物など多彩な語源。このほ
か、人名にかかわるものも多く、その数は限りなく点在してい
る。また、地名は大地に刻まれた庶民史の古文書ということも
できる。県内35市町村の主な地名の源を探る。

出会いこそ私の財産
著者：　真澄学編集委員会 編出版社：　東北芸術工
科大学東北文化研究センター価格：　2,100円出版
日：　2006年11月10日
菅江真澄の魅力は何か
菅江真澄の事がよくわかる! 待望の第三号!!

著者：　松浦安雄価格：　1,429円出版日：　2006年6月
1日　最初の出会いは母であり家族である　永遠の家
庭は和合と教育である主人の支えは家族である主人
は家族を守る義務があるその風には妻の力が必ずあ
る
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「森林文化都市」をめざして

98

続・山形のお寺
鶴岡致道大学十年の歩み著者：　鶴岡総合研究所出版社：
無明舎価格：　2,100円出版日：　2006年10月30日
「森林文化都市」の創造 地域独自の文化の源泉を「森の文
化」に求め、日本を代表する学者、文化人、著名人を招き、共
に学び、考えた市民大学(鶴岡致道大学)の講義録を編む!

出版社：　大風印刷価格：　1,524円出版日：　2006年7
月30日 悠久の歴史と、発展する世界私たちの心の古
里を振り返る。寒河江市、村山市、天童市、東根市、
尾花沢市、大石田町、河北町、西川町、朝日町、大江
町、１０市町の歴史と伝統を誇る２３９寺要覧
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真澄学 第三号
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復刻・解体新書と小田野直武
港のある町今昔著者：　水戸部浩子出版社：　みちのく書房価
格：　1,890円出版日：　2006年8月1日 海、港、人、水戸部浩
子が日和山と語り歩いたストーリー 現代人が考える以上に、
日和山の存在意義は大きかったのではなかろうか・・・。船の
災難との関係、町の盛衰のいきさつ、山を切り口に関係資料
をたどるだけで、時代がみえてきそう。

出版社：　無明舎出版社価格：　3,800円出版日：　2006年8月
1日
江戸中期、西洋医学の夜明けをもたらした杉田玄白ら訳『解
体新書』の下絵を全縮刷復刻。併せて図を描いた秋田藩士・
小田野直武の謎に満ちた生涯を解読する。
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決定版 庄内ふるさと大百科

100

東北ベースボール賛歌
出版社：　郷土出版社価格：　9,500円出版日：　2006
年8月11日
庄内の魅力を総結集！
自然・歴史・民俗・文化から交通・産業まで庄内の全て
がわかる、初のふるさと百科！

出版社：　歴史春秋社価格：　1,800円出版日：　2006
年7月20日在庫：　在庫僅少
今年もまた熱い夏がはじまる!
読売新聞にて好評連載されたものが今、一冊に。
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日和山物語
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東講商人鑑
その視点と手法著者：　大川健嗣出版社：　河北新報出版セ
ンター価格：　1,524円出版日：　2006年4月27日 地域づくりに
成功しているところはすぐれたリーダーに恵まれている。いま
日本の各地で地域の魅力を高めてその活性化を図ろうという
「地域づくり運動」が展開中である。その具体的な目標や理
念、それを実現するための方法や手段も地域によってまちま
ちである。

著者：　大城屋良助出版社：　無明舎出版価格：
2,800円出版日：　2006年2月28日
山形県上山温泉にある、旅館「長谷屋」そこに江戸時
代のガイドブックとも言える「東講商人鑑」。解説付きで
現代によみがえる。
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おらほの山菜
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出羽百観音
著者：　芳賀長悦 芳賀和代出版社：　山形デザインエイジェ
ンシー価格：　1,800円出版日：　2006年4月20日在庫：　やま
がた山菜本の決定版!!
山を愛し、川を愛する男と山の美しさのとりこになった女自然
を愛する二人が本を出すことに・・・愛情のこもった山菜本で
す

著者：　後藤 博出版社：　みちのく書房価格：　1,715円出版
日：　2005年12月20日 山形県内観音巡りの決定版！好評を
博した巡礼ガイド「出羽百観音」を、改訂版として新に刊行！
最新データ、最新地図、新たな写真を盛り込んだ、霊場巡り
必携の決定版！自分と向き合うこころの旅へ、いざ！
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地域づくり論
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創ります！郷土の味
著者：　日野東 葛西英明出版社：　無明舎出版価格：
1,200円出版日：　2006年6月1日 福島・山形両県にま
たがり、東と西では山容も趣も異にし、大小の湿原に
多くの湿生植物が生育する、火山郡の花と山をガイ
ド。

著者：　吉田久子出版社：　みちのく書房価格：　1,715円出版
日：　2005年11月10日 郷土料理の新しいカタチ。山形をまる
ごと召し上がれ。ＮＨＫ山形放送局・地域情報番組『やまがた
ナビゲーション』の人気コーナー『創ります！郷土の味』で紹
介されたレシピが１冊の本になりました。山形県の食旬素材を
使い、地産地消と食育にスポットをあてた新しい郷土料理。

104

東北文芸のフォークロア

109

真澄学 第二号
著者：　居駒永幸出版社：　みちのく書房価格：　8,500円出版
日：　2006年5月3日 山形に息づく伝承文芸のダイナミズム い
ろり端の昔話、懐かしい民謡、家々をまわる田植踊・獅子
踊・・・。西行や順徳上皇の伝説、葉山派里修験のコスモロ
ジー。東北の伝承文芸成立のダイナミズムを解明する意欲的
研究の集大成。

著者：　赤坂憲雄出版社：　東北芸術工科大学東北文
化研究センター価格：　2,000円出版日：　2005年11月
10日
真澄の観察と記録、実感実証の学
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フラワートレッキング 吾妻連峰
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やまがた村山学 VOI.１
出版社：　無明舎出版価格：　900円出版日：　2006年
5月10日
「どぶろく」酒の文化、情熱をこの一冊に

著者：　村山学編集室出版社：　東北芸術工科大学文
化研究センター価格：　1,429円出版日：　2005年10月
12日
特集?実験移住学 特集?詩的な場所
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どぶろく王国
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111

東南村山今昔写真帖

116

「道の駅」とうほくガイド
版社：　郷土出版社価格：　11,000円出版日：　2005年11月3
日　いつまでも残しておきたい、懐かしのあの街、あの風
景・・・東南村山地方の昔と今との「変貌する風景、交通の移り
変わり、思い出の風景、懐かしの学び舎」昔懐かしい風景を
存分に掲載し、今と昔の歴史の移り変わりを存分に楽しませ
てくれる。

出版社：　無明舎出版価格：　1,200円出版日：　2005
年7月10日　全１１５駅網羅！１１５駅全体験取材！最
新データによる完全版!!この一冊で東北にある道の駅
の全てが分かってしまう。

六十里越街道にかかわる歴史と文化

出版社：　郷土出版社価格：　11,000円出版日：　2005年10月
11日　いつまでも残しておきたい、懐かしのあの街、あの風
景・・・　西・北村山地方の昔と今との「変貌する風景、交通の
移り変わり、思い出の風景、懐かしの学び舎」昔懐かしい風景
を存分に掲載し、今と昔の歴史の移り変わりを存分に楽しませ
てくれる。

山形県歴史の道著者：　六十里越街道文化研究会出
版社：　みちのく書房価格：　1,429円出版日：　2005年
3月1日
庄内村山往還道 出羽三山・湯殿山参詣道
遥か昔人が踏みしめた浪漫薫古道を歩く

113

ここだかなしき

118

ちょっとそこまで
著者：　錦啓出版社：　みちのく書房価格：　1,700円出
版日：　2005年9月30日　高校の校長であった著者が
若人に贈る言葉の花束・・・・。「言葉」はいのちであり、
「言葉」によって教育は成り立つ、という信念から生ま
れた、いのちかがやくエッセイの数々・・・。

出版社：　山形新聞社価格：　300円出版日：　2005年
6月1日　山形県内の夏をあつめてみました。山形新聞
夕刊に毎週火曜日好評連載している「ちょっとそこま
で」その中から山形の夏にふさわしい物だけを厳選こ
の一冊で山形の夏の素晴らしさを知る事ができる。

112

西・北村山今昔写真帖

117

コンコン神社の銀のかぎ
出版社：　郷土出版社価格：　11,000円出版日：　2005年10月
5日　いつまでも残しておきたい、懐かしのあの街、あの風
景・・・最上地方の昔と今との「変貌する風景、交通の移り変わ
り、思い出の風景、懐かしの学び舎」昔懐かしい風景を存分
に掲載し、今と昔の歴史の移り変わりを存分に楽しませてくれ
る。

きつねの森シリーズ?著者：　きくちえつろう/いたがき
きよえ出版社：　小学館スクウェア価格：　1,429円出版
日：　2005年5月20日

115

やまがた昭和雄民伝

120

きつねの森
著者：　井上雄次出版社：　無明舎出版価格：　1,500
円出版日：　2005年10月31日
赤貧の中で職人の魂を守り続けた石加工の生涯。噴
出する民衆のエネルギーのルーツと発展史を解明す
る「奴」。民衆文化への視座から編まれた二本の労
作。

きつねの森シリーズ?著者：　きくちえつろう/いたがき
きよえ価格：　1,500円出版日：　2003年11月1日

114

最上今昔写真帖

119



庄内転封一揆乃解剖
著者：　島田真紀子出版社：　無明舎出版価格：
1,600円出版日：　2005年4月20日
２７歳の女性が挑んだ、涙と笑いの地方出版社ＩＳＯ
14001取得奮戦記！！

著者：　高島真出版社：　鶴岡書店価格：　1,619円出
版日：　2004年12月20日
庄内転封阻止は、本間家のシナリオで演出された一
揆!

122

東北ローカル線の旅

127

天分楽校 増刊号
著者：　大穂耕一郎出版社：　無明舎出版価格：
1,600円出版日：　2005年4月20日
東北６県３９のローカル鉄道を乗り継ぐ。人情と詩情を
楽しみながら、のんびり、ゆっくり電車の旅を楽しむ為
の紀行＆ガイド。

出版社：　みちのく書房価格：　477円出版日：　2004
年12月1日
ハロー！天分・十人十色のライフパタンいるいる生き
型大図鑑

121

小雪の「ISO取得」うるうる日記

126

青い３セント切手
著者：　山形県グリーン・ツーリズム推進協議会出版
社：　みちのく書房価格：　953円出版日：　2005年3月
1日
豊かな自然と、新鮮で美味な食材・・・。山形は「水」と
「緑」の体験であふれている。素朴で美しい、山形の
「スローな生活」を知ろう、楽しもう、味わおう！！

著者：　朝之内庶O出版社：　オフィスJ価格：　840円
出版日：　2004年8月15日
親と子、それぞれの立場をあなたはどうみますか？

124

義経と最上川

129

シベリア出兵従軍記
著者：　芳賀由也出版社：　最上川書房価格：　600円
出版日：　2005年3月13日在庫：　在庫無し
28年間、船上から最上川の魅力を語り続けてきた船頭
作家の書き下ろし小説。

著者：　高島米吉 高島真出版社：　無明舎出版価格：
1,800円出版日：　2004年11月10日
「日刊山形」の若き従軍記者・米吉が書き送った記事
や手記・スケッチを、息子の真が整理・編集。「シベリ
ア出兵」に新たな光をあて、掘り起こした貴重な戦争
の記録

123

やまがた グリーン・ツーリズムガイド
ブック

128

真澄学 第一号
たぬき和尚のひとりごと著者：　佐々木詰彦出版社：
鶴岡書店価格：　1,200円出版日：　2005年1月31日
山寺寳藏寺の寺報いわば和尚の独り言を凝縮した一
冊

著者：　赤坂憲雄出版社：　東北芸術工科大学価格：
2,000円出版日：　2004年11月10日125

つばきね

130



131

山形が龍馬を越えた日

136

東北の漬け物紀行
著者：　柿崎喜世樹出版社：　みちのく書房価格：
1,200円出版日：　2004年5月1日
山形県での疑問を県民に問いかけ、歴史をふり返っ
ている一冊

著者：　林みかん出版社：　無明舎出版価格：　1,680
円出版日：　2004年8月10日
故郷の畑がうんだ、母の伝える素朴な味。東北の代表
的漬け物を訪ねて、伝統野菜がよもがえる食紀行。

現在感と重量
出版社：　無明舎出版価格：　1,680円出版日：　2004
年9月20日
好評の「山形の公共温泉」に続く民間温泉を総力取
材！東北でもっとも人気の高い山形の温泉がこれ一
冊でOK！

著者：　水戸部浩子出版社：　みちのく書房価格：
1,000円出版日：　2004年6月30日　ある年の夏、初め
て新田さんにおめにかかった。新田さんは、うわさにた
がわず無口で頑固そうな、庄内の男だった。しかし、
一目でものを見通す眼光の気迫は、並ではなかった。

133

山形の公共温泉

138

全国お郷ことば・憲法9条
出版社：　無明舎出版価格：　1,680円出版日：　2004
年9月10日
全市町村７２ヵ所最新リニューアル版

著者：　坂井泉出版社：　合同出版価格：　1,400円出
版日：　2004年6月3日
憲法9条の心、豊かな平和な理念をお郷ことばでこど
もたちに！

132

日帰りガイド山形の温泉

137

東北の渓流・鮎ガイドＭＡＰ
著者：　赤坂憲雄出版社：　小学館価格：　1,800円出
版日：　2004年7月20日
山形県の自然や文化など多彩な情報が満載の一冊。

出版社：　山形新聞社価格：　1,365円出版日：　2004
年4月27日
東北６県の渓流・鮎釣りの人気ポイントをガイドした一
冊。

135

学校に戦争がやってきた

140

山形県史　第七巻現代編下（通史編）

著者：　佐藤光康出版社：　無明舎出版価格：　1,995
円出版日：　2004年8月15日
敗戦前の一年間、証明で裏付けながら克明に戦争の
足音をドキュメント！

出版社：　大場印刷価格：　6,300円出版日：　2004年3
月25日
山形県の歴史の扉が今開かれてゆく。２１世紀を迎
え、新たな歴のキーワードがここにある・・・。

134

北の旅学やまがた

139



山形に生きる
著者：　日野東、葛西英明出版社：　無明舎出版価
格：　1,200円出版日：　2004年3月25日
宮城と山形にまたがる重力感あふれる蔵王連峰。
緑豊かな森林、潤いに満ちた湿原、荒涼とした砂礫な
どの変化に富む山の花と登山ガイド。

ふるさと発ドキュメント著者：　松浦正登出版社：　みち
のく書房価格：　1,239円出版日：　2003年10月4日
全国放送のドキュメンタリーに、山形から発信を続けて
いる松浦正登さん。この本は、様々なテーマに真摯に
取り組んできたディレクターとしての軌跡が克明に綴ら
れている。

142

子守学級から農繁託児所へ

147

やまがた教育感動の記
著者：　松田澄子出版社：　みちのく書房価格：　3,000
円出版日：　2003年12月28日
子守学級から託児所への発展の秘話。

創立五十周年記念著者：　山形県教育公務員弘済会
出版社：　大風印刷価格：　1,800円出版日：　2003年9
月18日在庫：　在庫無し（絶版）
忘れられない師がいる、忘れられない子らがいる、忘
れられない想いがある。

141

フラワートレッキング蔵王連峰

146

保存版 置賜今昔写真帖
伝統に生きる民族芸能著者：　横山芳明出版社：　み
ちのく書房価格：　3,334円出版日：　2004年2月21日
維持発展に努力を惜しまず、人生節目の時に、写真
集『続・山形の祭り』を発行されたこと、満腔の賛辞を
贈りたい。

いつまでも残しておきたい、懐かしいあの街、あの風
景・・・・・・出版社：　郷土出版社価格：　11,000円出版
日：　2003年8月20日　思い出の扉ひらく秘蔵の150景
を鮮やかに再現。ふるさとの20世紀の移り変わりが、
年代をへだてた対比写真で一目瞭然に！

144

玉川温泉ガン闘病日記

149

鳥海山に咲く植物
著者：　ふじみとむ。出版社：　無明舎価格：　1,600円
出版日：　2003年12月15日
余命3ヵ月！僕はあきらめない！希望の光を「玉川」に
求めて、前向きでユーモラス、そして不屈の、多くの
人々に勇気をあたえる渾身の闘病記！

著者：　芝田肇出版社：　芝田肇価格：　1,500円出版
日：　2003年8月9日
鳥海山に訪ねて登山される方の一助になり、鳥海山
の豊かな植物との楽しい出会いとなれば・・・。

143

続・山形の祭り

148

とうほく妖怪図鑑
者：　山形県医療社会事業協会出版社：　みちのく書
房価格：　2,000円出版日：　2003年8月1日

著者：　山口敏太郎出版社：　無明舎出版価格：
1,600円出版日：　2003年7月30日
東北各地にねむる58の魔界を、平易な文章とリアルな
イラス、資料写真で再現する道奥妖怪伝説。

145

医療と福祉の手引

150



151

郷土食とうほく読本

156

新道の駅オールカラー版とうほくガイド

温故知食著者：　読売新聞東京本社地方部出版社：
無明舎出版価格：　1,700円出版日：　2003年7月15日
風土に根づく伝統料理、脈々と受け継がれる保存食、
土地の素材を生かしたハレの食事・・・・・・新聞記者た
ちのイチオシ食紀行！

著者：　無明舎出版編出版社：　無明舎出版価格：
1,200円出版日：　2003年4月20日
2003年対応オールカラー版104駅、全体験取材ガイド

田舎暮らしご馳走帖
いつまでも残しておきたい、懐かしいあの街、あの風
景・・・・・・著者：　『鶴岡・田川今昔写真・拱埆鍵儖・駟・/td>
出版社：　郷土出版社価格：　11,000円出版日：　2003年7月
11日　思い出の扉をひらく秘蔵の130景を鮮やかに再現。ふ
るさとの20世紀の移り変わりが、年代をへだてて対比写真で
一目瞭然に！

あおいの「村と農」大食い日記著者：　杉山あおい＆
杉山彰出版社：　無明舎出版価格：　1,700円出版日：
2003年2月10日　都会から雪国に引っ越したのはいい
けれど、実はケーキとコーヒーが大好物。何もない田
舎なら、もうヤケで、喰い飲みするしかない！

153

やまがた地名伝説 第二巻

158

こまったあなたにこの一冊 これで安心あな
たの弁護士

山形の地名。不思議発見。著者：　山形新聞社編出版社：
山形新聞社価格：　1,334円出版日：　2003年6月24日　自然
界はもとより、国府や城、戦場跡、神仏信仰にちなむものなど
多彩地名の語源。このほか、人名にかかわるものも多く、その
数は限りなく点在している。また、地名は大地に刻まれた庶民
史の古文書ということもできる。

くらしの身近なトラブル解決します著者：　山形県弁護
士会出版社：　山形新聞社価格：　1,238円出版日：
2003年1月20日　山形の弁護士がQ＆A形式でわかり
やすくあなたのトラブルにお答えします。弁護士・弁護
士会の仕事の説明、山形県内の弁護士の紹介

152

保存版 鶴岡・田川今昔写真帖

157

風が吹いたら・・・
厳選２８湯、全体験紀行！著者：　永井登志樹出版社：　無明
舎出版価格：　1,700円出版日：　2003年6月10日　10年の歳
月をかけ訪れた幾多の湯治宿から、接客、料理、清潔度はも
とより、著者の琴線に触れた２８湯を、その地域の歴史・民俗・
自然までをつつみこんで丁寧にルポする。

風が吹いたら・・・あなたはどうする？著者：　伊藤啓子出版
社：　みちのく書房価格：　762円出版日：　2003年1月18日
何かしたいと思っていた著者の中で風が吹いたその時、直面
した親の介護。葛藤の中で著者が選択したのは、両立という
道だった。本書は、詩の創作をしながら弁護していく中で感じ
たことや考えたこと、身近で起こった出来事についてなどを
綴った

155

やまがた地名伝説 第一巻

160

自由民権の先駆者 森藤右衛門
山形の地名。不思議発見。著者：　山形新聞社編出版社：
山形新聞社価格：　1,333円出版日：　2003年5月14日　自然
界はもとより、国府や城、戦場跡、神仏信仰にちなむものなど
多彩地名の語源。このほか、人名にかかわるものも多く、その
数は限りなく点在している。また、地名は大地に刻まれた庶民
史の古文書ということもできる。

ワッパ騒動の指導者森藤右衛門は福沢諭吉・板垣退助と共
に代蕪I民権家として全国から高く評価され、植木枝著者：
佐藤治助出版社：　鶴岡書店価格：　1,429円出版日：　2002
年12月20日　庄内の明治初期における森藤右衛門の功績
が、今日正当に評価されていない。ほんとうの民主主義が根
付いていない現れと言っても過言ではない。

154

東北の湯治場湯めぐりの旅

159



やまがた昭和建民伝
著者：　荒井進著価格：　1,238円出版日：　2002年12
月1日
山形出身、婦人教育の先達者詩の少女「てい」と北原
白秋夫・外村繁小説「東北」

著者：　井上雄仁出版社：　無明舎出版価格：　1,500
円出版日：　2002年3月30日
身近な庶民の声を丁寧に聞き取り、昭和の光と影を炙
りだした「普通の人々」の評伝！

162

東北お祭り紀行

167

森のくにやまがた
著者：　重森洋志出版社：　無明舎出版価格：　1,600
円出版日：　2002年10月30日
厳しい自然、歴史への悲嘆・・・・・。神への祈りが作り
出した異彩を放つ東北の六盾フバラエティに富んだ
祭りをガイド。

出版社：　みちのく書房価格：　780円出版日：　2002
年3月20日
感じていますか 森のあるしあわせ

161

児童詩人・初の文部省婦人教育課長 金子
ていの生涯を綴る

166

図説 最上の歴史
著者：　野村裕三出版社：　無明舎出版価格：　1,600
円出版日：　2002年10月30日
個性的な魚が水揚げされ、野趣に富んだ伝統料理が
受け継がれる、三陸や日本海の漁と浜料理を訪れる
ルポ。

わかるわかるふるさとの歴史著者：　大友義助監修出版社：
郷土出版社価格：　10,476円出版日：　2002年3月6日　新庄
市・最上郡(金山町・最上町・舟形町・真室川町・大蔵村・鮭川
村・戸沢村)あっと驚くエピソード、図版400点を満載! 最上地
方の歴史を解き明かす110のキーワードを1話1項目の読みき
りで!未来を拓く子どもたちへ伝えたい、わがふるさとの歴史!

164

飛島ゆらゆら一人旅

169

「平田牧場」続おふう日記 波瀾万丈

新聞記者が気の向くままに綴った島の歴史・自然・民
俗見聞録。著者：　古関良行出版社：　無明舎出版価
格：　1,400円出版日：　2002年9月15日
空まで深呼吸。海風で頬膨らませ、いざコンビニのな
い島へ

著者：　新田冨美子出版社：　みちのく書房価格：
1,429円出版日：　2001年1月1日

163

東北さかな紀行

168

月山ダム物語（下） ダムは思想する

著者：　釣り東北社 監修出版社：　山形新聞社価格：
1,300円出版日：　2002年6月25日在
ポイント＆仕掛け データ満載

著者：　水戸部浩子出版社：　みちのく書房価格：　3,000円出
版日：　2001年10月14日　一つのダムが造られる諸N二諸Nと
いう長い年月の間に、どんな人々がどのような働きをし、どのよ
うに悩み、また喜びを分かち合うか、ということをこの著者から
ぼくはしみじみと知ることができた。ダムで沈む土地に先祖
代々住んできた住民、行政にたずさわる人たち

165

みちのく海釣りガイド

170



171

新ふるさと旋回

176

みちのく山形の植物入門
我が家を探す、楽しみもある。「新ふるさと旋回」、20年ぶりの
刊行です。出版社：　山形新聞社価格：　7,143円出版日：
2001年10月1日　いつもは見ることの出来ない、「空からの山
形」をあなたのお手元に。頁を開くごとに、すべての市町村の
パノラマが、およそ新聞片面のワイドサイズで広がります。

著者：　石栗正人編価格：　2,381円出版日：　2001年5
月1日
山形の代蕪I植物500種一挙、平易解説。堂々発刊！
地元植物研究家石栗正人力筆の植物愛好家、学習
者必携書。

やまがたの山50
著者：　福島キヤノン会編出版社：　無明舎出版価格：
1,600円出版日：　2001年9月20日
無人小屋を利用すれば山旅は数倍楽しくなる。東北
を代浮キる50座の山旅と山小屋ガイド。

さあ、やまがたの山に出かけよう。著者：　坂本俊亮・
みちのく書房編出版社：　みちのく書房価格：　1,800
円出版日：　2001年5月25日　ハイキング気分で気軽
に楽しめる低山から2.000ｍ級の連峰まで、山形の名
山50山のコースを、カラー概念図付きでわかりやすく
紹介。

173

河川交通の原点 最上川小鵜飼船と船頭衆
の生活

178

改訂版山形ラーメン図鑑100
著者：　柴田謙吾著出版社：　大風印刷出版局価格：
2,381円出版日：　2001年8月29日
最上川の水運をつぶさに知ることが出来るこの一冊

そば処山形にこんなにあった名物ラーメンの店。著者：　『山
形ラーメン図鑑100』編集部編出版社：　みちのく書房価格：
1,300円出版日：　2001年4月1日　本家本元オリジナル、山形
ラーメン100件総めぐり。人気の「冷たいラーメン」ほか冷たい
麺も大特集。食べ歩きガイドの決定版(チェック封tき)。

172

東北の山小屋

177

東北の温泉紀行湯治においで
著者：　土門尚三監修出版社：　鳥海国定公園観光開
発協議会価格：　1,000円出版日：　2001年8月10日

湯トリップみちのく著者：　河北新報社事業局出版所
出版社：　河北新報社価格：　1,700円出版日：　2001
年3月22日
浴効自慢 名物宿が勢ぞろい 決定版東北の温泉ガイ
ドブック

175

東北おもしろ博物館

180

やまがた遊びの王国
山形県南アウトドアガイド

著者：　加藤貞仁出版社：　無明舎出版価格：　1,600
円出版日：　2001年6月10日
だれもが驚く奇想天外な人・物・資料等のユニークな
博物館32館を訪ね歩くひと味違ったミュージアムガイ
ド。

花と森と水の西置賜へ出かけよう著者：　西置賜地域
広域交流促進協議会監修出版社：　みちのく書房価
格：　780円出版日：　2001年3月10日
キャンプ、渓流釣り、トレッキング、パラグライダー、陶
芸などなど、山、川、里が舞台のおもしろ旅ガイド

174

日本百名山 鳥海山で会える花

179



図説 庄内の歴史
山形県朝日・小国林道阻止の記憶著者：　原敬一出
版社：　無明舎出版価格：　1,800円出版日：　2001年2
月10日
「まつろわぬ民」のマ末裔たちが荒ぶる神となって守っ
たブナの森の全記録

わかるわかる ふるさとの歴史著者：　前田光彦監修出版社：
郷土出版社価格：　10,476円出版日：　2000年12月20日　鶴
岡市・東田川郡・西田川郡・酒田市・飽海郡 あっと驚くエピメ
[ド、図版400点を満載！庄内地方の歴史を解き明かす114の
キーワ−ドを1話1項目の読み切りで！未来を拓く子どもたちへ
伝えたい、わがふるさとの歴史！

182

温泉ドクターがすすめる やまがた温泉入門
正しい入浴法と山形湯めぐりガイド

187

鹽谷宕陰「山形従役詩」を読む
山形県書店商業組合推薦図書 新スタイルの温泉ガイド！温
泉ドクターが正しい入浴法・治療法を教えます。著者：　荒井
富 片桐進出版社：　みちのく書房価格：　1,300円出版日：
2001年1月1日　温泉治療法のスペシャリストが正しい入浴方
法、泉質の違いなど温泉治療の初級から上級篇までをわかり
やすく解説。また肘折の湯治体験や露天風呂体験、山形の
入浴施設66ガイドなど内容盛りだくさん！

詩から浮かび上がる江戸時代末期の山形著者：　伊藤行生
出版社：　みちのく書房価格：　1,900円出版日：　2000年11月
9日　江戸時代後期の儒者・塩谷宕陰（1809〜1867）。彼が山
形藩主・水野忠精の補導役として山形に滞在した約10ヶ月の
間に記した『山形従役詩』を、饒舌スタイルの文章でエッセイ
風に語句釈。

181

ブナの森に大規模林道はいらない

186

庄内淡水魚探訪記
著者：　無明舎出版編出版社：　無明舎出版価格：
1,905円出版日：　2001年1月30日
永い年月をかけて川が育んだ山形県赤川流域の豊か
な文化。自然や祖先から伝承された祭り、行事、芸煤
A信仰、風俗を克明に記録した民俗誌。

魚と川と夢と著者：　岡部夏雄出版社：　無明舎出版
価格：　1,905円出版日：　2000年10月21日
赤川水域に生息する魚たちを三諸Nにわたって観察、
調査してきた著者が、美しいカラー写真と平易な文章
で編んだ「魚と川と夢」の集大成。カラー版。

184

和尚のしごと

189

庄内のきのこ
長男のための葬儀読本著者：　佐々木?彦出版社：
鶴岡書店価格：　2,000円出版日：　2001年1月10日

著者：　富樫功出版社：　鶴岡書店価格：　2,381円出
版日：　2000年10月10日

183

庄内の祭りと年中行事

188

月山ダム物語〈上〉
らぎと出会えます著者：　河北新報社編出版社：　河北新報社
価格：　1,900円出版日：　2001年1月1日　東北の山野で、密
かに穏やかにあなたを見守る三十三の仏。21世紀の初めに、
その御姿を訪ねて、古くて新しい旅をしてみませんか。各観音
堂の周辺ガイド。東北の他の三十三観音リスト付き。

ダムは思考する著者：　水戸部浩子出版社：　みちのく
書房価格：　4,500円出版日：　2000年10月2日
推薦の言葉 歴史に名を残さず、あたり前に日々を紡
ぎ続ける。そんな男たちの、何と美しく、愛おしいこと
か。

185

岩手 宮城 福島 奥州三十三観音の旅 巡礼
の醍醐味を味わう

190



191

山形のお寺

196

帰農の里
The Temples of YAMAGATA 山形、上山、山辺、中山の4市
町 歴史と伝統を誇る261寺ガイドブック著者：　株式会社大風
印刷出版社：　株式会社大風印刷価格：　1,524円出版日：
2000年9月1日　蔵王山麓に広がる仏の古里〈ふるさと〉人々
の願いと祈りの“原点”にスポット

山形県高畠町まほろば人からの報告著者：　河原俊
雄出版社：　無明舎出版価格：　1,600円出版日：
2000年4月20日
田園就職はいかが？都市から移住者の多い高畠町。
その魅力と秘密を著者自らの体験から綴る村と農の生
活誌。

194

改訂　最上三十三観音巡礼記

199

写真集 山形で生きる
山形の文学風景への誘い著者：　松坂俊夫出版社：　みちの
く書房価格：　1,900円出版日：　2000年8月1日
藤沢周平「又蔵の火」、太宰治「女生徒」、浜田廣介「むく鳥の
夢」、井上ひさし「あくる朝の蝉」、丸谷才一「秘密」、雨森零
「首飾り」など平成9年4月から平成11年3月まで「山形新聞」に
連載された「やまがた文学のある風景」102作品を一挙掲載。

Live in Yamagata 〜まほろばの里をめざして〜著者：
高橋信敬出版社：　みちのく書房価格：　1,905円出版
日：　2000年3月21日　桜花爛漫の春、実り豊かな田
んぼ、まほろばの里かやぶきの民家、里山の風景、花
の咲く町・・・。美しく、麗しい、みちのくの山形。

193

観光レジャーガイド 山形の旅

198

山形県最上地方 グリーン・ツーリズムガイド
もがみ農業発見

つばさに乗って行ってみたい山形ならではの温泉＆グルメ著
者：　（社）山形県観光協会出版社：　みちのく書房価格：
934円出版日：　2000年8月1日　The 21th century of
YAMAGATA 山形観光ガイドブックの決定版！温泉にグル
メ、そば処にアウトドア！定番ものから最新情報まで、知りたい
情報が満載！山形県観光マップ付き！

驚きと発見がいっぱい！自由気ままに田舎遊び著者：　山形
県最上地方事務所農業復興課監修出版社：　みちのく書房
価格：　1,000円出版日：　2000年3月15日　農業王国山形。
中でも1番活気に溢れている最上地方を直撃。「もがみ」農業
やグリーン・ツーリズムのおもしろ体験からおいしいそば処や
郷土料理、など知られざる最上の情報を徹底紹介！

192

やまがた文学のある風景

197

ドキュメントやまがた
−迫真の山形県戦争後史−

著者：　渡辺信三出版社：　最上三十三観音霊場別当会価
格：　1,905円出版日：　2000年8月28日　最上三十三観音は
室町時代の創設といわれ、全国の札所霊場としても極めて早
い。この間に迎えた巡礼者は幾百万であろうか。札所観音は
敬虔な聖地として今日までつづき、「心の時代」にふさわしく
多くの巡礼者を迎える。そのよき案内書であることを確信す
る。

新聞記者の目から見た、山形のもうひとつの戦後史−著者：
大野六弥出版社：　みちのく書房価格：　1,600円出版日：
1999年11月1日
山形県の戦後から現代まで50年間の記録 半世紀に渡る山形
県の成長の記録と、その影に隠された人々の努力の歴史を追
う。

195

暮らしのなかの庄内語

200

創作民話とファンタジー 樹氷物語
庄内語三部作 暮らしのなかの自伝的エッセイ！著
者：　佐藤治助出版社：　鶴岡書店価格：　2,381円出
版日：　2000年8月10日
庄内ことばで語る鋭い社会批判と文化への証言

著者：　田中哲出版社：　山形童話の会価格：　1,000
円出版日：　1999年6月25日


