
2016/04/03図書検索結果リスト

月岡分館　６月　展示リスト（一般）

タイトル 責任表示 出版者 出版年 分類

ごほうび、週末旅。 新潟・越後妻有、佐渡島、軽井沢、金沢、富山、沖縄離島…。 マガジンハウス 2015.9 291.093

路面電車の走る街 No.9 講談社 2013.12 291.093

北陸新幹線沿線百名山 長野〜金沢沿線北陸信越の山旅へ… 栗田/貞多男‖編・著 市川
/董一郎‖著 伊久間/幸広
‖著

信濃毎日新聞社 2015.3 291.4

家族でたのしむ北陸おでかけガイド '14-'15 石川・富山・福井と近県 北國新聞社 2014.4 291.4

トリコガイド金沢・北陸 2015最新版 特別な旅を楽しみたい、全ての人たちへ。 枻出版社 2014.9 291.4

北陸の旅 美食、絶景、クラフト、モダン建築… 枻出版社 2014.12 291.4

北陸ぴあ 今が旬!大人のための「北陸」観光ガイド決定版 ぴあ株式会社中部支
局

2015.3 291.4

とやまウォーキングマップ85コース 歩いて、見て、ふるさと再発見 北日本新聞社 2004.3 291.42

富山 立山・黒部 '15 五箇山・白川郷 昭文社 2014.3 291.42

富山県謎解き散歩 蜃気楼、立山連峰、黒部峡谷、越中売薬、五箇山合掌集落からホタルイ
カ、雷鳥、ます寿し、チューリップ、おわら風の盆まで

竹島/慎二‖編著 中経出版 2013.3 291.42

金沢女子旅 KADOKAWA 2015.3 291.43

金沢 能登・加賀温泉郷 '15 昭文社 2014.4 291.43

日帰り温泉 '15 東海・北陸 信州 昭文社 2014.11 291.5

温泉&やど東海・北陸 信州・飛驒 '15 昭文社 2014.10 291.5

絶景からはじまる旅 信州・北陸 ここだけの、ローカルシーン。 昭文社 2015.4 291.5

展示期間：6月1日（水）～6月30日（木）
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日帰り温泉 '15 東海・北陸 信州 昭文社 2014.11 291.5

るるぶ温泉&宿東海 信州 飛驒 北陸 JTBパブリッシング 2014.9 291.5

軽井沢 4版 清里・蓼科 昭文社 2015.8 291.52

るるぶ長野 '16 善光寺上田戸隠小布施 JTBパブリッシング 2015.4 291.52

知っておきたい長野県の日本一 「しあわせ信州」の秘密 加瀬/清志‖著 信濃毎日新聞社 2013.7 291.52

信州 '16 昭文社 2015.4 291.52

信州 善光寺 松本 地図で歩く28コース JTBパブリッシング 2013.8 291.52

おとなの旅と宿 [2014] 高山・奥飛驒 下呂温泉・白川郷 昭文社 2014.8 291.53

飛驒高山 4版 白川郷・奥飛驒 昭文社 2015.8 291.53

飛驒高山おさんぽマップ [2015] 実業之日本社 2015.4 291.53

越中怪談紀行 高岡新報‖編 桂書房 2015.9 388.142

あすかりんのおいしい金沢 雅珠香‖著 北國新聞社 2014.4 596

あすかりんのおいしい能登めぐり 雅珠香‖著 北國新聞社 2015.3 596

金沢・能登の食遺産 岸/朝子‖選 KADOKAWA 2015.4 596

金沢カフェ散歩 北國新聞社出版局‖編集 北國新聞社 2015.5 596.7

富山から拡がる交通革命 ライトレールから北陸新幹線開業にむけて 森口 将之/著 交通新聞社 2011.12 682.142

2／3



2016/04/03図書検索結果リスト

タイトル 責任表示 出版者 出版年 分類

北前船の近代史 海の豪商たちが遺したもの 中西/聡‖著 交通研究協会 2013.4 683.21

北陸新幹線&北陸の鉄道トラベルBOOK 鉄道王国・北陸の情報が満載 マイナビ 2015.7 686.214

ニッポンの原風景撮影地ガイド 北陸新幹線で行く長野・新潟・石川・富山 オークラ出版 2015.10 743.5

秘景「黒部」 黒部渓谷と雲ノ平を取り巻く山々 中村/成勝‖著 山と溪谷社 2014.8 748

奥飛騨・穂高殺人怪路 書下し長篇山岳推理 梓 林太郎/著 徳間書店 2006.3 913.6

金沢能登殺人事件 長編旅情ミステリー 斎藤 栄/著 ワンツーマガジン社 2006.3 913.6

十津川警部日本縦断長篇ベスト選集 07 西村 京太郎/著 徳間書店 2011.5 913.6

十津川警部日本縦断長篇ベスト選集 10 西村 京太郎/著 徳間書店 2011.8 913.6

十津川警部日本縦断長篇ベスト選集 14 西村 京太郎/著 徳間書店 2012.1 913.6

飛騨高山祭り殺人事件 木谷 恭介/著 ナショナル出版 2010.3 913.6

五木寛之の金沢さんぽ 五木/寛之‖著 講談社 2015.3 915.6

ふるさと文学さんぽ 長野 大藤/敏行‖監修 大和書房 2013.10 918.6

探検!立山曼荼羅 親子で楽しむ立山開山伝説 富山県立山博物館/編集 富山県立山博物館 2011.3 T163

ねこまた君が行く富山 8つの魅力 大地 海 景色 川 鉄道 祭 歴史 薬 放送大学富山学習センター
∥[編] 立山黒部ジオパー
ク推進協議会∥[編]

放送大学富山学習セ
ンター

2015.3 T290.9

いざ立山へ 地元山岳ガイドが教える立山の魅力を一挙公開 富山県観光課/[編] 富山県 [2014] T786
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