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資料番号 書名         著者等      出版者 資料 

種別 

所蔵

場所

* 

請求記号   

ラベル 

1400214251  南極 ひらけゆく大陸 平沢 威男／著 朝倉書店 一般 自動    279// 

9100405581  白瀬中尉探検記 伝記・白瀬矗 伝記叢書 249 木村 義昌／

著 大空社 

一般 自動   289.1/ｼﾗ/ 

9104583779  日本南極探検隊長白瀬矗 極地研ライブラリー 井上 正鉄／著 

成山堂書店 

一般 ２開   289.1/ｼﾗ/ 

9102793946  アムンゼン 極地探検家の栄光と悲劇 エドワール・カリック／著 

白水社 

一般 ２開      289.3/ｱﾑ/ 

9103078230  Pole to pole 極圏を繫ぐ風 石川 直樹／著 中央公論新社 一般 ２開      290.8/ｲｼ/ 

9103016157  世界の探検家列伝 マルコ・ポーロ クック アムンゼン ヒラリー 竹

内均・知と感銘の世界 ニュートンプレス 

一般 ２開   290.9// 

7101292620  白い道 極地探検の歴史 ローレンス・カーワン／著 社会思想社 一般 自動   290// 

9102784642  エンデュアランス号 シャクルトン南極探検の全記録 キャロライン・

アレグザンダー／著 ソニー・マガジンズ 

一般 ２開      297.9/ｱﾚ/ 

9102043534  南極大陸単独横断行 大場 満郎／著 講談社 一般 ２開   297.9/ｵｵ/ 

9100299738  南極の四季 新潮選書 神沼 克伊／著 新潮社 一般 自動      297.9/ｶﾐ/ 

6300062236  南極が語る地球物語 デイヴィッド・G・キャンベル／著 講談社 一般 ２開      297.9/ｷﾔ/ 

9103287599  南極に立った樺太アイヌ 白瀬南極探検隊秘話 ユーラシア・ブッ

クレット No.64 佐藤 忠悦／[著] 東洋書店 

一般 ２開   297.9/ｻﾄ/ 

9100853203  白瀬矗 私の南極探検記 人間の記録 61 白瀬 矗／著 日本

図書センター 

一般 自動  297.9/ｼﾗ/ 

9104366721  南極で宇宙をみつけた! 生命の起源を探す旅 中山 由美／著 

草思社 

一般 ２開      297.9/ﾅｶ/ 

9103506158  こちら南極ただいまマイナス 60度 越冬 460日のホワイトメール 

中山 由美／著 草思社 

一般 ２開      297.9/ﾅｶ/ 

6300045001  氷原の彼方へ ドキュメント南極点探検隊 永田 秀樹／著 東京

新聞出版局 

一般 自動      297.9/ﾅｶﾞ/ 

9102462273  面白南極料理人 西村 淳／著 春風社 一般 自動      297.9/ﾆｼ/ 

9103066471  ペンギンと泳ぐ旅 南極エコツーリズム 西森 有里／写真・文 

NTT出版 

一般 ２開      297.9/ﾆｼ/ 

9102608930  南極・越冬記 平山 善吉／著 連合出版 一般 ２開   297.9/ﾋﾗ/ 

7600388954  南極大陸に立つ 私の南極探検記 白瀬 矗／著 毎日ワンズ 一般 開架   297// 
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1100558174  氷の大陸 南極 玉川選書 88 神沼 克伊／著 玉川大学出版

部 

一般 自動   297// 

3300066937  さわやか南極 海外取材シリーズ 特派員の目 南極編 土井 全

二郎／著 朝日ソノラマ 

一般 自動   297// 

3100410203  未来大陸 南極 NHK取材班／著 日本放送出版協会 一般 自動    297// 

3800199759  南極越冬新聞S10トピックス 木村 征男／[著] 日本放送出版協

会 

一般 自動     297// 

2202285455  そして、奇跡は起こった! シャクルトン隊、全員生還 ジェニファー・

アームストロング／著 評論社 

一般 自動    297// 

3100760838  ペンギンの国訪問記 青柳 昌宏／著 紀元社 一般 自動   297/ｱｵ/ 

9101862691  Antarctica A bridge between the past and future 第 33次隊ア

ルバム編集委員会／編集 第 33次隊アルバム編集委員会 

一般 ２開   402.9// 

9103737048  南極観測隊 南極に情熱を燃やした若者たちの記録 南極OB会・

観測五十周年記念事業委員会／編集 日本極地研究振興会 

一般 ２開   402.9// 

7101341340  南極観測二十五年史 文部省／[編] 大蔵省印刷局 一般 自動   402.9// 

9102392689  南極ってどんなところ? 朝日選書 773 国立極地研究所／著 

朝日新聞社 

一般 ２開      402.9// 

9103240805  南極の空 気象観測隊員が見つめてきた極みの大地 「南極の

空」編集委員会／編 クライム 

一般 ２開      402.9// 

9103007327  南極からのメッセージ 地球環境探索の最前線 NHKスペシャルド

キュメント NHK出版／編 日本放送出版協会 

一般 ２開      402.9// 

9103133396  南極大紀行 NHKスペシャル NHK「南極」プロジェクト／編著 日

本放送出版協会 

一般 ２開      402.9// 

9104109920  なぞの宝庫・南極大陸 100万年前の地球を読む 知りたい!サイ

エンス 044 澤柿 教伸／ほか著 技術評論社 

一般 ２開      402.9// 

9104541142  未踏の南極ドームを探る 内陸雪原の13カ月 極地研ライブラリー 

上田 豊／著 成山堂書店 

一般 ２開      402.9/ｱｹﾞ/ 

9104164225  南極・北極 insiders ロザリン・ウェイド／著 昭文社 一般 ２開      402.9/ｳｪ/ 

9104243409  地球環境を映す鏡南極の科学 氷に覆われた大陸のすべて ブ

ルーバックス B-1659 神沼 克伊／著 講談社 

一般 ２開      402.9/ｶﾐ/ 

7101311421  南極第一次越冬隊とカラフト犬 北村 泰一／著 教育社 一般 自動   402.9/ｷﾀ/ 

9103435118  南極観測船ものがたり 白瀬探検隊から現在まで 小島 敏男／

著 成山堂書店 

一般 ２開   402.9/ｺｼﾞ/ 

9104447561  しらせ 南極観測船と白瀬矗 小島 敏男／著 成山堂書店 一般 ２開   402.9/ｺｼﾞ/ 

9104332840  世界一空が美しい大陸南極の図鑑 武田 康男／文・写真 草思

社 

一般 ２開      402.9/ﾀｹ/ 
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6300019066  南極観測事始め 白い大陸に科学の光を 光風社選書 永田 武

／著 光風社出版 

一般 自動  402.9/ﾅｶﾞ/ 

9103418340  地の果てに挑む マナスル・南極・北極 村山 雅美／著 東京新

聞出版局 

一般 ２開   402.9/ﾑﾗ/ 

2102375166  北極と南極の 100不思議 神沼 克伊／監修 東京書籍 一般 開架  402// 

6101189261  南極で隕石をさがす 極地研ライブラリー 小島 秀康／著 成山

堂書店 

一般 開架    447// 

9101384940  北極・南極 極地の自然環境と人間の営み バーナード・ストーンハ

ウス／著 朝倉書店 

一般 ２開      450.9/ｽﾄ/ 

9104151030  南極・北極の気象と気候 気象ブックス 027 山内 恭／著 成山

堂書店 

一般 ２開      451.9/ﾔﾏ/ 

9104496397  南極海ダイナミクスをめぐる地球の不思議 SUPERサイエンス 青

木 茂／著 シーアンドアール研究所 

一般 ２開      452.1/ｱｵ/ 

9104469335  氷河 ビジュアル大百科 マイクル・ハンブリー／著 原書房 一般 ２開      452.9// 

7100749767  南極の氷 科学ブックス 8 鳥居 鉄也／著 共立出版 一般 自動      452// 

9104495040  アイスコア 地球環境のタイムカプセル 極地研ライブラリー 藤井 

理行／編著 成山堂書店 

一般 ２開      456.8// 

9180320250  地球を支配した恐竜と巨大生物たち 別冊日経サイエンス 

SCIENTIFIC AMERICAN 日本版 145 古生物学 日経サイエンス編

集部／編 日経サイエンス 

一般 ２開      457.8// 

9104470962  なぜシロクマは南極にいないのか 生命進化と大陸移動説をつなぐ 

デニス・マッカーシー／著 化学同人 

一般 ２開      462/ﾏﾂ/ 

9102965773  南極海極限の海から 集英社新書 0191 永延 幹男／著 集英

社 

一般 ２開      468.8/ﾅｶﾞ/ 

9103813097  やっぱりペンギンは飛んでいる!! 拝啓、ホントに「鳥」ですか? 知り

たい!サイエンス 008 いとう 良一／著 技術評論社 

一般 ２開      488.6/ｲﾄ/ 

9104459043  ペンギンのしらべかた 岩波科学ライブラリー 182 上田 一生／

著 岩波書店 

一般 ２開      488.6/ｳｴ/ 

9103097389  ペンギン全種に会いに行く We love penguins 中村 庸夫／著 

平凡社 

一般 ２開      488.6/ﾅｶ/ 

9181552141  愛しのペンギン ロン・ナヴィーン／著 角川書店 一般 ２開      488.6/ﾅﾋﾞ/ 

9103664854  南極がこわれる 藤原 幸一／写真 文 ポプラ社 一般 ２開      488.6/ﾌｼﾞ/ 

9102025714  ペンギンたちの旅・病める南極海 藤原 幸一／著 桜桃書房 一般 ２開      488.6/ﾌｼﾞ/ 

9102540469  極地の哺乳類・鳥類 内藤 靖彦／監修 人類文化社 一般 ２開      489.0// 

6100224061  オゾン層が消えた ジョン・グリビン／著 地人書館 一般 自動      519// 
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9180332223  南極・昭和基地の建物 研究と設計 平山 善吉／著 丸善プラネ

ット 

一般 ２開      526.4/ﾋﾗ/ 

9104197647  特務艦「宗谷」の昭和史 大野 芳／著 新潮社 一般 ２開     556.7/ｵｵ/ 

5101847802  奇跡の船「宗谷」 昭和を走り続けた海の守り神 桜林 美佐／著 

並木書房 

一般 開架   556// 

5180153010  宗谷 南極観測船 船の科学館資料ガイド 3 日本海事科学振興

財団船の科学館／編集 日本海事科学振興財団船の科学館 

一般 開架    556// 

7101352335  極 上 白瀬中尉南極探検記 綱淵 謙錠／著 新潮社 一般 自動     913.6/ﾂﾅ/1 

7101352326  極 下 白瀬中尉南極探検記 綱淵 謙錠／著 新潮社 一般 自動    913.6/ﾂﾅ/2 

9103456735  皇帝ペンギン 橋口 いくよ／小説 幻冬舎 一般 ２開      913.6/ﾊｼ/ 

9103965188  南極で考えたこと 立松 和平／著 春秋社 一般 ２開      915.6/ﾀﾃ/ 

1500550005  ママ、南極へ行く! 大越 和加／著 主婦の友社 一般 自動      916/ｵｵ/ 

9104196775  面白南極料理人名人誕生 新潮文庫 に-17-5 西村 淳／著 

新潮社 

一般 ２開      B297.9/ﾆｼ/ 

9100013821  ビジュアル博物館 第 57巻 北極と南極 同朋舎出版 一般 ２開     G033//57 

9180263583  日本の探検家たち 未知を目指した人々の探検史 別冊太陽 日

本のこころ 125 平凡社 

一般 ２開      G290.9// 

9181265081  南極観測五十年史 文部科学省／編集 文部科学省 一般 ２開   G402.9// 

9102353831  南極・北極大百科図鑑 ビジュアル版 デイヴィッド・マクゴニガル／

編 東洋書林 

一般 ２開      G402.9// 

9103699555  南極大図鑑 国立極地研究所／監修 小学館 一般 ２開      G402.9// 

3100312481  オーロラ写真集 素晴らしい極光の世界 赤祖父 俊一／著 朝倉

書店 

一般 自動      G451// 

1102328816  ハローオーロラ! 和泉雅子写真集 和泉 雅子／著 文芸春秋 一般 自動      G748// 

1100681454  南極半島夏景色 浜谷 浩／[著] 朝日ソノラマ 一般 自動      G748// 

9100567267  南極海 市原基写真集 市原 基／撮影 岩波書店 一般 自動      G748/ｲﾁ/ 

2200340487  南極越冬記 岩波新書 青版 西堀 栄三郎／著 岩波書店 一般 自動   S402// 

9102120929  Newton(ニュートン) 2001年 3月号 ニュートンプレス 

20010307 

一般雑

誌 

自動  0 

9182061101  月刊 星ナビ 2010年 10月号 アストロアーツ 20100905 一般雑

誌 

自動    0 

9182461640  National Geographic(ナショナル ジオグラフィック)日本版 2012 一般雑 Z6      Z6// 
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年 11月号 日経ナショナルジオグラフィック社 20121030 誌 

2200120750  少年少女 20世紀の記録 23 昭和基地物語 あかね書房 児童 自動   080//23 

1100056181  極地を探検した人々 アムンゼン・スコット・シャクルトン・白瀬中尉・

バード・フックス さえら伝記ライブラリー 8 村山 雅美／著 さ・え・

ら書房 

児童 自動  28// 

9104384185  まぼろしの大陸へ 白瀬中尉南極探検物語 ノンフィクション・生き

るチカラ 5 池田 まき子／著 岩崎書店 

児童 児開   297// 

9104445674  国境なき大陸南極 きみに伝えたい地球を救うヒント 柴田 鉄治

／著 冨山房インターナショナル 

児童 児開   297// 

5100445006  南極点へ 5200キロ 昭和基地の越冬生活と極点征服 少年少女

ドキュメンタリー 6 村山 雅美／著 偕成社 

児童 自動   297// 

9103212598  南極 まんが NHK南極プロジェクト 三徳 信彦／まんが 小学館 児童 児開     402// 

9103640075  南極のコレクション ふしぎコレクション 5 武田 剛／著 フレーベ

ル館 

児童 ２開      402// 

9103768124  極地からわかる地球のひみつ ふしぎナゾ最前線! 現代科学の限

界にいどむ 鳥飼 新市／文 旺文社 

児童 ２開      402// 

9102787260  オーロラのひみつ わたしの研究 9 上出 洋介／文 偕成社 児童 児開       451// 

9104200591  ペンギンの体に、飛ぶしくみを見つけた! 動物ふしぎ発見 山本 省

三／文 くもん出版 

児童 児開       488// 

9104457343  オゾンホールのなぞ 大気汚染がわかる本 わたしたちの生きてい

る地球 調べ学習にやくだつ環境の本 3 桐生 広人／著 童心社 

児童 児開      519// 

9101305277  地球の環境問題シリーズ 6 フロンガスがオゾン層をこわす ポプ

ラ社 

児童 児開     519//6 

9100447367  雪にあこがれて南極へ 女性初の日本南極観測隊員・森永由紀さ

んの記録 わたしのノンフィクション 32 島田 治子／文 偕成社 

児童 児開     916/ｼﾏ/ 

3800500909  タロ・ジロは生きていた 南極越冬隊とカラフト犬の物語 藤原 一生

／著 教育出版センター 

児童 児開      916/ﾌｼﾞ/ 

3800539841  アムンゼン チャイルド絵本館 伝記ものがたり 9 谷 真介／文 

チャイルド本社 

児童 自動   D ｱ// 

9102817805  やまとゆきはら 白瀬南極探検隊 日本傑作絵本シリーズ 関屋 

敏隆／さく 福音館書店 

児童 児開   G290// 

9181700558  月刊ポプラディア 2008年 6月号 ポプラ社 20080515 児童雑

誌 

自動   K(ｼﾞﾄﾞｳ)// 

7200743819  月刊 Newsがわかる 2003年 10月号 毎日新聞社 20031015 児童雑

誌 

自動   K(ｼﾞﾄﾞｳ)// 

9104293984  探険と冒険の物語 岩波ジュニア新書 650 松島 駿二郎／著 

岩波書店 

青少年  ＹＡ   J290// 
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9101211967  オゾン層は守れるか 中学生からの自然と環境シリーズ 5 盛口 

襄／著 アリス館 

青少年 ２開      J519// 

9101114542  ペンギンがくれた贈りもの 生命のゆりかご・南極大陸 野村 哲也

／著 風媒社 

青少年 ２開      J748/ﾉﾑ/ 

9182421860  白瀬中尉の南極探検と楚人冠 杉村楚人冠記念館平成 24年度

夏期企画展解説書 我孫子市文化財報告 第 4集 我孫子市杉村

楚人冠記念館／編 我孫子市教育委員会文化・スポーツ課 

地域 地展   C069//12 

 


