
1.
だいせん せきひ

せいきゅうきごう ほん しょうかい

きょうど しせき にし ほうき へん

)
とっとりけん りつ

よなご としょかん -6-4

だいせん しせき せきぶつ だいせん せきぞうびじゅつ ふ

とっとりけん いし ぶんがく し むらお そう き ちょ

いまい しょてん
099.0/M1

ひぶん こんりゅうねん ばしょ せきひ おお ひ ぶん じんぶつ けいれき

けいさい かんまつ じんめいさくいん むらおし とうさ いなば

ほうき あ き ぶんがく ひ もうら

ほうき せきひ にしお まもる

1991.03 Y714/N1

くらよし よなご さかいみなと ひの ぐん だいせんちょう せきひ しゃしん げんぶん

やくぶん けいさい だいせん しなの ぼうみなもともとのもりゆきのひ

嗒
とう

ぜんおしょう ひ けいさい

ほうき くに いし ほうき しょいん

2016.07

とっとりけん いし ぶんがく し ほうき しょいん

かたがた とっとりけん ちゅうせいぶ ぶんがくしゃ せきひ もうら しりょう せきひ

ばしょ せきひ ぶん けいさい

ぞくだいせんちょうし だいせんちょうし へんしゅういんかい だ

いせんちょう

2010.9

だい しょう せきぞう ぶんかざい

えんにん らいはいいし

/
おおえけ ぼしょ せきぞうぶつひぶん

/
ななかまど ひ

/
しなの ぼう

みなもとのもりゆきのひせきしょきょうおう とう

/
まつお いけ ひぶん

/嗒
とうぜんおきなひ

/
どうひょう

だいせんちょう しょざい せきぞう しょうかい

2.
だいせん しんこう

だいせん いしづち さいこく しゅげんどう みやけ じゅんへん

めいちょしゅっぱん
160.2/S1

だいせん れきし しんこう ほうき だいせん みんかんしんこう

しゅげんどうれいざん れきし しんこう ご らいじゅうちょ

さくしゅうだいろっかん

だいななこう ほうき だいせん じぞう しんこう にょほうきょう

だいせん さぐ だいせん じぞう だいせんじ さんない

じぞう せんだ あきら だいせんさいみょういんたに

まも かい

だいせんじ じぞう たい しゅうへん れきしてき たてもの ばしょ

しゃしん いっさつ かんまつ

だいせんじ じいん めいいちらん ねんごうひょう ほうき だいせん しんぶつしゅうごう

ぶんり ず しゅうへんあんないず けいさい

だいせん みちしるべ いし じぞう かた だいせん

しんこう よどえ ちゅうおうこうみんかん れきし きょうしつ

1979.03

Y223/Y43
/C

だいせんみち みち みちしるべ いしじぞ

う もうら

1



じぞう しんこう みんぞく たなか ひさおちょ いわた

しょいん
Y38/I12

じぞう ぼさつ ほん ち ほうきだいせん

ひのがわ りゅういき みんぞく さかた ともひろへん

よなご こうぎょうこうとう せんもんがっこう ひのがわ りゅういきみんぞく

そうごう ちょうさだん

Y380/S14
-4

16.
ほうき だいせんしんこう ほうき だいせんしんこう えんぎ しめ

だいせん れいい

しんしゅう よなごし し だいいっかん げんし こだ

い ちゅうせい つうし へん
Y224/Y19

896p
じぞう しんこう

897p
だいせんかみ じぞうそん しゅうごう

おおがみやまじんじゃ ゆいしょ き たちばなしょいん きかくしつ

/
へん おおがみやまじんじゃ ほうさんかい

よなごし おだか おおがみやまじんじゃ れきし ゆいしょ か

ほん おおがみやまじんじゃ おくみや ふゆみや しもやま じんじゃ きじゅ

つ

ぞくだいせんちょうし だいせんちょうしし へんしゅういいんかい

だいせんちょう

2010.9

だいさんしょう だいせんじ りゃくねんぴょう

だいよんしょう だいせんじ しんこう ひろ

ぞく なわ ちょうし だいせんちょう

みんかんしんこう こう だいせんしんこう

せいきゅうきごう ほん しょうかい

にほん しょくせいかつぜんしゅう き が とっとり

しょくじ のうさんぎょそん ぶんか きょうかい
Y38/N17

だいせんさんろく しょく

だいせんちょうし だいせんちょうし へん いいんかい

だいせんちょうやくば
Y223/D4

だいはちへん みんぞく

とっとりけん まつ ぎょうじ

-
とっとりけん まつ

ぎょうじ ちょうさ ほうこくしょ とっとりけん りつはくぶつかん

2006.03

Y38/T20-
2

とっとりけん きょういく いいんかい へいせい

15
ねん ど ねん ど おこな まつ

ぎょうじ ちょうさ きろく しゅう だいせんしんこう まつ ぎょ

うじ だいせん しんじ た

ぎょうじ いちらん けいさい

こうふちょう し こうふちょう し へん いいんかい

1975

092.26/K
1

みこし ぎょうこう

2



4.
だいせん ちめい

せいきゅうきごう ほん しょうかい

とっとりけん ちめい にほん れきし たいけい

へいぼんしゃ

1992
Y29/N19

へいぼんしゃ しゅっぱん ちめい じてん ちいき ちめい はいれつ

かんまつ ぎょうせいくかく へんこう こくだかいちらん なんどく ちめい いち

らん さくいん きんせい いぜん ちめい しら べんり じてん

かどかわにほん ちめい だいじてん とっとりけん

かどかわしょてん
Y29/K6-2

50
おんじゅん ちめい はいれつ しら いっさつ か

んとう なんどく ちめい さくいん かんまつ こあざ いちらん しちょうそん えんかくひょう

めいじ いこう ちめい しら べんり じてん

だいせんちょうし だいせんちょうし へん いいんかい

だいせんちょうやくば

092.23/D
4

だいよんしょう ちめい こうさつ だいせんちょう かく ぶらく ちめい ゆらい

けいさい

せいきゅうきごう ほん しょうかい

だいせんぶんがく さんぽ かわかみみちひこ たにの さねのり

さんよう しんぶんしゃ
Y902/K1

だいせんじ えんぎ きんせい いずも じ にっき きんげんだい あんや

こうろ ぜっしょう だいせん しゅうへん ぶたい ぶんがく

しょうかい いっさつ

だいせん しわ しもむら あきお 092.23/S
4-5

だいせんじ えまき こう せいりつ おも ものがたり しょ

うかい けいさい

だいせんじ えんぎ ささき かずお へん いなば しょ

ぼう
091.8/D1

だいせんじ えんぎ だいせんじ どう みょういん ぞう だいせんじ えんぎ えまき

(
とうきょう こくりつ はくぶつかん とうだい し りょう へんさん しょ とう しょぞう いっさつ しゅうろく

ぶんたい よ くだ ぶん げん こう もじ けい

さい

だいせんじ えんぎ おおはらしゅんじへん だいせん ご どう

じょう

2016.9

だいせんじ えんぎ の まき だいせんじ どうみょういんしょぞう ていほん ほんこく

げんぶん ごじゅうごせつ わ げんだいご やく いっさつ

よどえ ちょうし よどえちょう

だいせん じ えんぎ よどえ とうじょう ばめん

けいさい
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6.
だいせん みんわ

せいきゅうきごう ほん しょうかい

だいせん みんわ たちばなしょいん
Y38/Y9-3

だいせんじ そうへい みみ かたむ むかしばなし ふくだい だ

いせん こしょ さんこう つく ほん えど じだい こぞう

しゅぎょうそう じゅうしょく かた だいせんじ きちょう はなし おさ

だいせん かんれん よなごし ぶたい はなし いちぶ

だいせん むかし いな た かずこ こうだんしゃ

1977

093.8/I6
-2

とっとりけん だいせんさんろく はなし にん じょせい き と

むかしばなし もじ いっさつ

だいせん みんわ とっとりけん

とっとりけん はっこう だいせん みんわ しょうさっし だいせん

き あかまつ いけ だいじゃ やま けいさい

みんわ とっとりけん れ

んごうふじんかい
Y38/T30

とっとり でんせつ むかしあそ でんしょうじぎょう いっかん とっとりけん かく

ち はなし き かい かいさい しゅうろく みんわ

いっさつ だいせん ちいき だいせん からすてんぐ だいせん から

やま せ しゅうろく

まんが だいせん きだん たちばなしょいん

だいせん みんわ

8
わ まんが えが いっさつ だいせん たんじょう

こんれんしょうにん じぞう ぼう ななかまど ち がんぼう すいじゃくまる あく そう

だいなごん すぎ ばとう いわや きじょ あかまついけ ひわ さん

しょううお むすめ しゅうろく

てんぐ おん はたのぶお

1996.3
Y38/H6

いずも かた べ はたのぶお し ちょさく ほん いずも ちほう みんわ

3
わ けいさい なか てんぐ おん

まくらぎ さん だいせん てんぐ はなし

だいせん みちしるべ いし じぞう かた だいせん

しんこう よどえ ちゅうおうこうみんかん れきし きょうしつ

1979.03

Y223/Y43

だいせん やま やま だいせん しゅうぼうやま あらそ

だいせん なぎ やま せ だいせん なわ くり

だいせん だいせん おおくらやま けいさい て

んぐ だいせんしんこう でんせつ たすう しょうかい

だいせんちょうし だいせんちょうし へん いいんかい

だいせんちょうやくば
Y223/D4

だいろくしょう でんせつ みんわ だいせん でんせつ みんわ

もうら

4



7.
だいせん れきし だいせん けんきゅう

せいきゅうきごう ほん しょうかい

だいせんざつこう ぬまた よりすけ いなば しょぼう

1961.11

092.23/N
1

めいじ

36
ねん しょうようしんほう かい けいさい ぬまた し

だいせん じ ちょうさ きろく のち しもやま あきお し ほちゅう さつ

ほん ほんしょ れんさい とうじ だいせん し けんきゅう

けっていばん だいせんじ かいき めいじ だ

いせん れきし かた

だいせん まいにちしんぶんしゃ 092.23/M
2

まいにちしんぶん れんさい だいせん さつ しぜ

ん ぶんか かんこう ぶ

んか こうもく れきし まくあ ちゅうせい せいすい みんしゅう

しもむら あきお し しっぴつ ほか たなか しん

じろう し のさか かんじ し しっぴつ

だいせん しわ しもむら あきお ほうき ぶんか けんきゅ

うかい

1966.1

092.23/S
4-5

だいせんざつこう ほちゅう しもむら あきお し か

だいせん れきししょ だいせんざつこう かた

ぶつぞう びじゅつし だいせん じ えんぎ えまき ふ

いご ねん

7
がつ ねん ぞうていばん かんこう

だいせん みちしるべ いし じぞう かた だいせん

しんこう よどえ ちゅうおうこうみんかん れきし きょうしつ

1979.03

092.23/Y
4-3

はたなかひろしし こうし よどえ ひら れきし きょうしつ けんきゅう

いっさつ しょみん だいせんしんこう だいせん

けんきゅうしょ

とっとりけん れきし みち ちょうさ ほうこくしょ だいじゅっしゅう

だいせんみち とっとりけん きょういく いいんかい ぶんか か

1991

だいせんしんこう みち ぎゅうばいち みち じゅうよう やくわり

だいせんみち けんきゅう さつ みんわ ぶんかざい

れきし くわ ふ

だいせん しゅうへん

とっとりけん しぜん れきし とっとりけん りつはくぶつ

かん

1981.3

3

だいせん しんこう きんせい だいせん だいせん ぶんかざい けいさい

ほうき ぶんか だいいち ほうき ぶんか

けんきゅうかい

(110442639)
090.5/H1
-2

ほうき ぶんか けんきゅうかい だいせんとくしゅうごう だいせん しょくぶつたい

いこま よしひろ し だいせん あきとり すぎたにまさのり し だいせんさんちょう

るい もくろく ほりい たび し しもやま げんごろう くらみつせいろく し

だいせん しゅうきょう びじゅつ しもやま あきお し だいせんじ りょう かん いち

こうさつ まつお ようきち し おおひらはら みよし たいぞう し だ

いせん じんぶんふうけい いくた きよしし だいせん ぶんけん ささき か

ずお し だいせん かん きこうぶん けいさい
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ほうき こく だいせん れきし どくほん

2018.01

KADOKAWA
べっさつ れきし どくほん かん め だいせんとくしゅう

しんわ ぞうざんかつどう れきし だいせん はばひろ もうら

いっさつ やすつな こうさつ けいさい

いの やまだいせん れきし しぜん す

ぎもとよ み すみ ひろゆきちょ はっこう

だいせん しんわ しんこう れきし こうさつ わ じけいれつ

きさい ぜんはん すぎもと し れきし こうさつ こうはん す

み し だいせん しぜん しょうかい こうせい いっさつ

だいせんちょうし だいせんちょうし へん いいんかい

だいせんちょうやくば
Y223/D4

だいせん れきし

(
こだい きんだい こうつう せんそう さんぎょう かいはつ きょ

ういく ぶんか じんじゃ じいん みんぞく もうら

だいせんこんじゃくしゃしんしゅう たちばなしょいん

2008.06

えど じだい げんだい しゃしん だいせん れきし しゃしんしゅう

かんまつ だいせん れきし ねんぴょう だいせん かか ふか ひとびと

しょうかい けいさい

だいせんひゃっか すぎもと よ み ちょ しん にほん かいしん

ぶんしゃ

だいせんかいざん

1300
ねん む すぎもとせんせい ねん ねん に

ほんかいしんぶん れんさい いっさつ だいせん れき

し ぶんか か

8.
だいせん しぜん

せいきゅうきごう ほん しょうかい

だいせん はな いだ ひろしみ ちょ

よなごし かんこうきょうかい

094.7/I3
-2

195
しゅ だいせん はな おさ さつ はな

たんか けいさい かんまつ さくいん

だいせん やちょう よなご やちょう ほご かいへん

さんいんほうそう

よなご やちょう かい いっさつ うつく とり しゃしん

とり しゅうせい とくちょう わ かいせつ

だいせん はな さんぽ ぞうほ かいてい

いだ ひろしみ

094.7/I3
-4

しゅ だいせん はな もうら いっさつ

けいさい ちょしゃ いだ し ほか ねん だいせん

はな ねん だいせん はな かんこう
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はな だいせん こにし　 つよしほか あさひ しんぶん

とっとり しきょく へん いまい しょてん
Y47/K3

あさひ しんぶん とっとり しきょく しょうわ ねん れんさい はな

だいせん さつ かんまつ け

いさいか めいさくいん へいせい ねん はな だいせん

かんこう

だいせん ちょうじょうほご かつどう

10
ねん

だいせん ちょうじょう ほご かい
Y519/D1

しょうわ

20
ねんだい ねんだい だいせん さんちょう ほご かつどう しゃしん け

いさい きちょう だいせんさんちょう へんか しゃしん けいさい だ

いせん しぜん かんきょう もうら さつ

だいせん じゅうにん もりもと まきおちょ

いまい しゅっぱん
Y47/M1-2

よみうりしんぶん とっとりけんばん ちょうじゅ だいせん じゅうにん

さつ はやし そうげん いわば ばしょ さ しょくぶつ

しゃしん けいさい ねん ぞっかん ぞくだいせん じゅ

うにん しゅっぱん

しんだいせん ちょう まつおかよしゆきちょ はっこう

2009.06

だいせん せいそく かくにん しゅ ちゅうしん うつく しゃしん

とも ちょう しょうかい さつ

いの やまだいせん れきし しぜん す

ぎもとよ み すみ ひろゆきちょ はっこう

すみ ひろゆき し にほん かいしんぶん けいさい だいせん しぜん

だいせん しき おりおり しぜん

しゃしん とも しょうかい

ぞくだいせんちょうし だいせんちょうし へんしゅういんかい だ

いせんちょう

2010.9

だいいっしょう ちし だいさんせつ だいせん きこう

だいにしょう せいぶつ だいいっせつ どうぶつ だい にせつ しょくぶつ

だいさんせつ しぜん ほご

こくりつ こうえんだいせん ひゃっか じてん だいせんもの

がたり だいせん びか すいしん かい だいせん

ちょうじょう ほご かい

/
へん はっこう

DVD-R

2016
ねん しゅっぱん こくりつ こうえん してい

80
しゅうねんきねん し こくりつ こうえん

だいせん ぞうほ ばん でんし しょせき だいせん しぜん どうしょくぶつ

ちけい きこう くわ きさい
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9.
だいせん ぎゅうば いち

せいきゅうきごう ほん しょうかい

だいせんちょうし だいせんちょうし へん いいんかい

だいせんちょうやくば

092.23/D
4

だい ごへん いっしょうはっせつ ちくさん

だいせん ぎゅうばいち れきし しる

だいはちへんななしょうよんせつ うしか うた しょうかい

ばくろう ざ だいせんぎゅうばいち れきし かめ お はちしゅう

おす

2007.9

だいせんぎゅうばいち れきし ばんしょ ばくろう やど だいせんまい みち うし

お うた ぎゅうばいち さまざま かんてん か いっさつ

とっとりけん ちくさんはったつ し とっとりけん のうりん ぶ ちく

さん か

096.4/T1
-2

とっとりけん ちくさん きょうしんかい

50
かい きねん へん ちくさん し だ

いせん ぎゅうばいち くわ きさい か

んまつ とっとりけん ちくさんはったつ し ねんぴょう

ひの ぐん わぎゅう し ひの ぐん わぎゅう

し へんしゅういいんかい

/
へん

ひの ちほう のうりん しんこう きょうぎかい はっこう

Y64/H1

ほうきだいせん いち

(
だいせんばくろう ざ ぎゅうばいち ぎゅ

うば とりひき かちく しょう ふ

とっとりけん わぎゅうえんかく し ぜんこくのうぎょうきょうどうくみ

あいれんごうかい とっとりけん ほんぶ

だいせんばくろう ざ

だいせん どうひょう いし じぞう かた だいせん

しんこう よどえ ちゅうおうこうみんかん れきし きょうしつ

1979.03

Y223/Y4-
3

だいせん ぎゅうばいち むらた しゅういち

いの やまだいせん れきし しぜん す

ぎもとよし み すみ ひろゆきちょ はっこう

ばくろう ざ ぎゅうばいち だいせんじ けいざい きよ

こうふちょう し こうふちょう ちょうし へん いいんかい

1975

092.26/K
1

だいせんもうで ぎゅうばいち けいさい
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