
 2017年10月企画展示「オオイタをマナブ」

NO タイトル 請求記号 資料ID

1
大分・別府湯布院 : くじゅう・国東半島・日田 ; 2009,
2012, '14. -- 昭文社, 2008. -- (マップルマガジン ; 九州).

291.95||OB25||2014 10391858

2
大分・別府 : 由布院 ; '16. -- 昭文社, 2015. -- (まっぷる
マガジン ; 07 . 九州).

291.95||OB25||2016 10394571

3
大分観光地図Walker. -- 角川マガジンズ, 2012. --
(ウォーカームック ; No.283).

291.95||OK3 11378924

4
由布院・黒川 : 別府 ; '13. -- 昭文社, 2012. -- (マップル
マガジン ; 九州08).

291.95||YI11 11378925

5
国宝臼杵石仏 / 大分合同新聞文化センター編集 ; 大崎
聡明 [ほか] 写真 ; 狭間久文. -- 大分合同新聞社, 1995.

291.95||OK19 11304776

6 21世紀に伝えたい大分の風景. -- 大分県, 2002. 291.95||ON20 11281683

7
Bungo食べ歩きBook ; 2000 - 2017. -- おおいたインフォ
メーションハウス, 1999. -- (月刊シティ情報おおいた別
冊).

291.95||BN15||2017 10396020

8
由布院・黒川温泉 : 阿蘇・高千穂. -- 2版. -- 昭文社,
2012. -- (ことりっぷ).

291.95||YI11 11378926

9
由布院・阿蘇 : 別府・黒川温泉. -- 4版. -- 昭文社,
2015. -- (たびまる : こんどの旅はまるごと楽しい! ; 27).

291.95||YI19 10394573

10 宇佐・国東散歩26コース. -- 山川出版社, 2001. 291.95||TK21 11316156
11 大分県の山歩き / 吉川満著. -- 葦書房, 1989. 291.95||YM15 11018157

12
大分&熊本の人気温泉郷 : おでかけ日帰り温泉. -- おお
いたインフォメーションハウス, 2013. -- (月刊シティ情報
おおいた臨時増刊).

291.9||OK14 11378169

13
別府温泉史 / 別府市観光協会編著 ; 半田康夫責任編.
-- いずみ書房, 1963. -- (全国著名温泉史叢書 ; 1).

291.95||B3-1 10000394

14 大分. -- 昭文社, 2015. -- (ことりっぷ). 291.95||KO9 10394572

15
国東の道 / 杜山悠著. -- カイガイ出版部, 1979. -- (杜
山悠の日本の街道 ; 3).

291.95||M4-1 10000403

16
九重山法華院物語 : 山と人 / 松本◆U5FB0◆夫, 梅木
秀徳編. -- 弦書房, 2010.

291.95||MY11 11357472

17
別府湯布院. -- JTBパブリッシング, 2016. -- (manimani
= マニマニ . 九州 ; 3).

291.95||MN13 11404989

18
大分百山 / 日本山岳会東九州支部|編. -- 日本山岳会
東九州支部.

291.95||NO 26 11042296

19
大分県の歴史散歩 / 大分県高等学校教育研究会地理
歴史科・公民科部会編. -- 山川出版社, 2008. -- (歴史
散歩 ; 44).

291.95||OO18 11339831

20
湯布院発、にっぽん村へ / 中谷健太郎著. -- 蕗薹書房,
2001.

291.95||NK25 11279723

21
沈んだ島 : 別府湾・瓜生島の謎 / 瓜生島調査会[編]. --
「瓜生島」調査会, 1977.

219.5||S20-1||a 10011952

22
大分県の歴史 / 豊田寛三 [ほか] 著. -- [新版]. -- 山
川出版社, 1997. -- (県史 ; 44).

219.5||TK15 11232470

23
大分県 : 大・大分楽 / 大分県監修. -- 求龍堂, 2010. --
(にっぽん再発見 ; 1).

291.95||OK15 11380117

24 大分縣案内. -- 大分縣協賛會, 1921. 291.95||O6-1||a 10090940

25
奥豊後大野川の流れに沿って / 大分県観光協会|編. --
大分県観光協会.

291.95||O23-1||a 10062192

26 宇佐物語 / 椛田美純著. -- 椛田美純, 1984. 219.5||KY21 11287922

27
宇佐 : 大陸文化と日本古代史 / 賀川光夫編. -- 吉川弘
文館, 1978.

219.5||K13-3||b 10091445

28
古代国東文化の謎 : 宇佐神道と国東仏教 / 中野幡能
著. -- 新人物往来社, 1974.

219.5||N6-3||a 10065223
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30
ザビエルの見た大分 : 豊後国際交流史 / 加藤知弘著. -
- 葦書房, 1985.

198.22||K3-1||b 10014964

31
前野良沢 : 生涯一日のごとく / 鳥井裕美子著 ; : 新装
版. -- 思文閣出版, 2015.

289.1||TY13 11392708

32
豊後大友氏 / 八木直樹編著. -- 戎光祥出版, 2014. --
(シリーズ・中世西国武士の研究 ; 2).

288.3||YN2 11387061

33
おおいた温泉食べ歩き大図鑑. -- おおいたインフォメー
ションハウス, 1987.

291.95||O28-1 10090954

34 ひらけゆく大分県 : 戦後25年の歩み. -- 大分県, 1971. 219.5||O1-4 10370889

35
豊後府内城 : 第14回特別展「城のある風景」図録 / 大
分市歴史資料館編. -- 大分市歴史資料館, 1995.

219.5||OB10 11201938

36
大分別府レトロ地図 : 懐かしの昭和30年代. -- 大分合
同新聞社, 2004.

291.95||OB18||0407 11307223

37 グラビア大分の旅 ; [1] - -. -- 大分県観光協会, 1984. 291.95||GB15||1 10000412

38
沖縄・鹿児島・宮崎・熊本・大分・長崎・佐賀 / 東菜奈著.
-- 岩崎書店, 2014. -- (日本全国行ってみたいなあんな
町こんな町 / 東菜奈著 ; 1).

291||NZ9||1 11397676

39 大分県の百年. -- 大分県, 1968. 219.5||O1-3||b 10380925

40
大分縣寫眞帖. -- 復刻版. -- 大分県図書文献刊行会,
1975.

219.5||O1-6 10370952

41 黒田官兵衛 : 小説集 / 末國善己編. -- 作品社, 2013. 913.68||SY11 11384966

42
黒田官兵衛をめぐる65の城 : ニッポンのお城に会いに行
く! : お城の手帖. -- 辰巳出版, 2013. -- (タツミムック).

521.82||KK5 11384959

43
黒田如水 : 九州制覇の野望. -- 小学館, 2010. -- (小学
館ウイークリーブック).

219.5||KJ11 10391611

44
九州の関ヶ原. -- 小学館, 2008. -- (小学館ウイークリー
ブック).

219||KN7 10391612

45
軍師黒田官兵衛その戦略と生涯 / 八幡和郎監修. -- 宝
島社, 2013. -- (別冊宝島 ; 2096).

289.1||YK7 11384973

46
戦国最強の軍師黒田官兵衛と竹中半兵衛 : 秀吉を天下
人にした「二兵衛」の智略と激烈なる生涯を追う!. -- 洋
泉社, 2013. -- (洋泉社mook).

289.1||SS14 11384976

47
黒田官兵衛 : 戦国人物伝 / やまざきまこと作画 ; 加来
耕三企画・構成・監修 ; 水谷俊樹原作. -- ポプラ社,
2013. -- (コミック版日本の歴史 ; 38).

289.1||KK11 11384961

48
黒田官兵衛. -- 双葉社, 2013. -- (双葉社スーパームッ
ク).

289.1||KK5 11384972

49
黒田官兵衛歴史読本. -- KADOKAWA, 2014. -- (別冊
歴史読本 ; 1号 ; 第39巻第1号, 858号).

289.1||KK2 11384958

50
黒田軍団 : 如水・長政と二十四騎の牛角武者たち / 本
山一城著. -- 宮帯出版社, 2008.

288.3||MK11 11384982

51
キリシタン武将黒田官兵衛 : 秀吉と家康から怖れられた
智将 / 林洋海著. -- 現代書館, 2013.

289.1||HH11 11384964

52
戦国武将の家紋の真実 : 完全保存版. -- ベストセラー
ズ, 2014. -- (Best mook series ; 34).

288.6||SB14 11384426

53
徹底検証!黒田官兵衛 : 特集. -- 新人物往来社, 2013. -
- (歴史読本).

210.05||TK11 10392253

54 九州のキリシタン大名 / 吉永正春著. -- 海鳥社, 2004. 198.22||YM11 11384882


