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富山のことで分からないことがあったら、まずこちらをどうぞ。

富山のことを全般的に紹介してくれる本
書名 編著者もしくは発行者 出版年 所蔵場所／請求記号

とやま参考

T031/7

とやま参考

T031/2

とやまの本

T290.9/363

富山の歴史をざっくりとたどる本
書庫

T209/43

書庫

T290.9/118

とやまの本

T209/47

書庫

T290.8/34

書庫

T290.8/37

とやまの本

T290.8/38

書庫

T290.8/36

書庫

T290.8/35

　→より本格的な調べ物は「富山県史」や各市町村史もご利用いただけます。

富山の観光スポットをさがすなら
書庫

T290.9/244/N14-15

書庫

T290.9/342

書庫

T290.9/375

書庫

T290.9/364

とやまの本

T290.9/369

とやまの本

T290.9/365

書庫

T290.9/366

書庫

T290.9/285

書庫

T290.9/352/N13-14

とやまの本

T290.9/181

とやまの本

T290.9/358

富山の遊び場（アウトドア編）。
書庫

Ｔ787/36

書庫

Ｔ787/37

とやまの本

T786/574

とやまの本

Ｔ786/506

とやまの本

T290.9/297

とやまの本

T450/94/Ａ

書庫

T290.9/215/N14

→最新の情報は、ローカル雑誌もごらんください。

とやまの自然を楽しむ
富山県ナチュラリスト協会
／編

2010

北アルプス登山案内　北部編 山と渓谷社 2006

季節で選ぶウォーキングコース 北日本新聞社 2005

北国新聞社 2009

北陸エギングガイド 北国新聞社 2010

気分爽快　富山の25山25湯 富山新聞社 2012

とっておきの富山 シー・エー・ピー 1995

ビジュアルワイド新日本風土記  １６      富山県 ぎょうせい／発行 1989

図説富山県の歴史

ガイドのとら　富山・金沢 シー・エー・ピー 2009

イラストでつづるとやまのれきし アド・パルス／編 1983

やさしく学ぼうふるさと富山 北日本新聞社／編 2013

富山大百科事典（上・下） 北日本新聞社／編 1994

富山県大百科事典 富山新聞社／編 1976

高瀬保／責任編集 1993

目で見る魚津・黒部・下新川の１００年    魚津市・黒部市・
下新川郡  写真が語る激動のふるさと一世紀

郷土出版社／発行 1993

目で見る高岡・氷見・新湊の１００年    高岡市・氷見市・新
湊市・射水郡  写真が語る激動のふるさと一世紀

郷土出版社／発行 1993

目で見る砺波・小矢部の１００年    砺波市・小矢部市・東砺
波郡・西砺波郡  写真が語る激動のふるさと一世紀

郷土出版社／発行 1993

目で見る富山市の１００年      写真が語る激動のふるさと
一世紀

郷土出版社／発行 1993

目で見る滑川・新川・婦負の１００年    滑川市・中新川郡・
上新川郡・婦負郡  写真が語る激動のふるさと一世紀

郷土出版社／発行 1993

るるぶ富山立山黒部五箇山白川郷　’１４〜’１５ ＪＴＢパブリッシング 2014

越中飛騨    富山と岐阜をめぐるとっておきの歩き方、教え
ます。

越中飛騨観光圏／〔編〕 2014

大人の遊び、３３の富山旅。（マップ有）
富山県観光連盟［ほか］／
編

2013

女子的湯めぐり案内  富山・石川・福井・岐阜・長野  富山
から行く湯のバイブル

シー・エー・ピー 2013

ｄ　ｄｅｓｉｇｎ　ｔｒａｖｅｌ  １１      富山
Ｄ＆ＤＥＰＡＲＴＭＥＮＴ　ＰＲ
ＯＪＥＣＴ

2013

富山を味わう富山に酔う    ２０１５年春、北陸新幹線開業
クレア・トラベラー

文芸春秋 2014

富山　立山・黒部  ’１４  五箇山・白川郷  マップルマガジン
北陸

昭文社 2014

北陸ドライブ  ２０１３－２０１４  見どころ満載！アレコレ楽
しむ北陸ドライブの旅

シー・エー・ピー／編集 2013

るるぶ立山黒部アルペンルート  ’１４    るるぶ情報版 中
部

ＪＴＢパブリッシング 2013

おでかけ富山岐阜 流行発信（発売） 2012

新装版　富山湾の釣り



富山のうまいものを探すなら。
書庫

T689/83

書庫

T689/45/N14

書庫

T596/118/A

書庫

T596/67/N13

書庫

T596/115

とやまの本

T380/131

とやまの本

T380/147

書庫

T726/25

→自分でおつくりになる方向けの料理本もございます。

この漫画の風景に、出会えます。

書庫

Ｔ726/26

書庫

Ｔ726/41

書庫

Ｔ726/5

書庫

726.1/86

書庫

778/838

富山弁のなぞを解くなら。

書庫

Ｔ810/52

書庫

Ｔ810/38

書庫

Ｔ810/54

書庫

富山独自の風習に戸惑っている人にはこちらを。

とやまの本

Ｔ380/143/1

とやまの本

Ｔ380/77/Ａ

とやまの本

Ｔ380/114

とやまの本

Ｔ361/70

書庫

Ｔ361/68

データで見る富山県。

とやま行政

Ｔ350/55/Ｎ13

とやま行政

Ｔ350/8/Ｎ12

一般開架

351/93

一般開架

361.61/447

一般開架

361.61/440

参考書

351/59/Ｎ14

富山湾鮨　天然の生け簀
富山県観光・地域振興局
観光課

2012

富山のラーメン  ２０１３ シー・エー・ピー 2013

とやま大人の酒場。  和  酒場を愛する全ての人のための
バイブル

シー・エー・ピー 2013

街食本  ２０１４  富山のグルメエンターテイメントブック シー・エー・ピー 2013

とやま食の匠    越中とやま食の王国
富山県農林水産部農産食
品課（ほか）／〔編〕

2013

富山なぞ食探検 読売新聞富山支局／編 2008

石川・富山ふるさと食紀行 北國新聞社 2013

美味しんぼ　８４　日本全県味巡り　富山編
雁屋哲／作　花咲アキラ／
画

2003

ほしのふるまち（1～7）　　※氷見市が舞台 原秀則／著 2006～08

月影ベイベ　　　※富山市（八尾町）が舞台 小玉ユキ／著 2013～

少年時代　　　※朝日町が舞台 藤子不二雄／著 1989

まんが道（1～4）　　※高岡市が舞台 藤子不二雄／著 1986～87

日本のまんなか富山弁 蓑島良二／著 2001

おおかみこどもの雨と雪オフィシャルブック　※上市町・立
山町が舞台

同政策委員会／監修 2012

とやま弁またい抄 蓑島良二／著 1994

蒙御免富山県方言〔番付表〕
蓑島良二／編集　中井精
一／監修 2006

とやま弁大語解 シー・エー・ピー 1989

愛蔵版　暮らしの歳時記　富山編 富山新聞社 2012

新・とやまの冠婚葬祭 北日本新聞社 1999

とやま祭りガイド 北日本新聞社 2004

石川県人と富山県人のえっホント！？ 矢野新一／著 2014

東海北陸を裸にする！？ 松尾一／著 2012

100の指標　統計からみた富山　平成25年版 富山県統計調査課／編 2014

富山県勢要覧　平成24年 富山県統計調査課／編 2013

日本でいちばん幸せな県民 坂本光司／著 2011

2014年版　全４７都道府県幸福度ランキング 寺島実郎／監修 2014

日本でいちばんいい県　都道府県別幸福度ランキング 寺島実郎／監修 2013

データでみる県勢　2014 矢野恒太記念会／編集 2014


