
書　名 著　者 出版社 出版年 ＮＤＣ 対象

南極物語 野上　竜雄 サンケイ出版 1983 912 一般 映画

日本の名随筆　３０ 作品社 作品社 1985 914 一般 エッセイ

南極観測船ふじ 稚内市 稚内市 556 一般 観測船

調査捕鯨船日新丸よみがえる 小島　敏男 成山堂書店 2003 557 一般 観測船

南極観測船ものがたり 小島　敏男 成山堂書店 2005 402 一般 観測船

極　（上・下） 綱淵　謙錠 新潮社 1983 913 一般 小説

隊長と犬係とそり犬たち 戸川幸夫 講談社 1958 913 一般 小説

南極でダー！ 古波蔵　孝子 新風社 1997 913 一般 小説

やまとゆきはら 関屋　敏隆 福音館書店 2002 E 児童 絵本

南極大図鑑 岩見　哲夫ほか 小学館 2006 402 一般 全般

感動大陸　南極 湯本　博文・編 学習研究社 2007 402 一般 全般

プロジェクト×挑戦者たち７ ＮＨＫプロジェクトＸ制作班 日本放送出版協会 2001 210 一般 全般

南極・北極の百科事典 国立極地研究所「南極・北極の百科事典」 丸善 2004 402 一般 全般

南極科学館 国立極地研究所・編 古今書院 1990 402 一般 全般

北極と南極の１００の不思議 神沼　克伊・監 東京書籍 2003 402 一般 全般

ビジュアル博物館　第５７巻 同朋舎出版 同朋舎出版 1995 033 一般 全般

北極・南極
　極地の自然環境と人間の営み

神沼　克伊・共訳 朝倉書店 2004 402 一般 全般

北極南極　森吉高写真集 森　吉高 東方出版 2002 748 一般 全般

南極・北極大百科図鑑　ビジュアル版 デイビッド・マクゴニガル・編 東洋書林 2005 402 一般 全般

南極・国境のない大陸 武田　剛 朝日新聞社 2005 748 一般 全般

南極・北極のひみつ 学研 学研 1983 297 児童 全般

南極情報１０１ 神沼　克伊 岩波書店 1983 297 児童 全般

南極 三徳　信彦 小学館 2003 402 児童 全般

南極コレクション
　（ふしぎコレクション５）

武田　剛 フレーベル館 2006 402 児童 全般

地球は生きている　５ くもん出版 くもん出版 1993 450 児童 全般

南極パラダイス 有馬　清徳 光村推古書院 1997 748 般・児 全般

南極料理人の悪ガキ読本 西村　淳 亜璃西社 2004 289 一般 その他

よみがえる白瀬中尉 渡辺　誠一郎 秋田魁新報社 1986 289 一般 体験

南極に立った樺太アイヌ 佐藤　忠悦 東洋書店 2004 297 一般 体験

南極横断　上 Ｖ．フックス 光文社 1959 297 一般 体験

南極取材記 ＮＨＫ取材班 日本放送出版協会 1979 297 一般 体験

南極新聞　（上・中・下） 朝比奈　菊雄・編 旺文社 1982 297 一般 体験

南極輸送記 松本　満次 東京創元社 1959 297 一般 体験

白い大陸 ウォルター・サリヴァン 早川書房 1969 297 一般 体験

白瀬南極探検記念館　総合案内 白瀬南極探検記念館 白瀬南極探検記念館 1991 297 一般 体験

白瀬矗 白瀬矗 日本図書センター 1998 297 一般 体験

遊覧の極地 小西　耿 ＮＴＴ出版 1997 297 一般 体験

昭和基地 村山　雅美 新潮社 1966 402 一般 体験

南極 鳥居　鉄也 毎日新聞社 1970 402 一般 体験

南極 文教通信協会 文教通信協会 1958 402 一般 体験

南極からのメッセージ ＮＨＫ出版・編 日本放送出版協会 2003 402 一般 体験

南極に暮らす 坂野井　和代 岩波書店 2000 402 一般 体験

南極観測事始め 永田　武 光風社出版 1992 402 一般 体験

南極観測隊 村山　雅美 講談社 1966 402 一般 体験

南極大紀行 ＮＨＫ「南極」プロジェクト 日本放送出版協会 2003 402 一般 体験

南極点への道 村山　雅美 朝日新聞社 1969 402 一般 体験

ママ、南極へ行く！ 大越　和加 主婦の友社 2003 916 一般 体験

不肖・宮嶋南極観測隊ニ同行ス 宮嶋　茂樹 新潮社 1998 916 一般 体験

南極に挑む ポール・Ｗ・フレージャー 時事通信社 1960 936 一般 体験

南極点より愛をこめて ジェリ・ニールセン 講談社 2002 936 一般 体験

南極へ行きませんか 神沼　克伊 出窓社 2001 297 一般 体験

極地を探検した人々 村山　雅美 さ・え・ら・書房 1978 280 児童 体験

しらせ　のぶ 西本　鶏介 チャイルド本社 1987 289 児童 体験

雪にあこがれて南極へ 島田　治子 偕成社 1995 289 児童 体験

全　　　　般

その他

体　　　験

ぼくの南極生活５００日
　　－ある新聞カメラマンの南極体験－

武田　剛 フレーベル館 2006 402 児童 体験

◎市立図書館所蔵の南極関連の図書（８９冊）

映　　　　　画

エッセイ

観測船・など



エンデュアランス号大漂流 エリザベス・コーディー・キメル あすなろ出版 2000 297 児童 体験

悲劇の南極探検 チェリー・ガラード あかね書房 1978 297 児童 体験

南極からのファックス 第３２次南極越冬隊 あかね書房 1993 916 児童 体験

南極点へ５２００キロ 村山　雅美 偕成社 1978 916 児童 体験

南極の冒険 マージェリー・シャープ 岩波書店 1988 933 児童 体験

極地からわかる地球のひみつ 鳥飼　新市 旺文社 2006 47 児童 地理

世界地理風俗体系　１０ 誠文堂新光社 誠文堂新光社 1966 290 一般 地理

世界文化地理体系　２７ 平凡社 平凡社 1958 290 一般 地理

南極がこわれる 藤原　幸一／写真・文 ポプラ社 2006 488 一般 地理

ペンギンと泳ぐ旅 西森　有里 ＮＴＴ出版 2003 297 一般 動物

犬たちの南極 菊池　徹 中央公論社 1983 297 一般 動物

南極の犬ぞり 菊池　徹 法政大学出版局 1959 297 一般 動物

タロ・ジロは生きていた 藤原　一生 トモブック社 1959 402 一般 動物

極地の哺乳類・鳥類 内藤　靖彦 人類文化社 2001 489 一般 動物

タロ・ジロの犬教育基本法 宮　忠臣 学研 1984 645 一般 動物

名犬のりれき書 福田　博通 中経出版 2003 645 一般 動物

タロ・ジロと仲間たち 学習研究社 学習研究社 1983 778 一般 動物

南極のペンギン 高倉　健 集英社 2001 778 一般 動物

タロ・ジロは生きていた 菊池　徹 教育出版センター 1983 916 一般 動物

南極の自然史
　ノトセニア魚類の世界から

川口　弘一 東海大学出版社 2005 487 一般 動物

ほんとうの南極犬物語 綾野　まさる ハート出版 2006 913 児童 動物

カラフト犬物語 北村　泰一 教育社 1982 916 児童 動物

タロ・ジロは生きていた 藤原　一生 銀の鈴社 2004 916 児童 動物

こねこのタケシ
（ほんとうにあったはなし、南極大ぼうけん）

阿見　みどり／文・わたなべ　あきお／絵 銀の鈴社 2006 Ｅ 児童 動物

南極第一次越冬隊とカラフト犬 北村　泰一 教育社 1982 402 般・児 動物

樺太犬 写真集団あらはり編 写団あらはり 1978 748 般・児 動物

樺太犬除幕式 稚内市立図書館・編 稚内市立図書館 748 般・児 動物

南極学術探検隊
　樺太犬訓練所記念写真集

稚内市立図書館・編 稚内市立図書館 1956 748 般・児 動物

日本南極観測隊～人間ドラマ５０年～ 小野延雄ほか編 丸善 2006 211 一般 歴史

南極１００年 神沼　克伊 ほるぷ出版 1994 402 一般 歴史

南極観測二十五年史 大蔵省印刷局 大蔵省印刷局 1982 402 一般 歴史

◎その他

・video「南極物語」

・第４５次日本南極地域観測隊気水圏研究観測　佐々木正史（北見工業大学）氏の「南極通信」

体　　　験

地　　　理

動　　　物

歴　　史


