
タ イ ト ル 著 者 表 示 請求記号
会津に恋して－幕末を戦い、明治を生き
た25人の「最後の武士」－

小日向えり／著 281.2 ｺ

会津・磐梯ゆとりの旅－熟年－(ブルーガ
イド　てくてく歩き)

TB 291.2 ｱ

紅(あか)と白－高杉晋作伝－ 関厚夫／著 ｾｷ
篤姫の生涯 宮尾登美子／著 289.1 ﾃﾝ
天翔る龍 坂本龍馬伝 山村竜也／著 289.1 ｻｶ
イザベラ・バードを歩く－『日本奥地紀行』
130年後の記憶－

釜澤克彦／著 291.0 ｶ

維新銃姫伝－会津の桜 京都の紅葉－ 藤本ひとみ／著 ﾌｼﾞ
維新人物学－激動に生きた百七人－ 林青梧／著 281.0 ﾊ
維新政権(日本歴史叢書新装版) 松尾正人／著 210.6 ﾏ
維新の商人－語り出す白石正一郎日記 古川薫／著 289.1 ｼﾗ
維新の詩 奈良本辰也／著 210.5 ﾅ
維新の女 楠戸義昭／著 210.6 ｸ
維新の女　続 楠戸義昭／著　岩尾光代／著 210.6 ｸ 2
伊藤博文邸の怪事件 岡田秀文／著 ｵｶ
命もいらず名もいらず　上　幕末篇 山本兼一／著 ﾔﾏ 1
命もいらず名もいらず　下　明治篇 山本兼一／著 ﾔﾏ 2
異聞土方歳三の最期 中村忠司／著 210.6 ﾅ
英国人写真家の見た明治日本－この世
の楽園・日本－(講談社学術文庫　1710)

ハーバート・G.ポンティング／
[著]　長岡祥三／訳

291.0 ﾎﾟ

大久保利通(中公新書　190　維新前夜の
群像　5)

毛利敏彦／著 289.1 ｵｵ

大久保利通(講談社学術文庫　1683) 佐々木克／監修 289.1 ｵｵ
沖田総司壬生狼 鳥羽亮／著 ﾄﾊﾞ

外国人が見た近世日本－日本人再発見
－

竹内誠／監修　山本博文／著
大石学／著　磯田道史／著
岩下哲典／著

210.5 ｶﾞ

海舟語録(講談社学術文庫　1677)
勝海舟／[著]　江藤淳／編
松浦玲／編

289.1 ｶﾂ

街道をゆく　1 司馬遼太郎著 915 ｼﾊﾞ 1
街道をゆく　33 司馬遼太郎著 915 ｼﾊﾞ 33
鹿児島・屋久島－奄美大島－　3版(たび
まる　28　今度の旅はまるごと楽しい!)

TB 291.9 ｶ

風の如く　久坂玄瑞篇 富樫倫太郎／著 ﾄｶﾞ
風の如く　高杉晋作篇 富樫倫太郎／著 ﾄｶﾞ
風の如く　吉田松陰篇 富樫倫太郎／著 ﾄｶﾞ
勝海舟(中公新書　158　維新前夜の群像
3)

松浦玲／著 289.1 ｶﾂ

カメラが撮らえた幕末三〇〇藩藩主とお
姫様(ビジュアル選書)

新人物往来社／編 281.0 ｶ

北の五稜星 植松三十里／著 ｳｴ
木戸孝允(中公新書　169　維新前夜の群
像　4)

大江志乃夫／著 289.1 ｷﾄﾞ

暁英－贋説・鹿鳴館－ 北森鴻／著 ｷﾀ
日下部金兵衛－明治時代カラー写真の
巨人－

中村啓信／著 740.2 ｸ

決戦!新選組

葉室麟／著　門井慶喜／著
小松エメル／著　土橋章宏／
著　天野純希／著　木下昌輝
／

ｹﾂ

＊　＊　＊　エントランス展示（201８年４月）資料一覧　＊　＊　＊

展示テーマ：『明治維新から１５０年』



タ イ ト ル 著 者 表 示 請求記号
志に生きる!－昭和傑物伝－ 江口敏／著　保阪正康／監修 281.0 ｴ
古地図・現代図で歩く明治大正東京散歩
－東京市十五区番地界入地図(明治40
年)－(古地図ライブラリー　別冊)

291.36 ｺ

米百俵と小林虎三郎 童門冬二／著　稲川明雄／著 289.1 ｺﾊﾞ
西郷隆盛 命もいらず名もいらず 北康利／著 289.1 ｻｲ
西郷隆盛伝説 佐高信／著 289.1 ｻｲ
『坂の上の雲』と司馬史観 中村政則／著 910.2 ｼ
『坂の上の雲』と司馬遼太郎－特別企画 910.2 ｼ
「坂の上の雲」と日本人 関川夏央／著 910.2 ｼ
坂本竜馬・永遠の青春－時代に先駆けた
町人郷士－

相良竜介／著 289.1 ｻｶ

挿絵で読む「坂の上の雲」をゆく　上
産経新聞取材班／著　下高原
健二／挿絵

210.6 ｻ 1

挿絵で読む「坂の上の雲」をゆく　下
産経新聞取材班／著　下高原
健二／挿絵

210.6 ｻ 2

子規の音 森まゆみ／著 911.3 ﾏ
四国　[2009](大人の街歩き　13) TB 291.8 ｼ 09
司馬遼太郎が描いた「新選組」の風景(と
んぼの本)

司馬遼太郎／著 210.5 ｼ

司馬遼太郎「坂の上の雲」を読む 谷沢永一／著 910.2 ｼ
司馬遼太郎の幕末・明治－『竜馬がゆく』
と『坂の上の雲』を読む－(朝日選書　728)

成田竜一／著 910.2 ｼ

司馬遼太郎の風景　4　NHKスペシャル
「長州路・肥薩のみち/本郷界隈」

NHK「街道をゆく」プロジェクト
／著

915 ｼﾊﾞ 4

彰義隊遺聞 森まゆみ／著 210.6 ﾓ
史料が語る坂本龍馬の妻お龍 鈴木かほる／著 289.1 ﾅﾗ
白い崖の国をたずねて－岩倉使節団の
旅　木戸孝允のみたイギリス－

宮永孝／著 210.6 ﾐ

新選組颯爽録 門井慶喜／著 ｶﾄﾞ
図説新選組(ふくろうの本) 横田淳／著 210.5 ﾖ

図説日本の近代化遺産(ふくろうの本)
北河大次郎／編著　後藤治／
編著　小野吉彦／写真

602.1 ｽﾞ

図説吉田松陰－幕末維新の変革者たち
－(ふくろうの本)

木村幸比古／著 289.1 ﾖｼ

西南の嵐(銀座開化おもかげ草紙) 松井今朝子／著 ﾏﾂ
草莽無頼なり　上 福田善之／著 ﾌｸ 1
草莽無頼なり　下 福田善之／著 ﾌｸ 2
その時歴史が動いた　4 NHK取材班／編 210.0 ｿ 4
その時歴史が動いた　10 NHK取材班／編 210.0 ｿ 10
その時歴史が動いた　22 NHK取材班／編 210.0 ｿ 22
探訪日本の歴史街道　改訂新装版 楠戸義昭／著 682.1 ｸ
天璋院篤姫のすべて 芳即正／編 289.1 ﾃﾝ
波枕－おりょう秘抄－ 鳥越碧／著 ﾄﾘ
南洲残影 江藤淳／著 289.1 ｻｲ
新島八重 愛と闘いの生涯(角川選書 吉海直人／著 289.1 ﾆｲ
新島八重を歩く－激動の幕末〜昭和を生
きた会津女性の足跡－

星亮一／編　戊辰戦争研究会
／編

289.1 ﾆｲ

新島八重と新島襄－「幕末のジャンヌ・ダ
ルク」と「平和の使徒」と呼ばれた夫婦－

楠木誠一郎／著 289.1 ﾆｲ

新島八重の維新(青春新書
INTELLIGENCE　PI-360)

安藤優一郎／著 289.1 ﾆｲ

新島八重 武家の女はまつげを濡らさない 石川真理子／著 289.1 ﾆｲ
日本銀行を創った男－小説・松方正義－ 渡辺房男／著 ﾜﾀ
ニッポン近代化遺産の旅 清水慶一／文　増田彰久／写 602.1 ｼ
日本巨人伝山田顕義 佐藤三武朗／著 ｻﾄ



タ イ ト ル 著 者 表 示 請求記号
敗者から見た明治維新－松平容保と新
選組－

早乙女貢／著 210.5 ｻ

萩・津和野・松江・石見銀山－気ままに電
車とバスの旅－　第3版(ブルーガイド　て
くてく歩き　19)

TB 291.7 ﾊ

幕末維新消された歴史－武士の言い分
江戸っ子の言い分－

安藤優一郎／著 210.5 ｱ

幕末維新まさかの深層－明治維新一五
〇年は日本を救ったのか－

加来耕三／著 210.5 ｶ

幕末銃姫伝－京の風 会津の花－ 藤本ひとみ／著 ﾌｼﾞ
幕末明治傑物伝 紀田順一郎／著 281.0 ｷ
幕末・明治の日本海軍－海戦・艦艇写真
集－

中川務／編著　阿部安雄／編
著

397.2 ﾊﾞ

幕末明治横浜写真館物語(歴史文化ライ
ブラリー　175)

斎藤多喜夫／著 740.2 ｻ

氷川清話(講談社学術文庫　1463)
勝海舟／[著]　江藤淳／編
松浦玲／編

289.1 ｶﾂ

土方歳三　上 富樫倫太郎／著 ﾄｶﾞ 1
土方歳三　下 富樫倫太郎／著 ﾄｶﾞ 2
白虎隊(文春新書　172) 中村彰彦／著 210.6 ﾅ
福沢諭吉のすゝめ(新潮選書) 大嶋仁／著 289.1 ﾌｸ
武揚伝　上　決定版 佐々木譲／著 ｻｻ 1
武揚伝　中　決定版 佐々木譲／著 ｻｻ 2
武揚伝　下　決定版 佐々木譲／著 ｻｻ 3
戊辰繚乱 天野純希／著 ｱﾏ
明治維新(岩波現代文庫　学術　32) 遠山茂樹／著 210.6 ﾄ
明治維新－1858-1881－(講談社現代新
書　2031)

坂野潤治／著　大野健一／著 210.6 ﾊﾞ

明治維新を考える 三谷博／著 210.6 ﾐ
明治維新を創った男－山縣大貳伝－ 江宮隆之／著 ｴﾐ
明治維新という過ち－日本を滅ぼした吉
田松陰と長州テロリスト－　改訂増補版

原田伊織／著 210.6 ﾊ

明治の兄妹－新島八重と山本覚馬－ 早乙女貢／著 ｻｵ
明治の建築 桐敷真次郎／著 523.1 ｷ
明治の職業往来－名作に描かれた明治
人の生活－

池田功／編　上田博／編 910.2 ﾒ

明治ふしぎ写真館 横田順弥／著 210.6 ﾖ
めぐり逢い－新島八重回想記－ 鳥越碧／著 ﾄﾘ
もうひとつの龍馬伝－お龍と十四人の女
たち－

岳真也／著 289.1 ｻｶ

八重と新島襄 保阪正康／著 289.1 ﾆｲ
ゆけ、おりょう 門井慶喜／著 ｶﾄﾞ
吉田松陰(Century books　人と思想　144) 高橋文博／著 289.1 ﾖｼ
吉田松陰と萩写真紀行(ノスタルジック・
ジャパン)

清永安雄／撮影 291.7 ｷ

龍馬「海援隊」と岩崎弥太郎「三菱商会」 童門冬二／著 289.1 ｲﾜ
龍馬史 磯田道史／著 289.1 ｻｶ
龍馬と弥太郎 童門冬二／著 ﾄﾞｳ
龍馬と弥太郎－海に賭けた男たち－(こ
はるブックス)

新井恵美子／著 289.1 ｻｶ

龍馬の油断－幕末七人の侍－ 津本陽／著 ﾂﾓ
龍馬奔る　[2]　土佐の勇 山本一力／[著] ﾔﾏ 2
龍馬奔る　少年篇 山本一力／[著] ﾔﾏ
歴史の舞台を旅する　2(日本人の記録)
坂本竜馬－幕末維新群像ゆかりの土地
を訪ねて－

291.0 ﾚ 2



タ イ ト ル 著 者 表 示 請求記号
歴史の町並み再発見－九州・沖縄・山
口・島根－

読売新聞西部本社<学芸資料
課>／編

291.9 ﾚ

レンズが撮らえた日本人カメラマンの見た
幕末明治

小沢健志／監修　高橋則英／
編集

210.5 ﾚ

レンズが撮らえた150年前の日本 小沢健志／監修 210.5 ﾚ
該当件数：１２５冊


