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請求記号 書名 著者名 出版者名

031ユ 明治もののはじまり事典 湯本　豪一 柏書房

051ミ ミリオンセラー誕生へ！ 印刷博物館 東京書籍

070オ 幕末明治新聞ことはじめ 奥　武則 朝日新聞出版

070ニ 明治新聞雑誌文庫の思い出 西田　長寿 《リキエスタ》の会

147メ 明治妖怪新聞 湯本　豪一 柏書房

175メ 明治神宮の出現 山口　輝臣 吉川弘文館

198エ 内村鑑三とその系譜 江端　公典 日本経済評論社

215カ 外人の見た幕末・明治初期日本図会　生活・技術篇 池田　政敏 春秋社

215カ 外人の見た幕末・明治初期日本図会　文化・景観篇 池田　政敏 春秋社

215ス 女たちの明治維新 鈴木　由紀子 日本放送出版協会

216ア 鹿鳴館 飛鳥井　雅道 岩波書店

216イ ゴードン・スミスの見た明治の日本 伊井　春樹 角川学芸出版

216イ 西南戦争 猪飼　隆明 吉川弘文館

216オ 日清戦争 大谷　正 中央公論新社

216キ 五稜郭の戦い 菊池　勇夫 吉川弘文館

216コ 明治の東京生活 小林　重喜 角川書店

216サ 大久保利通と明治維新 佐々木　克 吉川弘文館
216サ 挿絵で読む「坂の上の雲」をゆく　下 産経新聞取材班 産経新聞ニュースサービス

216サ 挿絵で読む「坂の上の雲」をゆく　上 産経新聞取材班 産経新聞ニュースサービス

216シ 新聞資料明治話題事典 小野　秀雄 東京堂出版

216シ 写説日露戦争 太平洋戦争研究会 ビジネス社

216シ 「明治」という国家　下 司馬　遼太郎 日本放送出版協会

216シ 「明治」という国家　上 司馬　遼太郎 日本放送出版協会

216シ 写真明治の戦争 小沢　健志 筑摩書房

216ハ 日清・日露戦争 原田　敬一 岩波書店
216マ 自由民権運動 松沢　裕作 岩波書店
216メ 明治かがやく 平凡社
216ヨ 明治時代は謎だらけ 横田　順弥 平凡社
216ヨ 日露戦争史 横手　慎二 中央公論新社
288キ 明治天皇　下巻 ドナルド・キーン 新潮社
288キ 明治天皇　上巻 ドナルド・キーン 新潮社
289.1イ 伊藤博文 伊藤　之雄 講談社
289.1コ 幸徳秋水 絲屋　壽雄 清水書院
289.1シ 現代語訳渋沢栄一自伝 渋沢　栄一 平凡社

289.1ト 連合艦隊司令長官東郷平八郎 嶋田　耕一 毎日ワンズ
289.1ノ 乃木希典 松下　芳男 吉川弘文館
289.1マ 知られざる前島密 小林　正義 郵研社
291カ イザベラ・バード『日本奥地紀行』を歩く 金沢　正脩 ＪＴＢパブリッシング

B291ハ イザベラ・バードの日本紀行　上 イザベラ・バード 講談社
B291ハ イザベラ・バードの日本紀行　下 イザベラ・バード 講談社
B312ハ 明治国家の終焉 坂野　潤治 筑摩書房
312.1イ 元老 伊藤　之雄 中央公論新社
312.1タ 「家系図」と「お屋敷」で読み解く歴代総理大臣　明治・大正篇 竹内　正浩 実業之日本社
335.5シ 史料が語る三井のあゆみ 三井文庫 三井文庫
337メ 明治の金勘定 山本　博文 洋泉社

361.8オ 華族家の女性たち 小田部　雄次 小学館
364.6ホ 日本の公的年金の話 本間　初一 日本法令

367.2サ 明治〈美人〉論 佐伯　順子 ＮＨＫ出版
382ハ 明治がらくた博覧会 林　丈二 晶文社
382ユ 明治ものの流行事典 湯本　豪一 柏書房

383.1オ 洋服・散髪・脱刀 刑部　芳則 講談社
383.8オ とんかつの誕生 岡田　哲 講談社
383.8マ 明治西洋料理起源 前坊　洋 岩波書店
383.9タ 電笠　１ 高橋　岳志 里文出版
384フ 聞き書き明治の子ども遊びと暮らし 藤本　浩之輔 本邦書籍
B384ミ 明治物売図聚 三谷　一馬 中央公論新社
384ヤ 女の旅 山本　志乃 中央公論新社
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460ス バイオロジー事始 鈴木　善次 吉川弘文館
480ト 動物たちの１３０年 小宮　輝之 東京動物園協会

B518ハ 明治の迷宮都市 橋爪　紳也 筑摩書房
518フ 明治の東京計画 藤森　照信 岩波書店
523フ 歴史遺産日本の洋館　第２巻　明治篇 藤森　照信 講談社
523フ 歴史遺産日本の洋館　第１巻　明治篇 藤森　照信 講談社
523メ 明治の洋館 ＮＨＫ「美の壺」制作班 日本放送出版協会
602オ 明治日本の産業革命遺産 岡田　晃 集英社
645ニ 犬たちの明治維新 仁科　邦男 草思社
674タ 明治・大正・昭和のラベル、ロゴ、ポスター 廼地　戎雄 誠文堂新光社
693ヤ 日本郵便創業の歴史 藪内　吉彦 明石書店
B723シ ビゴーが見た明治ニッポン 清水　勲 講談社
B723シ ビゴーが見た日本人 清水　勲 講談社
723ヒ 明治の面影・フランス人画家ビゴーの世界 ビゴー 山川出版社
733イ 明治東京名所絵 井上　安治 角川書店
748シ 写真集　明治の横浜・東京 かなしん出版
750ハ 幕末・明治の工芸 村田　理如 淡交社
751カ 幻の明治伊万里 蒲地　孝典 日本経済新聞社
767ナ オッペケペー節と明治 永嶺　重敏 文藝春秋
772ワ 明治演劇史 渡辺　保 講談社
783.7ヨ 嗚呼！！明治の日本野球 横田　順彌 平凡社
788オ 明治馬券始末 大江　志乃夫 紀伊國屋書店
810コ 日本語のミッシング・リンク 今野　真二 新潮社
814ヒ 明治生まれの日本語 飛田　良文 淡交社
910イ 明治の探偵小説 伊藤　秀雄 晶文社
910カ 明治文学史 亀井　秀雄 岩波書店
910メ 明治文学遊学案内 坪内　祐三 筑摩書房
910メ 明治の職業往来 池田　功 世界思想社

911.1イ 路傍の草花に 石川　啄木 嵯峨野書院
911.3ヤ 明治秀句　新版 山口　青邨 春秋社
918ケ 現代日本文學大系　５ 筑摩書房
930ハ ラフカディオ・ハーンの日本 池田　雅之 角川学芸出版

B933ハ 小泉八雲集　改版 小泉　八雲 新潮社
BFオ 金色夜叉　下　改版 尾崎　紅葉 岩波書店
BFオ 金色夜叉　上　改版 尾崎　紅葉 岩波書店
Fカ 屋根をかける人 門井　慶喜 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
Fキ 暁英 北森　鴻 徳間書店
BFコ 五重塔　改版 幸田　露伴 岩波書店
BFナ 吾輩は猫である　改版 夏目　漱石 新潮社
Fハ 幕末明治百物語 一柳　廣孝 国書刊行会
BFヒ 樋口一葉 樋口　一葉 筑摩書房
BFフ 浮雲　改版 二葉亭　四迷 新潮社
Fメ 明治の怪談実話ヴィンテージ・コレクション 東　雅夫 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

BFモ 阿部一族・舞姫　改版 森　鴎外 新潮社
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