
 ２０１８年１月特集展示「西郷どん」

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
186エ 江戸・幕末・維新志士ゆかりの地でいただく御朱印ハンドブック 八木　透 辰巳出版
210シ 司馬遼太郎歴史のなかの邂逅　３　坂本竜馬～西郷隆盛 司馬　遼太郎 中央公論新社
215ア 藩と県 赤岩　州五 草思社
215ア 幕末維新消された歴史 安藤　優一郎 日本経済新聞出版社
215ア 江戸っ子の意地 安藤　優一郎 集英社
215イ 一冊でわかるイラストでわかる図解幕末・維新 東京都歴史教育研究会 成美堂出版
215イ 英国外交官の見た幕末日本 飯田　鼎 吉川弘文館
215キ 幕末十冊の名著 北影　雄幸 勉誠出版
215キ 幕末志士の手紙 木村　幸比古 教育評論社
215ス 図説・幕末戊辰西南戦争 学研
215ス 〈図集〉幕末・明治の生活風景　外国人のみたニッポン 須藤　功 東方総合研究所
215ス 図説黒船の時代 黒船館 河出書房新社
215ソ 総図解よくわかる幕末・維新 結喜　しはや 新人物往来社
215タ 藩と日本人　現代に生きる〈お国柄〉 武光　誠 ＰＨＰ研究所
215ト 徳川家が見た幕末維新 徳川　宗英 文藝春秋
215ト 偽金づくりと明治維新　薩摩藩偽金鋳造人安田轍蔵 徳永　和喜 新人物往来社
215ト 尊王攘夷の旗　徳川斉昭と藤田東湖 童門　冬二 光人社
215ナ 幕末入門 中村　彰彦 中央公論新社
215ナ もう一度学びたい幕末・明治維新 永濱　眞理子 西東社
215ノ 長州戦争 野口　武彦 中央公論新社
215ノ 慶喜の捨て身 野口　武彦 新潮社
215ハ 幕末維新を歩く ＪＴＢ
215ハ 幕末諸隊１００ 三才ブックス
215ハ もう一つの「幕末史」 半藤　一利 三笠書房
215ハ 幕末史 半藤　一利 新潮社
215ハ 世界危機をチャンスに変えた幕末維新の知恵 原口　泉 ＰＨＰ研究所
215ホ 会津と長州、幕末維新の光と闇 星　亮一 講談社
215マ 攘夷の幕末史 町田　明広 講談社
216ア 幕臣たちの明治維新 安藤　優一郎 講談社
216イ 西南戦争 猪飼　隆明 吉川弘文館
216イ 西南役伝説 石牟礼　道子 洋泉社
216カ 廃藩置県 勝田　政治 講談社
216キ 上野彰義隊と箱館戦争史 菊地　明 新人物往来社
216サ 大久保利通と明治維新 佐々木　克 吉川弘文館
B216ト 明治維新 遠山　茂樹 岩波書店
216ノ 幕末明治不平士族ものがたり 野口　武彦 草思社
216ノ 鳥羽伏見の戦い 野口　武彦 中央公論新社
216ハ 明治維新という過ち　改訂増補版 原田　伊織 毎日ワンズ
216フ 福澤諭吉幕末・維新論集　現代語訳 福澤　諭吉 筑摩書房
216ホ 戊辰戦争 保谷　徹 吉川弘文館
216ホ 戊辰戦争年表帖 ユニプラン
216ヨ 明治時代は謎だらけ 横田　順弥 平凡社
216ヨ 西郷隆盛惜別譜 横田　庄一郎 朔北社
219カ 鹿児島県の歴史　第２版 原口　泉 山川出版社
219キ 京都時代ＭＡＰ　幕末・維新編 新創社 光村推古書院
219キ 京都・幕末維新をゆく 木村　幸比古 淡交社
219キ 京都幕末維新かくれ史跡を歩く 木村　幸比古 淡交社
219ハ 維新の系譜　家に、国に、命を尽くした薩摩藩・三人の功臣たち 原口　泉 グラフ社
281カ カメラが撮らえた勤王派と佐幕派幕末の志士 『歴史読本』編集部 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
281カ 人生を変える幕末志士たちの言葉 河合　敦 佼成出版社
281シ 事典にのらない日本史有名人家族の情景 新人物往来社
281ト 幕末三舟伝 頭山　満 国書刊行会
281ト 内村鑑三の『代表的日本人』 童門　冬二 ＰＨＰ研究所
281ヒ ビジュアル幕末１０００人 世界文化社

B281モ 物語幕末を生きた女１０１人 『歴史読本』編集部 新人物往来社
281レ レンズが撮らえた幕末維新の志士たち 小沢　健志 山川出版社
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288マ 明治天皇という人 松本　健一 毎日新聞社
288ヨ 島津家の戦争 米窪　明美 集英社インターナショナル

B289サ 西郷隆盛語録 西郷　隆盛 角川学芸出版
289.1ア 開国への布石　評伝・老中首座阿部正弘 土居　良三 未来社
289.1カ 勝海舟と福沢諭吉 安藤　優一郎 日本経済新聞出版社
289.1キ 木戸孝允 松尾　正人 吉川弘文館
289.1コ 龍馬を超えた男小松帯刀 原口　泉 グラフ社
289.1サ 西郷隆盛伝説 佐高　信 角川学芸出版
289.1サ 坂本龍馬の３３年 菊地　明 新人物往来社
289.1サ 西郷隆盛と徳之島 益田　宗児 浪速社
289.1サ 西郷隆盛 猪飼　隆明 岩波書店
289.1サ 西郷どんとよばれた男 原口　泉 ＮＨＫ出版
289.1シ 島津斉彬 松尾　千歳 戎光祥出版
289.1テ 幕末の大奥　天璋院と薩摩藩 畑　尚子 岩波書店
289.1テ 篤姫の生涯 宮尾　登美子 日本放送出版協会
289.1ナ 中岡慎太郎 松岡　司 新人物往来社
337ワ お金から見た幕末維新 渡辺　房男 祥伝社
372ム 藩校 村山　吉廣 明治書院
397ハ 幕末・明治の日本海軍　海戦・艦艇写真集 中川　務 ベストセラーズ
521イ 幕末維新の城 一坂　太郎 中央公論新社
521ヤ 江戸全１７０城最期の運命 八幡　和郎 イースト・プレス
645ニ 犬たちの明治維新 仁科　邦男 草思社

B740オ 幕末・明治の写真 小沢　健志 筑摩書房
751ニ 日本のガラス 戸澤　道夫 里文出版
778イ 幕末時代劇、「主役」たちの真実 一坂　太郎 講談社
910シ 司馬遼太郎がゆく 半藤　一利 プレジデント社
918ア 芥川龍之介全集　第３巻 芥川　龍之介 岩波書店
918イ 完本池波正太郎大成　３ 池波　正太郎 講談社
918シ 司馬遼太郎全集　３５ 翔ぶが如く 司馬　遼太郎 文芸春秋
919ハ 幕末維新の漢詩 林田　愼之助 筑摩書房
Fア 氷塊大久保利通 秋山　香乃 河出書房新社
BFイ 人斬り半次郎　改版 池波　正太郎 新潮社
BFカ 田原坂　小説集・西南戦争 海音寺　潮五郎 文藝春秋
BFカ 西郷と大久保　改版 海音寺　潮五郎 新潮社
Fコ あんご愛加那 小石　房子 作品社
Fツ 勝海舟　私に帰せず 津本　陽 潮出版社
BFト 小説西郷隆盛 童門　冬二 学陽書房
HFト 狙うて候　銃豪村田経芳の生涯 東郷　隆 実業之日本社
Fト 幕末の尼将軍－篤姫 童門　冬二 日本放送出版協会
Fナ 岩倉具視 永井　路子 文藝春秋
Fハ 大獄　西郷青嵐賦 葉室　麟 文藝春秋
Fハ 西郷どん！ 林　真理子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
Fヨ 生麦事件 吉村　昭 新潮社
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