
No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

1 逆説の日本史 20 西郷隆盛と薩英戦争の謎 井沢 元彦／著 小学館 2013.1 21004/29/20 一般開架

2
その時歴史が動いた 3 西郷隆盛、明治に挑
む他

NHK取材班／編 KTC中央出版 2000.12 21004/107/3 一般書庫

3 写真紀行 西郷隆盛 福田 敏之／著 新人物往来社 1989.12 2891/ｻﾀ6 一般書庫

4 人物叢書 西郷隆盛 田中 惣五郎／著 吉川弘文館 1985.8 2891/ｻﾀ9 一般書庫

5 幕末維新の個性 4 西郷隆盛と士族 落合 弘樹／著 吉川弘文館 2005.1 2891/ｻﾀ15 一般書庫

6 甦る伝記の名著 幕末維新編 1 西郷隆盛 上田 滋／著 弓立社 2005.1 2891/ｻﾀ16 一般書庫

7 西郷隆盛伝説 佐高 信／著 角川学芸出版 2007.4 2891/ｻﾀ20 一般書庫

8 図解で迫る西郷隆盛 木村 武仁／著 淡交社 2008.11 2891/ｻﾀ23 一般書庫

9 西郷隆盛と幕末維新の政局 家近 良樹／著 ミネルヴァ書房 2011.5 2891/ｻﾀ27 一般開架

10 西郷隆盛と薩摩 松尾 千歳／著 吉川弘文館 2014.3 2891/ｻﾀ31 一般開架

11 西郷隆盛 維新最大の謎 河出書房新社 2017.11 2891/ｻﾀ39 一般開架

12 現代視点 西郷隆盛 戦国・幕末の群像 旺文社 1983.7 2891/SA18 書庫ＣＬ

13 西郷隆盛 人望あるリーダーの条件 世界文化社 1987.3 2891/SA18 書庫ＣＬ

14 西郷隆盛紀行 橋川 文三／著 朝日新聞社 1985.5 2891/SA18 書庫ＣＬ

15 史伝西郷隆盛 安藤 英男／著 鈴木出版 1988.6 2891/SA18 書庫ＣＬ

１８２８年～１８７７年／鹿児島県出身／薩摩藩士

　千葉県立東部図書館　資料紹介コーナー

明治維新人物列伝～明治維新１５０年～

△▼△▼　維新の十傑　△▼△▼

西郷隆盛（さいごうたかもり）

　　　　　　　　　　　　　　　　展示期間：平成３０年８月１８日（土）～１０月１８日（木）

平成３０年は明治元年から起算して満１５０年になります。

そこで、今回は幕末の志士、明治維新の立役者とでもいうべき１０人

“維新の十傑”を中心に資料を集めてみました。

今まで名前くらいしか聞いたことのなかった人物についても

歴史分野に重点を置く東部図書館で少し深いところまで読んでみませんか！？
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No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

16 幕末維新の個性 8 木戸孝允 松尾 正人／著 吉川弘文館 2007.2 2891/ｷﾀ3 一般書庫

17 木戸孝允 「勤王の志士」の本音と建前 一坂 太郎／著 山川出版社 2010.7 2891/ｷﾀ4 一般書庫

18 醒めた炎 木戸孝允 上巻 村松 剛／著 中央公論社 1987.8 2891/KI13/1 書庫ＣＬ

19 醒めた炎 木戸孝允 下巻 村松 剛／著 中央公論社 1987.7 2891/KI13/2 書庫ＣＬ

No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

20
逆説の日本史 22 西南戦争と大久保利通暗
殺の謎

井沢 元彦／著 小学館 2016.8 21004/29/22 一般開架

21
その時歴史が動いた 26 大久保利通・新生日
本を救う他

NHK取材班／編 KTC中央出版 2004.6 21004/107/26 一般書庫

22 大久保利通と明治維新 佐々木 克／著 吉川弘文館 1998.8 21061/26 一般書庫

23 大久保家秘蔵写真 大久保利通とその一族 大久保 利泰／監修 国書刊行会 2013.1 2883/227 一般開架

24 幕末維新の個性 3 大久保利通 笠原 英彦／著 吉川弘文館 2005.5 2891/ｵﾄ4 一般書庫

25 大久保利通 明治維新と志の政治家 佐々木 克／著 山川出版社 2009.12 2891/ｵﾄ9 一般開架

26 大久保利通とその時代
人間文化研究機
構国立歴史民俗
博物館／編

人間文化研究機
国立歴史民俗博
物館

2015.1 2891/ｵﾄ11 一般開架

No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

27 維新の系譜 原口 泉／著 グラフ社 2008.12 2197/32 一般書庫

28 龍馬を超えた男小松帯刀 原口 泉／著 グラフ社 2008.4 2891/ｺﾀ2 一般書庫

29 人物叢書 小松帯刀 高村 直助／著 吉川弘文館 2012.6 2891/ｺﾀ3 一般開架

１８３０年～１８７８年／鹿児島県出身／薩摩藩士

１８３３年～１８７７年／山口県出身／長州藩士

１８３５年～１８７０年／鹿児島県出身／薩摩藩士

大久保利通（おおくぼとしみち）

木戸孝允（きどたかよし）→桂小五郎（かつらこごろう）

小松帯刀（こまつたてわき）
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No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

30
その時歴史が動いた 18 必勝の方程式、江戸
を制す他

NHK取材班／編 KTC中央出版 2003.2 21004/107 一般書庫

31 文藝春秋にみる坂本龍馬と幕末維新 文藝春秋／編 文藝春秋 2010.2 28104/300 一般書庫

32 大村益次郎伝 木村 紀八郎／著 鳥影社 2010.6 2891/ｵﾏ8 一般書庫

No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

33 幕末維新随想 松陰周辺のアウトサイダー 河上 徹太郎／著 河出書房新社 2002.6 21058/130 一般書庫

34 あゝ東方に道なきか 評伝 前原一誠 奈良本 辰也／著 中央公論社 1984.8 2891/MA26 書庫ＣＬ

No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

35 日本近代思想大系 3 官僚制 警察 加藤 周一ほか／編 岩波書店 1990.11 081/7/3 一般書庫

36 広沢真臣日記 ※中央図書館所蔵 広沢 真臣／著 東京大学出版会 1973 2161/N71/177 一般書庫

No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

37 人物叢書 江藤新平 杉谷 昭／著 吉川弘文館 1986.3 2891/ｴｼ1 一般書庫

38
江藤新平伝  奇跡の国家プランナーの栄光と
悲劇

星川 栄一／著 新風舎 2003.1 2891/ｴｼ2 一般書庫

39 佐賀偉人伝 07 江藤新平  1834-1874 星原 大輔／著
佐賀県立佐賀城
本丸歴史館

2012.9 2891/ｴｼ3 一般開架

40 江藤新平  急進的改革者の悲劇 毛利 敏彦／著 中央公論社 1987.5 2891/E78 書庫ＣＬ

広沢真臣（ひろさわさねおみ）

江藤新平（えとうしんぺい）

１８３４年～１８７６年／山口県出身／長州藩士

１８３３年～１８７１年／山口県出身／長州藩士

１８３４年～１８７４年／佐賀県出身／佐賀藩士

大村益次郎（おおむらますじろう）

前原一誠（まえばらいっせい）

１８２４年～１８６９年／山口県出身／長州藩士

3 ページ



No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

41 横井小楠のすべて 源 了円ほか／編 新人物往来社 1998.3 12154/4 一般書庫

42 人物叢書 横井小楠 圭室 諦成／著 吉川弘文館 1988.12 12154/10 一般書庫

43 横井小楠 その思想と行動 三上 一夫／著 吉川弘文館 1999.3 12154/13 一般書庫

44 西日本人物誌11 横井小楠 堤 克彦／著 西日本新聞社 1999.3 12154/15 一般開架

45 横井小楠 儒学的正義とは何か 松浦 玲／著 朝日新聞社 2000.2 12154/19 一般書庫

46 横井小楠 維新の青写真を描いた男 徳永 洋／著 新潮社 2005.1 12154/21 一般開架

47 横井小楠 1809-1869 「公共」の先駆者 源 了圓／編 藤原書店 2009.11 12154/26 一般開架

48 白墓の声 横井小楠暗殺事件の深層 栗谷川 虹／著 新人物往来社 2004.1 21061/54 一般書庫

49 幕末維新の個性 2 横井小楠と松平春嶽 高木 不二／著 吉川弘文館 2005.2 2144/5 一般書庫

50 横井小楠の弟子たち 熊本実学派の人々 花立 三郎／著 藤原書店 2013.6 28194/1 一般開架

No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

51 岩倉使節団という冒険 泉 三郎／著 文芸春秋 2004.7 21061/58 一般書庫

52 ひょうご幕末維新列伝 一坂 太郎／著 神戸新聞総合出版センター 2008.7 2164/20 一般書庫

53 幕末維新の個性 5 岩倉具視 佐々木 克／著 吉川弘文館 2006.2 2891/ｲﾄ2 一般書庫

※国立国会図書館デジタルコレクションで閲覧できます。

横井小楠（よこいしょうなん）

岩倉具視（いわくらともみ）

　　　　　山脇之人
ゆきと

『維新元勲十傑論』※（1884.3）において倒幕・明治維新に尽力した

１８０９年～１８６９年／熊本県出身／肥後藩士

１８２５年～１８８３年／京都府出身／公家

　　　　　志士のうち幕臣以外の１０人を指します。

“維新の十傑”とは…
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No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

54
幕末三國志 日本の歴史を大きく変えた長州
藩・薩摩藩・佐賀藩

斎藤 一男／著 論創社 2012.9 21058/284 一般開架

55 長州藩と明治維新 田中 彰／著 吉川弘文館 1998.7 2177/3 一般書庫

56
維新の回天と長州藩 ―倒幕へ向けての激動
の軌跡

相澤 邦衛／著 新人物往来社 2006.4 2177/10 一般書庫

57 佐賀藩と明治維新 木原 溥幸／著 九州大学出版会 2009.4 2192/6 一般書庫

58 日本歴史叢書 佐賀藩 藤野 保／著 吉川弘文館 2010.9 2192/7 一般書庫

59 肥前の歴史と文化
早稲田大学日本
地域文化研究所
／編

行人社 2010.8 2192/8 一般開架

60
佐賀藩 「葉隠」の魂を糧に、いち早く洋学を進
取した雄藩。近代日本の夜明けは佐賀に始
まる。

川副 義敦／著 現代書館 2010.9 2192/9/1 一般開架

61 幕末政治と薩摩藩 佐々木 克／著 吉川弘文館 2004.1 2197/14 一般書庫

62 薩摩の歴史と文化
早稲田大学日本
地域文化研究所
／編

行人社 2013.2 2197/40 一般開架

63 京都に残った公家たち  華族の近代 刑部 芳則／著 吉川弘文館 2014.9 36181/17 一般開架

No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

64 京都時代MAP 幕末・維新編 新創社／編 光村推古書院 2003.12 2162/44 一般開架

65 江戸切絵図で見る 幕末人物・事件散歩
人文社第一編集
部／解説・編

人文社 1995.1 29136/18 一般開架

66 江戸から東京へ 明治の東京
人文社第一編集
部／解説・編

人文社 1996.9 29136/20 一般開架

67 江戸東京 名士の墓碑めぐり 人文社編集部／企画・編集 人文社 2002.12 29136/103 一般開架

68 京都府の歴史散歩 上 京都府歴史遺産研究会／編 山川出版社 2011.8 29162/3/11-1 一般開架

69 京都府の歴史散歩 中 京都府歴史遺産研究会／編 山川出版社 2011.8 29162/3/11-2 一般開架

70 京都府の歴史散歩 下 京都府歴史遺産研究会／編 山川出版社 2011.8 29162/3/11-3 一般開架

71 時代別・京都を歩く 歴史を彩った24人の群像 蔵田 敏明／著 山と渓谷社 2001.2 29162/39 一般開架

72 まっぷるマガジン 京都・奈良 '08 昭文社 2007.8 29162/56/08 一般開架

△▼△▼　所属　△▼△▼

△▼△▼　ゆかりの地　△▼△▼
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73
再現地図・現代図で歩く もち歩き幕末京都散
歩

木村 幸比古／監修 人文社 2012.1 29162/68 一般開架

74 山口県の歴史散歩
山口県の歴史散
歩編集委員会／
編

山川出版社 1993.8 29177/1 一般書庫

75
まっぷるマガジン 山口・萩・津和野 下関・門
司 '09

昭文社 2008.4 29177/6/09 一般開架

76 佐賀県の歴史散歩
佐賀県高等学校
地歴・公民部会
歴史部会／編

山川出版社 2012.8 29192/1/12 一般開架

77
まっぷるマガジン 佐賀 呼子・有田・伊万里
'09

昭文社 2008.8 29192/5 一般開架

78 熊本県の歴史散歩

熊本県高等学校
地歴・公民科研
究会日本史部会
／編

山川出版社 2010.2 29194/1/10 一般開架

79 熊本  阿蘇・天草 黒川温泉・人吉  '08 昭文社 2007.1 29194/8/08 一般開架

80 鹿児島県の歴史散歩
鹿児島県高等学
校歴史部会／編

山川出版社 2005.1 29197/1/05 一般開架

81
まっぷるマガジン 鹿児島 霧島・指宿・屋久
島・奄美大島 '08

昭文社 2007.4 29197/6/08 一般開架

No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

82 氷塊大久保利通 秋山 香乃／著 河出書房新社 2011.6 9136/ｱｶ57 一般開架

83 大義を世界に 横井小楠の生涯 石津 達也／著 東洋出版 1998.8 9136/ｲﾀ7 一般書庫

84
幕末維新の暗号 群像写真はなぜ撮られ、そ
して抹殺されたのか

加治 将一／著 祥伝社 2007.5 9136/ｶﾏ14 一般書庫

85 花神 司馬 遼太郎／著 新潮社 1993.11 9136/ｼﾘ8 一般書庫

86 幻の宰相小松帯刀伝 瀬野 冨吉／著 宮帯出版社 2008.1 9136/ｾﾄ1 一般開架

87 巨眼の男西郷隆盛 1 津本 陽／著 新潮社 2003.12 9136/ﾂﾖ32/1 一般開架

88 巨眼の男西郷隆盛 2 津本 陽／著 新潮社 2004.1 9136/ﾂﾖ32/2 一般開架

89 巨眼の男西郷隆盛 3 津本 陽／著 新潮社 2004.1 9136/ﾂﾖ32/3 一般開架

90
男爵(バロン)九鬼隆一 明治のドン・ジュアンた
ち

司 亮一／著 神戸新聞総合出版センター 2003.4 9136/ﾂﾘ1 一般書庫

91 維新前夜 童門 冬二／著 講談社 1997.3 9136/ﾄﾌ2 一般書庫

92 岩倉具視 言葉の皮を?きながら 永井 路子／著 文藝春秋 2008.3 9136/ﾅﾐ45 一般開架

93 維新 岩倉具視外伝 堀 和久／著 幻戯書房 2010.2 9136/ﾎｶ12 一般開架

△▼△▼　小説　△▼△▼
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94 謎の参議暗殺 明治暗殺秘史 三好 徹／著 実業之日本社 1996.8 9136/ﾐﾄ2 一般書庫

95 横井小楠 山下 卓／著 熊本日日新聞社 1998.1 9136/ﾔﾀ4 一般書庫

96 関沢明清 若き加賀藩士、夜明けの海へ 和田 頴太／著 北國新聞社 2012.4 9136/ﾜｴ1/12 一般開架

97 叛乱の系譜 江藤新平とその周辺 柴田 射和／著 東京文芸社 1988.6 K9/A398 協力保存

98 炎と青雲 桂小五郎編 古川 薫／著 文芸春秋 1977 9136/F93 書庫ＣＬ

99 民権の火柱江藤新平 日下 藤吾／著 叢文社 1990.11 9136/H61 書庫ＣＬ

100 西郷隆盛 第1巻 海音寺 潮五郎／著 朝日新聞社 1978 9136/KA21/1 書庫ＣＬ

101 西郷隆盛 第2巻 海音寺 潮五郎／著 朝日新聞社 1978 9136/KA21/2 書庫ＣＬ

102 西郷隆盛 第3巻 海音寺 潮五郎／著 朝日新聞社 1976 9136/KA21/3 書庫ＣＬ

103 西郷隆盛 第4巻 海音寺 潮五郎／著 朝日新聞社 1976 9136/KA21/4 書庫ＣＬ

104 西郷隆盛 第5巻 海音寺 潮五郎／著 朝日新聞社 1977 9136/KA21/5 書庫ＣＬ

105 西郷隆盛 第6巻 海音寺 潮五郎／著 朝日新聞社 1977 9136/KA21/6 書庫ＣＬ

106 西郷隆盛 第7巻 海音寺 潮五郎／著 朝日新聞社 1978 9136/KA21/7 書庫ＣＬ

107 西郷隆盛 第8巻 海音寺 潮五郎／著 朝日新聞社 1978 9136/KA21/8 書庫ＣＬ

108 西郷隆盛 第9巻 海音寺 潮五郎／著 朝日新聞社 1978.9 9136/KA21/9 書庫ＣＬ

109 激流百年 井伊直弼・岩倉具視・伊藤博文 松浦 行真／著 サンケイ新聞社出版局 1969 9136/MA89/69 書庫ＣＬ

110 司馬遼太郎全集 23 歳月他 司馬 遼太郎／著 文芸春秋 1977 91868/ｼﾘ1/23 一般書庫

No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

111 幕末 写真の時代 渡辺 義雄／監修 筑摩書房 2010.3 21058/19/10 一般開架

112 幕末・明治のおもしろ写真 石黒 敬章／著 平凡社 1996.1 21058/68 一般書庫

113 続 幕末・明治のおもしろ写真 石黒 敬章／著 平凡社 1998.5 21058/68/2 一般書庫

114 写真で見る幕末・明治 小沢 健志／編著 世界文化社 2000.3 21058/109 一般書庫

115 日本残像 写真で見る幕末・明治
放送大学附属図
書館／企画・編
集

放送大学 1998.1 21058/112 一般開架

116 F.ベアト写真集 1 幕末日本の風景と人々 F.ベアト／写真 明石書店 2006.7 21058/208/1 一般開架

117
F.ベアト写真集 2 外国人カメラマンが撮った
幕末日本

F.ベアト／写真 明石書店 2006.4 21058/208/2 一般開架

118
外人の見た幕末・明治初期日本図会 生活・
技術篇

池田 政敏／編 春秋社 2008.11 21058/245/1 一般開架

△▼△▼　写真で振り返る「明治」　△▼△▼
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119
外人の見た幕末・明治初期日本図会 文化・
景観篇

池田 政敏／編 春秋社 2008.11 21058/245/2 一般開架

120 レンズが撮らえた 幕末の日本 岩下 哲典／著 山川出版社 2011.4 21058/268 一般開架

121 レンズが撮らえた 幕末明治日本紀行 小沢 健志／監修 山川出版社 2011.12 21058/276 一般開架

122 レンズが撮らえた F・ベアトの幕末 F.ベアト／撮影 山川出版社 2012.11 21058/286 一般開架

123 レンズが撮らえた 150年前の日本 小沢 健志／監修 山川出版社 2013.8 21058/292 一般開架

124
レンズが撮らえた 外国人カメラマンの見た幕
末日本Ⅰ

三井 圭司／編 山川出版社 2014.8 21058/305/1 一般開架

125
レンズが撮らえた 外国人カメラマンの見た幕
末日本Ⅱ

三井 圭司／編 山川出版社 2014.11 21058/305/2 一般開架

126
レンズが撮らえた オックスフォード大学所蔵
幕末明治の日本

フィリップ・グロー
ヴァー／編・著

山川出版社 2017.2 21058/326 一般開架

127 絵で見る幕末日本 エメェ・アンベール／著 講談社 2004.9 29109/223 一般開架

128 地図と写真で見る 幕末明治の江戸城 平井 聖／執筆 学研 2003.6 52182/36 一般開架

まだまだたくさんの蔵書があります。

県立図書館に所蔵のない本でも他の図書館からお取り寄せすることができます。

職員が資料や情報を探すお手伝いをしていますので、

お気軽にカウンターまでお越しください。

　　　明治150年ポータルサイト
　　　「明治150年」に関する政府、地方公共団体、民間団体の取組やデジタルアーカイブを
　　　ご覧いただけます。
　　　http://www.kantei.go.jp/jp/singi/meiji150/portal/

〈No.36を除いて全て東部図書館所蔵〉
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