
明治150年 （中央館　平成30年9・10月）

（※一般：大人向け　児童：子ども向け）
資料区分 書名 巻次 著者名 出版者
一般 ミカド Ｗ．Ｅ．グリフィス∥著 岩波書店
一般 谷崎潤一郎 谷崎／昭男∥〔ほか〕著 小学館
一般 〈図集〉幕末・明治の生活風景 須藤／功∥編著 東方総合研究所
一般 幕末・明治のおもしろ写真 石黒／敬章∥著 平凡社
一般 維新の科学精神 高田／誠二∥著 朝日新聞社
一般 福井県の誕生 中島  辰男／著者 福井：福井県教科書供給所

一般 徳川慶喜の幕末・明治 童門／冬二∥〔ほか〕著 中央公論社
一般 明治人ものがたり 森田／誠吾∥著 岩波書店
一般 にごりえ・たけくらべ 樋口／一葉∥作 岩波書店
一般 西洋館 中村／哲夫∥著 淡交社
一般 京都・幕末維新をゆく 木村／幸比古∥文 淡交社
一般 明治ふしぎ写真館 横田／順弥∥著 東京書籍
一般 新編明治人物夜話 森／銑三∥著 岩波書店
一般 皇族・華族古写真帖 新人物往来社
一般 明治下層記録文学 立花／雄一∥著 筑摩書房
一般 明治日本美術紀行 フリーダ・フィッシャー∥〔著〕 講談社
一般 教育勅語 杉浦／重剛∥著 勉誠出版
一般 現状比較地図と写真で見る幕末明治の江戸城 平井／聖∥執筆 学研
一般 徳川慶喜家にようこそ 徳川／慶朝∥著 文芸春秋
一般 明治維新と西洋文明 田中／彰∥著 岩波書店
一般 京都時代ＭＡＰ 幕末・維新編 新創社∥編 光村推古書院
一般 日本近代文学評論選 明治・大正篇 千葉／俊二∥編 岩波書店
一般 明治東京庶民の楽しみ 青木／宏一郎∥著 中央公論新社
一般 樋口一葉と歩く明治・東京 野口／碩∥監修 小学館
一般 明治の音 内藤／高∥著 中央公論新社
一般 明治かがやく 平凡社
一般 異国人の見た幕末・明治ＪＡＰＡＮ 新人物往来社
一般 つっぱってしたたかに生きた樋口一葉 槐／一男∥著 教育史料出版会
一般 日露戦争明治人物烈伝 明治「時代と人物」研究会∥編著 徳間書店
一般 一葉のきもの 近藤／富枝∥著 河出書房新社
一般 ケンブリッジ大学秘蔵明治古写真 臼井／秀三郎∥写真師 平凡社
一般 明治大正翻訳ワンダーランド 鴻巣／友季子∥著 新潮社
一般 幕末の天皇・明治の天皇 佐々木／克∥〔著〕 講談社
一般 明治もののはじまり事典 湯本／豪一∥著 柏書房
一般 明治ものの流行事典 湯本／豪一∥著 柏書房
一般 ビジュアル・ワイド明治時代館 小学館
一般 舞姫 森／鴎外∥著 筑摩書房
一般 日本の美術絵はがき１９００－１９３５ 生田／誠∥著 淡交社
一般 明治国づくりのなかの公会計 亀井／孝文∥著 白桃書房
一般 当世書生気質 坪内／逍遥∥作 岩波書店
一般 Ｆ．ベアト写真集 2 Ｆ．ベアト∥〔写真〕 明石書店
一般 明治天皇の一日 米窪　明美∥著 新潮社
一般 明治天皇 笠原　英彦∥著 中央公論新社
一般 写真集明治の記憶 学習院大学史料館∥編 吉川弘文館
一般 １００年前の日本 生田　誠∥編著 生活情報センター
一般 明治天皇 伊藤　之雄∥著 ミネルヴァ書房
一般 唯今戦争始め候。明治十年のスクープ合戦 黄　民基∥著 洋泉社
一般 幕末・維新 井上　勝生∥著 岩波書店
一般 夏目漱石 佐藤　嘉尚∥文 生活情報センター
一般 私の見た明治文壇 1 野崎　左文∥著 平凡社
一般 懐かしい風景 渡辺　秀樹∥編 日本文芸社
一般 私の見た明治文壇 2 野崎　左文∥著 平凡社
一般 幕末・維新彩色の京都 白幡／洋三郎∥著 京都新聞出版センター

一般 文明開化の日本改造 淡交社
一般 明治時代の人生相談 山田　邦紀∥編著 日本文芸社
一般 ゴードン・スミスの見た明治の日本 伊井　春樹∥著 角川学芸出版
一般 知っ得明治・大正・昭和風俗文化誌 国文学編集部∥編 学灯社
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資料区分 書名 巻次 著者名 出版者
一般 直筆で読む「坊っちやん」 夏目　漱石∥著 集英社
一般 東西豪農の明治維新 渡辺　尚志∥著 塙書房
一般 香港の甘い豆腐 大島／真寿美∥作 理論社
一般 明治維新 坂野　潤治∥著 講談社
一般 明治維新の再発見 毛利　敏彦∥著 吉川弘文館
一般 幕末・明治の日本海軍 中川　務∥編著 ベストセラーズ
一般 写真家大名・徳川慶勝の幕末維新 ＮＨＫプラネット中部∥編 日本放送出版協会
一般 図説地図とあらすじでわかる！明治と日本人 後藤　寿一∥監修 青春出版社
一般 福井藩 舟沢  茂樹∥著 現代書館
一般 明治の外交力 岡崎　久彦∥著 海竜社
一般 明治唱歌の誕生 中山　エイ子∥著 勉誠出版
一般 三四郎 夏目　漱石∥作 岩波書店
一般 吾輩は猫である 夏目　漱石∥作 岩波書店
一般 坊っちゃん 夏目　漱石∥作 岩波書店
一般 野菊の墓 伊藤／左千夫∥著 集英社
一般 海国日本の明治維新 犬塚　孝明∥著 新人物往来社
一般 徳川慶喜 松尾　正人∥著 山川出版社
一般 明治お雇い外国人とその弟子たち 片野　勧∥著 新人物往来社
一般 浮雲 二葉亭　四迷∥著 新潮社
一般 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
一般 レンズが撮らえた幕末明治の女たち 小沢　健志∥監修 山川出版社
一般 レンズが撮らえた幕末維新の志士たち 小沢　健志∥監修 山川出版社
一般 明治天皇大喪儀写真 橋爪　紳也∥監修　解説 新潮社
一般 ビジュアル明治クロニクル 世界文化社
一般 明治裏面史 上巻 伊藤　痴遊∥著 国書刊行会
一般 明治裏面史 下巻 伊藤　痴遊∥著 国書刊行会
一般 高野聖 泉　鏡花∥〔著〕 角川書店
一般 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
一般 明治・大正のかわいい着物モスリン 似内  惠子∥著 誠文堂新光社
一般 幻影の明治 渡辺  京二∥著 平凡社
一般 レンズが撮らえた幕末明治日本の風景 小沢  健志∥監修 山川出版社
一般 明治維新と幕臣 門松  秀樹∥著 中央公論新社
一般 明治・大正の広告メディア 熊倉  一紗∥著 吉川弘文館
一般 明治国家のこと 司馬  遼太郎∥著 筑摩書房
一般 幕末から維新へ 藤田  覚∥著 岩波書店
一般 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 山川出版社
一般 国体論はなぜ生まれたか 米原  謙∥著 ミネルヴァ書房
一般 明治勲章大図鑑 平山  晋∥編著 国書刊行会
一般 心 漱石∥著 岩波書店
一般 文明開化がやって来た 林  丈二∥著 柏書房
一般 明治国家をつくった人びと 滝井  一博∥著 講談社
一般 今じゃありえない！！１００年前のビックリ教科書 福田  智弘∥著 実業之日本社
一般 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
一般 青年 森 鷗外∥作 岩波書店
一般 夏目漱石解体全書 香日 ゆら∥著 河出書房新社
一般 幕末維新の古文書 岩下 哲典∥監修 柏書房
一般 幕末明治人物誌 橋川 文三∥著 中央公論新社
一般 レンズが撮らえた幕末維新の日本 高橋 則英∥監修 山川出版社
一般 維新の影 姜 尚中∥著 集英社
一般 「明治」という国家 司馬 遼太郎∥著 NHK出版
一般 1868 加来 耕三∥著 時事通信出版局
一般 明治史講義 テーマ篇 小林 和幸∥編 筑摩書房
一般 古写真で見る幕末維新と徳川一族 永井 博∥[著] KADOKAWA
一般 明治史講義 人物篇 筒井 清忠∥編 筑摩書房
郷土 明治初期福井の産業と地理教育 佐野  光臣／著者 佐野光臣
郷土 福井置県その前後 池内  啓∥著 福井県郷土誌懇談会

郷土 福井風物「明治大正」 三田村保正／著 三田村保正
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資料区分 書名 巻次 著者名 出版者
郷土 明治年間  福井・敦賀・小浜案内記 杉原 丈夫／編 松見文庫
郷土 松平春岳 川端／太平∥著 吉川弘文館
郷土 幕末維新と松平春岳 三上／一夫∥著 吉川弘文館
郷土 横井小楠と松平春岳 高木／不二∥著 吉川弘文館
郷土 渡邉洪基伝 文殊谷  康之∥著 ルネッサンスブックス

郷土 渡邊洪基先生没後百年記念〔パンフレット〕 〔プロジェクト武生２１渡邉洪基没後百年記念実行委員会〕／編 〔プロジェクト武生２１渡邉洪基没後百年記念実行委員会〕

郷土 文明開化の光と影 福井県立博物館／編 福井県立博物館
郷土 明治国家をつくった人びと（『本』抜刷） 瀧井  一博／執筆
郷土 明治人の志が「工業立国」の道を開いた！ 茅原 健∥著 ＰＨＰ研究所
郷土 橋本左内 山口  宗之／著 吉川弘文館
郷土 グリフィスと福井 山下  英一∥著 エクシート
郷土 ふくいの先人たち 幕末 福井県立こども歴史文化館／編 福井県立こども歴史文化館

郷土 明治国家をつくった人びと 滝井  一博∥著 講談社
郷土 若き日の春岳 古屋  伍一／著 橋本左内先生奉賛会

郷土 横井小楠 加来  耕三∥企画  構成  監修 ポプラ社
郷土 梅田雲浜の人物像 村上  利夫／著 友月書房
郷土 幕末明治期の偉人 由利公正 福井県観光営業部ブランド営業課／編 福井県観光営業部ブランド営業課

郷土 渡邉洪基 滝井  一博∥著 ミネルヴァ書房
郷土 橋本左内 加来  耕三∥企画  構成  監修 ポプラ社
郷土 啓発録 橋本 左内∥著 致知出版社
郷土 龍馬が惚れた男 仲 俊二郎∥著 栄光出版社
郷土 幕末明治福井150年博  パンフレット 幕末明治福井150年博実行委員会〔編〕 幕末明治福井150年博実行委員会

郷土 幕末明治福井150年博  ガイドブック vol.1 幕末明治福井150年博実行委員会〔編〕 幕末明治福井150年博実行委員会

郷土 幕末明治福井  先人ハンドブック 福井の文化国際発信実行委員会/〔編〕 福井の文化国際発信実行委員会

児童 ビジュアルガイド明治・大正・昭和のくらし 1 汐文社
児童 文明開化絵事典 桑原／利夫∥監修 ＰＨＰ研究所
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