
No. タイトル 著者 出版者 請求記号

1 会津の神社 笹川 寿夫∥著 歴史春秋出版 091/サ

2 名君と暗君と 中村 彰彦∥著 ダイヤモンド社 092/ナ

3 会津藩 野口 信一∥著 現代書館 092/ノ

4 会津の殿さま 横田 新∥著 ＦＣＴサービス出版部 092.1/ヨ

5 会津若松市史　５　会津藩政の始まり 092.2/ア/5

6 土津神社と斗南 土津神社 092.6/ハ

7 会津宰相蒲生氏郷・会津中将保科正之
５０年祭記念特別企画展
実行委員会

092.8/ア

8 徳川将軍家と会津松平家 福島県立博物館∥編 福島県立博物館 092.8/ト

9 会津名君の系譜 原口 泉∥著 ウェッジ 092.8/ハ

10 保科正之の生涯と土津神社 猪苗代の偉人を考える会∥編 猪苗代の偉人を考える会 092.8/ホ

11 名君・保科正之の生涯と土津神社 猪苗代の偉人を考える会∥編 猪苗代の偉人を考える会 092.8/ホ

12 保科正之公と土津神社 塩谷 七重郎∥著 土津神社神域整備奉賛会 092.8/ホ

13 歴史に好奇心 第３巻第２４号嫉妬の劇場 日本放送出版協会 092.8/ホ

14 名君保科正之公 春日  太郎∥著 高遠町立歴史博物館 092.8/ホ

15 名宰相保科正之 森谷 宜暉∥著 高文堂出版社 092.8/ホ

16
江戸幕政の元老会津若松藩の祖
保科正之公

春日 太郎∥著 鳥影社 092.8/ホ

17 保科正之公伝 相田 泰三∥著 保科正之公三百年祭奉賛会 092.8/ホ

18
会津松平藩祖  保科正之公
御生誕四百年記念誌

会津松平家奉賛会∥編 林合名会社 092.8/ホ

19 保科正之の時代生誕四〇〇年記念 福島県立博物館∥編 福島県立博物館 092.8/ホ

20 藩祖保科正之公と会津藩 会津武家屋敷 文化財管理室∥編 会津武家屋敷 092.8/ホ

21 会津松平家の祖　保科正之 会津若松市観光公社∥編 会津若松市観光公社 092.8/ホ

22 保科正之　生誕四百年記念
会津若松市観光公社
若松城天守閣郷土博物館∥編

会津若松市観光公社
若松城天守閣郷土博物館

092.8/ホ

23
徳川将軍家を支えた会津藩主
保科正之

中村 彰彦∥著 中央公論社 092.8/ホ

24 保科正之言行録 中村 彰彦∥著 中央公論新社 092.8/ホ

25 慈悲の名君保科正之 中村 彰彦∥著 角川学芸出版 092.8/ホ

26
信州伊那 高遠の地が育てた名君《まんが物語》
保科正之

橋爪まんぷ∥漫画 伊那市観光協会∥編集発行 Y/092.8/ホ

27 福島県の歴史散歩 福島県高等学校社会科研究会∥著 山川出版社 092.9/フ

28 猪苗代湖 小檜山 六郎∥著 歴史春秋出版 092.91/コ

29 会津名所図会 鈴木 亨∥著 鷹書房 092.91/ス

　　　　平成28年3月～4月　一般展示リスト

　保科正之と桜 高遠から会津へ 桜の縁

　　　 保科正之に関する本



30
会津藩初期教学展
保科正之公三百年祭 学制発布百年記念

第１１回市民文化祭実行委員
会

093.7/ア

31 ならぬことはならぬ 大堀 哲∥著 長崎文献社 093.7/オ

32 日新館とその時代 市民文化祭実行委員会∥編 市民文化祭実行委員会 093.7/ニ

33 日新館
会津若松市観光公社
若松城天守閣郷土博物館∥編

会津若松市観光公社
若松城天守閣郷土博物館

093.7/ニ

34 日新館童子訓 松平 容頌∥著 三信図書 093.7/マ

35 現代版会津暦
「歴史再発掘～会津へのみち」
実行委員会

094/ゲ

36 保科正之伝　誕生記 五十島 帆∥著 歴史春秋出版 099.3/イ

37 保科正之伝　昇龍記 五十島 帆∥著 歴史春秋出版 099.3/イ

38 天地明察　上 冲方 丁∥著 角川書店 099.3/ウ/1

39 天地明察　下 冲方 丁∥著 角川書店 099.3/ウ/2

40 名君の碑　保科正之の生涯 中村 彰彦∥著 文芸春秋 099.3/ナ

41 保科肥後守お袖帖 中村 彰彦∥著 実業之日本社 099.3/ナ

42 完本保科肥後守お耳帖 中村 彰彦∥著 実業之日本社 099.3/ナ

No. タイトル 著者 出版者 請求記号

43 花を楽しむ地図 帝国書院編集部∥著 帝国書院 291.0/ハ

44 心を揺さぶる桜の名木100選 大貫 茂∥著 ダイヤモンド・ビッグ社 291.3/オ

45 それでも咲いていた千年桜 大沼 英樹∥著 窓社 369.3/オ

46 さくら百花事典 婦人画報社 479/サ

47 サクラハンドブック 大原 隆明∥著 文一総合出版 479.7/オ

48 桜ブック 草土出版 479.7/サ

49 花の旅「サクラ」 北隆館 479.7/ハ

50 新桜の精神史 牧野 和春∥著 中央公論新社 479.7/マ

51 ものと人間の文化史　桜 有岡 利幸∥著 法政大学出版局 627.7/ア/1

52 ものと人間の文化史　桜　２ 有岡 利幸∥著 法政大学出版局 627.7/ア/2

53 桜あそび 岡村 比都美∥著 WAVE出版 627.7/オ

54 桜　春を告げる日本の象徴 『現代用語の基礎知識』編集部∥編 自由国民社 627.7/サ

55 さくら 鈴木 進∥監修 美術年鑑社 708/サ

56 日本の図像　櫻 ピエ・ブックス 708/ニ

57 春の主役桜 ゆのき ようこ∥文 理論社 Y/726.5/ハ

58 関東の桜 小林 隆∥写真　文 歴史春秋出版 748/コ

59 山形の桜 小林 隆∥写真　文 歴史春秋出版 748/コ

60 日本の夜桜 庄子 利男∥写真　文 光村推古書院 748/シ

61 桜暦 竹内 敏信∥著 出版芸術社 748/タ

　　　桜に関する本



62 さくら・桜・サクラ６６ 東松 照明∥著 プレーンセーター 748/ト

63 さくらともみじ 野呂 希一∥写真　文 青菁社 748/ノ

64 桜詩情 ジョニー　ハイマス∥写真 文 学研 748/ハ

65 京都桜案内 水野 克比古∥著 光村推古書院 748/ミ

66 一本桜百めぐり 森田 敏隆∥著 講談社 748/モ

67 日本の名随筆　桜 竹西 寛子∥編 作品社
Z/914.6/ニ
/65

68 会津人群像　第２号（２００４Ｎｏ．２） 歴史春秋出版 090/ア/2

69 会津えりすぐりの歴史 野口 信一∥著 歴史春秋出版 092.1/ノ

70 会津花紀行 会津若松市 092.2/ア/11

71 東北夢の桜街道公式ガイドブック 三栄書房 092.9/ト

72 Ｍｏｎ ｍｏ　Ｎｏ．３（春号） エス・シー・シー∥編 エス・シー・シー 092.9/モ/3

73 Ｍｏｎ ｍｏ　Ｎｏ．７（春号） エス・シー・シー∥編 エス・シー・シー 092.9/モ/7

74 Ｍｏｎ ｍｏ　Ｎｏ．１１（春号） エス・シー・シー∥編 エス・シー・シー 092.9/モ/11

75 Ｍｏｎ ｍｏ　Ｎｏ．１５（春号） エス・シー・シー∥編 エス・シー・シー 092.9/モ/15

76 Ｍｏｎ ｍｏ　Ｎｏ．１９（春号） エス・シー・シー∥編 エス・シー・シー 092.9/モ/19

77 Ｍｏｎ ｍｏ　Ｎｏ．２５（春号） エス・シー・シー∥編 エス・シー・シー 092.9/モ/25

78 ロケーションジャパン 2013年4月号（VOL.56) 地域活性プランニング 092.91/ロ

79 会津路の桜 会津路の桜出版委員会∥著 会津生物同好会 094/ア

80 フレッシュ会津さくら紀行 フレッシュ会津さくら紀行刊行委員会 会津生物同好会 094/フ

81 ふくしまの桜 歴史春秋社∥編 歴史春秋出版 094/フ

82 桜さくら 小林 隆∥写真　文 歴史春秋出版 097.4/コ

83 新・桜さくら 小林 隆∥写真　文 歴史春秋出版 097.4/コ

84 この春に見たい福島の桜 小林 隆∥写真　文 歴史春秋出版 097.4/コ

85 桜（ＨＡＮＡ）酔い 五島健司∥写真 そしえて 097.4/ゴ

86 湖沼光彩 高橋正好∥著 光村印刷 097.4/タ

No. タイトル 著者 出版者 請求記号

87 あなたの知らない長野県の歴史 山本 博文∥監修 洋泉社 215.2/ア

88 高遠遠流の絵島 北村  勝雄∥著 高遠町歴史博物館 215.2/キ

89 知っておきたいふるさと伊那 ほおずき書籍 215.2/シ

90 写真集 高遠のあゆみ 高遠町教育委員会∥編 高遠町 215.2/シ

91 高遠城の戦い 高遠町歴史博物館 215.2/タ

92 高遠のあゆみ 「高遠のあゆみ」編集委員会∥編 高遠町教育委員会 215.2/タ

93 長野県の歴史 古川 貞雄∥著 山川出版社 215.2/ナ

94 高遠藩 長谷川 正次∥著 現代書館 215.2/ハ

　　　長野県・高遠に関する本



95 もっと知りたい長野県の歴史 小和田 哲男∥監修 洋泉社 215.2/モ

96 日本の城下町 ４ 甲信越 ぎょうせい 291/ニ/4

97 信州自然と学びのガイド 増村 征夫∥著 岩波書店 Y/291/マ

98 ことりっぷ　安曇野・上高地・松本 昭文社 291.5/ア

99 ことりっぷ　小布施・長野 昭文社 291.5/オ

100 信州かくれ里伊那谷を行く 布施 他人夫∥他著 新潮社 291.5/シ

101 信州ガイドブック　保存版 信濃毎日新聞社 291.5/シ

102 信州さんぽ 交通新聞社 291.5/シ

103 楽楽　信州 JTBパブリッシング 291.5/シ/14

104 tab!tte　信州 昭文社 Y/291.5/シ

105 絶景からはじまる旅 信州・北陸 昭文社 291.5/ゼ

106 高遠風土記 高遠町教育委員会 高遠町教育委員会 291.5/タ

107 長野県の歴史散歩 長野県の歴史散歩編集委員会∥編 山川出版社 291.5/ナ

108 松本・中部の城下町 平凡社 291.5/マ

109 信州花の旅 増村 征夫∥著 新潮社 291.5/マ

110 るるぶ信州 JTBパブリッシング 291.5/ル/16

111 高遠藩校進徳のともしび 岡部  善治郎∥著 「進徳のともしび」刊行会 372.1/オ

112 高遠城 高遠町文化財保護委員会∥編 高遠町文化財保護委員会 521.8/タ

113 高遠城跡ガイドブック 高遠町教育委員会∥編 高遠町教育委員会 521.8/タ

114 信州高遠の史跡と文化財 高遠町教育委員会∥編 高遠町教育委員会 709/タ

115 信州高遠町文化財地図 高遠町教育委員会∥編 高遠町教育委員会 709.1/シ

116 信州高遠の碑 高遠町教育委員会∥編 高遠町教育委員会 714/シ

117 高遠の石仏 高遠町教育委員会∥編纂 高遠町 718.4/タ

118 信州高遠藩史の研究 北原 通男∥著 北原通男著書刊行会 092.6/キ


