
平成30年9月～10月　一般室展示コーナー　

　「戊辰150周年　白河・二本松・会津若松　義の戦い」

No.  資料名  巻号 　著者名 　出版社 請求記号

1 二本松藩戊辰戦史 　 　相原 秀郎‖著 　民報印刷 092.4 /ｱ        

2 武士道 　 　紺野 庫治∥著 　歴史春秋社 092.4 /ｺ        

3 奥州二本松藩年表 　 　菅野 与∥編 　歴史春秋出版 092.4 /ｽ        

4 数学者が見た二本松戦争 　 　渡部 由輝∥著 　並木書房 092.4 /ﾜ       

5 二本松少年隊 　 　紺野 庫治∥著 　ＦＣＴ企業 092.8 /ｺ        

6 白虎隊と二本松少年隊 　 　星 亮一∥著 　三修社 092.8 /ﾋﾞ        

7 奥州二本松 　 　 　歴史春秋出版 092.94/ｵ        

8 霞の天地 　 　東雲 さくら∥原作 　幻冬舎コミックス 097.2 /ﾏ        

9 物語二本松少年隊 　 　青木 更吉∥著 　新人物往来社 099.3 /ｱ        

10 ものがたり二本松少年隊 　 　菊田 智∥作 　歴史春秋出版 099.3 /ｷ       

11 二本松少年隊のすべて 　 　星 亮一∥編 　新人物往来社 210.6 /ﾆ        

12 二本松藩 　 　糠澤 章雄∥著 　現代書館 212.6 /ﾇ

13 白河こんじゃく 歴史の風景 　 　金子 誠三∥著 　歴史春秋社 092.4 /ｶ          

14 戊辰白河口戦争記 　 　佐久間 律堂∥著 戊辰白河口戦争記復刻刊行会 092.4 /ｻ          

15
白河口に於ける戊辰の役｢墳墓・
供養塔・鎮魂碑｣写真集 　 　渋井 康夫‖著 　白河史談会 092.4 /ｼ        

16 白河 　 　金子 誠三∥監修 　歴史春秋出版 092.4 /ｼ        

17 THE STONES 白河戊辰戦争 異聞 　端野洋子‖漫画製作
白河市 戊辰150周年記念事業実
行委員会 092.4 /ﾊ

18 白河・戊辰戦争余談資料 　 　堀田 節夫‖著 　［堀田節夫］ 092.4 /ﾎ       

19 戊辰としらかわ 　  福島県県南地方振興局‖制作 [福島県県南地方振興局] 092.4 /ﾎﾞ        

20 戊辰白河戦争 戊辰戦争150周年記念
白河市/白河戊辰150周年記念事

業実行委員会‖編集・発行   歴史春秋出版(制作) 092.4 /ﾎﾞ

21 白河大戦争 　 　白川悠紀‖著 　栄光出版社 099.3 /ｼ         

22 落城 　 　穂積 忠∥著 　栄光出版社 099.3 /ﾎ         

23 会津人群像 第12号(2008）　 　歴史春秋出版 090   /ｱ  /12      

24 会津人群像 第13号(2009）　 　歴史春秋出版 090   /ｱ  /13      

25 会津人群像 第16号(2010)　 　歴史春秋出版 090   /ｱ  /16      

26 会津人群像 no.19(2011) 　 　歴史春秋出版 090   /ｱ  /19      

27 会津人群像 no.22(2012) 　 　歴史春秋出版 090   /ｱ  /22      

28 会津人群像 no.23(2013) 　 　歴史春秋出版 090   /ｱ  /23      

29 会津人群像 no.33(2016) 　 　歴史春秋出版 090   /ｱ  /33      

30 会津人群像 no.36(2018) 　 　歴史春秋出版 090   /ｱ  /36      

31 ふくしまの古戦場 　 　阿部 輝郎∥著 　福島中央テレビ 092   /ｱ        

32 会津戊辰戦争写真集 　 　菊地 明∥編著 　新人物往来社 092   /ｷ           

33 図説戊辰戦争 　 　木村 幸比古∥編著 　河出書房新社 092   /ｷ         

34 戊辰戦争から西南戦争へ 　 　小島慶三∥著 　中央公論社 092   /ｺ          

35 戊辰東北戦争 　 　坂本 守正∥著 　新人物往来社 092   /ｻ        

36 それぞれの戊辰戦争 　 　佐藤 竜一∥著 　現代書館 092   /ｻ         

37 敗者から見た明治維新 　 　早乙女 貢‖著 　日本放送出版協会 092   /ｻ          

38 会津藩主・松平容保は朝敵にあらず 　 　中村 彰彦∥著 　新人物往来社 092   /ﾅ         

　【二本松】

　【白河】

　【戊辰戦争】



39 十二歳の戊辰戦争 　 　林 洋海∥著 　現代書館 092   /ﾊ           

40 よみなおし戊辰戦争 　 　星 亮一∥著 　筑摩書房 092   /ﾎ          

41 会津と長州、幕末維新の光と闇 　 　星 亮一∥著 　講談社 092   /ﾎ        

42 新選組と会津藩 　 　星 亮一∥著 　平凡社 092   /ﾎ           

43 戊辰戦争裏切りの明治維新 　 　星 亮一∥著 　静山社 092   /ﾎ              

44 奥羽越列藩同盟 　 　星 亮一∥著 　中央公論社 092   /ﾎ             

45 戊辰戦争 　 　 　新人物往来社 092   /ﾎﾞ             

46 戊辰戦争の史料学 　 　箱石 大∥編 　勉誠出版 092   /ﾎﾞ             

47 戊辰戦争を歩く 　 　星 亮一∥編 　光人社 092   /ﾎﾞ             

48 戊辰戦争といま 　 　福島県立博物館‖編 　福島県立博物館 092   /ﾎﾞ             

49 戊辰戦争の新視点 　上 　奈倉 哲三∥編 　吉川弘文館 092   /ﾎﾞ/1       

50 戊辰戦争の新視点 　下 　奈倉 哲三∥編 　吉川弘文館 092   /ﾎﾞ/2       

51 明治維新の光と影 　 　萩博物館‖編 　萩博物館 092   /ﾒ            

52 理由なき奥羽越戊辰戦争 　 　渡辺 春也∥著 　敬文堂 092   /ﾜ              

53 日本を揺るがした戊辰戦争 　 　渡部 幸雄∥著 　創栄出版 092   /ﾜ             

54 会津戊辰戦史 　 　会津戊辰戦史編纂会∥編　勉強堂書店 092.1 /ｱ              

55 会津戊辰戦争史料集 　 　宮崎 十三八∥編 　新人物往来社 092.1 /ｱ               

56 会津藩幕末・維新史料集 　 　川口 芳昭‖編 　おもはん社 092.1 /ｱ             

57 会津藩と新選組 　 　 　歴史春秋出版 092.1 /ｱ              

58 会津戦争 　 　 　学研 092.1 /ｱ             

59 会津藩不屈の600年史 　 　 　晋遊舎 092.1 /ｱ            

60 戊辰役戦史 　上巻 　大山 柏∥著 　時事通信社 092.1 /ｵ /1       

61 戊辰役戦史 　下巻 　大山 柏∥著 　時事通信社 092.1 /ｵ /2       

62 七年史 　上巻 　北原 雅長‖輯述 　マツノ書店 092.1 /ｷ /1       

63 七年史 　下巻 　北原 雅長‖輯述 　マツノ書店 092.1 /ｷ /2       

64 会津藩戊辰戦争日誌 　上 　菊地明∥編 　新人物往来社 092.1 /ｷ /1       

65 会津藩戊辰戦争日誌 　下 　菊地明∥編 　新人物往来社 092.1 /ｷ /2       

66 戊辰戦争 　 　佐々木 克∥著 　中央公論社 092.1 /ｻ         

67 救え会津 　 　会津武家屋敷∥編 　会津武家屋敷 092.1 /ｽ             

68 戊辰の時代 　 　永岡 慶之助∥著 　歴史春秋出版 092.1 /ﾅ           

69 会津戦争始末記 　 　永岡 慶之助∥著 　新人物往来社 092.1 /ﾅ             

70 会津戊辰戦死者埋葬の虚と実 　 　野口 信一∥著 　歴史春秋出版(制作) 092.1 /ﾉ             

71 写真でみる会津戦争 　 　早川 喜代次∥著 　新人物往来社 092.1 /ﾊ             

72 戊辰怨念の深層 　 　畑 敬之助‖著 　歴史春秋出版 092.1 /ﾊ             

73 幕末維新戊辰戦争事典 　 　太田 俊穂∥編 　新人物往来社 092.1 /ﾊﾞ            

74 幕末会津藩 　 　 　歴史春秋出版 092.1 /ﾊﾞ            

75 幕末最大の激戦会津戦争のすべて 　 　会津史談会∥編 　中経出版 092.1 /ﾊﾞ            

76 幕末の会津と若松市の成立 　
若松城天守閣市制百周年記念特

別展実行委員会‖編
若松城天守閣市制百周年記念特
別展実行委員会 092.1 /ﾊﾞ            

77 会津戊辰戦争 　 　平石 弁蔵∥著 マツノ書店(復刻版発売) 092.1 /ﾋ             

78 幕末の会津藩 　 　星 亮一∥著 　中央公論新社 092.1 /ﾎ             

79 平太の戊辰戦争 　 　星 亮一∥著 　角川書店 092.1 /ﾎ             

80 会津落城 　 　星 亮一∥著 　中央公論新社 092.1 /ﾎ             

81 会津藩ＶＳ薩摩藩 　 　星 亮一∥著 　ベストセラーズ 092.1 /ﾎ              

82 会津戦争全史 　 　星 亮一∥著 　講談社 092.1 /ﾎ              

83 会津藩ｖｓ長州藩 　 　星 亮一∥著 　ベストセラーズ 092.1 /ﾎ              

84 戊辰戦争一五〇年
新潟県立歴史博物館
福島県立博物館
仙台市博物館 092.1 /ﾎﾞ



85 戊辰前夜 　 若松城天守閣郷土博物館‖[編] 若松城天守閣郷土博物館 092.1 /ﾎﾞ             

86 戊辰戦争後の会津 　 会津若松市観光公社‖編 　会津若松市観光公社 092.1 /ﾎﾞ             

87 戊辰殉難追悼録 　 　会津弔霊議会∥編 　会津弔霊議会 092.1 /ﾎﾞ            

88 戊辰戦争は今 　 読売新聞社福島支局∥編 　歴史春秋出版 092.1 /ﾎﾞ             

89 戊辰戦争全史 　上 　菊地明∥編 　新人物往来社 092.1 /ﾎﾞ/1       

90 戊辰戦争全史 　下 　菊地明∥編 　新人物往来社 092.1 /ﾎﾞ/2       

91 会津人が書けなかった会津戦争 　 　牧野 登∥著 　歴史春秋出版 092.1 /ﾏ           

92 会津人の書く戊辰戦争 　 　宮崎 十三八∥著 　恒文社 092.1 /ﾐ              

93 京都守護職始末 　1 　山川 浩∥著 　平凡社 092.1 /ﾔ /1       

94 京都守護職始末 　2 　山川 浩∥著 　平凡社 092.1 /ﾔ /2       

95 歴史読本
第23巻 第13
号（昭和53年
10月号） 　

　新人物往来社 092.1 /ﾚ              

96 歴史ドキュメント戊辰戦争 　 　星 亮一∥編 　教育書籍 092.1 /ﾚ              

97 会津篭城戦の三十日 　 　星 亮一∥著 　河出書房新社 092.2 /ﾎ              

98 女たちの会津戦争 　 　星 亮一∥著 　平凡社 092.2 /ﾎ              

99 会津士魂 　 　会津士魂会∥編 　会津士魂会 092.8 /ｱ               

100 維新前後の会津の人々 　 　相田  泰三‖編集 　会津士魂会 092.8 /ｲ              

101 物語 妻たちの会津戦争 　 　宮崎 十三八∥編 　新人物往来社 092.8 /ﾂ               

102 幕末会津の女たち、男たち 　 　中村 彰彦∥著 　文藝春秋 092.8 /ﾅ              

103 幕末・会津藩士銘々伝 　上 　小檜山 六郎∥編 　新人物往来社 092.8 /ﾊﾞ/1       

104 幕末・会津藩士銘々伝 　下 　小檜山 六郎∥編 　新人物往来社 092.8 /ﾊﾞ/2       

105 ある会津藩士の生涯 　 　葛西 富夫∥著 ＦＣＴサービス出版部 092.8 /ﾋ              

106 会津白虎隊十九士伝 　 　宗川 虎次‖著 　マツノ書店 092.8 /ﾋﾞ             

107 寄合白虎隊 　 　堤 章‖著 　会津文化財調査研究会 092.8 /ﾋﾞ            

108 会津白虎隊のすべて 　 　小桧山 六郎∥編 　新人物往来社 092.8 /ﾋﾞ            

109 白虎隊十九士物語 　 　 　歴史春秋出版 092.8 /ﾋﾞ            

110 真説・会津白虎隊 　 　早川 広中∥著 　双葉社 092.8 /ﾋﾞ            

111 白虎隊と会津武士道 　 　星 亮一∥著 　平凡社 092.8 /ﾋﾞ            

112 戊辰戦争殉難者に関する調査報告書　 　会津若松市教育委員会 　会津若松市教育委員会 092.8 /ﾎﾞ             

113 松平容保公伝 　 　相田 泰三∥著 　会津史談会 092.8 /ﾏ              

114 松平容保のすべて 　 　綱淵 謙錠∥編 　新人物往来社 092.8 /ﾏ              

115 松平容保の生涯 　 　小檜山 六郎∥著 　新人物往来社 092.8 /ﾏ             

116 戊辰戦争とうほく紀行 　 　加藤貞仁∥著 　無明舎出版 092.9 /ｶ              

117 東北の名城を歩く 南東北編 　飯村 均∥編 　吉川弘文館 092.9/ﾄ/ﾐﾅﾐﾄｳﾎｸ 

118 紀行奥羽戦争 　 　柳 敏之‖著 　文芸社 092.9 /ﾔ              

119 三百藩戊辰戦争事典 　上 　新人物往来社∥編 　新人物往来社 210.6 /ｻ /1       

120 三百藩戊辰戦争事典 　下 　新人物往来社∥編 　新人物往来社 210.6 /ｻ /2       

121 泣きうた
幕末悲運の戊
辰敗軍編 　ししゃも 歳三∥漫画 メディアファクトリー 097.2 /ｼ             

122 あずさ弓の如く 　上巻 　苑場  凌‖著 　スタジオ友善塾 097.2 /ｿ /1       

123 あずさ弓の如く 　下巻 　苑場  凌‖著 　スタジオ友善塾 097.2 /ｿ /2       

124 剣山 　 　平田 弘史‖著 　小学館 097.2 /ﾋ              

125 ハンサム・レディ 　 　藤井  みつる‖著 　秋水社 097.2 /ﾌ              

126 八重 　 　松尾  しより‖著 　秋田書店 097.2 /ﾏ         

127 清らにたかく 　１ 　松尾  しより‖著 　双葉社 097.2 /ﾏ /1       

128 綺羅星のごとく
高見沢功‖原作　矢沢順‖
作画 　歴史春秋出版 097.2 / ﾔ

　【コミック】



129 戊辰繚乱 　 　天野 純希∥著 　新潮社 099.3 /ｱ              

130 青葉のごとく 会津純真篇 　池永 陽∥著 　集英社 099.3 /ｲ /1       

131 ひとり白虎 　 　植松 三十里∥著 　集英社 099.3 /ｳ         

132 破戊辰戦争風雲録 　 　川南 誠∥著 　ベストセラーズ 099.3 /ｶ              

133 会津異端の系譜 　 　北 篤∥著 　新人物往来社 099.3 /ｷ             

134 脱走人別帳 　 　早乙女 貢∥著 　講談社 099.3 /ｻ             

135 明治の兄妹 　 　早乙女 貢∥著 　新人物往来社 099.3 /ｻ              

136 明治前夜 　 　佐藤民宝∥著 　歴史春秋出版 099.3 /ｻ              

137 会津士魂 　１ 　早乙女 貢∥著 　新人物往来社 099.3 /ｻ /1       

138 王城の護衛者 　 　司馬 遼太郎∥著 　講談社 099.3 /ｼ             

139 空の石碑　幕末医官　松本良順 　篠田達明‖著 　日本放送出版協会 099.3 /ｼ

140 会津春秋 　 　清水 義範∥著 　集英社 099.3 /ｼ              

141 へその曲げ方 　 　ジェームス三木∥著   学研パブリッシング 099.3 /ｼﾞ             

142 きずなつけ 　 　鈴木 忠昭∥著 　歴史春秋出版 099.3 /ｽ              

143 オンテンバール八重 　 　高見沢  功‖著 　アクト 099.3 /ﾀ              

144 白虎隊・青春群像 　 　高見沢 功∥著 　歴史春秋出版 099.3 /ﾀ              

145 流星雨 　 　津村 節子∥著 　岩波書店 099.3 /ﾂ             

146 戊辰落日 　 　綱淵 謙錠∥著 　講談社 099.3 /ﾂ             

147 戊辰落日 　上 　綱淵 謙錠∥著 　文芸春秋 099.3 /ﾂ /1       

148 戊辰落日 　下 　綱淵 謙錠∥著 　文芸春秋 099.3 /ﾂ /2       

149 鬼官兵衛烈風録 　 　中村 彰彦∥著 　歴史春秋出版 099.3 /ﾅ              

150 少年白虎隊 　 　中条厚∥著 　学陽書房 099.3 /ﾅ              

151 斗南藩子弟記 　 　永岡 慶之助∥著 　新人物往来社 099.3 /ﾅ             

152 修理さま雪は 　 　中村 彰彦∥著 　新潮社 099.3 /ﾅ             

153 落花は枝に還らずとも 　上 　中村 彰彦∥著 　中央公論新社 099.3 /ﾅ /1       

154 落花は枝に還らずとも 　下 　中村 彰彦∥著 　中央公論新社 099.3 /ﾅ /2       

155 月影の道 　 　蜂谷 涼∥著 　文藝春秋 099.3 /ﾊ              

156 会津藩最後の首席家老 　 　長谷川つとむ∥著 　新人物往来社 099.3 /ﾊ              

157 風雪会津藩物語 　 　花村 奨∥著 　新人物往来社 099.3 /ﾊ              

158 母成峠 　 　林 洋海‖著 　文芸社 099.3 /ﾊ             

159 会津孤剣 　 　藤本 ひとみ∥著 　中央公論新社 099.3 /ﾌ             

160 会津おんな戦記 　 　福本 武久∥著 　筑摩書房 099.3 /ﾌ             

161 幕末銃姫伝 　 　藤本 ひとみ∥著 　中央公論新社 099.3 /ﾌ             

162 維新銃姫伝 　 　藤本 ひとみ∥著 　中央公論新社 099.3 /ﾌ            

163 新・雨月 　上 　船戸 与一∥著 　徳間書店 099.3 /ﾌ /1       

164 新・雨月 　中 　船戸 与一∥著 　徳間書店 099.3 /ﾌ /2       

165 新・雨月 　下 　船戸 与一∥著 　徳間書店 099.3 /ﾌ /3       

166 会津藩燃ゆ 　 　星 亮一∥［著］ 　角川書店 099.3 /ﾎ             

167 会津将軍山川浩 　 　星 亮一∥著 　新人物往来社 099.3 /ﾎ             

168 京都大戦争 　 　星 亮一∥著 　さくら舎 099.3 /ﾎ             

169 雪辱 　 　松井 睦∥著 　文藝春秋企画出版部 099.3 /ﾏ             

170 愛の山河 　 　梁取 三義∥著 　彩光社 099.3 /ﾔ            

171 八重の桜 　1 　山本 むつみ∥作 　NHK出版 099.3 /ﾔ /1       

172 八重の桜 　2 　山本 むつみ∥作 　NHK出版 099.3 /ﾔ /2       

173 歳三往きてまた 　 　秋山 香乃∥著 　文芸社 F/ｱ

174 壬生烈風 　 　藤本 ひとみ∥著 　中央公論新社 F/ﾌ

　【小説】


