
◆斗南藩・旧会津藩士◆
資料名 巻号 著者名 出版者 請求記号

1 先人斗南に生きる 　 　斗南会津会記念誌編集部／編 　斗南会津会

2 会津人群像  no.37(2018) 　 　歴史春秋出版

3 荒川勝茂・明治日誌 　 　星 亮一∥編 　新人物往来社

4 偽りの明治維新 　 　星 亮一∥著 　大和書房

5 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

6 敗者の維新史 　 　星 亮一∥著 　中央公論社

7 明治の会津藩 　 　若松城天守閣郷土博物館／編 　若松城天守閣郷土博物館

8 会津斗南藩史 　 　葛西 富夫∥著 　東洋書院

9 斗南藩史 　 　葛西 富夫∥著 　斗南会津会

10 会津藩落城・流転 　 　葛西  富夫／著 　津軽書房

11 斗南をしのぶ展 　 　斗南をしのぶ展∥編 　斗南をしのぶ展

12 土津神社と斗南 　 　 　土津神社

13 会津藩斗南へ 　 　星 亮一∥著 　三修社

14 会津藩流罪 　 　星 亮一∥著 　批評社

15 斗南藩 　 　星 亮一∥著 　中央公論新社

16 斗南藩 　 　松田 修一∥著 　東奥日報社

17 会津人探究 　 　笠井 尚∥著 　ラピュータ

18 会津医魂 　 　小池 明∥著 　歴史春秋出版

19 守城の人 　 　村上 兵衛∥著 　光人社

20 ある明治人の記録 　 　石光 真人∥編著 　中央公論新社

21 柴五郎ものがたり 　 　鈴木喜代春∥作 　北水

22 日本人の底力 　 　小山 矩子∥著 　文芸社

23 明治の兄弟 　 　中井 けやき∥著 　文芸社

24 幕末・会津藩士銘々伝 　上 　小檜山 六郎∥編 　新人物往来社

25 幕末・会津藩士銘々伝 　下 　小檜山 六郎∥編 　新人物往来社

26 犢を逐いて青山に入る 　 　松本 健一∥著 　ベネッセコーポレーション

27 東奥馬誌 　 　廣澤 安任／編述 　廣澤春任

28 廣澤安任個人史史資料探訪 　 　廣澤 春任／著 　廣澤春任

29 活人剱、活人農 　 　廣澤 安正／著 　伊吉書院

令和2年5月～　一般図書展示コーナー
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30 廣澤安任自筆草稿 　 　廣澤春任

31 廣澤安任旧蔵書籍記録 農業畜産編 　 　廣澤  春任／記録作成・編纂 　廣澤春任

32 廣澤安任旧蔵書籍記録 　廣澤 春任／記録作成・編纂 　廣澤春任

33 ある会津藩士の生涯 　 　葛西 富夫∥著 　ＦＣＴサービス出版部

34 会津維新銘々伝 　 　星 亮一∥著 　河出書房新社

35 会津戦争の群像 　 　前田 宣裕∥著 　歴史春秋出版

36 会津斗南藩士三井兄弟 　 　中村 正勝／著 　道南郵政史研究会

37 山川浩 　 　櫻井 懋∥編 　歴史春秋出版

38 北の会津士魂 　 　好川 之範∥著 　歴史春秋出版

39 会津斗南往来 　 　阿達 義雄∥著 　歴史春秋出版

40 維新再考 　 　福島民友新聞社編集局／編 　福島民友新聞社

41 北の国から 　 　読売新聞社地方部∥編 　歴史春秋出版

42 敗者から見た明治維新 　 　早乙女 貢∥著 　日本放送出版協会

43 明治の士族 　 　高橋 哲夫∥著 　歴史春秋社

44 幕末維新改メ 　 　中村 彰彦∥著 　晶文社

45 会津藩 　 　野口 信一∥著 　現代書館

46 呪われた明治維新 　 　星 亮一∥著 　さくら舎

47 近代開拓村と神社 　 　遠藤 由紀子∥著 　御茶の水書房

48 開牧五年紀事 　上巻 　廣澤 安任／著

49 開牧五年紀事 　下巻 　廣澤 安任／著

50 会津の義 　 　植松 三十里∥著 　集英社

51 会津士魂 　早乙女 貢∥著 　新人物往来社

52 会津士魂 　早乙女 貢∥著 　新人物往来社

53 会津士魂 　早乙女 貢∥著 　新人物往来社

54 戊辰落日 　 　綱淵 謙錠∥著 　講談社

55 斗南藩子弟記 　 　永岡 慶之助∥著 　新人物往来社

56 白虎隊隊長日向内記の斗南救援工作 　 　新井田 良子／著 　おもはん社

57 会津藩士奥義 　波村 雪穂／著 　彩図社

58 会津藩士奥義 　波村 雪穂／著 　彩図社

59 会津将軍山川浩 　 　星 亮一∥著 　新人物往来社

60 山川健次郎の生涯 　 　星 亮一∥著 　筑摩書房

61 下北の大地 　 　星 亮一∥著 　教育書籍
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62 会津残照譜 　 　星 亮一∥著 　集英社

63 人づくり風土記 　農山漁村文化協会

64 日本残酷物語 　 　平凡社

65 下北 忘れえぬ人々 　 　田中 忠三郎／著 　荒蝦夷

◆青森県の歴史・地理◆
資料名 巻号 著者名 出版者 請求記号

66 会津若松ゆかりの地探訪 　 　会津若松市

67 近代化のなかの青森県 　 　石崎 宜雄∥著 　津軽書房

68 あなたの知らない青森県の歴史 　 　山本 博文∥監修 　洋泉社

69 青森県の歴史 　 　長谷川 成一∥著 　山川出版社

70 郷土史事典 青森県 　 　小舘 衷三∥編 　昌平社

71 下北の仏像 　 　 　青森県

72 写真集 明治大正昭和 青森 　 　肴倉 弥八∥編 　国書刊行会

73 青森県の歴史散歩 　 　青森県高等学校地方史研究会∥編 　山川出版社

74 青森県下北半島旅ガイド 　 　下北観光協議会

75 青森県の山 　 　いちのへ 義孝∥著 　山と溪谷社

76 下北 　 　九学会連合下北調査委員会∥編 　平凡社

77 新青森県地誌 　 　高橋 正雄∥著 　北方新社

78 十和田・奥入瀬 　 　 　昭文社

79 東北の名城を歩く 　北東北編 　飯村 均∥編 　吉川弘文館

80 恐山と下北 　 　森本 守∥著 　森本守

81 宮本常一とあるいた昭和の日本 　田村 善次郎∥監修 　農山漁村文化協会

82 宮本常一とあるいた昭和の日本 　田村 善次郎∥監修 　農山漁村文化協会

83 霊場恐山と下北の民俗 　 　森 勇男∥著 　北の街社

84 下北半島能舞ものがたり 　 　森 勇男∥著 　波岡書店

85 下北のイタコ物語 　 　森 勇男∥文 　北の街社

86 下北伝説の旅 　 　森 勇男∥著 　波岡書店

87 ルポ下北核半島 　 　鎌田 慧∥著 　岩波書店

88 切ったら絵が出るちいさなべこもち 　 　秋山 直美∥著 　誠文堂新光社

89 街道の日本史 　 　吉川弘文館

90 司馬遼太郎の風景 　日本放送出版協会

91 　司馬 遼太郎∥著 　朝日新聞社
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92 会津・下北、郷愁の殺人ルート 　 　金久保 茂樹∥著 　有楽出版社

93 うそりやま考 　 　三枝 和子∥著 　新潮社

◆下北半島ゆかりの人・寺山修司◆

　　　青森県弘前市生まれ。本籍地は青森県上北郡六戸村（現三沢市）。
資料名 巻号 著者名 出版者 請求記号

94 寺山修司からの手紙 　 　岩波書店

95 寺山修司 　 　太陽編集部∥編 　平凡社

96 寺山修司 　 　高取 英∥著 　平凡社

97 寺山修司と生きて 　 　田中 未知∥著 　新書館

98 寺山修司 　 　九條 今日子∥監修 　平凡社

99 寺山修司のラブレター 　 　寺山 修司∥著

100 寺山修司全歌集 　 　寺山 修司∥著 　沖積舎

101 寺山修司の俳句入門 　 　寺山 修司∥著 　光文社

102 秋たちぬ 　 　寺山 修司∥著 　岩波書店

103 負け犬の栄光 　 　角川春樹事務所

104 不良少女入門 　 　寺山 修司∥著 　大和書房

105 私という謎 　 　講談社

106 寺山修司著作集 　寺山 修司∥著 　クインテッセンス出版

107 あゝ、荒野 　 　角川書店
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青森県むつ市：姉妹都市（昭和59（1984）年9月23日締結）

青森県三沢市：市民親善交流推進事業で訪問（平成15年）　
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