
№ 資料名 　著者名 　出版者 　請求記号

1 名君と暗君と 　中村 彰彦∥著 　ダイヤモンド社 092     /ﾅ          

2 会津藩 　野口 信一∥著 　現代書館 092     /ﾉ              

3 会津の殿さま 　横田 新∥著 　ＦＣＴサービス出版部 092.1   /ﾖ              

4 会津若松市史  5 　 　会津若松市 092.2   /ｱ   /5       

5 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             

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 　
　蒲生氏郷まちづくり４００年
保科正之入部３ 092.8   /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 名君保科正之 　中村彰彦∥著 　文芸春秋 092.8   /ﾅ              

10 会津武士道 　中村 彰彦∥著 　PHP研究所 092.8   /ﾅ            

11 会津名君の系譜 　原口 泉∥著 　ウェッジ 092.8   /ﾊ              

12 保科正之言行録 　中村 彰彦∥著 　中央公論新社 092.8   /ﾎ               

13 保科正之公 　春日 太郎∥著 　鳥影社 092.8   /ﾎ               

14 保科氏八００年史 　牧野 登∥著 　歴史調査研究所 092.8   /ﾎ               

15 保科正之 　小池 進∥著 　吉川弘文館 092.8   /ﾎ             

16 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               

17 名君保科正之公 　春日  太郎／著 　高遠町立歴史博物館 092.8   /ﾎ             

18 保科正之 　中村 彰彦∥著 　自由社 092.8   /ﾎ             

19 名君保科正之 　中村 彰彦∥著 　河出書房新社 092.8   /ﾎ              

20 保科正之言行録 　中村 彰彦∥著 　中央公論社 092.8   /ﾎ              

21 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              

22 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               

23 保科正之の時代 　福島県立博物館／編 　福島県立博物館 092.8   /ﾎ               

24 保科正之 　橋爪まんぷ∥漫画 　伊那市観光協会∥編集発行 092.8   /ﾎ               

25 名宰相保科正之 　森谷 宜暉∥著 　高文堂出版社 092.8   /ﾎ               

26 保科正之 　中村 彰彦∥著 　中央公論新社 092.8   /ﾎ               

27
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             

28 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               

29 慈悲の名君保科正之 　中村 彰彦∥著 　角川学芸出版 092.8   /ﾎ             

30 保科正之 　中村 彰彦∥著 　中央公論社 092.8   /ﾎ               

31 保科正之 　真壁  俊信／著 　真壁俊信 092.8   /ﾎ               
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32 保科正之 　中村 彰彦∥著 　洋泉社 092.8   /ﾎ               

33 保科正之
　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               

34 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               

35 名君・保科正之の生涯と土津神社 　馬場  泰／イラスト 　猪苗代の偉人を考える会 092.8   /ﾎ               

36 名君保科正之と会津松平一族 　 　新人物往来社 092.8   /ﾎ             

37 会津松平家譜 　 　マツノ書店 092.8   /ﾏ              

38 会津藩初期教学展 　 　第１１回市民文化祭実行委員会093.7   /ｱ             

39 伝えたい会津藩の教学 　 　会津若松商工会議所 093.7   /ﾂ             

40 保科正之伝 　五十島 帆∥著 　歴史春秋出版 099.3   /ｲ               

41 保科正之伝 　五十島 帆∥著 　歴史春秋出版 099.3   /ｲ              

42 将軍の子 　佐藤 巖太郎∥著 　文藝春秋 099.3   /ｻ         

43 将軍の子 　佐藤 巖太郎∥著 　文藝春秋 099.3   /ｻ               

44 託孤の契り 　高橋 銀次郎∥著 　叢文社 099.3   /ﾀ               

45 完本保科肥後守お耳帖 　中村 彰彦∥著 　実業之日本社 099.3   /ﾅ               

46 名君の碑 　中村 彰彦∥著 　文芸春秋 099.3   /ﾅ               

47 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               

48 高遠遠流の絵島 　北村  勝雄／著 　高遠町歴史博物館 215.2   /ｷ               

49 写真集 高遠のあゆみ 　高遠町教育委員会／編 　高遠町 215.2   /ｼ              

50 高遠城の戦い 　 　高遠町歴史博物館 215.2   /ﾀ              

51 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              

52 長野県の歴史 　古川 貞雄∥著 　山川出版社 215.2   /ﾅ               

53 高遠藩 　長谷川 正次∥著 　現代書館 215.2   /ﾊ            

54 二代将軍・徳川秀忠 　河合 敦∥著 　幻冬舎 289.1   /ﾄ             

55 高遠風土記 　高遠町教育委員会 　高遠町教育委員会 291.5   /ﾀ            

56 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              

57 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               

58 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            

59 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              

60 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            

61 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              

62 高遠の石仏 　高遠町教育委員会／編纂　高遠町 718.4   /ﾀ              

63 天地明察 　冲方 丁∥著 　角川書店 F       /ｳ               


