
≪図書リスト≫ ５１冊 
１． 坂本龍馬 : 海洋の志士 井上勲著 山川出版社 2009.（289.1/1545） 

２． 坂本龍馬 33 年の生涯  高野澄著  三修社 2003.9.（289.1/1168） 

３． 坂本龍馬を歩く 一坂太郎著 山と溪谷社 2003.3. （289.1/1070） 

４． 坂本龍馬事典：虚構と真実 加来耕三著 東京堂出版 2009.8.（289.1/1413） 

５． 二〇一〇年福山雅治と坂本龍馬の旅 三浦憲治撮影 講談社 2010.12. 

（778/580） 

６． 坂本龍馬 : 幕末志士の旅  河合敦著 光人社 2010.2.（289.1/1604） 

７． 坂本竜馬の謎 武山憲明著 ぶんか社  2010.2.（289.1/1605） 

８． 実伝・坂本龍馬 : 結局、龍馬は何をしたのか 山本栄一郎著本の泉社, 2010.3. 

（289.1/1602） 

９． 坂本竜馬の手紙 嶋岡晨著 名著刊行会 1982.9.（289.1/164） 

１０．七人の龍馬 : 坂本龍馬名言集 出久根達郎編著 講談社 2009.12.

（289.1/1445） 

１１．龍馬の手紙 : 坂本龍馬全書簡集・関係文書・詠草 坂本龍馬 [原著] ; 宮地佐

一郎 [著] 講談社 2003.12. （080/9-1628） 

１２．坂本龍馬とその時代 佐々木克著 河出書房新社 2009.12. （289.1/1461） 

１３．坂本龍馬と幕末動乱の時代 志村有弘編 勉誠出版 2009.11. （289.1/1439） 

１４．明治維新と坂本龍馬 平尾道雄著 新人物往来社 1985.7.（210.5/87） 
１５．リーダーとして必要なことはすべて坂本龍馬から学んだ 市川善彦著 アスカビ

ジネスカレッジ 2010.6. （ 289.1/1580） 

１６．坂本龍馬のすべて 平尾道雄編  新人物往来社 1979.6. （289/21A） 

１７．坂本龍馬伝 千頭清臣著 [復刻版] 新人物往来社 1995.7（289.1/1011） 

１８．坂本龍馬大事典 新人物往来社編 新人物往来社 1995.5.（289.1/1005） 

１９．坂本竜馬 邦光史郎著 PHP 研究所 1989.12. (歴史人物シリーズ ; 幕末・維新

の群像 ; 第 1 巻)（281/66-1） 

２０．坂本龍馬 白柳秀湖著 作品社 2009.9.（913.6/924） 

２１．坂本龍馬 松浦玲著 岩波書店 2008.11. (岩波新書 ; 新赤版 1159

（080/15-1159） 

２２．坂本龍馬 飛鳥井雅道著 講談社,2002.5. (講談社学術文庫 ; [1546])

（080/9-1546） 

２３．坂本龍馬 講談社 1983.12.(山岡荘八全集 ; 32) （H519.1/275-32） 

２４．坂本龍馬 旺文社編 旺文社 1983.1.(現代視点 ; 戦国・幕末の群像) 

（H646.2/127-1） 

 

２５．坂本龍馬と明治維新 マリアス・ジャンセン著 ; 平尾道雄, 浜田亀吉訳.  新版. 

時事通信社 1973.6. （H614.4/55） 
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２６．坂本龍馬と明治維新 マリアス・ジャンセン著 ; 平尾道雄, 浜田亀吉訳.  新版. 

時事通信社 1973.6. （H614.4/55Ａ） 

２７．龍馬を超えた男小松帯刀 原口泉著 グラフ社 2008.4.（289.1/1329） 

２８．坂本龍馬歴史大事典 新人物往来社 2008.11. (別冊歴史読本 ; 27）（Ｎ289.1/1590） 

２９．龍馬の世界認識 岩下哲典,小美濃清明編 ; 黒鉄ヒロシ [ほか著] 藤原書店 

2010.2. （289.1/1474） 

３０．龍馬史 = Ryoma-Shi  磯田道史著 文藝春秋 2010.9. （289.1/1571） 

３１．龍馬を読む愉しさ : 再発見の手紙が語ること 宮川禎一著臨川書店 2003.11. 

(臨川選書 ; 23)（289.1/1475） 

３２．坂本龍馬全集  宮地佐一郎編集 光風社書店 1978.5-1980.1. （H643/106） 

３３．古地図で巡る龍馬の旅 磯田道史講師 ; 日本放送協会, 日本放送出版協会(NHK

出版)編. -- 日本放送出版協会, 2010.4. （289.1/1547） 

３４．日本史英雄たちの家紋 : 後醍醐天皇から、坂本龍馬、夏目漱石まで. 

    新人物往来社, 2006.11. (別冊歴史読本 ; 48)（288.6/15） 

３５．坂本龍馬旅のハンドブック : ゆかりの地を訪ねて. 

    リベラル社 (リベラル社「旅のハンドブック」シリーズ) （289.1/1603） 

３６．龍馬が歩いた幕末地図 朝日新聞出版, 2009.11.（289.1/1427） 

３７．西郷隆盛と士族 落合弘樹著 吉川弘文館 2005.10. (幕末維新の個性 ; 4)   

（289.1/1159-4） 

３８．高杉晋作と奇兵隊 青山忠正著吉川弘文館 2007.1.  (幕末維新の個性 ; 7).   

（289.1/1159-7） 

３８．ジョン万次郎 : 幕末日本を通訳した男 永国淳哉編 新人物往来社 2010.8.   

（289.1/1528） 

３９・岩崎弥太郎不屈の生き方 : 「三菱」の創業者  武田鏡村著 PHP研究所 2009.12. 

（289.1/1437） 

４０．汗血千里の駒 : 坂本龍馬君之伝 坂崎紫瀾作 ; 林原純生校注. -- 岩波書店, 

2010.11.(岩波文庫 ; 緑(31)-187-1). （080/6-2602） 

４１．新選組見聞録 : 維新前夜の京をゆく 京都新聞出版センター編 京都新聞出版

センター, 2003.7. （210.58/134） 

４２．司馬遼太郎が描いた「新選組」の風景 司馬遼太郎著新潮社, 2003.12.(とんぼの本)

（210.58/196） 

４３．地図で知る幕末 地図で知る幕末編集委員会 ぶよう堂編集部編 武揚堂2010.4. 

(歴史文学地図)（210.58/194） 

４４．大政奉還 : 徳川慶喜 童門冬二著 学陽書房  2006.1.  (人物文庫).   

（210.58/143） 

 

４５．大政奉還 : 徳川慶喜の二〇〇〇日 童門冬二著  日本放送出版協会 1997.11. 

（210.58/87） 
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４６．暁の群像 : 豪商岩崎弥太郎の生涯 南條範夫著 作品社, 2009.7. （913.6/923） 

４７．幕末維新消された歴史 : 武士の言い分江戸っ子の言い分 安藤優一郎著 日本

経済新聞出版社, 2009.10.（210.58/191） 

４８．幕末維新陰の参謀 童門冬二著 東京書籍 2000.12. （210.58/101） 

４９．大政奉還 : 徳川慶喜の二〇〇〇日 童門冬二著 日本放送出版協会 1997.11.  

（210.58/87） 

５０．竜馬がゆく  司馬遼太郎著 1998. (文春文庫)（080/22-573/1～8）8 冊 
５１．龍馬伝 福田靖作 ; 青木邦子ノベライズ. 1 - 4. 日本放送出版協会, 

2009.11-2010.10.（913.6/1170－1-4）4 冊 
 


