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幕末の探検家・松浦武四郎が、1869（明治 2）年 7 月 17 日に「ほっかいど

う（北加伊道）」という蝦夷地の新しい名称を明治政府に提案してから、2018

（平成 30）年、北海道は、「北海道」命名 150 年の節目を迎えました。 

 この機にあたり、北海道立図書館北方資料室で所蔵する松浦武四郎関係資料

をまとめました。 

現在の「北海道」の礎を築いた先人の足跡や業績を未来に引き継ぎ、発展さ

せるための資料活用の一助となれば幸いです。 
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凡  例 

 

１ 収録範囲 

 (1) この目録は、平成 29 年 10 月 31 日現在、北海道立図書館のデータベースに登録

している松浦武四郎に関係する所蔵資料（図書、地図等）473タイトルをまとめた

ものである。 

 (2) 雑誌記事は除いている。 

 

２ 排列 

(1) 松浦武四郎の「著作」やその「翻刻・解読・訳文」等、内容により項目を分け、

それぞれ請求記号順に排列した。 

 

３ 掲載形式 

(1) 記述は次の項目で構成した。 

 

書名 巻号 

各巻書名 

著者、出版地、出版者、出版年、ページ数、大きさ、シリーズ名、注記、ISBN 

デジタル・ライブラリー  資料番号  請求記号 

 

(2) 北海道立図書館ホームページで公開している「北方資料デジタル・ライブラリー」

（http://www3.library.pref.hokkaido.jp/digitallibrary/）に掲載がある場合

は、資料番号の前に表示した。 

(3) 必要に応じ、松浦武四郎関連の内容等の情報を注記した。 

(4) 複本の資料番号、請求記号については、記述を省略した。 
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【著 作】 

川島専三資料 Ⅰ 史料（近世） 

 １４．松浦武四郎「西蝦夷日誌」抄 １枚もの 25cm 謄写刷 第３編岩内領の部分 

 1109327211 094/KA/1-14 

河野常吉資料 ２８０ 

 旧記：再航蝦夷日誌 2冊 26×18cm 和 

 巻一・二（95丁）巻五・六（96丁） 

 1102195722 094/KO/241 

古文書類抜粋［８］ 

 蝦夷日誌 巻之十，十一 66枚 9×13cm （渡辺茂氏寄贈資料 66） 写真版コピー 

 ゼンホウシ境より是につゞき厚岸より山を越～（略） 

 1111268809 098/W/67 

蝦夷葉那誌 

 松浦 竹四郎∥著 ［出版地不明］ １冊 25cm 複写本 

 1101900650  210.088/E 

蝦夷地境目取調 １ 

 松浦 武四郎∥著 ［出版地不明］ １冊 26cm 複写本（原本は北海道総務部所蔵） 

 1101900981 210.088/E/1 

蝦夷地境目取調 ２ 

 松浦 武四郎∥著 ［出版地不明］ １冊 26cm 複写本（原本は北海道総務部所蔵） 

 1101900999 210.088/E/2 

蝦夷地境目取調 ３ 

 松浦 武四郎∥著 ［出版地不明］ １冊 26cm 複写本（原本は北海道総務部所蔵） 

 1101901005 210.088/E/3 

蝦夷地境目取調 ４ 

 松浦 武四郎∥著 ［出版地不明］ １冊 26cm 複写本（原本は北海道総務部所蔵） 

 1101901013 210.088/E/4 

蝦夷風土記 蝦夷土地開発上書 

 本多 利明∥上書 ［出版地不明］ 松浦武四郎写 ［19］丁 24cm 和 

デジタル・ライブラリー  1102235940 210.088/E 

蝦夷風土記 蝦夷土地開発上書 

 本多 利明∥上書 ［出版地不明］ 松浦武四郎写 ［19］丁 24cm 和 複写本 

 1106527060 210.088/E 
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蝦夷奇勝図巻 

 谷 元旦∥画 東京 東京出版 1973 図版 26 枚 31×43cm 松浦武四郎自筆考証文

朱書付 帙入り 複製版 

 1101909966  210.088/E 

 

蝦夷奇勝図巻 

 谷 元旦∥画 東京 東京出版 1973 図版 26 枚 31×43cm 複写本 松浦武四郎自

筆考証文朱書付 

 1106903295  210.088/E 

 

蝦夷行程記 

 阿部 喜任∥著 松浦 武四郎∥校正 ［出版地不明］ ［51］丁 26cm 和 写 享

保年間の記録  安政３年の写，複写本（北海道立図書館所蔵本） 

 1111133987  210.088/E 

 

蝦夷行程記 ［下］ 

 阿部 喜任∥著 松浦 武四郎∥校正 ［出版地不明］ ［51］丁 26cm 和 写 享

保年間の記録  安政３年の写   

 デジタル・ライブラリー  1101902318  210.088/E 

 

蝦夷行程記 上，下 

 上：西部 下：東部 阿部 喜任∥述 松浦 武四郎∥校正 江戸 文苑閣 1856 ２

冊 12×16cm 和 

 1101902326  210.088/E 

 

蝦夷勲功記 

 永楽舎 一水∥著 ［出版地不明］ ［出版者不明］ 1853 20冊 26cm 和 書名は

表紙による 本文には「義経勲功記」とあり 附録に「蝦夷葉那誌」（松浦竹四郎著）あ

り 著者本名小川一水 稲田氏蔵 朝野堂剞刷 

 1101902342  210.088/E 

 

蝦夷勲功記 附録５ 

 永楽舎 一水∥著 ［出版地不明］ ［出版者不明］ 出版年不明 １冊 27cm 複写

本 書名は表紙による 本文には「義経勲功記」とあり 附録に「蝦夷葉那誌」（松浦竹

四郎著）あり 著者本名小川一水 稲田氏蔵 朝野堂剞刷 

 内容：「蝦夷葉那誌」（松浦竹四郎著） 

 1108551084  210.088/E/20 

 

蝦夷漫画 

 松浦 武四郎∥著 ［出版地不明］ ［出版者不明］ 1859 20丁 19cm 木版 

デジタル・ライブラリー  1101902391  210.088/E 
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蝦夷漫画 

 松浦 武四郎∥著 ［出版地不明］ ［出版者不明］ 1859 20p 19cm 木版 複写本

（北海道立図書館所蔵本） 

 1111134001  210.088/E 

 

蝦夷漫画 

 多気志楼主人∥著 東京 国書刊行会 1972 １冊（頁付なし） 19cm 多気志楼主人

蔵安政 6年刊の複製  

 1101931531  210.088/E 

 

蝦夷漫画 

 多気志楼主人∥著 三雲町（三重県） ［出版者不明］ 1996.3 20 丁 18cm 松浦武

四郎 安征 6年刊の復刻  別冊付録：解説（52p） 

 1105274862  210.088/E 

 

蝦夷年代記 

 松浦 武四郎∥著 ［出版地不明］ ［出版者不明］ 1870 42丁 27cm 木版 

 1101902524  210.088/E 

 

蝦夷年代記 

 松浦 武四郎∥著 ［出版地不明］ ［出版者不明］ 1870 42丁 26cm 木版，複写

本（北海道立図書館所蔵） 

 1111133938  210.088/E 

 

蝦夷日誌 附録 

 松浦 武四郎∥著 ［出版地不明］ 多気志楼 1850 ［24］丁 26cm 和 松浦弘著

とあり 

デジタル・ライブラリー  1102235957  210.088/E 

 

蝦夷日誌 附録 

 松浦 武四郎∥著 ［出版地不明］ 多気志楼 1850 ［24］丁 26cm 和 松浦弘著

とあり 複写本 

 1106117607  210.088/E 

 

蝦夷山脈記 全 

 鷲津 重光∥著 札幌 弘南堂書店 1980 ［4］丁 26cm 松浦武四郎写 復刻 

 1101907283  210.088/E 

 

箱館日記 

 三田 花朝尼∥著 復刻 ［江別］ 北海道立図書館 1983.6 ［70］p 21cm 昭和

58 年度第１回古文書解読講座テキストとして復刻 「多気志楼」の署名入図版あり 岩

瀬文庫の印あり  

 1101908323  210.088/HA 
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箱館往来 全 

 ［松浦 武四郎∥著］ ［出版地不明］ 1856 １冊 26cm 複写本（原本は北海道総

務部文書課所蔵） 

 1101908372  210.088/HA 

 

箱館往来 全 

 ［松浦 武四郎∥述］ ［江別］ ［北海道立図書館］ 1971 １冊 22cm 昭和 46年

度古文書解読講座テキストとして複製したもの 

1101908398  210.088/HA 

 

東蝦夷地エトロフ島之書（山田鯉兵衛著）・惣蝦夷地要害心得書（近藤重蔵著）・答問十策

抄（亀井道載著） 

 山田 鯉兵衛∥著 近藤 重蔵∥著 亀井 道載∥著 ［出版地不明］ 松浦武四郎写 

［23］丁 24cm 和 

デジタル・ライブラリー  1102235965  210.088/HI 

 

東蝦夷地エトロフ島之書（山田鯉兵衛著）・惣蝦夷地要害心得書（近藤重蔵著）・答問十策

抄（亀井道載著） 

 山田 鯉兵衛∥著 近藤 重蔵∥著 亀井 道載∥著 ［出版地不明］ 松浦武四郎写 

［23］丁 24cm 和 複写本 

 1106530676  210.088/HI 

 

石狩日誌 

 松浦 武四郎∥［著］ 東京 大修館書店 1978 29丁 26cm （新選覆刻日本の山岳

名著） 多気志楼蔵板の復刻 帙入 

 1108769850  210.088/I 

 

唐太日記 上 下 

 鈴木 重尚∥著 松浦 武四郎∥註 江戸 文苑閣 1860 2冊 26cm 和 

1101904082  210.088/KA 

 

唐太嶋見分趣意書 

 中村 小市郎∥著 高橋 次太夫∥著 ［出版地不明］ 松浦武四郎写 ［28］丁 24cm 

和 

デジタル・ライブラリー  1102236039  210.088/KA 

 

唐太嶋見分趣意書 

 中村 小市郎∥著 高橋 次太夫∥著 ［出版地不明］ 松浦武四郎写 ［28］丁 24cm 

和 複写本 

 1106530726  210.088/KA 

 

近世蝦夷人物誌 巻之参 

 松浦 武四郎∥著 ［出版地不明］ １冊 26cm 複写本（原本は北海道総務部行政資

料室所蔵） 
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 1106609256  210.088/KI 

 

北蝦夷地国疆見込場所申上書 

 村垣 与三郎∥著 ［出版地不明］ 松浦武四郎写 ［15］丁 24cm 和 

デジタル・ライブラリー  1102236062  210.088/KI 

 

北蝦夷地東海岸取調書（間宮鉄次郎 松岡徳次郎著）・西蝦夷地リインク島調書（村垣与

三郎著） 

 間宮 鉄次郎∥著 松岡 徳次郎∥著 村垣 与三郎∥著 ［出版地不明］ 松浦武四

郎写 ［10］丁 24cm 和 

デジタル・ライブラリー  1102236047  210.088/KI 

 

北蝦夷国境調書 

 村垣 与三郎∥著 ［出版地不明］ 松浦武四郎写 ［8］丁 24cm 和 

デジタル・ライブラリー  1102236054  210.088/KI 

 

北蝦夷西海岸取調書（上川伝一郎著）・北蝦夷奥地見聞申上書（今井八九郎著） 

 上川 伝一郎∥著 今井 八九郎∥著 ［出版地不明］ 松浦武四郎写 ［13］丁 24cm 

和 

デジタル・ライブラリー  1102236070  210.088/KI 

 

北蝦夷余誌 全 

 松浦 武四郎∥著 ［出版地不明］ 1860 30丁 27cm 和 多気志樓蔵版 咜囉伊加

【オ】呂津古記行 

 1101904447  210.088/KI 

 

甲申小記 

 松浦 武四郎∥著 東京 馬角斎 ［出版年不明］ 22,2 丁 15cm （尚古社多 第 6

号） 

 1101904678  210.088/KO 

 

松浦武四郎 雑 

 松浦 武四郎∥著 松浦 孫太∥写 ［出版地不明］ 松浦孫太 ［出版年不明］ 1

冊 22cm 稿本 

 1101827614  210.088/MA 

 

松浦武四郎書簡 

 松浦 武四郎∥著 ［出版地不明］ １軸 22cｍ 野田竹溪先生あて書簡 二通 自筆 

デジタル・ライブラリー  1102236104  210.088/MA 

 

志ん勢ん末和留辺志 

 多気志楼主人∥著 1857 １枚 43×30cm 松浦武四郎蔵版 市立函館図書館蔵の複写 

 1107953612  P210.088/MA 
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辛巳紀行 

 松浦 武四郎∥著 松浦 孫太∥解読 佐藤 貞夫∥編集 武四郎を読む会∥編集 松

坂 松浦武四郎記念館 2012.1 111p 21cm 

 1110979927  210.088/MA 

 

ニシベツ川一件 

 ［出版地不明］ 46丁 25cm 「松浦武四郎納本ノ帝国図書館蔵書ヨリ写」とあり 

デジタル・ライブラリー  1101906152  210.088/NI 

 

渡島日誌 東部 

 札幌 南陽堂書店 1981 ［27］丁 27cm 松浦武四郎自筆草稿 復刻 解説（谷澤尚

一著）あり 

 1101906517  210.088/O 

 

再航蝦夷日誌 上巻 

 松浦 武四郎∥著 ［出版地不明］ １冊（頁付なし） 26cm 複写本 五十瀬雲出松

浦弘著とあり 「東京帝国大学図書室」の印あり 

 1101910626  210.088/SA/1 

 

再航蝦夷日誌 下巻 

 松浦 武四郎∥著 ［出版地不明］ １冊（頁付なし） 26cm 複写本 五十瀬雲出松

浦弘著とあり 「東京帝国大学図書室」の印あり 

 1101910634  210.088/SA/2 

 

再航蝦夷日誌 １ 

 松浦 武四郎∥著 ［出版地不明］ １冊 26cm 複写本（原本は北海道大学附属図書

館所蔵） 

 1101910568  210.088/SA/1 

 

再航蝦夷日誌 ２ 

 松浦 武四郎∥著 ［出版地不明］ １冊 26cm 複写本（原本は北海道大学附属図書

館所蔵） 

 1101910576  210.088/SA/2 

 

再航蝦夷日誌 ３ 

 松浦 武四郎∥著 ［出版地不明］ １冊 26cm 複写本（原本は北海道大学附属図書

館所蔵） 

 1101910584  210.088/SA/3 

 

再航蝦夷日誌 ４ 

 松浦 武四郎∥著 ［出版地不明］ １冊 26cｍ 複写本（原本は北海道大学附属図書

館所蔵） 

 1101910592  210.088/SA/4 
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再航蝦夷日誌 ５ 

 松浦 武四郎∥著 ［出版地不明］ １冊 26cｍ 複写本（原本は北海道大学附属図書

館所蔵） 

 1101910600  210.088/SA/5 

 

再航蝦夷日誌 ６ 

 松浦 武四郎∥著 ［出版地不明］ １冊 26cm 複写本（原本は北海道大学附属図書

館所蔵） 

 1101910618  210.088/SA/6 

 

三航蝦夷日誌 １ 

 松浦 武四郎∥著 ［出版地不明］ １冊 26cm 複写本（原本は北海道大学附属図書

館所蔵） 

 1101910683  210.088/SA/1 

 

三航蝦夷日誌 ２ 

 松浦 武四郎∥著 ［出版地不明］ １冊 26cｍ 複写本（原本は北海道大学附属図書

館所蔵） 

 1101910691  210.088/SA/2 

 

三航蝦夷日記 ３ 

 松浦 武四郎∥著 ［出版地不明］ １冊 26cｍ 複写本（原本は北海道大学附属図書

館所蔵） 

 1101910709  210.088/SA/3 

 

三航蝦夷日誌 ４ 

 松浦 武四郎∥著 ［出版地不明］ １冊 26cm 複写本（原本は北海道大学附属図書

館所蔵） 

 1101910717  210.088/SA/4 

 

三航蝦夷全図稿本 

 松浦 武四郎∥著 ［出版地不明］ 松浦武四郎 1854 ［11］丁 26cm 和 松浦弘

著とあり 

デジタル・ライブラリー  1102236138  210.088/SA 

 

後方羊蹄日誌 全 

 松浦 武四郎∥著 江別 北海道立図書館 1983 26丁 26cm （東西蝦夷山川地理取

調記行） 複製版 北海道立図書館蔵 多氣志棲蔵板 

 1101910899  210.088/SH 

 

後方羊蹄日誌解説書 

 松浦 武四郎∥著 江別 北海道立図書館 1983 p230～262 26cm 複製版 北海道

立図書館蔵 

 1101910915  210.088/SH 
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後方羊蹄於路志 

 松浦 武四郎∥著 ［出版地不明］ 1805 １冊 45×62cm 複写本（原本は北海道大

学附属図書館所蔵） 

 1101910931  210.088/SH 

 

竹四郎廻浦日記 １の１ 

 松浦 武四郎∥著 ［出版地不明］ １冊 26cm 複写本（原本は北海道大学附属図書

館所蔵） 安政 4 年の日記 現代語訳：「丁巳東西蝦夷山川地理取調日誌 上」p.59～77

（竹四郎廻浦日記一） 

 1101911186  210.088/TA/1-1 

 

竹四郎廻浦日記 １の２ 

 松浦 武四郎∥著 ［出版地不明］ １冊 26cm 複写本（原本は北海道大学附属図書

館所蔵） 安政 4 年の日記 現代語訳：「竹四郎廻浦日記 上」p.177～199 （竹四郎廻

浦日記 巻の壱） 

 1101911194  210.088/TA/1-2 

 

竹四郎廻浦日記 ２ 

 松浦 武四郎∥著 ［出版地不明］ １冊 26cm 複写本（原本は北海道大学附属図書

館所蔵） 安政 4年の日記 

 1101911202  210.088/TA/2 

 

竹四郎廻浦日記 ３ 

 松浦 武四郎∥著 ［出版地不明］ １冊 26cm 複写本（原本は北海道大学附属図書

館所蔵） 安政 4年の日記 

 1101911210  210.088/TA/3 

 

竹四郎廻浦日記 ４ 

 松浦 武四郎∥著 ［出版地不明］ １冊 26cｍ 複写本（原本は北海道大学附属図書

館所蔵） 安政 4年の日記 

 1106608456  210.088/TA/4 

 

竹四郎廻浦日記 ５ 

 松浦 武四郎∥著 ［出版地不明］ １冊 26cm 複写本（原本は北海道大学附属図書

館所蔵） 安政 4年の日記 

 1106608407  210.088/TA/5 

 

竹四郎廻浦日記 ６ 

 松浦 武四郎∥著 ［出版地不明］ １冊 26cm 複写本（原本は北海道大学附属図書

館所蔵） 安政 4年の日記 

 1101911244  210.088/TA/6 

 

 



9 

 

竹四郎廻浦日記 ７ 

 松浦 武四郎∥著 ［出版地不明］ １冊 26cm 複写本（原本は北海道大学附属図書

館所蔵） 安政 4年の日記 

 1101911251  210.088/TA/7 

 

竹四郎廻浦日記 ８ 

 松浦 武四郎∥著 ［出版地不明］ １冊 26cm 複写本（原本は北海道大学附属図書

館所蔵） 安政 4年の日記 

 1101911269  210.088/TA/8 

 

竹四郎廻浦日記 ９ 

 松浦 武四郎∥著 ［出版地不明］ １冊 26cm 複写本（原本は北海道大学附属図書

館所蔵） 安政 4年の日記 

 1101911277  210.088/TA/9 

 

竹四郎廻浦日記 １０ 

 松浦 武四郎∥著 ［出版地不明］ １冊 26cm 複写本（原本は北海道大学附属図書

館所蔵） 安政 4年の日記 

 1101911285  210.088/TA/10 

 

竹四郎廻浦日記 １１ 

 松浦 武四郎∥著 ［出版地不明］ １冊 26cm 複写本（原本は北海道大学附属図書

館所蔵） 安政 4年の日記 

 1101911293  210.088/TA/11 

 

竹四郎廻浦日記 １２ 

 松浦 武四郎∥著 ［出版地不明］ １冊 26cｍ 複写本（原本は北海道大学附属図書

館所蔵） 安政 4年の日記 

 1101911301  210.088/TA/12 

 

竹四郎廻浦日記 １３ 

 松浦 武四郎∥著 ［出版地不明］ １冊 26cｍ 複写本（原本は北海道大学附属図書

館所蔵） 安政 4年の日記 

 1101911319  210.088/TA/13 

 

竹四郎廻浦日記 １４ 

 松浦 武四郎∥著 ［出版地不明］ １冊 26cm 複写本（原本は北海道大学附属図書

館所蔵） 安政 4年の日記 

 1101911327  210.088/TA/14 

 

竹四郎廻浦日記 １５ 

 松浦 武四郎∥著 ［出版地不明］ １冊 26cm 複写本（原本は北海道大学附属図書

館所蔵） 安政 4年の日記 

 1101911335  210.088/TA/15 
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竹四郎廻浦日記 １６ 

 松浦 武四郎∥著 ［出版地不明］ １冊 26cm 複写本（原本は北海道大学附属図書

館所蔵） 安政 4年の日記 

1106608308  210.088/TA/16 

 

竹四郎廻浦日記 １７ 

 松浦 武四郎∥著 ［出版地不明］ １冊 26cm 複写本（原本は北海道大学附属図書

館所蔵） 安政 4年の日記 

 1101911350  210.088/TA/17 

 

竹四郎廻浦日記 １８ 

 松浦 武四郎∥著 ［出版地不明］ １冊 26cm 複写本（原本は北海道大学附属図書

館所蔵） 安政 4年の日記 

 1101911368  210.088/TA/18 

 

竹四郎廻浦日記 １９ 

 松浦 武四郎∥著 ［出版地不明］ １冊 26cm 複写本（原本は北海道大学附属図書

館所蔵） 安政 4年の日記 

1106608753  210.088/TA/19 

 

竹四郎廻浦日記 ２０ 

 松浦 武四郎∥著 ［出版地不明］ １冊 26cm 複写本（原本は北海道大学附属図書

館所蔵） 安政 4年の日記 

 1101911384  210.088/TA/20 

 

竹四郎廻浦日記 ２１ 

 松浦 武四郎∥著 ［出版地不明］ １冊 26cm 複写本（原本は北海道大学附属図書

館所蔵） 安政 4年の日記 

 1101911392  210.088/TA/21 

 

竹四郎廻浦日記 ２２ 

 松浦 武四郎∥著 ［出版地不明］ １冊 26cm 複写本（原本は北海道大学附属図書

館所蔵） 安政 4年の日記 

 1101911400  210.088/TA/22 

 

竹四郎廻浦日記 ２３ 

 松浦 武四郎∥著 ［出版地不明］ １冊 26cm 複写本（原本は北海道大学附属図書

館所蔵） 安政 4年の日記 

 1101911418  210.088/TA/23 

 

竹四郎廻浦日記 ２４ 

 松浦 武四郎∥著 ［出版地不明］ １冊 26cm 複写本（原本は北海道大学附属図書

館所蔵） 安政 4年の日記 
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 1101911426  210.088/TA/24 

 

竹四郎廻浦日記 ２５ 

 松浦 武四郎∥著 ［出版地不明］ １冊 26cm 複写本（原本は北海道大学附属図書

館所蔵） 安政 4年の日記 

 1101911434  210.088/TA/25 

 

竹四郎廻浦日記 ２６ 

 松浦 武四郎∥著 ［出版地不明］ １冊 26cm 複写本（原本は北海道大学附属図書

館所蔵） 安政 4年の日記 

 1101911442  210.088/TA/26 

 

竹四郎廻浦日記 ２７ 

 松浦 武四郎∥著 ［出版地不明］ １冊 26cm 複写本（原本は北海道大学附属図書

館所蔵） 安政 4年の日記 

 1101911459  210.088/TA/27 

 

竹四郎廻浦日記 ２８ 

 松浦 武四郎∥著 ［出版地不明］ １冊 26cｍ 複写本（原本は北海道大学附属図書

館所蔵） 安政 4年の日記 

 1101911467  210.088/TA/28 

 

竹四郎廻浦日記 ２９ 

 松浦 武四郎∥著 ［出版地不明］ １冊 26cｍ 複写本（原本は北海道大学附属図書

館所蔵） 安政 4年の日記 

 1101911475  210.088/TA/29 

 

竹四郎廻浦日記 ３０ 

 松浦 武四郎∥著 ［出版地不明］ １冊 26cm 複写本（原本は北海道大学附属図書

館所蔵） 安政 4年の日記 

 1101911483  210.088/TA/30 

 

天鹽日誌 全 

 松浦 武四郎∥著 ［出版地不明］ 32丁 26cm 和 多気志楼蔵板 「東西蝦夷山川

地理取調紀行」のうち 複写本 

 1101911632  210.088/TE 

 

東西蝦夷産物便覧於幾能以志 

 ［松浦 武四郎∥著］ 江戸 播磨屋勝五郎 ［出版年不明］ １枚 50×60cm（折り

たたみ 17×8cm） 多気志楼主人 

 1101912226  210.088/TO 

 

東西蝦夷山川地理取調紀行 １ 

 東蝦夷日誌 初編  
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松浦 武四郎∥著 ［出版地不明］ 多気志樓蔵版 35丁 26cm 木版本 

 1101912242  210.088/TO/1 

 

東西蝦夷山川地理取調紀行 ２ 

 東蝦夷日誌 ２編  

松浦 武四郎∥著 ［出版地不明］ 多気志樓蔵版 31丁 26cm 木版本 

 1101912259  210.088/TO/2 

 

東西蝦夷山川地理取調紀行 ３ 

 東蝦夷日誌 ３編  

松浦 武四郎∥著 ［出版地不明］ 多気志樓蔵版 31丁 26cm 木版本 

 1101912267  210.088/TO/3 

 

東西蝦夷山川地理取調紀行 ４ 

 東蝦夷日誌 ４編  

松浦 武四郎∥著 ［出版地不明］ 多気志樓蔵版 27丁 26cm 木版本 

 1101912275  210.088/TO/4 

 

東西蝦夷山川地理取調紀行 ５ 

 東蝦夷日誌 ５編  

松浦 武四郎∥著 ［出版地不明］ 多気志樓蔵版 25丁 26cm 木版本 

 1101912283  210.088/TO/5 

 

東西蝦夷山川地理取調紀行 ６ 

 東蝦夷日誌 ６編  

松浦 武四郎∥著 ［出版地不明］ 多気志樓蔵版 28丁 26cm 木版本 

 1101912291  210.088/TO/6 

 

東西蝦夷山川地理取調紀行 ７ 

 東蝦夷日誌 ７編  

松浦 武四郎∥著 ［出版地不明］ 多気志樓蔵版 29丁 26cm 木版本 

 1101912309  210.088/TO/7 

 

東西蝦夷山川地理取調紀行 ８ 

 東蝦夷日誌 ８編  

松浦 武四郎∥著 ［出版地不明］ 多気志樓蔵版 28丁 26cm 木版本 複写本 

 1101912317  210.088/TO/8 

 

東西蝦夷山川地理取調紀行 ９ 

 西蝦夷日誌 初編  

松浦 武四郎∥著 ［出版地不明］ 多気志樓蔵版 30丁 26cm 木版本 

 1101912325  210.088/TO/9 

 

 



13 

 

東西蝦夷山川地理取調紀行 １０ 

 西蝦夷日誌 ２編  

松浦 武四郎∥著 ［出版地不明］ 多気志樓蔵版 30丁 26cm 木版本 

 1101912333  210.088/TO/10 

 

東西蝦夷山川地理取調紀行 １１ 

 西蝦夷日誌 ３編  

松浦 武四郎∥著 ［出版地不明］ 多気志樓蔵版 28丁 26cm 木版本 

 1101912341  210.088/TO/11 

 

東西蝦夷山川地理取調紀行 １２ 

 西蝦夷日誌 ４編  

松浦 武四郎∥著 ［出版地不明］ 多気志樓蔵版 30丁 26cm 木版本 

 1101912358  210.088/TO/12 

 

東西蝦夷山川地理取調紀行 １３ 

 西蝦夷日誌 ５編  

松浦 武四郎∥著 ［出版地不明］ 多気志樓蔵版 29丁 26cm 木版本 

 1101912366  210.088/TO/13 

 

東西蝦夷山川地理取調紀行 １４ 

 西蝦夷日誌 ６編  

松浦 武四郎∥著 ［出版地不明］ 多気志樓蔵版 30丁 26cm 木版本 

 1101912374  210.088/TO/14 

 

東西蝦夷山川地理取調紀行 １５ 

 石狩日誌  

松浦 武四郎∥著 ［出版地不明］ 多気志樓蔵版 29丁 26cm 木版本 

 1101912382  210.088/TO/15 

 

東西蝦夷山川地理取調紀行 １６ 

 天塩日誌  

松浦 武四郎∥著 ［出版地不明］ 多気志樓蔵版 32丁 26cm 木版本 

 1101912390  210.088/TO/16 

 

東西蝦夷山川地理取調紀行 １７ 

 夕張日誌  

松浦 武四郎∥著 ［出版地不明］ 多気志樓蔵版 27丁 26cm 木版本 

 1101912416  210.088/TO/17 

 

東西蝦夷山川地理取調紀行 １８ 

 後方羊蹄日誌  

松浦 武四郎∥著 ［出版地不明］ 多気志樓蔵版 26丁 26cm 木版本 

 1101912424  210.088/TO/18 
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東西蝦夷山川地理取調紀行 １９ 

 十勝日誌  

松浦 武四郎∥著 ［出版地不明］ 多気志樓蔵版 29丁 26cm 木版本 

 1101912457  210.088/TO/19 

 

東西蝦夷山川地理取調紀行 ２０ 

 久摺日誌  

松浦 武四郎∥著 ［出版地不明］ 多気志樓蔵版 ［出版年不明］  29,3丁 26cm 木

版本 

 1101912465  210.088/TO/20 

 

東西蝦夷山川地理取調紀行 ２１ 

 納紗布日誌  

松浦 武四郎∥著 ［出版地不明］ 多気志樓蔵版 25丁 26cm 木版本 

 1101912481  210.088/TO/21 

 

東西蝦夷山川地理取調紀行 ２２ 

 知床日誌  

松浦 武四郎∥著 ［出版地不明］ 多気志樓蔵版 27丁 26cm 木版本 

 1101912515  210.088/TO/22 

 

京都滞在中所用蝦夷開拓基本献白ノ草稿 明治元年 

 松浦 武四郎∥［著］ 太田 岩太郎∥［写］ ［出版地不明］ ［出版者不明］ 1938

１冊 26cm 和 著者が明治元年に起こした草稿を、昭和 13年に太田岩太郎が書き写し

たもの 

 1101916821  210.5/MA 

 

林氏雑纂 上 

 ［林 子平∥述］ 松浦 武四郎∥編 東京 甘泉堂 1870 12丁 23cm （和綴） 共

同刊行：千鍾房 林子平述のものを武四郎が編集したもの 

 1101852208  289/HA/1 

 

林氏雑纂 下 

 ［林 子平∥述］ 松浦 武四郎∥編 東京 甘泉堂 1870 28丁 23cm （和綴） 共

同刊行：千鍾房 林子平述のものを武四郎が編集したもの 

 1101852216  289/HA/2 

 

癸丑浪合日記 上・中・下の上，下の下（松浦武四郎先生自叙伝の一部） 

 松浦 武四郎∥著 ［東京］ 京華日報社 1911-1912 １冊 27cm 甲寅のあらまし、

乙卯のあらまし、乙卯のあらまし（つづき）あり 『世界』89～92号（明治 44-45） 複

写本 

 1101827598  289/MA 
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癸丑浪合日記 上・中・下の上，下の下（松浦武四郎先生自叙伝の一部） 

 松浦 武四郎∥著 ［東京］ 京華日報社 1911-1912 １冊 27cm 『世界』89～92

号（明治 44-45）所載  複写本 

 1109790970  289/MA 

 

甲寅のあらまし 乙卯のあらまし 松浦武四郎翁自叙伝の一節 

 松浦 武四郎∥著 ［東京］ ［京華日報社］ 1912 『世界』第 93～95号所載 複写 

 1109790988  289/MA 

 

松浦武四郎書簡 付山田三郎書簡 

 松浦 武四郎∥著 山田 三郎∥著 津市教育委員会∥編 津 津市教育委員会 1991 

42p 21cm （平松楽斎文書 15） 

 1101827630  289/MA 

 

松浦武四郎書簡山田三郎書簡 

 ［出版地不明］ １冊 26cm 複写本 

 1101827754  289/MA 

 

松浦武四郎より藤谷善吉宛書状 文久二年正月廿日 

 松浦 武四郎∥著 ［出版地不明］ 松浦武四郎 1862 １枚（折りたたみ） 17×65cm

複写物 

 1101827762  289/MA 

 

木片勧進 

 松浦 武四郎∥著 東京 南葵文庫 1908 10,22,8丁 挿図 16cm 

 1101827655  289/MA 

 

新版蝦夷土産道中寿五六［解説資料］ 

 ［出版地不明］ 松浦武四郎記念館 ［出版年不明］ 2 枚 折りたたみ 30cm 松浦武

四郎氏制作・出版の絵双六（非売品）の複写 

 1109533081  P289/MA 

 

丁亥前記 

 松浦 竹四郎∥著 ［東京］ ［出版者不明］ 1887 27丁 15cm 松浦弘蔵版 

 1101838892  291/MA 

 

郡名之儀ニ付申上候書付 

 松浦 武四郎∥著 ［出版地不明］ ［柴田直弘］ 1933 １冊 26cm 複写本 北海

道大学附属図書館所蔵本より写す 

 1101800256  291.034/MA 

 

北海道々国郡名撰定書 上下 

 松浦 武四郎∥著 樺太 北斗社 1911 34p 27cm 複写本 市立函館図書館所蔵 

雑誌『北斗』所収より複写 
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 1101800249  291.034/MA 

 

国名之儀ニ付申上候書付 

 松浦 武四郎∥著 ［出版地不明］ ［柴田直弘］ 1925 １冊 26cm 複写本 北海

道大学附属図書館所蔵本を写す 

 1101800264  291.034/MA 

 

一日百印百詩 

 頼 三樹三郎∥著 松浦 武四郎∥篆刻 東京 松浦孫太 1911 60丁 18cm 

 1103350441  919.5/R 

 

 

 

【著 作（地図）】 

東西蝦夷山川地理取調図 首 

 番合之図 案内土人名簿  

松浦 竹四郎∥著 ［出版地不明］ ［出版者不明］ 1859 １舗 18×197cm（折りた

たみ 18×10cm） 多気志桜蔵版 木版彩色刷 

デジタル・ライブラリー  1102235882  291.038/MA 

 

東西蝦夷山川地理取調図 一 

 従松前城下西在到ス子ゴ岬併大島小島  

松浦 竹四郎∥著 ［出版地不明］ ［出版者不明］ 1859 １舗 37×49cm（折りたた

み 18×10cm） 多気志桜蔵版 木版彩色刷 

デジタル・ライブラリー  1110796891  291.038/MA/1 

 

東西蝦夷山川地理取調図 二 

 従松前城下箱館到東在臼尻村併西在江差港  

松浦 竹四郎∥著 ［出版地不明］ ［出版者不明］ 1859 １舗 37×49cm（折りたた

み 18×10cm） 多気志桜蔵版 木版彩色刷 

デジタル・ライブラリー  1110796909  291.038/MA/2 

 

東西蝦夷山川地理取調図 三 

 従西部アイヌマナイ村熊石クトウフトロセタナイ到シュマコマキ領併ヲクシリ嶋  

松浦 竹四郎∥著 ［出版地不明］ ［出版者不明］ 1859 １舗 37×49cm（折りたた

み 18×10cm） 多気志桜蔵版 木版彩色刷 

デジタル・ライブラリー  1110796917  291.038/MA/3 

 

東西蝦夷山川地理取調図 四 

 従臼尻村領砂原鷲ノ木ヤムクシナイアブタウス到モロラン領ワスベツ併西部乙部村邊シ

マコマキスツツヲタスツイソヤ  

松浦 竹四郎∥著 ［出版地不明］ ［出版者不明］ 1859 １舗 37×49cm（折りたた

み 18×10cm） 多気志桜蔵版 木版彩色刷 
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デジタル・ライブラリー  1110796925  291.038/MA/4 

 

東西蝦夷山川地理取調図 五 

 従東部ホロヘツ領トンケシシラヲイユウフツ到同サル領サルブト併石狩領山中  

松浦 竹四郎∥著 ［出版地不明］ ［出版者不明］ 1859 １舗 37×51cm（折りたた

み 18×10cm） 多気志桜蔵版 木版彩色刷 

デジタル・ライブラリー  1110796933  291.038/MA/5 

 

東西蝦夷山川地理取調図 六 

 従サル領サルフツニイカップシツナイミツイシウラカワ到シヤマニ領ホロマヘツ  

松浦 竹四郎∥著 ［出版地不明］ ［出版者不明］ 1859 １舗 37×49cm（折りたた

み 18×10cm） 多気志桜蔵版 木版彩色刷 

デジタル・ライブラリー  1110796941  291.038/MA/6 

 

東西蝦夷山川地理取調図 七 

 従東部シヤマニ領ホロマベツホロイヅミビロウトカチ川到クスリ領ハシクロ  

松浦 竹四郎∥著 ［出版地不明］ ［出版者不明］ 1859 １舗 37×49cm（折りたた

み 18×10cm） 多気志桜蔵版 木版彩色刷 

デジタル・ライブラリー  1110796958  291.038/MA/7 

 

東西蝦夷山川地理取調図 八 

 従東部クスリ領ワツテ到アツケシ領タン子クツ  

松浦 竹四郎∥著 ［出版地不明］ ［出版者不明］ 1859 １舗 37×49cm（折りたた

み 18×10cm） 多気志桜蔵版 木版彩色刷 

デジタル・ライブラリー  1110796966  291.038/MA/8 

 

東西蝦夷山川地理取調図 九 

 従西部イハナイ領ライデンフルウシャコダンビクニフルヒラヨイチヲシヨロ到タカシマ

領テミヤ  

松浦 竹四郎∥著 ［出版地不明］ ［出版者不明］ 1859 １舗 37×49cm（折りたた

み 18×10cm） 多気志桜蔵版 木版彩色刷 

デジタル・ライブラリー  1110796974  291.038/MA/9 

 

東西蝦夷山川地理取調図 十 

 従西部タカシマ領ヲタルナイ石狩アツタハママシケマシケ到ルルモツヘ領ウシヤ  

松浦 竹四郎∥著 ［出版地不明］ ［出版者不明］ 1859 １舗 37×49cm（折りたた

み 18×10cm） 多気志桜蔵版 木版彩色刷 

デジタル・ライブラリー  1110796982  291.038/MA/10 

 

東西蝦夷山川地理取調図 十一 

 石狩山中併到トカチ山中サヲロ水源  

松浦 竹四郎∥著 ［出版地不明］ ［出版者不明］ 1859 １舗 37×49cm（折りたた

み 18×10cm） 多気志桜蔵版 木版彩色刷 

デジタル・ライブラリー  1110800958  291.038/MA/11 
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東西蝦夷山川地理取調図 十二 

 従東部トカチ山中併石狩テシホトコロサルマ水源クスリ領アカン湖  

松浦 竹四郎∥著 ［出版地不明］ ［出版者不明］ 1859 １舗 37×49cm（折りたた

み 18×10cm） 多気志桜蔵版 木版彩色刷 

デジタル・ライブラリー  1110800966  291.038/MA/12 

 

東西蝦夷山川地理取調図 十三 

 従東部クスリ領アツケシ子モロ山中従西部シヤリ領エチヤヌニホロトマリ迠  

松浦 竹四郎∥著 ［出版地不明］ ［出版者不明］ 1859 １舗 37×49cm（折りたた

み 18×10cm） 多気志桜蔵版 木版彩色刷 

デジタル・ライブラリー  1110800974  291.038/MA/13 

 

東西蝦夷山川地理取調図 十四 

 従東部アツケシ領ヒハセイノツシヤフ岬到子モロ領チニシヘツ併クナシリ西崖  

松浦 竹四郎∥著 ［出版地不明］ ［出版者不明］ 1859 １舗 37×49cm（折りたた

み 18×10cm） 多気志桜蔵版 木版彩色刷 

デジタル・ライブラリー  1110800982  291.038/MA/14 

 

東西蝦夷山川地理取調図 十五 

 東部シコタン島併シホツタラク島  

松浦 竹四郎∥著 ［出版地不明］ ［出版者不明］ 1859 １舗 37×49cm（折りたた

み 18×10cm） 多気志桜蔵版 木版彩色刷 

デジタル・ライブラリー  1110800990  291.038/MA/15 

 

東西蝦夷山川地理取調図 十六 

 従西部ルルモツヘ領トママイ到テシヲ領併テウレシリヤンゲシリ二島  

松浦 竹四郎∥著 ［出版地不明］ ［出版者不明］ 1859 １舗 37×49cm（折りたた

み 18×10cm） 多気志桜蔵版 木版彩色刷 

デジタル・ライブラリー  1110801006  291.038/MA/16 

 

東西蝦夷山川地理取調図 十七 

 テシホ山中従エサシ領到モンベツ領ホロナイ併北海岸  

松浦 竹四郎∥著 ［出版地不明］ ［出版者不明］ 1859 １舗 37×49cm（折りたた

み 18×10cm） 多気志桜蔵版 木版彩色刷 

デジタル・ライブラリー  1110801014  291.038/MA/17 

 

東西蝦夷山川地理取調図 十八 

 従西部モンヘツ領エノムコタン到同領トウフツコイトイ  

松浦 竹四郎∥著 ［出版地不明］ ［出版者不明］ 1859 １舗 37×49cm（折りたた

み 18×10cm） 多気志桜蔵版 木版彩色刷 

デジタル・ライブラリー  1110801022  291.038/MA/18 
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東西蝦夷山川地理取調図 十九 

 従西部モンヘツ領トウフツシヤリ領アハシリ到同ヲシユンクシ  

松浦 竹四郎∥著 ［出版地不明］ ［出版者不明］ 1859 １舗 37×49cm（折りたた

み 18×10cm） 多気志桜蔵版 木版彩色刷 

デジタル・ライブラリー  1110801030  291.038/MA/19 

 

東西蝦夷山川地理取調図 二十 

 従シヤリ領フンベシヤバ海岸シレトコ岬到子モ領ラウシ併クナシリ嶋西岸  

松浦 竹四郎∥著 ［出版地不明］ ［出版者不明］ 1859 １舗 37×49cm（折りたた

み 18×10cm） 多気志桜蔵版 木版彩色刷 

デジタル・ライブラリー  1110801048  291.038/MA/20 

 

東西蝦夷山川地理取調図 二十一 

 従西部テシホ領ホロヌフ到ソウヤ領ヲン子ヲマナイ併リイシリレフンシリ二島  

松浦 竹四郎∥著 ［出版地不明］ ［出版者不明］ 1859 １舗 37×49cm（折りたた

み 18×10cm） 多気志桜蔵版 木版彩色刷 

デジタル・ライブラリー  1110801055  291.038/MA/21 

 

東西蝦夷山川地理取調図 二十二 

 テシホ山中従ソウヤ領ヲン子ヲマナイ到エサシ領ホロナイボ併北海岸  

松浦 竹四郎∥著 ［出版地不明］ ［出版者不明］ 1859 １舗 37×49cm（折りたた

み 18×10cm） 多気志桜蔵版 木版彩色刷 

デジタル・ライブラリー  1110801063  291.038/MA/22 

 

東西蝦夷山川地理取調図 二十三 

 従クナシリ島ヲニヲナイ到アトイヤ併エドロフ島南岸  

松浦 竹四郎∥著 ［出版地不明］ ［出版者不明］ 1859 １舗 37×49cm（折りたた

み 18×10cm） 多気志桜蔵版 木版彩色刷 

デジタル・ライブラリー  1110801071  291.038/MA/23 

 

東西蝦夷山川地理取調図 二十四 

 従エドロフ島モイケシ湾フウレベツ到同レタリヒラ併東岸  

松浦 竹四郎∥著 ［出版地不明］ ［出版者不明］ 1859 １舗 37×49cm（折りたた

み 18×10cm） 多気志桜蔵版 木版彩色刷 

デジタル・ライブラリー  1110801089  291.038/MA/24 

 

東西蝦夷山川地理取調図 二十五 

 従エドロフ嶋チエトイヲマナイシヤナ到ヘトフチ川  

松浦 竹四郎∥著 ［出版地不明］ ［出版者不明］ 1859 １舗 37×49cm（折りたた

み 18×10cm） 多気志桜蔵版 木版彩色刷 

デジタル・ライブラリー  1110801097  291.038/MA/25 

 

東西蝦夷山川地理取調図 二十六 

 従エドロフ嶋チエツフコエキルトウブツシベトロ到北岸併東海岸  
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松浦 竹四郎∥著 ［出版地不明］ ［出版者不明］ 1859 １舗 37×49cm（折りたた

み 18×10cm） 多気志桜蔵版 木版彩色刷 

デジタル・ライブラリー  1110801105  291.038/MA/26 

 

東西蝦夷山川地理取調図 尾 

 地名 境界 持場 里数 人別 泊家 山川 本名 名所  

松浦 竹四郎∥著 ［出版地不明］ ［出版者不明］ 1859 １舗 18×98cm（折りたた

み 18×10cm） 多気志桜蔵版 木版彩色刷 

デジタル・ライブラリー  1110801113  291.038/MA 

 

東西蝦夷山川地理取調図 

 松浦 竹四郎∥著 ［出版地不明］ ［出版者不明］ 1859 17舗 折りたたみ 18×10cm 

多気志桜蔵版 木版彩色刷 欠：首,3,5,6,17～22,26巻 

 1110804844  291.038/MA/ｲ 

 

東西蝦夷山川地理取調図 

 松浦 竹四郎∥著 高倉 新一郎∥監修 東京 ＩＫ企画 1983.3 地図 28 枚 37×

48cm（折りたたみ 19cm） 安政６年刊（国立国会図書館蔵）の複刻版．箱・帙入り．監修・

校閲・解説：高倉新一郎．解説書１冊 

 首 凡例・番合之圖・案内土人名簿． 一 従松前城下西在到ス子ゴ岬併大島小島． 二 

従松前城下箱館到東在臼尻村併西在江差港． 三 従西部アイヌマナイ村・熊石クトウ・

フトロ・セタナイ到シュマコマキ領併ヲクシリ嶋． 四 従臼尻村領砂原鷲ノ木ヤムクシ

ナイ・アブタウス到モロラン領ワスベツ併西部乙部村邊シマコマキ・スツツ・ヲタスツ・

イソヤ． 五 従東部ホロヘツ領トンケシ・シラライ・ユウフツ到同サル領サルブト併石

狩領山中． 六 従サル領サルフツ・ニイカップ・シツナイ・ミツイシ・ウラカワ到シヤ

マニ領ホロマヘツ． 七 従東部シヤマニ領ホロマベツ・ホロイヅミ・ビロウ・トカチ川

到クスリ領ハシクロ． 八 従東部クスリ領ワツテ到アツケシ領タン子クツ． 九 従西

部イハナイ領ライデン・フルウ・シヤコグン・ビクニ・フルヒラ・ヨイチ・ヲシヨロ到タ

カシマ領テミヤ． 十 従西部タカシマ領ヲタルナイ石狩アツタ・ハママシケ・マシケ到

ルルモツヘ領ウシヤ． 十一 石狩山中併到トカチ山中サヲロ水源． 十二 従東部トカ

チ山中併石狩テシホ・トコロ・サルマ水源クスリ領アカン湖．   内容細目     十

三 従東部クスリ領アツケシ子モロ山中従西部シヤリ領エチヤヌニ・ホロトマリ迄． 十

四 従東部アツケシ領ヒハセイ・ノツシヤフ岬到子モロ領チニシヘツ併クナシリ西崖． 

十五 東部シコタン島併シホツ・タラク島． 十六 従西部ルルモツヘ領トママイ到テシ

ヲ領併テウレシリ・ヤンゲシリ二島． 十七 テシホ山中併北海岸従エサシ領到モンベソ

領ホロナイ． 十八 従西部モンヘツ領エノムコタン到同領トウフツ・コイトイ． 十九 

従西部モンヘツ領トウフツ・シヤリ領アハシリ到同ヲシユンクシ． 二十 従シヤリ領フ

ンベシヤバ海岸シレトコ岬到子モ領ラウシ併クナシリ嶋西岸． 廿一 従西部テシホ領ホ

ロヌフ到ソウヤ領ヲン子ヲマナイ併リイシリ・レフンシリ二島． 廿二 テシホ山中併北

海岸従ソウヤ領ヲン子ヲマナイ到エサシ領ホロナイボ． 廿三 従クナシリ島ヲニヲナイ

到アトイヤ併エドロフ島南岸． 廿四 従エドロフ島モイケシ灣フウレベツ到同レタリヒ

ラ併東岸． 廿五 従エドロフ嶋チエトイヲマナイ・シヤナ到ヘトフチ川． 廿六 従エ

ドロフ嶋チエツフコエキル・トウブツ・シベトロ到北岸併東海岸． 尾 地名・境界・持

場・里数・人別・泊家・山川・本名・名所 
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 1101801163  291.038/MA 

 

東西蝦夷山川地理取調図 ［地図資料］ 

 松浦 武四郎∥［著］ ［出版地不明］ ［出版者不明］ ［出版年不明］ 28 枚 35

×40cm 複写 

 1300111968  ﾁ/ｺ/34 

 

東西蝦夷山川地理取調図 ［地図資料］ 

 松浦 武四郎∥［著］ ［出版地不明］ ［出版者不明］ ［出版年不明］ １枚 36

×43cm 地図を貼り合せ写真撮影したもの 

 1300112057  ﾁ/ｺ/47 

 

東西蝦夷山川地理取調図 ［地図資料］ １４ 

 松浦 武四郎∥［著］ ［出版地不明］ ［出版者不明］ ［出版年不明］ １枚 27×

20cm 従 東部アッケシ領ヒハセイノッシヤフ岬 至 ネモロ領チニシベツ 併 クナ

シリ西崖 

 1300112065  ﾁ/ｺ/47 

 

蝦夷闔境山川地理取調大概図 ［地図資料］ 

 松浦 武四郎∥［著］ 1860 １枚 37×50cm（折りたたみ 19×10cm）  安政七庚申

猛春 多氣志楼主人源弘誌 木版 彩色 

 1300424759  ﾁ/ｺ/63 

 

安政年間石狩，小樽内，余市付近地図 ［地図資料］ 

 ［出版地不明］ ［出版者不明］ ［出版年不明］ １枚 29×19cm 木版 松浦武四郎

の東西蝦夷山川取調図 9と 10の一部を接合したもの 

 1300112206  ﾁ/ﾍﾞﾂ/10 

 

安政四年松浦竹四郎夕張河原及シコツ湖等探験之図 ［地図資料］ 

 ［出版地不明］ ［出版者不明］ ［出版年不明］ １枚 28×20cm 「夕張日誌」から

河野常吉写 

 1300112214  ﾁ/ﾍﾞﾂ/11 

 

千島一覧 ［地図資料］ 

 松浦 武四郎∥［著］ 東京府 和泉屋市兵衛 1870 １枚 38×76cm 鳥瞰図、州名、

郡数、里程東本願寺縣所建立地等記載あり 

デジタル・ライブラリー  1300079074  ﾁ/2 

 

北海道国郡略図 ［地図資料］ 

 松浦 武四郎∥［著］ ［出版地不明］ ［出版者不明］ 1869 １枚 38×51cm 

デジタル・ライブラリー  1300111604  ﾁ/3 

 

北海道国郡略図 ［地図資料］ 

 松浦 武四郎∥［著］ ［出版地不明］ ［出版者不明］ 1869 １枚 38×51cm 道
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立図書館所蔵資料の電子式複写による複製版 

 1300287198  ﾁ//3-1 

 

北海道国郡全図 開拓使蔵版［地図資料］ 

 ［出版地不明］ ［出版者不明］ 1869 １枚 109×94cm 

 凡例に「松浦開拓判官阿倍弘撰」の署名あり 

デジタル・ライブラリー  1300078977    ﾁ/1 

 

北海道国郡全図 ［地図資料］ 

 ［出版地不明］ ［出版者不明］ 1869 １枚 109×91cm  

 開拓長官通禧の歌あり 凡例に「松浦開拓判官阿倍弘撰」の署名あり 

デジタル・ライブラリー  1300078985  ﾁ/123 

 

安政四年松浦竹四郎石狩河原探検之図 ［地図資料］ 

 ［出版地不明］ ［出版者不明］ ［出版年不明］ １枚 28×20cm 「石狩日誌」より河

野常吉写 

 1300075015  ﾁ/550/13 

 

樺太州全図 ［地図資料］ 

 ［出版地不明］ ［出版者不明］ ［出版年不明］ １枚 135×486cm 

 ［安政 7年 松浦武四郎／自筆］ 

デジタル・ライブラリー  1300110663  ﾁ/910/19 

 

樺太闔境之図 ［地図資料］ 

 ［出版地不明］ ［出版者不明］ ［出版年不明］ １枚 134×484cm（折りたたみ 46

×29cm）  ［安政 7年 松浦武四郎／自筆］ 

デジタル・ライブラリー  1300110671  ﾁ/910/20 
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【翻刻・解読・訳文等】 

旭川叢書 第２８巻 

 松浦武四郎上川紀行  

旭川市中央図書館∥編 旭川 旭川振興公社 2003.3 193p 18cm 

 1101013280  081.2/A/28 

 

釧路叢書 第１巻 

 松浦武四郎蝦夷日誌集  

釧路叢書編纂委員会∥編 釧路 釧路市 1960 228p（図版共） 22cm 

 内容：蝦夷日誌．竹四郎廻浦日記 抄 26．久摺日誌．納紗布日誌．東蝦夷日誌抄．東

西蝦夷場所境取調書・上 抄．新道見立書 抄．国郡名之義ニ付申上候書付 抄 東蝦夷

夜話巻之中全巻之下 抄（大内余庵）． 松浦武四郎小伝と解題（渡辺茂） 

 1102138433  081.2/KU/1 

 

ところ文庫 １３ 

 松浦武四郎と「常呂」  

常呂町郷土研究同好会∥編 常呂町（網走） 常呂町郷土研究同好会 1997.3 71p 17cm 

 再航蝦夷日誌． 竹四郎廻浦日記． 川筋取調図 

 1105164147  081.2/TO/13 

 

ところ文庫 １７ 

 松浦武四郎と「常呂」 ２  

常呂町郷土研究同好会∥編 常呂町（網走） 常呂町郷土研究同好会 2001.3 102p 

17cm 

 西部登古呂誌 乾． 西部登古呂誌 坤． 西部登宇武都誌 全 

 1106502543  081.2/TO/17 

 

アイヌ人物誌 

 松浦 武四郎∥原著 更科 源蔵，吉田 豊∥共訳 東京 農山漁村文化協会 1981.8 

342p 19cm （人間選書 47）  

『近世蝦夷人物誌』改題訳 

 1101084927  210.088/A 

 

アイヌ人物誌 

 松浦 武四郎∥著 更科 源蔵∥訳 吉田 豊∥訳 東京 平凡社 2002.1 367p 

16cm （平凡社ライブラリー 423） 農山漁村文化協会 1986年刊の再刊 4-582-76423-1 

 1106458464  210.088/A 

 

蝦夷日誌 

 松浦 武四郎∥著 札幌 北海道石炭鉱業会 1927 p35～95 22cm 「鉱業資料」第

10輯 

 石狩日誌． 夕張日誌． 久摺日誌 

 1101907077  210.088/E 
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蝦夷日誌 上 

 東蝦夷日誌  

松浦 武四郎∥著 吉田 常吉∥編 東京 時事通信社 1962 351p 17cm （時事新

書） 

 1101907127  210.088/E/1 

 

蝦夷日誌 下 

 西蝦夷日誌  

松浦 武四郎∥著 吉田 常吉∥編 東京 時事通信社 1962 333p 17cm （時事新

書） 

 1101907135  210.088/E/2 

 

蝦夷日誌 上 

 東蝦夷日誌  

松浦 武四郎∥著 吉田 常吉∥編 新版 東京 時事通信社 1984.11 351p 20cm 

 4-7887-8427-0 

 1101907143  210.088/E/1 

 

蝦夷日誌 下 

 西蝦夷日誌  

松浦 武四郎∥著 吉田 常吉∥編 新版 東京 時事通信社 1984.11 335p 20cm 

 4-7887-8428-9 

 1101907150  210.088/E/2 

 

校訂蝦夷日誌 １編 

 弘化二年東蝦夷地 弘化四年松前地  

松浦 武四郎∥著 秋葉 実∥翻刻・編 札幌 北海道出版企画センター 1999.12 

522p 22cm 4-8328-9907-4（set） 

 1111067060  210.088/E/1 

 

校訂蝦夷日誌 ２編 

 弘化三年西蝦夷地 カラフト 

松浦 武四郎∥著 秋葉 実∥翻刻・編 札幌 北海道出版企画センター 1999.12 

510p 22cm 4-8328-9907-4（set） 

 1111067052  210.088/E/2 

 

校訂蝦夷日誌 ３編 

 嘉永二年東蝦夷地沿岸 国後・択捉島  

松浦 武四郎∥著 秋葉 実∥翻刻・編 札幌 北海道出版企画センター 1999.12 

227,21p 22cm 文献：巻末 p15～20 4-8328-9907-4（set） 

  

 1111067045  210.088/E/3 
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蝦夷日誌 第１ 

 西蝦夷日誌 石狩日誌 天塩日誌  

松浦 武四郎∥著 東京 日本古典全集刊行会 1929 262p 16cm （日本古典全集 第

3期）  

書名は背表紙による． 標題紙書名は多気志楼蝦夷日誌集 

 1101907093  210.088/E/1 

 

蝦夷日誌 第２ 

 夕張日誌 後方羊蹄日誌 十勝日誌 久摺日誌 納紗布日誌 知床日誌  

松浦 武四郎∥著 東京 日本古典全集刊行会 1929 245p 16cm （日本古典全集 第

3期）  

書名は背表紙による．標題紙書名は多気志樓蝦夷日誌集 

 1101907101  210.088/E/2 

 

蝦夷日誌 第３ 

 東蝦夷日誌 唐太日記 北蝦夷余誌  

松浦 武四郎∥著 東京 日本古典全集刊行会 1928 293p 16cm （日本古典全集 第

3期）  

書名は背表紙による．標題紙書名は多気志樓蝦夷日誌集 

 1101907119  210.088/E/3 

 

蝦夷の燈 

 和泉 無人閑∥編 帯広町（北海道） 和泉盛 1929 373p 図版６枚 20cm 

松浦武四郎氏の紀行 p255～314 

 1101907226  210.088/E 

 

箱館往来 解読本 

 ［松浦 武四郎∥述］ 高倉 新一郎∥解読 ［江別］ ［北海道立図書館］ 1971.6

１冊 22×32cm 復製 古文書解読講座用に作成したもの 原稿用紙に手書き 

 1101908422  210.088/HA 

 

石狩日誌 

 ［松浦 武四郎∥著］ 村岡 勉∥訳 ［札幌］ ［村岡勉］ ［2007］ 143p 22cm 

 1109003846  210.088/I 

 

石狩日誌 

 松浦 武四郎∥著 丸山 道子∥訳 ［札幌］ 凍土社 1973 94p 17×19cm 別書

名：東西蝦夷山川地理取調紀行石狩日誌 多気志楼蔵板による訳本 

 松浦武四郎略伝：p4 

 1101903068  210.088/I  

 

近世蝦夷人物誌 巻の１（上）～第３編（６） 

 松浦 武四郎∥著 ［東京］ ［京華日報社］ 1912～1914 １冊 26cm 『世界』第

98号（明治 45）～116号（大正 3）の抜萃複写 
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 1101904322  210.088/KI 

 

近世蝦夷人物誌（抄）現代語訳 

 札幌 アイヌ文化協会 1977.3 24p 26cm 『アイヌ文化協会会報』第１号掲載 

 1109045888  210.088/KI 

 

庚辰紀行  

 松浦 武四郎∥著 佐藤 貞夫∥解読・編集 松阪 松浦武四郎記念館 2016.3 256p 

21cm 松浦武四郎自筆稿本「庚辰紀行」（松浦武四郎記念館蔵）の翻刻と刊本「庚辰游記」

の影印を収録したもの 

 1112055585  210.088/KO 

 

久摺日誌 

 松浦 武四郎∥著 丸山 道子∥訳 札幌 放送アートセンター（印刷） 1978 98p 

17×19cm 

1108797430  210.088/KU 

 

久摺日誌 自由訳 

 松浦 武四郎∥原文 下村 友惠∥編 北海道中小企業家同友会釧根事務所∥監修 津 

たけしろうカンパニー 2014.3 100p 19cm 

 1110819966  210.088/KU 

 

久摺日誌 自由訳 

 松浦 武四郎∥原文 下村 友惠∥編 北海道中小企業家同友会釧根事務所∥監修 改

訂 津 たけしろうカンパニー 2016.10 99p 19cm 

 1112057888  210.088/KU 

 

松浦武四郎関係史料 

 松浦 武四郎∥［著］ 旭川 旭川市史編集会議 1993.3 p37～121 21cm 『新旭川

市史』第６巻史料１抜刷 

 丁巳再篙石狩日誌 巻之三 巻之四 巻之五 

 戊午登加知留宇知之日誌 巻之二 巻之三 

 1101001137  210.088/MA 

 

松浦武四郎紀行集 上 

 吉田 武三∥編  東京 富山房 1975 666,19p 図 肖像 22cm 

 内容：東奥沿海日誌，鹿角日誌，壺の碑考，奥州旅行記，佐渡日誌，丙戌後記，乙酉後

記，丁亥後記，東海道山すじ日記． 付：評伝松浦武四郎（吉田武三） 松浦武四郎略年

譜 

 1101905659  210.088/MA/1 

 

松浦武四郎紀行集 中 

 吉田 武三∥編 東京 富山房 1975 601,36p 図 12枚 22cm 

 内容：浪合日誌．梅嵯峨誌．甲申小誌．庚辰游記．乙酉掌記．丙弌前記．丁亥前記．四
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国遍路道中雑誌．旅行手記．西海雑志．他計甚麼（竹島）雑誌．壬午小記．癸末溟誌．木

片勧進 

 1101905675  210.088/MA/2 

 

松浦武四郎紀行集 下 

 吉田 武三∥編 東京 富山房 1977.2 649,43p 図 22枚 22cm 

 内容：蝦夷漫画．近世蝦夷人物史．後方羊蹄日誌．石狩日誌．夕張日誌．十勝日誌．久

摺日誌．納紗布日誌．知床日誌．天塩日誌．北蝦夷余誌．蝦夷年代記  蝦夷・北蝦夷行

路図（巻末折込） 

 1101905683  210.088/MA/3 

 

松浦武四郎大台紀行集 

 松浦 武四郎∥著 松浦 孫太∥解読 佐藤 貞夫∥編集 三雲町（三重県） 松浦武

四郎記念館 2003.3 134p 21cm 

 1106643537  210.088/MA 

 

松浦武四郎選集 １ 

 蝦夷婆奈誌 東西蝦夷場所境取調書 下田日誌  

松浦 武四郎∥著 秋葉 実∥翻刻・編 札幌 北海道出版企画センター 1996.12 

503p 22cm 4-8328-9607-5 

 1105160210  210.088/MA/1 

 

松浦武四郎選集 ２ 

 蝦夷訓蒙図彙 蝦夷山海名産図会  

松浦 武四郎∥著 秋葉 実∥翻刻・編 札幌 北海道出版企画センター 1997.12 425，

10p 22cm  4-8328-9711-X 

 1100907961  210.088/MA/2 

 

松浦武四郎選集 ３ 

 辰手控  

松浦 武四郎∥著 秋葉 実∥翻刻・編 札幌 北海道出版企画センター 2001.10 

545p 22cm 4-8328-0106-6 

 1111072359  210.088/MA/3 

 

松浦武四郎選集 ４ 

 巳手控  

松浦 武四郎∥著 秋葉 実∥翻刻・編 札幌 北海道出版企画センター 2004.6 403p 

22cm 4-8328-0405-7 

 1107547737  210.088/MA/4 

 

松浦武四郎選集 ５ 

 午手控 １  

松浦 武四郎∥著 秋葉 実∥翻刻・編 札幌 北海道出版企画センター 2007.9 488p 

22cm 布装 4-8328-0712-9 978-4-8328-0712-9 
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 1108985795  210.088/MA/5 

 

松浦武四郎選集 ６ 

 午手控 ２  

松浦 武四郎∥著 秋葉 実∥翻刻・編 札幌 北海道出版企画センター 2008.8 468p 

22cm 布装 文献：p3～4 4-8328-0807-2 978-4-8328-0807-2 

 1109064475  210.088/MA/6 

 

松浦武四郎選集 別巻 

 蝦夷家財図説 竹島雑誌 松浦武四郎住居の移り変わりほか  

松浦 武四郎∥著 秋葉 実∥翻刻・編 札幌 北海道出版企画センター 2008.4 297p 

22cm 布装 4-8328-0805-8 978-4-8328-0805-8 

 1109028868  210.088/MA/ﾍﾞﾂ 

 

日本海防史料叢書 第９巻 

 住田 正一∥編 東京 海防史料刊行会 1933.4 272p 22cm 収容書目解題（松浦孫

太）あり，予約頒布 

 内容：東奥沿海日誌（松浦武四郎）．佐渡日誌（松浦武四郎） 

 1111277420  210.088/NI 

 

日本庶民生活史料集成 第４巻 

 探検・紀行・地誌 北辺篇  

東京 三一書房 1969 821p 26cm 

近世蝦夷人物誌（松浦武四郎）p731～813 

 1101906293  210.088/NI 

 

納紗布日誌 現代語訳 

 松浦 武四郎∥著 丸山 道子∥訳 札幌 放送アートセンター（印刷） 1980 100p 

18×19cm 

 松浦武四郎の略伝（北海道関係）：p6 

 1108797471  210.088/NO  

 

再航蝦夷日誌 巻之拾壱～巻之拾四 哈喇土之部（１）～（８） 

 松浦 武四郎∥著 ［東京］ ［京華日報社］ １冊 26cm 『世界』89号～96号掲載 

コピー製本 

 1109792091  210.088/SA 

 

三航蝦夷日誌 上巻 

 松浦 武四郎∥著 吉田 武三∥校註 東京 吉川弘文館 1970 618p 22cm 

 1101910642  210.088/SA/1 

 

三航蝦夷日誌 下巻 

 松浦 武四郎∥著 吉田 武三∥校註 東京 吉川弘文館 1971 520p 22cm 

 付（p470～520）：蝦夷日誌附録秘女於久辺志（松浦武四郎） 松浦武四郎の著作ならび
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に人物論攷（吉田武三） 

 1101910659  210.088/SA/2 

 

三航蝦夷日誌 上巻 

 ［松浦 武四郎∥著］ 吉田 武三∥校註 東京 吉川弘文館 2007.10 618p 22cm 

印刷・製本：デジタルパブリッシングサービス 4-642-00925-6 978-4-642-00925-6 

 1109028744  210.088/SA/1 

 

三航蝦夷日誌 下巻 

 ［松浦 武四郎∥著］ 吉田 武三∥校註 東京 吉川弘文館 2007.10 520p 22cm

印刷・製本：デジタルパブリッシングサービス 4-642-00926-3 978-4-642-00926-3 

 1109028751  210.088/SA/2 

 

知床紀行 

 松浦 武四郎∥［著］ 秋葉 実∥編 札幌 北海道出版企画センター 2006.11 196p 

19cm 文献：p181～182 松浦武四郎年表：p183～196 4-8328-0610-6 

1108754472  210.088/SH 

 

知床日誌 

 松浦 武四郎∥著 丸山 道子∥訳 札幌 放送アートセンター（印刷） 1983 128p 

18×19cm 

 松浦武四郎の略伝（北海道関係）：p6 

 1101910857  210.088/SH 

 

後方羊蹄日誌 

 松浦 武四郎∥著 丸山 道子∥訳 札幌 凍土社 1973 48p 17×19cm 

 1101910873  210.088/SH 

 

松浦武四郎知床紀行集 松浦武四郎没後百年記念 

 松浦 武四郎∥著 秋葉 実∥解読 斜里町（網走） 斜里町立知床博物館協力会 1994 

97p 20×22cm 略年譜：p7 

再航蝦夷日誌(巻十)． 竹四郎廻浦日記(巻之二十四)．戊午志礼登古日誌．東西蝦夷山

川地理取調紀行知床日誌 

 1101083648  210.088/SH 

 

武四郎千島日誌 松浦武四郎－－「三航蝦夷日誌」より 

 松浦 武四郎∥［著］ 榊原 正文∥編著 札幌 北海道出版企画センター 1996.2 

223p 19cm 付：松浦武四郎千島列島探検行程図（１枚） 4-8328-9603-2  

 北海道略年表・「三航蝦夷日誌」関係年表・松浦武四郎略年譜：p206～221  

 1111034482  210.088/TA 

 

武四郎蝦夷地紀行 渡島日誌１～４ 西蝦夷日誌７～８ 

 松浦 武四郎∥著 秋葉 実∥解読 札幌 北海道出版企画センター 1988.9 631p 

22cm 付・東西蝦夷山川地理取調図編輯川筋取調図 松浦武四郎没後百年記念出版 
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 4-8328-8809-9 

 1101911152  210.088/TA 

 

竹四郎廻浦日記 上 

 松浦 武四郎∥［著］ 高倉 新一郎∥解読 札幌 北海道出版企画センター 1978.10 

649p 22cm 

 1101911160  210.088/TA/1 

 

竹四郎廻浦日記 下 

 松浦 武四郎∥［著］ 高倉 新一郎∥解読 札幌 北海道出版企画センター 1978.12 

608p 22cm 付（図１枚） 

 1101911178  210.088/TA/2 

 

竹四郎廻浦日記 上 

 松浦 武四郎∥著 高倉 新一郎∥解読 札幌 北海道出版企画センター 2001.10 

649p 22cm 4-8328-0105-8 

 1111072615  210.088/TA/1 

 

竹四郎廻浦日記 下 

 松浦 武四郎∥著 高倉 新一郎∥解読 札幌 北海道出版企画センター 2001.10 

608p 22cm 付：安政三年竹四郎蝦夷地・北蝦夷地足跡図（１枚） 4-8328-0105-8 

 1111072623  210.088/TA/2 

 

竹四郎日誌 按北扈従 

 松浦 武四郎∥著 松浦 孫太∥解読 佐藤 貞夫∥編 三雲町（三重県） 松浦武四

郎記念館 1997.3 230p 21cm 

 1111100739  210.088/TA 

 

竹四郎日誌 １ 按西扈従 １ 

 松浦 武四郎∥著 松浦 孫太∥解読 佐藤 貞夫∥編 三雲町（三重県） 松浦武四

郎記念館 1996.2 105p 21cm 

 内容：巻の 1～4 

 1105274763  210.088/TA/1 

 

竹四郎日誌 ２ 按西扈従 ２ 

 松浦 武四郎∥著 松浦 孫太∥解読 佐藤 貞夫∥編 三雲町（三重県） 松浦武四

郎記念館 1996.2 p106～208 21cm 

 内容：巻の 5～8 

 1105274839  210.088/TA/2 

 

竹四郎日誌 ３ 按西扈従 ３ 

 松浦 武四郎∥著 松浦 孫太∥解読 佐藤 貞夫∥編 三雲町（三重県） 松浦武四

郎記念館 1996.2 p209～300 21cm 

 内容：巻の 9～12 
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 1105274805  210.088/TA/3 

 

竹四郎日誌 按西（北海岸）按東扈従 

 松浦 武四郎∥著 松浦 孫太∥解読 佐藤 貞夫∥編集 三雲町（三重県） 松浦武

四郎記念館 2001.3 253p 21cm 

 1106643636  210.088/TA 

 

天塩日誌 

 松浦 武四郎∥著 丸山 道子∥訳 札幌 凍土社 1974 84p 18×19cm 

 1101911640  210.088/TE  

 

十勝日誌 

 松浦 武四郎∥著 村岡 勉∥解読・訳 ［札幌］ ［村岡勉］ ［2008］ 146p 22cm 

 1109058402  210.088/TO 

 

十勝日誌 

 松浦 武四郎∥著 丸山 道子∥訳 ［札幌］ 凍土社 1982 102p 18×19cm 

 松浦武四郎略伝：p4 

 1101911897  210.088/TO  

 

十勝日誌 

 松浦 武四郎∥著 帯広 十勝郷土資料室運営協議会 1956 22p 26cm （十勝郷土資

料双書 １） 

 1101911913  210.088/TO 

 

東奥沿海日誌 

 松浦 武四郎∥著 吉田 武三∥編 東京 時事通信社 1969 348p 図版 18cm 

（時事新書） 付（p205～329）：鹿角日記  略年譜・主要参考文献 p330～348 

 1101912010  210.088/TO 

 

丁巳東西蝦夷山川地理取調日誌 上 

 松浦 武四郎∥著 高倉 新一郎∥校訂 秋葉 実∥解読 札幌 北海道出版企画セン

ター 1982 515p 22cm 底本：市立函館図書館所蔵 

 目次：竹四郎廻浦日記 一：第１巻 志利辺津日誌．第２巻 曽宇津計日誌．第３巻 再

篙石狩日誌（一）．第４巻 再篙石狩日誌（二）．第５巻 再篙石狩日誌（三）．第６巻 再

篙石狩日誌（四）．第７巻 再篙石狩日誌（五）．第８巻 再篙石狩日誌（六）．第９巻 再

篙石狩日誌（七）．第１０巻 天之穂日誌（一）．第１１巻 天之穂日誌（二）． （付）

丁巳日誌地名照合表 

 1101857009  210.088/TO/1 

 

丁巳東西蝦夷山川地理取調日誌 下 

 松浦 武四郎∥著 高倉 新一郎∥校訂 秋葉 実∥解読 札幌 北海道出版企画セン

ター 1982 520p 22cm 底本：市立函館図書館所蔵 付：丁巳東西蝦夷山川地理取調日

誌足跡図（１枚） 
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 目次：第１２巻 天之穂日誌（三）．第１３巻 天之穂日誌（四）．第１４巻 天之穂日

誌（五）．第１５巻 由宇発利日誌（一）．第１６巻 由宇発利日誌（二）．第１７巻 志

古津日誌．第１８巻 於沙流辺津日誌．第１９巻 報志利辺津日誌 （上）．第２０巻 報

志利辺津日誌 （下）．第２１巻 報登宇志辺津日誌（一）．第２２巻 報登宇志辺津日誌

（二）．第２３巻 由宇羅津布日誌．（付）丁巳日誌地名照合表．東西蝦夷山川地理取調図 

巻首（抄）．箱館奉行所の職制と給与 

  1101857017  210.088/TO/2 

 

戊午東西蝦夷山川地理取調日誌 上 

 松浦 武四郎∥著 高倉 新一郎∥校訂 秋葉 実∥解読 札幌 北海道出版企画セン

ター 1985.3 676p 22cm 

 目次：首巻 戌午東西蝦夷誌目録．第１巻 作発呂留宇知之誌 上．第２巻 作発呂留

宇知之誌 下．第３巻 登加智留宇知之誌 壱．第４巻 登加智留宇知之誌 弐．第５巻 

登加智留宇知之誌 参．第６巻 登加智留宇知之誌 肆．第７巻 登加智留宇知之誌 伍．

第８巻 安加武留宇智之誌 壱．第９巻 安加武留宇智之誌 弐．第１０巻 安加武留宇

智之誌 参．第１１巻 摩之宇誌．第１２巻 奴宇之辺都誌．第１３巻 久須利誌 上．

第１４巻 久須利誌 中．第１５巻 久須利誌 下．第１６巻 能都之也布誌 乾．第１

７巻 能都之也布誌 坤．志辺都誌．（付）戌午日誌地名照合表 

 1111009070  210.088/TO/1 

 

戊午東西蝦夷山川地理取調日誌 中 

 松浦 武四郎∥著 高倉 新一郎∥校訂 秋葉 実∥解読 札幌 北海道出版企画セン

ター 1985.7 702p 22cm 

 目次：第２０巻 志礼登古誌 乾．第２１巻 志礼登古誌 坤．第２２巻 安婆志利誌 

全．第２３巻 能登呂誌 全．第２４巻 登古呂誌 乾．第２５巻 登古呂誌 坤．第２

６巻 登宇武津誌 全．第２７巻 由宇辺都誌 全 ポン・マチについて．第２８巻 志

与古都誌 全 武四郎の当地方関係書簡．第２９巻 佐留辺津誌 全．第３０巻 古以登

以誌 全．第３１巻 北岬誌 全．第３２巻 古多武別誌 全．第３３巻 新道誌 全．

第３４巻 安都麻志 全．第３５巻 武加和誌 上．第３６巻 武加和誌 中．第３７巻 

武加和誌 下．第３８巻 茂無辺都誌 全．第３９巻 沙留誌 壱．第４０巻 沙留誌 弐．

戌午日誌地名照合表 

 1111009062  210.088/TO/2 

 

戊午東西蝦夷山川地理取調日誌 下 

 松浦 武四郎∥著 高倉 新一郎∥校訂 秋葉 実∥解読 札幌 北海道出版企画セン

ター 1985.10 627p 22cm 付（図１枚 袋入）：戊午東西蝦夷山川地理取調日誌足跡図 

 目次：第４１巻 沙流誌 参．第４２巻 沙流誌 肆．第４３巻 安都辺都誌 全．第

４４巻 毘保久誌 乾．第４５巻 毘保久誌 坤．第４６巻 南岬志．第４７巻 辺留府

称誌．第４８巻 報十勝志 巻之壱．第４９巻 報十勝志 巻之弐．第５０巻 報十勝志 

巻之参．第５１巻 報十勝志 巻之肆．巻外 登武智志．第５２巻 志也摩尼誌．第５３

巻 保呂辺津誌．第５４巻 牟古辺都誌 全．第５５巻 宇羅加利誌．第５６巻 計理麻

布誌 全．第５７巻 美登之誌 全．第５８巻 茂宇辺都誌 全．第５９巻 志毘茶利志 

乾．第６０巻 志毘茶利志 坤．戌午日誌地名照合表 

 1101857041  210.088/TO/3 
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丁巳由宇発利日誌 巻の一、巻の二 

 ［松浦 武四郎∥原著］ 長沼町（空知） 長沼町歴史文化研究会 1998.3 107p 26cm 

「東西蝦夷山川地理取調日誌 第十五、十六巻」より抜粋．原文及び解読文併記 

 1109332518  210.088/Y 

 

夕張日誌 

 松浦 武四郎∥著 丸山 道子∥訳 札幌 凍土社 1976 109p 17×19cm 別書名：

東西蝦夷山川地理取調紀行夕張日誌 多気志楼蔵板による訳本 

 1101912960  210.088/Y 

 

網走市史 上巻 

 網走市史編纂委員会∥編 網走 網走市 1958 1411p 図版 22cm 

付録（p1297～1406）：近世蝦夷人物誌抄（松浦武四郎） 他４篇 

 1101825428  211.61/A/1 

 

登別町郷土教育資料 第二集 

 登別町教育研究所∥編 登別町（胆振） 登別町教育研究所 1970 91p 27cm 

東蝦夷日誌(ホロベツ領) 松浦 武四郎著 

 1101785648  216.55/NO/2 

 

後志郷土史シリーズ ８ 

 後方羊蹄日誌  

後志郷土史研究会∥編 倶知安町（後志） 後志郷土史研究会 1966 77p 26cm 

 1101803342  217/SH/8 

 

函館市史 史料編 第１巻 

 函館市 ［函館］ 函館市 1974 947p 図 23枚 22cm 

蝦夷日誌（抄）（松浦武四郎） 

 1101822433  218.6/HA/ｼ-1 

 

松浦武四郎書簡 

 ［松浦 武四郎∥著］ 三雲町（三重県） 三雲町 ［2000］ p300～634 22×30cm 「三

雲町史 第３巻 資料編２」の抜粋複製 

 1108765965  289/MA 

 

壬午遊記 

 松浦 武四郎∥著 松浦 孫太∥解読 佐藤 貞夫∥編集 松阪 松浦武四郎記念館

2011.1 11,123p 21cm 

 1110786561  291.09/J 
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唐太日記・北蝦夷餘誌 

 鈴木 茶渓‖［著］ 今野 淳子‖訳編 松浦 武四郎‖［著］ 今野 淳子‖訳編 札

幌 北海道出版企画センター 2013.3 210p 19cm 978-4-8328-1302-1 

  鈴木茶渓が残した記録に松浦武四郎が註を加えた「唐太日記」と、安政 3 年(1856)

に松浦武四郎が樺太調査した際の記録「北蝦夷餘誌」の現代語訳を収録 

 1111361364  291.91/KA 
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【研 究 書】 

北海道開拓記念館研究紀要 第３１号 

 北海道開拓記念館∥編 札幌 北海道開拓記念館 2003.3 136p 26cm 

 松浦武四郎「北海道国郡検討図」について（三浦泰之・佐々木義友）p111～136 

 1106642646  069/HO/31 

 

北海道開拓記念館研究紀要 第３２号 

 北海道開拓記念館∥編 札幌 北海道開拓記念館 2004.3 142p 26cm 

 松浦武四郎「刊行本」に挿まれた絵および詩歌について（三浦泰之）p77～118 

 1107555623  069/HO/32 

 

北海道開拓記念館研究紀要 第４０号 

 北海道開拓記念館∥編集 札幌 北海道開拓記念館 2012.3 300p 26cm 

 筑前国の「好古家」江藤正澄と松浦武四郎－江藤正澄『遺憾録』を中心に－（三浦泰之・

山本命）p280（21）～257（44） 

 1110978077  069/HO/40 

 

北海道開拓記念館調査報告 第４７号 

 北海道開拓記念館∥編集 札幌 北海道開拓記念館 2008.3 232p 26cm 欧文タイト

ル：The memoirs of the Historical Museum of Hokkaido 

近世後期から近代初期に形成された知識人ネットワークに関する基礎研究 －2007(平

成 19)年度調査報告－（三浦泰之・山本命・東俊佑） 

 1109008597  069/HO/47 

 

北海道開拓記念館調査報告 第４８号 

 北海道開拓記念館∥編集 札幌 北海道開拓記念館 2009.3 226p 26cm 欧文タイト

ル：The memoirs of the Historical Museum of Hokkaido 

近世後期から近代初期に形成された知識人ネットワークに関する基礎研究 －2008(平

成 20)年度調査報告－（三浦泰之・山本命）．史料紹介 東北大学附属図書館狩野文庫所

蔵 世古延世記録二八『辛酉年従正月至三月 多気志楼東信』（山本命・三浦泰之）．史料

紹介 札幌市中央図書館所蔵 松浦武四郎自筆『交友名簿帳』（松本あづさ・三浦泰之） 

 1109386555  069/HO/48 

 

北海道開拓記念館調査報告 第４９号 

 北海道開拓記念館∥編集 札幌 北海道開拓記念館 2010.3 148p 26cm 欧文タイト

ル：The memoirs of the Historical Museum of Hokkaido 

 東海道吉原宿の脇本陣 鈴木香峰と松浦武四郎－近世後期から近代初期に形成された

知識人ネットワークに関する基礎研究：2009（平成 21）年度調査報告－（三浦泰之・山

本命） 

 1109799310  069/HO/49 

 

みちのくと北海道の宗教世界 

 佐々木  馨∥編  札 幌  北海道出 版企 画センター  2013.11  332p  21cm 
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978-4-8328-1310-6 

 付編 松浦武四郎のみた宗教世界 p251～327 

 1111398564  160.2/MI 

 

北海道の明治以前の神社分布 松浦武四郎・東西蝦夷日誌による 

 荒木 昭雄∥著 札幌 ［札幌大学］ 1977 p193～204 26cm 『札幌大学教養部教養

ゼミナール論集』第３号別刷 

 1102107792  175/A 

 

最も古い羊蹄山と尻別川の探検記 松浦武四郎の「後方羊蹄日記」から 

 天野 時次郎∥著 倶知安町（後志） 倶知安高等学校 1958 4p 22cm  『倶知安高

等学校研究紀要』第２輯別刷 

 1101895090  210.04/A 

 

北海道身近な歴史紀行 

 地蔵 慶護∥著 札幌 北海道新聞社 1999.11 197p 21cm 4-89453-053-8 

 武四郎の志古津日誌を歩く（p6～20） 武四郎が冬に歩いた中山峠（p41～55）  武

四郎・空知川をさかのぼる（p79～88） 

 1106134362  210.04/HO 

 

北方領土探検史の新研究 その水戸藩との関はり 

 吉沢 義一∥著 水戸 水戸史学会 錦正社（発売） 2003.7 249p 19cm （水戸史

学選書） 4-7646-0263-6 

 第五章松浦武四郎と水戸藩（p132～154） 資料翻刻と紹介 松浦武四郎『北邊危言』

（p157～173） 

 1106645011  210.04/HO 

 

松浦武四郎の石狩川踏査 

 小林 和夫∥[著] 札幌 北海道地理学会 ［1979］ p27～39 26cm 『北海道地理』

No.53所収 複写 

 1109545465  P210.04/MA 

 

１９９８東京シンポジウムの記録 歴史における支配と主体 『北』と『南』からの射程 

 北海道・東北史研究会∥編 上越 北海道・東北史研究会 2000.12 63p 26cm （北

からの日本史 地域・民族・国家） 会期・会場：1998年 9月 12～13日 青山学院大学 

 松浦武四郎の価値判断によるアイヌの「出稼」記述について 谷本晃久∥著 p32～39 

 1106604968  210.04/SE 

 

白鳥の道・日の出国へ 

 空知地方史研究協議会∥編 芦別 長沼町歴史文化研究会 1996 252p（図版共） 26cm 

 水戸老公へ建白書(蝦夷日誌献上) 松浦 武四郎∥著 p129～133（翻刻） 

 北海道名・国名・郡名選定上申書 松浦 武四郎∥著 p134～152（翻刻） 

 松浦武四郎[夕張日誌]地名解読 池田 実∥著 p153～240  

 1111096879  210.04/SO 
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環オホーツク 環オホーツク海文化のつどい報告書 Ｎｏ．７ 

 北の文化シンポジウム実行委員会∥［編］ ［紋別］ 北の文化シンポジウム実行委員会

2000.3 88p 26cm 第 7回北の文化シンポジウム 

  講演 松浦武四郎の見たモンベツ場所 秋葉実述 p1～14  

 1106484171  210.08/KA/7 

 

松浦武四郎と偽書 三航蝦夷日誌の謎と疑問 報告書 

 吉原 裕∥著 札幌 吉原裕 2017.1 164p 26cm 

 1112126386  210.088/MA 

 

「東西蝦夷山川地理取調圖」を読む 松浦武四郎北海道命名１５０年記念 ２０万分の１

地勢図との比較 

 尾崎 功∥著 札幌 北海道出版企画センター 2017.7 202p 26cm  

978-4-8328-1702-9 

 1112368103  210.088/TO 

 

北方の空白 北方圏における日本・ロシア交渉史 

 吉田 武三∥著 東京 北方文化研究会 1967 432p 図版 16枚 22cm 限定版 

北方関係先覚者一覧．日魯（露）対照年表 

（補遺）松浦武四郎 p249～272  

1101915369  210.18/Y 

 

北方の空白 北方圏における日本・ロシア交渉史 

 吉田 武三∥著 東京 時事通信社 1970 273p 図版 18cm （時事新書） 

北方関係先覚者一覧．日魯（露）対照年表  

松浦武四郎 p173～181  

 1101915377  210.18/Y 

 

しゃり歴史再考 報告集 知床博物館開館２０周年記念フォ－ラム 

 斜里町立知床博物館∥編 斜里町（網走） 斜里町立知床博物館 1999.3 94p 26cm  

松浦武四郎の見た知床 秋葉 実∥著 p75～82 

会期・会場：平成 10年 11月 22日 ゆめホ－ル知床（公民館ホール） 

 1106483942  211.59/SH 

 

音更の歴史に光を 集録集 

 音更郷土史研究会∥編 ［音更町（十勝）］ 音更町教育委員会 ［2015］ 410p 30cm 

探検家松浦武四郎と「ヲトフケプト」 飛岡久［著］p261～263  

 1111999759  213.15/O 

 

鵡川 

 土井 重男∥編 むかわ町（胆振） むかわ町郷土史研究会 2009.7 232p 21cm 

松浦武四郎の和歌と鵡川 三上純一著 p188～194 

 1109509768  216.52/MU 
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北への視角 シンポジウム「松浦武四郎」 

 松浦武四郎研究会∥編 札幌 北海道出版企画センター 1990.9 313p 19cm 松浦武

四郎の肖像あり 4-8328-9009-3 

 1101827697  289/MA 

 

松浦家文書の戦時疎開について 

 松浦 一雄∥話し手 鈴江 英一∥聞き手 東京 国立史料館 1999.3 p25～50 

21cm 『史料館研究紀要』第 30号別刷 

 1106617820  289/MA 

 

松浦武四郎 北海道開拓記念館フォーラム 

 札幌 北海道開拓記念館 ［2011］ １冊 30cm 配付資料．会期・会場：2011.3.13 

北海道開拓記念館 

 松浦武四郎略年表，武四郎と郷里伊勢とのネットワーク（山本命），松浦武四郎記念館蔵

の書簡類から見る人物交流（山田哲好），明治政府による蝦夷地への道名・国郡名および

区域の設定（笹木義友），『蝦夷人物誌』初編巻の上の挿図をめぐって（佐々木利和），幕

末の北蝦夷地と松浦武四郎（東俊佑），『浩然随筆』における松浦武四郎 幕末期における

仙台への情報発信（松本あづさ），宇和島藩と松浦武四郎（三浦泰之） 

 1110143474  P289/MA 

 

松浦武四郎幕末書簡および関連文書 吉永孝雄氏所蔵「松浦武四郎翁尺牘」 

 小堀 一正∥著 大阪 大阪大学 1982 1冊 21cm 『待兼山論叢』16抜刷 

 1101827606  289/MA 

 

松浦武四郎文書の研究 その少・青年期の書簡考証を中心として 

 大山 晋吾∥著 ［出版地不明］ ［出版者不明］ 1986 1冊 26cm 日本古文書学会

第 19回学術大会要旨 

 1101827812  289/MA 

 

松浦武四郎蝦夷地六航と蝦夷國號撰定 

 由良 勇∥編 旭川 由良勇 2007.9 55p 26cm カムイコタンアイヌ伝説の岩視察会

資料 

 内容：１ 松浦武四郎の人となり．２ 松浦武四郎蝦夷地六航の概略（１ 初航．２ 再

航．３ 三航．４ 第四航．５ 第五航．６ 第六航）．３ 蝦夷国号撰定．４ 蝦夷国

号撰定と松浦武四郎．５ 松浦武四郎と蝦夷語．６ 松浦武四郎開拓使庁関係の官職．７ 

前幕領時代の蝦夷奉行．８ 後幕領時代の箱館奉行．９ 松浦武四郎の筆跡 

 1108998541  289/MA 

 

松浦武四郎関係資料 

 東京 『北海道新聞』記事（昭 42.9.11）切抜 ，『図書新聞』記事（昭 47.2.5～2.12）

切抜  

松浦武四郎の記念標を建立（『北海道新聞』昭和 42 年 9 月 11 日）． 松浦武四郎とアイ

ヌの心 上・下 （太田竜）（『図書新聞』昭和 47年 2月 5日,月 12日）． 吉田武三編『松
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浦武四郎紀行集』上・中・下紹介（『週刊読書人』第 1177号） 

 1111048508  P289/MA 

 

松浦武四郎関係資料について 

 松浦武四郎記念館∥［編］ 松阪 松浦武四郎記念館 ［2008］ １枚 30cm 

 1111365290  P289/MA 

 

松浦武四郎研究序説 幕末維新期における知識人ネットワークの諸相 

 笹木 義友∥編 三浦 泰之∥編 札幌 笹木義友 2011.3 644p 30cm 制作：北海

道出版企画センター 

 1110259973  289/MA 

 

松浦武四郎研究会研究発表会 

 2004.5 6種 26cm 松浦武四郎研究会研究発表会資料 

 松浦一雄氏寄託資料の概要 山本命∥著 ; 松浦武四郎作成北海道国郡検討図について

-三種の大型図作成との関わりから 高木崇世芝∥著 ; 松浦武四郎往返書簡・自伝に見る

人脈と維新期の動静 秋葉実 ; 河鍋暁斎筆「武四郎涅槃図」について 林昇太郎∥著 ; 

幕末明治初期官制比較表 秋葉実∥作成；平成 16年度米価換算表 

 1108622067 P289/MA 

 

松浦武四郎研究の課題 「簡約松浦武四郎伝」をめぐって 

 大山 晋吾∥著 東京 史学会 1986.12 ［3］p 21cm 『史学雑誌』第 95巻第 12号

別刷 複写本 

 1101827820  289/MA 

 

松浦武四郎研究覚書 特に嘉永六年から安政三四年の期間を中心に 

 荒川 久寿男∥著 長久手町（愛知県） 芸林会 1979 １冊 24cm 複写本 『芸林』

第 28巻第 3号所収 

 1101827531  289/MA 

 

松浦武四郎と石狩川 

 笹木 義友∥［著］ ［札幌］ ［笹木義友］ ［2008］ 13p 30cm 平成 20 年度江

別市リレー講座（2008.9.12）配付資料 

 1109372837  P289/MA 

 

松浦武四郎と水戸藩 （上） 

 吉澤 義一∥著 水戸 水戸史学会 1999.11 p23～34 21cm 『水戸史学』第 51号抜

刷、著者は平成 13年 9月逝去、（上）のみの発行のようである。 同一論文が『北方領土

探検史の新研究』（吉澤義一著 水戸史学会 2003）にあり 

 1109045854  289/MA 

 

歴史シンポｉｎ宇和島『松浦武四郎の北海道と宇和島』 

 宇和島 宇和島歴史文化研究会 2010.10 ４点 プログラム（講師紹介あり） 袋入り 

 1110152970  P289/MA 
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シンポジウム「松浦武四郎」 

 松浦武四郎没後１００年記念事業協賛会∥［編］ ［札幌］ 松浦武四郎没後１００年

記念事業協賛会 1988.10 20p 26cm  

会期・会場：1988年 10月 1日～2日．北海道開拓記念館講堂 

 1109351260  P289/MA 

 

武四郎のタルマイ越え 

 地蔵 慶護∥著 札幌 みやま書房 1991.3 175p 18cm 

 主要参考・引用文献:p173～175 

 1101827572  289/MA 

 

地名を巡る北海道 

 森 孝∥著 札幌 柏艪舎 東京 星雲社（発売） 2010.12 253p 19cm （ネプチュ

ーン＜ノンフィクション＞シリーズ） 978-4-434-15213-9 

p241～244「松浦武四郎の蝦夷地図」 

 1109977247  291.034/C 

 

蝦夷図と松浦武四郎の足跡 

 長岡 正利∥［著］ 東京 日本地図センター 1999.11 ［8］p 27cm 『地図ニュー

ス』No.325･326所収 

 1106140146  291.038/E 

 

東西蝦夷山川地理取調図地名索引 

 菊地 清光∥［著］ ［横浜］ ［菊地清光］ 1990 159,5 枚 19×26cm 書名は背

による  松浦竹四郎著『東西蝦夷山川地理取調図』（草風館刊）の索引  電子複写 

 1101001244  291.038/TO 

 

北海道の浜歩き 松浦武四郎追蹤 

 広谷 良韶∥著 ［猪名川町（兵庫県）］ ［広谷良韶］ 2005.6 265p 19cm 

 文献・元号・西暦対照表：p250～262 

 1108577840  291.04/HO 

 

武四郎つれづれ北の風土記 

 吉田 武三∥著 札幌 北海道新聞社 1975 253p 19cm 

 1101070850  291.04/Y 

 

アイヌモシリ紀行 松浦武四郎の『東西蝦夷日誌』をいく 

 早川 禎治∥著 札幌 中西出版 2007.4 276p 19cm  

4-89115-162-1 978-4-89115-162-1 

 1108790351  291.09/A 

 

旅人類 北海道の旅情報 ｖｏｌ．２ 

 天塩川・オロロン街道あたり  



41 

 

吉田 類∥編 札幌 あるた出版 2016.3 144p 26cm 署名本 978-4-86381-106-5 

間宮林蔵と松浦武四郎、二人の探検家が見た蝦夷地 p62～65 

 1112035496  291.09/TA/2 

 

低山趣味 ２ 猪名川町周辺の山ハードハイキング 松浦武四郎追蹤北海道の浜歩き 

 広谷 良韶∥著 ［出版地不明］ 遊文舎（印刷・製本） 2002.12 144p 19cm 

 1106618026  291.09/TE 

 

世界自然遺産知床 

 東京 日本地図センター 2005.9 48p 30cm 『地図中心』2005-9通巻 396号 

松浦武四郎の見た知床半島 涌坂周一著 p14～16 

 1108591478  291.19/SE 

 

１２８年前の積丹・古平・余市 松浦武四郎の西エゾ日誌から 

 本多 貢∥著 余市町（後志） 本多貢 1984.1 80p 18cm 『余市ペンの会会報』別

冊 

 1101872446  291.71/HO 

 

サハリン松浦武四郎の道を歩く 

 梅木 孝昭∥著 札幌 北海道新聞社 1997.3 216p 19cm （道新選書 31） 

 松浦武四郎略年譜：p199～201.サハリン（樺太）地名対照表：p202～211.主な参考文献：

p212 4-89363-950-1 

 1111102826  291.91/SA 

 

アイヌ文化の成立と変容 交易と交流を中心として 

 澤登 寛聡∥編著 小口 雅史∥編 東京 法政大学国際日本学研究所 2007.3 947p 

21cm 法政大学国際日本学研究所「日本学の総合的研究」研究プロジェクト（「私立大学

学術研究高度化推進事業（学術フロンティア部門）」採択テーマプロジェクト⑤「日本の

中の異文化」研究成果報告書 

松浦武四郎の地誌・地図作製とアイヌ民族 山田 志乃布∥著 p925～945 

 1108802172  ｱ.0/A 

 

北東アジアのなかのアイヌ世界 アイヌ文化の成立と変容－交易と交流を中心として 下 

 榎森 進∥編 小口 雅史∥編 沢登 寛聡∥編 東京 岩田書院 2008.11 555p 

22cm 4-87294-532-4 978-4-87294-532-4 

松浦武四郎の地誌・地図作製とアイヌ民族 山田 志乃布∥著 p293～313 

 1109346716  ｱ.0/A/2 

 

虻田有珠のアイヌ物語 

 川鰭 定明∥著 虻田町（胆振） ［川鰭定明］ 2001.11 199p 26cm 

松浦武四郎と中山越え p150～190 

 1106153362  ｱ.04/A 
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１９世紀中葉以前におけるアイヌの通過儀礼 松浦武四郎筆画『蝦夷風俗画誌』稿本を中

心に 

 大塚 和義∥著 吹田 国立民族学博物館 1987 p513～550 26cm 『国立民族学博物

館研究報告』12巻 2号抜粋 

 1106530635  ｱ.1/J 

 

ウタリとともに 白井柳治郎をめぐる人々 

 川鰭 定明∥著 虻田町（胆振） ［川鰭定明］ 2000.6 201p 30cm 有珠山噴火鎮

静化祈念出版 

松浦武四郎と明石和歌助 p150～178  参考文献：p199～200 

 1106489071  ｱ.28/SH 

 

「北方四島」のアイヌ語地名ノート 松浦武四郎「山川図」による 

 榊原 正文∥著 札幌 北海道出版企画センター 1994.3 334p 17cm 付：地図（４

枚）  4-8328-9402-1 

 1101046249  ｱ.29/HO 

 

松浦武四郎が歩んだ沙流川流域 

 札幌 海山応援団 2001.3 49,11p 30cm 巻末に『アイヌ祈道全集』（鍋沢元蔵著）抜

粋あり 

 1106527656  ｱ.298/MA 

 

アイヌ語地名資料集成 

 佐々木 利和∥編 東京 草風館 1988.2 543p 23cm 監修：山田秀三 別冊付録：

東西蝦夷山川地理取調図 松浦竹四郎著（29枚） 

 別冊：東西蝦夷山川地理取調図 松浦竹四郎 

 1101970075  ｱ.29/SA 

 

松浦武四郎とアイヌ 

 新谷 行∥著 東京 麦秋社 1978.10 285p 20cm  参考書籍：p285 

 1101957148  ｱ.31/SH 

 

前近代アイヌ民族における交通路の研究 

 胆振・日高 １  

環太平洋・アイヌ文化研究所∥編集 苫小牧 環太平洋・アイヌ文化研究所 2005.2 96p 

30cm 2004年度財団法人アイヌ文化振興・研究推進機構研究助成（中規模研究）報告書 

松浦武四郎の旅程からみた胆振東部・日高西部の古交通路 箕島 栄紀∥[著]p31～38 

 1108598218  ｱ.68/Z 

 

松浦武四郎、愛用のマキリ（小刀）について 

 伊藤 務∥［著］ ［出版地不明］ ［伊藤務］ 1998 １冊 26cm 未定稿 複写本 

 1111123566  ｱ.7/MA 
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松浦武四郎、愛用のマキリ（小刀）について 

 伊藤 務∥［著］ ［出版地不明］ ［伊藤務］ 1999 19p 26cm 

 1106499252  ｱ.7/MA 

 

安政三年採録のニクブン語彙を繞って 松浦武四郎の「野帳」を中心に 

 谷沢 尚一∥著 札幌 北海道大学文学部附属北方文化研究施設 1970 27p 26cm 

『北方文化研究』第 13号別刷 

 1101932448  ｱ.8/TA 

植物名一覧 松浦武四郎翁著作より 和名・漢名・アイヌ名 

 秋葉 実∥編 札幌 北海道出版企画センター 1997.6 209p 21cm  4-8328-9701-2 

 1105161861  470.3/SH 

 

大沼の詩歌 

 永井 正∥編著 七飯町（渡島） あまかし社 1978 44p 18cm 

  松浦武四郎（p1～3） 

 1103267389  910.26/NA 

 

百印百詩を読む 

 「百印百詩を読む」編集委員会∥編 江差町（桧山） 江差町の歴史を紀行し友好を進

める会 2000.10 117p 27cm 「一日百印百詩」の解読 

 1111068977  919.5/HY 

 

松浦武四郎の見たカパトの山と川 浦臼町のアイヌ語地名と近隣の山々 

 平 隆一∥［著］ ［札幌］ アイヌ語地名研究会 ［2004］ 6p 26cm 会期・会場：

2004.6.20 浦臼町農村センター 

 1108777580  P ｱ.29/MA 

 

松浦武四郎描画記録における空知のアイヌ語山名 

 平 隆一∥［著］ ［札幌］ アイヌ語地名研究会 2003.12 p7～24 26cm  『アイ

ヌ語地名研究』6抜刷 

 1108748110  P ｱ.29/MA 

 

松浦武四郎文献における空知の「アイヌ古道」 第１報 

 石狩川右岸 前篇  

平 隆一∥［著］ ［札幌］ アイヌ語地名研究会 2006.12 20p 26cm 『アイヌ語地

名研究』9抜刷 

 1108777598  P ｱ.29/MA/1 

 

武四郎の和歌 北海道に関わる歌を中心として 

 高木 崇世芝∥著 札幌 高木崇世芝 2000.3 15p 22×30cm 「『蝦夷日誌』完成を

祝う会」記念講演会（北海道史研究協議会・アイヌ語地名研究会・松浦武四郎研究会共催）

発表資料 

 1108735547  P911.168/MA 
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アイヌ語地名研究大会 第１２回 

 ［恵庭］ アイヌ語地名研究会 ［2008］ 21p 30cm 配布資料 講演レジメ．会期・

会場：2008．7.19 北海学園大学豊平校舎 

 松浦武四郎文献における空知の「アイヌ古道」 平隆一／［述］．松浦武四郎と蝦夷の山

－各種文献と著作の特色を考える－ 渡辺隆／［著］  

 1109043214  P ｱ.29/A/12 
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【伝記・小説等】 

ぷやら新書 第４５巻 

 随筆松浦武四郎  

吉田 武三∥著 札幌 ぷやら新書刊行会 1971 64p 肖像 13cm 

 1102225859  081/P/45 

 

ぷやら新書 新装覆刻 第４５巻 

 随筆松浦武四郎  

和田 義雄∥編集 吉田 武三∥著 東京 沖積舎 1981.10 62p 15cm ぷやら新書

刊行会昭和 46年刊の複製 著者の肖像あり 

 1102226360  081/P/45 

 

谷川健一全集 ２１ 

 古代・人物補遺  

谷川 健一∥著 東京 冨山房インターナショナル 2011.3 11,539,26p 23cm 

 978-4-905194-08-8 

松浦武四郎 p319～323 

 1110255120  081.6/TA/21 

 

河野常吉資料 ４３６ 

 人物：北海道探検家 165丁 25×17cm 和 自筆 

  最上徳内、近藤重蔵、間宮林蔵、松浦竹四郎、岡本監輔 

 1102197090  094/KO/368 

 

豊岡朝美氏寄贈新聞記事切抜帳 ４９ 

 北海道意外帳 

 北海道意外帳 1～27（『北海道新聞』昭和 37.8.30～9.30）、北海道意外帳 人物編 1

～14（『北海道新聞』昭和 38.5.8～25）、 北海道意外帳 植物編 1～16（『北海道新聞』

昭和 38.9.10～29）、北海道意外帳 人物史編 1～17（『北海道新聞』昭和 39.6.2～23） 

 松浦武四郎（北海道意外帳 人物史編 12 （昭和 39年 6 月 14日） 

 1110227053  097/TO/49 

 

豊岡朝美氏寄贈新聞記事切抜帳 ２２８ 

 松浦武四郎の旅 

 松浦武四郎の旅 1～28（北海道新聞 日曜版 昭和 49.3.3～9.8） 

 1110239587  097/TO/228 

 

その昔… 

 佐々木 逸郎∥著 ［出版地不明］ ［出版者不明］ 1983－1985 新聞記事（紙名不

明）のスクラップ 

 武四郎歌日記（静内町）（1984.8.27） 

 1101101747  P210.1/SA 
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北国に光を掲げた人々 第２６集 

 「北海道」の名づけ親松浦武四郎  

北海道科学文化協会∥編集 合田 一道∥著 札幌 北海道科学文化協会 2008.4 

122p 19cm （北海道青少年叢書 26） 参考文献：p116 

 1108759174  281/KI/26 

 

歴史－どうなん人物散歩 

 ［近江 幸雄∥編］ ［函館］ ［近江幸雄］ ［2007］ １冊 30cm 『北海道新聞』

道南版連載（平成 11～18年）記事の掲載一覧．付：近江幸雄著作目録 

松浦武四郎 北方探検家 蝦夷地を北海道と命名（掲載日 2001/10/27） 

 1108793397  281/R 

 

レンズが撮らえた幕末維新の志士たち 

 小沢 健志∥監修 東京 山川出版社 2012.4 207p 22cm  978-4-634-15022-5 

 松浦武四郎 p117 

 1111240337  281.038/R 

 

日本探検 

 原田 三夫∥編 松山 思水∥編 東京 万里閣書房 1931 345p 図版 19cm （世界

探検全集 第 3巻） 

松浦武四郎(一)(二)(三)(四)p197～322 

 1101859906  281.04/HA 

 

ほっかいどう百年物語 北海道の歴史を刻んだ人々－－。 

 ＳＴＶラジオ∥編 札幌 中西出版 2002.2 343p 19cm  4-89115-107-2 

松浦武四郎 p16～22   

1106457946  281.04/HO 

 

開拓の群像 北海道開拓に尽くした先人たちの軌跡 

 札幌 「開拓の群像」刊行委員会 2013.8 71p 19×21cm 

松浦弘(武四郎)p48～49 

 1111395768  281.04/KA 

 

オホ－ツク探険史 北方領土を拓いた人たち 

 推理史話会∥編 東京 波書房 医事薬業新報社（発売） 1973 268p 19cm 『北方

領土開拓史』（1975刊）と同内容 

北海道の名付親松浦武四郎（西園真）p207～239 オホ－ツク関係略年表 

 1101861753  281.04/SU 

 

開拓につくした人びと １ 

 えぞ地の開拓  

北海道総務部文書課∥編集 東京 理論社 1978.4 194,14p 19cm 

松浦武四郎 北海道名づけの親 p81～101．参考文献．年表 

 1101861910  281.08/HO/1 
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伊能忠敬と松浦武四郎 

 柴田 定吉∥著 ［札幌］ ［出版年不明］ 45p 25cm 原稿用紙にペン字直筆 

 1101853479  289/I 

 

幕末の探検家松浦武四郎と一畳敷 

 東京 ＩＮＡＸ出版 2010.6 77p 21×21cm （ＩＮＡＸ ＢＯＯＫＬＥＴ） 

 978-4-87275-852-8 

 1109808657  289/MA 

 

幕末の探検家松浦武四郎と一畳敷  

 第２版 東京 ＬＩＸＩＬ出版 2015.7 77p 21×21cm （ＬＩＸＩＬ ＢＯＯＫＬＥ

Ｔ）  978-4-86480-709-8 

 1111997712  289/MA 

 

江戸明治の百名山を行く 登山の先駆者松浦武四郎 

 渡辺 隆∥著 札幌 北海道出版企画センター 2007.7 278p 17cm （北方新書 008） 

 文献：p273～275  4-8328-0709-9 978-4-8328-0709-9 

 1108812643  289/MA 

 

蝦夷地を愛し趣味に生きた漢（おとこ）自由人武四郎 

 山本 慶史∥著 帯広 十勝毎日新聞社 2004.7 １冊 30cm 『十勝毎日新聞』2004．

7.10～21 11回連載 複写 

 1108611284  P289/MA 

 

北海道の名付け親 松浦武四郎 アイヌ民族と交流した伊勢人の生涯 

 山本 命∥語り手 井上 孝栄∥編集 ［松阪］ 伊勢の国・松坂十楽 2007.3 76p 

21cm （十楽選よむゼミ No.14） 年譜：巻末綴込み頁． 肖像 

 1109327476  289/MA 

 

北海道の名付け親松浦武四郎の生涯 特にその少・青年期を中心にして 

 大山 晋吾∥著 三雲町（三重県） 三雲町 1992.3 23p 21cm 

 1106906983  289/MA 

 

炎の旅人 松浦武四郎の生涯 

 本間 寛治∥著 東京 七賢出版 1995.5 217p 20cm  4-88304-187-5 

1111007405  289/MA 

 

北方の探検家松浦武四郎の足跡 

 吉田 武三∥著 東京 日本交通公社 1968 p100～104 26cm 『旅』第 43 巻第 2 号

人物別／歴史の旅路 特集ガイド１所載 

 1101796504  P289/MA 

 

 



48 

評伝松浦武四郎 

 吉田 武三∥著 東京 松浦武四郎伝刊行会 1963 411p 図版 表 地図 22cm 限

定版 

 1101827911 289/MA 

人物クローズアップ松浦武四郎 尊攘思想家から「アイヌの友」へ！全域を踏破した北海

道の名づけ親 

 東京 講談社 2001.7 p24～25 30cm 『週刊 TIME TRAVEL 再現日本史 幕末・維新

③』第 13号に所収

 1109384436 P289/MA 

燼心余赤 １～１０ 

 松浦 武四郎∥著 ［東京］ ［京華日報社］ 1913～1914 １冊 26cm 『世界』第

106～116号所載 複写 

 1109792059 289/Ma/1 

燼心余赤 １１～巻之２１ 

 松浦 武四郎∥著 ［東京］ ［京華日報社］ 1914～1915 １冊 26cm 『世界』第 117

～129号所載 複写 

 1109792067 289/MA/2 

燼心余赤 １～７８ 

 松浦 武四郎∥著 ［出版地不明］ ［出版者不明］ ［出版年不明］ 371p 26cm 罫

紙にカーボン複写  『世界』第 106-110,112-115の内より書き写し 

 1101827663 289/MA/1 

燼心余赤 ７９～１９９ 

 松浦 武四郎∥著 ［出版地不明］ ［出版者不明］ ［出版年不明］ p372～753 26cm 

罫紙にカーボン複写  『世界』116－120,122－127,129号の内より書き写し 

 1101827689 289/MA/2 

簡約松浦武四郎伝 １～３ 

 松浦 武四郎∥著 ［東京］ 京華日報社 1912 １冊 27cm 『世界』第 97号～99号

所載（明治 45 京華日報社）所載 複写本 

 1101827580 289/MA 

簡約松浦武四郎伝 １～９ 

 松浦 武四郎∥著 ［東京］ 京華日報社 1912－1913 １冊 27cm 『世界』第 97 号

～105号（明治 45～大正 2年 京華日報社）所載 複写本 

 1109792075 289/MA 

決断のとき 歴史にみる男の岐路 

 杉本 苑子∥著 東京 文芸春秋 1990.10 278p 20cm  4-16-344700-8 

松浦武四郎 p241～276 
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 1101827853  289/MA 

 

北の国の誇り高き人びと 松浦武四郎とアイヌを読む 

 横山 孝雄∥著 東京 かのう書房 1992.5 390p 20cm 

 1101827903  289/MA 

 

校注簡約松浦武四郎自伝 

 松浦武四郎研究会∥編 札幌 松浦武四郎没後１００年記念事業協賛会 1988.9 436p 

22cm 

 1101827705  289/MA 

 

松浦判官と樺太 

 柴田 定吉∥［写］ ［出版地不明］ ［出版者不明］ ［出版年不明］ １冊（頁付

なし） 25cm 写 原稿用紙にペン字直筆 

 1101827846  289/MA 

 

松浦武四郎 

 柴田 定吉∥著 ［出版地不明］ 柴田定吉 ［出版年不明］ 13p 26cm 柴田定吉自

筆草稿 

 1101827713  289/MA 

 

松浦武四郎 

 横山 健堂∥著 東京 北海出版社 1944 467,4p 肖像 図版 21cm 巻末に“松浦

武四郎略年譜”あり 

 1101827887  289/MA 

 

松浦武四郎 

 吉田 武三∥著 東京 吉川弘文館 1967 269p 図版 18cm （人物叢書 日本歴史

学会編）  主要参考文献：p264～269 

 1101827929  289/MA 

 

松浦武四郎 

 吉田 武三∥著  ２版 東京 吉川弘文館 1977.6 269p 図版 18cm （人物叢書 

日本歴史学会編 142） 初版:1967年 7月  主要参考文献：p264～269 

 1109977486  289/MA 

 

松浦武四郎 蝦夷への照射 

 更科 源蔵∥［著］ 京都 淡交社 1973 232p 22cm （日本の旅人 14） 

 1101827838  289/MA 

 

松浦武四郎 伝記・松浦武四郎 

 横山 健堂∥著 東京 大空社 1997.5 467,4,5p 22cm （伝記叢書 260）  

初版：北海出版社 昭和 19年刊  松浦武四郎略年譜：p459～467  4-7568-0471-3 

 1111068431  289/MA 
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松浦武四郎 シサム和人の変容 

 佐野 芳和∥編 札幌 北海道出版企画センター 2002.4 306p 22cm 

 4-8328-0202-X 

 1106148842  289/MA 

 

松浦武四郎 流域踏査から今年１５０年 

 天塩川流域連携クラブ∥企画・編集 札幌 はまなす財団 2007.6 p1～5 41cm 『天

塩川新聞』第 19 号記事 「北海道の名付け親」、「探検に生涯かけた武四郎－その横顔と

業績」、「流域に見る武四郎“記念碑”」 

 1108807403  P289/MA 

 

松浦武四郎 読む知るむかわを歩く 

 むかわ町郷土史研究会∥編 むかわ町（胆振） むかわ町郷土史研究会 2014.2 16p 

30cm 年表：p15～16 

 1111408603  289/MA 

 

松浦武四郎伝 北方の先覚 

 中津川 俊六∥著 札幌 北海道翼賛壮年団本部 1944.6 135p 18cm （北海道翼壮文

庫 3） 

 1101827796  289/MA 

 

松浦武四郎江別での足跡 

 野口 久男∥著 江別 江別市教育委員会 2003.10 45p 21cm （ふるさと読本 No.4） 

 1106634387  289/MA 

 

松浦武四郎自伝 

 松浦 武四郎∥［著］ 笹木 義友∥編 新版 札幌 北海道出版企画センター 2013.7 

355p 21cm 文献：p10～12  978-4-8328-1305-2 

 1111385363  289/MA 

 

松浦武四郎北の大地に立つ 

 合 田  一 道 ∥ 著  札 幌  北 海 道 出 版 企 画 セ ン タ ー  2017.9  328p  18cm 

978-4-8328-1703-6 

 1112347149  289/MA 

 

松浦武四郎の世界 北のパイオニア探訪（１２） 

 浅田 英祺∥著 ［出版地不明］ ［出版者不明］ ［出版年不明］ １冊 26cm 複

写本 

 1101827549  289/MA 

 

松浦武四郎の足跡 北海道１５０年郷土に残した 

 池田 晶信∥［著］ 北見 池田晶信 2017.1 120p 21cm （語り継ぐふだん記 １） 

 1112121569  289/MA 
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松浦武四郎略譜 

 ［出版地不明］ ［出版者不明］ ［出版年不明］ 20 丁 26cm 北大附属図書館所蔵

本の複写本．電子複写 

 1101827747  289/MA 

 

三雲町勢要覧 １９８６ 

 三雲町（三重県） 1986 図版 13p 26cm 三雲町全図（松浦武四郎翁生家） 

 1111048516  P289/MA 

 

知床と松浦武四郎 松浦武四郎没後百年記念 

 金 喜多一∥編集 斜里町（網走） 知床と松浦武四郎を語る会 1988.9 61p 26cm

ウトロ史跡探訪案内，資料編：再航蝦夷日誌，戊午志礼登古日誌，知床日誌 

 1106499765  289/MA 

 

静かな大地 松浦武四郎とアイヌ民族 

 花崎 皋平∥著 東京 岩波書店 2008.2 390p 15cm （社会 163） （岩波現代文

庫）  文献：p353～359  4-00-603163-3 978-4-00-603163-3 

 1108783869  289/MA 

 

静かな大地 松浦武四郎とアイヌ民族 

 花崎 皋平∥著 東京 岩波書店 1988.9 353p 20cm  参考文献：p339～343 

 4-00-002656-9 

 1101827739  289/MA 

 

静かな大地 松浦武四郎とアイヌ民族 

 花崎 皋平∥著 東京 岩波書店 1993.10 359p 16cm （同時代ライブラリー 162） 

 参考文献：p338～343  4-00-260162-5 

 1101827556  289/MA 

 

静かな大地 松浦武四郎と「北加伊道」 

 花崎 皋平∥著 東京 岩波書店 1987 1冊 24cm 『世界』（昭 62.7～11）抜刷 

 1101827564  289/MA 

 

拾遺松浦武四郎 

 吉田 武三∥著 東京 松浦武四郎伝刊行会 1964 535p 図版 32枚 22cm 限定版 

 1101827945  289/MA 

 

旅人・松浦武四郎 北への情熱 

 宮崎 道衛∥著 東京 新人物往来社 1979 6p 26cm 雑誌『歴史研究』第 226号（昭

和 54年 11月号）より抜粋 

 1101827788  289/MA 
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泰山荘 松浦武四郎の一畳敷の世界 

 ヘンリー・スミス∥著 国際基督教大学博物館湯浅八郎記念館∥編 三鷹 国際基督教

大学博物館湯浅八郎記念館 1993.3 260p 26cm 参考文献:p254～259 

 1109371524  289/MA 

 

多気志楼年譜 

 ［出版地不明］ ［出版者不明］ ［出版年不明］ １冊 18cm 

 1109340560  289/MA 

 

多気志楼年譜 

 ［出版地不明］ ［出版者不明］ ［出版年不明］ １冊 18cm 複写本 松浦武四郎年譜 

 1101827861  289/MA 

 

多気志楼主人 

 市島 春城∥著 東京 書斎社 1926.5 30丁 24cm （書斎 第 3号） 

 内容：多気志楼主人（市島 春城）. 草廼舎に就いて（橘井 清五郎）. 祖父武四郎（松

浦 孫太）. 一畳敷（楠瀬 日年）. 武四郎の著書（山中 静斎）. 口絵に就いて（安藤 

紫綬） 

 1109340255  289/MA 

 

定本松浦武四郎 上 

 吉田 武三∥著 東京 三一書房 1972 501p 図 肖像 23cm 

 1101827952  289/MA/1 

 

定本松浦武四郎 下 

 吉田 武三∥著 東京 三一書房 1973 578p 23cm 

 1101827960  289/MA/2 

 

Transactions of the Asiatic Society of Japan vol.44 prt.1 

 Tokyo Keiogijuku 1916 55p 23cm 

 “The old geographer Matsuura Takeshiro”  Frederick Starr 

 1103572119  289/MA 

 

津のほん ２７ 

 武四郎と光太夫  

津 三重タイムズ出版部 1989.1 132p 21cm 

 1101827879  289/MA 

 

私が松浦武四郎から学んだこと 

 山本 命∥[述] 東京 ＮＨＫサービスセンター 2011.4 p50～61 21cm 『ラジオ深

夜便』2011年 4月号 No.129 口絵：深夜便資料館「幕末の探検家・松浦武四郎が歩い

た蝦夷地」（p3～9 カラー） 

 1110241468  289/MA 
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増補松浦武四郎 

 吉田 武三∥著 東京 松浦武四郎伝刊行会 1966 795p 図版 16p 22cm 別冊付

録：北蝦夷（樺太）大図 蝦夷図巻（1冊 21cm） 限定 500部 

 1101797551  289/MA 

 

辺境を歩いた人々 菅江真澄と松浦武四郎 

東京 日本ナショナルトラスト 1988 p4～43 23cm 『季刊自然と文化』23 新春号

特集 

 1101790879  289/SU 

 

松浦武四郎と江戸の百名山 

 中村 博男∥著 東京 平凡社 2006.10 198p 18cm （平凡社新書 344） 

 文献：p197～198  4-582-85344-7 

 1108765007  291.09/MA 

 

郭公の里 十勝風土記 

 原田 太朗∥編 帯広放送局∥編 帯広 十勝教育研究所 1955 506p 22cm 

「松浦武四郎旅日記」（p20-39） 

 1103471023  F/HA 

 

ゆたかなる大地 松浦武四郎が歩く 

 小松 哲郎∥著 札幌 北海道出版企画センター 2004.1 548p 19cm  

 4-8328-0401-4 

 1106900937  F/KO 

 

北海道人 松浦武四郎 

 佐江 衆一∥著 東京 新人物往来社 1999.10 329p 20cm  4-404-02830-X 

 1106091794  F/SA 

 

北海道人 松浦武四郎 

 佐江 衆一∥［著］ 東京 講談社 2002.12 369p 15cm （講談社文庫） 

 4-06-273617-9 

 1106608134  F/SA 

 

武四郎探検譚 

 戸川 幸夫∥著 東京 講談社 1959 246p 18cm 

 武四郎探検譚 他６篇 

 1103265086  F/TO 

 

中津川俊六全集 上巻 

 中津川 俊六∥著 東京 立風書房 1982 １冊 図版 20cm 

詩人松浦武四郎伝 p143～198 

 1103324628  918.68/NA/1 
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北海道児童文学全集 第１５巻 

 開拓ものがたり  

加藤 多一∥［ほか］編集委員 東京 立風書房 1984.8 359p 22cm 監修委員：井

上靖ほか 

 十勝旅日記－松浦武四郎の話－ 笠原肇著． 北海道児童文学略年表：p315～331 

 4-651-50185-0 

 1103406169  918.8/HO/15 
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【目 録】 

松浦武四郎文書目録 文部省史料館受託史料 

 文部省史料館∥編 ［出版地不明］ ［文部省史料館］ ［出版年不明］ ［46］p 27cm

文部省史料館史料目録用紙使用 複写 

 1102134762  025/MA 

 

松浦武四郎関係書籍 

 札幌 北海道出版企画センター ［2008］ 7p 20cm 出版目録 

 1109341964  P025/MA 

 

多気志楼叢書目録 

 １冊 27cm 罫紙に手書 北駕文庫の印 複写本 

 1109339927  025/MA 

 

江戸時代蝦夷関係書目 

 をかもと∥著 東京 坂本書店 1926 p101～144 22cm 『書誌』第 3冊所載 「板倉

源次郎 岡本監輔 工藤平助 本多利明 堀利熈 松浦弘 松田伝十郎 松前広長 村

垣範正 最上常矩」の小伝あり 

 1101894390  210.03/E 

 

北方探検家文献目録（未定稿） 

 高木 崇世芝∥著 八雲町（渡島） 高木崇世芝 1997.5 ［50］p 26cm 最上徳内 近

藤重蔵 伊能忠敬 間宮林蔵 松浦武四郎 

 1111098941  281.03/TA 

 

松浦武四郎著作・刊行書一覧 所蔵機関別 

 高木 崇世芝∥編 札幌 高木崇世芝 2004.4 12p 26cm 平成 16年 4月現在 

 1107550301  289/MA 

 

松浦武四郎遺品遺著陳列目録並解説 

 三重県師範学校∥編 江別 北海道立図書館 1984 12p 26cm 複写本 元の刊年：昭

和 10年 

 1101827770  289/MA 

 

松浦武四郎関係文献目録 

 高木 崇世芝∥編 札幌 北海道出版企画センター 2003.6 145p 21cm  

 4-8328-0306-9 

 1106631664  289/MA 

 

松浦武四郎関係文献目録（未定稿） 

 高木 崇世芝∥編 名寄 名寄市北国博物館 1998.3 p35～62 30cm 『北国研究収

録』第 2号別刷 

 1106486655  289/MA 
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松浦武四郎関係歴史資料目録 松浦武四郎関係歴史資料調査報告書 

 三雲町（三重県） 三雲町教育委員会 1990 174p 図版 10p 26cm  松浦武四郎著作

年表：p166～171 

 1101857504  289/MA 

 

松浦武四郎関係歴史資料目録 松浦武四郎関係資料史料調査報告書 ２ 

 三雲町教育委員会∥編 松浦武四郎記念館∥編 三雲町（三重県） 三雲町教育委員会

2004.11 231p 図版 24p 30cm 共同刊行：松浦武四郎記念館  松浦武四郎著作年

表：p166～171 

 1107950584  289/MA/2 

 

松浦武四郎「刊行本」書誌 

 高木 崇世芝∥編 札幌 北海道出版企画センター 2001.10 103p 22cm 北海道出

版企画センター創業３０周年記念 

 1111072375  289/MA 

 

松浦武四郎「刊行本」書誌 

 高木 崇世芝∥編 札幌 北海道出版企画センター 2001.10 103p 21cm 

 4-8328-0107-4 

 1106148818  289/MA 

 

松浦武四郎コレクション 静嘉堂蔵 

 静嘉堂∥編 東京 静嘉堂 2013.10 141p 28cm 松浦武四郎年表：p18～23 文献：

p23 

 1111395727  289/MA 

 

松浦武四郎の刊行本 

 高木 崇世芝∥編 札幌 高木崇世芝 2001.8 19p 21×30cm 

 1106531666  289/MA 

 

松浦武四郎蒐集古物目録 静嘉堂文庫蔵 

 内川 隆志∥編 ［東京］ ［静嘉堂文庫］ 2013.3 248p 図版 1p 30cm 松浦武四

郎年表：巻頭 文献：巻頭 

 1111395719  289/MA 

 

［梅木文庫］所蔵地図関係目録 

 ４種 26cm 原稿用紙に手書き 「北方風俗図絵所蔵目録」，「古地図所蔵目録」，「北海

道関係錦絵目録」，「松浦武四郎関係蔵書目録」 

 1108744564  680/U/1699 
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【図 録】 

［美幌博物館特別展］ 第１９回 

 北海道を探検した男松浦武四郎～未知への憧れ・挑戦～  

美幌博物館∥編集 美幌町（網走） 美幌博物館 2007.9 36p 26cm 

 1108989904  069/B/19 

 

北海道開拓記念館特別展 第３４回 

 北への視角 松浦武四郎没後百年記念展  

北海道開拓記念館∥編 札幌 北海道開拓記念館 1988 40p 26cm 

 1102191036  069/HO/34 

 

松浦武四郎時代と人びと 第５８回特別展 

 北海道開拓記念館∥編集 帯広 十勝毎日新聞社 2004.4 79p 30cm  

会期・会場：平成 16 年 4 月 28 日（水）－6 月 13 日（日） 北海道開拓記念館 平成 16

年 7月 23日（金）－8 月 22日（日） 北海道立帯広美術館 主催：北海道開拓記念館ほ

か  松浦武四郎略年表：p3 文献:p78～79 

 1107556167  069/HO/58 

 

川喜田石水と松浦武四郎 館蔵品展 

 津 石水博物館 ［1998］ 14p 26cm 会期・会場：平成 10.1.23～2.19 石水博物館 

 1109065688  P289/MA 

 

松浦武四郎時代と人びと 

 北海道開拓記念館∥編集 札幌 北海道出版企画センター 2004.4 79p 30cm 会

期・会場：平成 16年 4月 28日（水）－6月 13日（日） 北海道開拓記念館 平成 16年

7月 23日（金）－8月 22日（日） 北海道立帯広美術館 主催：北海道開拓記念館ほか 

 松浦武四郎略年表：p3 文献：p78～79  4-8328-0406-5 

 1107547729  289/MA 

 

松浦武四郎 時代と人びと 

 札幌 北海道開拓記念館 ［2004］ 1枚 21×30cm（折りたたみ 21cm）  

第 58回特別展、会期・会場：［2004］.4.28～6.13 北海道開拓記念館 

 1108614601  P289/MA 

 

松浦武四郎 時代と人びと 

 帯広 北海道立帯広美術館 2004.7 1枚もの（3つ折り）21×10cm 十勝毎日新聞創刊

85周年記念  2004年 7月 23日～8月 22日 

 1109004570  P289/MA 

 

松浦武四郎関係資料 

 松浦武四郎記念館∥［編］ 松阪 松浦武四郎記念館 2009.3 14p 30cm 

 1109411072  289/MA 
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松浦武四郎記念館図録 

 松浦武四郎記念館∥編 三雲町（三重県） 松浦武四郎記念館 1996.2 43p 26cm 松

浦武四郎略年譜：p42～43 

 1105274797  289/MA 

 

松浦武四郎記念館 北海道の名付け親 

 三雲町役場企画調整課∥［編］ 三雲町（三重県） 三雲町役場 ［1994］ 1枚 21×30cm 

 1110190053  P289/MA 

 

松浦武四郎記念館 北海道の名付け親 

 三雲町（三重県） ［1994－1998］ 2枚 21×30cm（折りたたみ 21cm） 2種類 2枚在

中 

 1108614510  P289/MA 

 

松浦武四郎記念館 北海道の名付け親 

 三雲町（三重県） ［200-］ 2種 21×30cm（三つ折り 21×10cm） 2枚在中 

1109787232  P289/MA 
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【児童書】 

北の探険家たち 

 児童図書研究会∥編 札幌 みやま書房 1958 243p 19cm （北海道伝記文庫 １） 

松浦武四郎 

 1101839262  J281/J 

 

北加伊道 松浦武四郎のエゾ地探検 

 関屋 敏隆∥文・型染版画 東京 ポプラ社 2014.6 44p 27×29cm （ポプラ社の絵

本 27）  978-4-591-14008-6 

 1111285241  J289/MA 

 

松浦武四郎 道をあるき、道をつくる 

 凛々∥作画 松浦武四郎記念館∥脚本 ［松阪］ 松阪市教育委員会 2007.3 32p 

21cm 共同刊行：松浦武四郎記念館 

 1109532893  J289/MA 

 

自らを誇りうるために アイヌ民族からのメッセージ 

 松阪 松阪市 ［2008］ １枚 30×84cm（折りたたみ 30cm） （希望と誇りあふれる

まちへ 5） 松阪市人権問題啓発冊子 松浦武四郎とアイヌの人々の関わりを武四郎の

肖像や著書の写真を交えて紹介 

 1109533057  PJ289/MA 

 

白い大地 北海道の名づけ親・松浦武四郎 

 吉田 武三∥著 東京 さ・え・ら書房 1973 228p 23cm （日本史の目） 

 えぞ地のあゆみ：p222～226  4-378-02021-1 

 1101827937  J289/MA 

 

コミックアイヌの歴史 １ 

 イ シカリ神うねる河 横山 孝雄∥著 東京 汐文社 2008.12 159p 22cm 

 4-8113-8538-9 978-4-8113-8538-9 

 1858年に執筆された松浦武四郎の「近世蝦夷人物誌」をもとにしたもの 

 1109346658  J ｱ.2/KO/1 

 

コミックアイヌの歴史 ２ 

 イ シカリ神うねる河 横山 孝雄∥著 東京 汐文社 2009.3 163p 22cm 

 文献：p162～163  4-8113-8539-6 978-4-8113-8539-6 

 1858年に執筆された松浦武四郎の「近世蝦夷人物誌」をもとにしたもの 

 1109380988  J ｱ.2/KO/2 

 

むかし話北海道 歴史童話集 第２編 

 日本児童文学者協会北海道支部∥編 札幌 北書房 1964 204p 22cm 

十勝旅日記 松浦武四郎の話 笠原 肇∥著 

 1103233878  J913.8/NI/2 
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【絵はがき】 

アイヌ漁夫の図 ［静止画資料］ 

 松浦 武四郎∥画 立川 国文学研究資料館 ［出版年不明］ １枚 15×11cm カラ

ー 

 1300400148  ｴﾊ/0/164 

 

松浦武四郎関係絵はがき ［静止画資料］ 

 松阪 松浦武四郎記念館 ［出版年不明］ ８枚 15×11cm カラー ケース入り 

 1300386438  ｴﾊ/0/160 

 

 

 

【写真】 

松浦武四郎 ［静止画資料］ 

 ［撮影地不明］ ［撮影者不明］ ［撮影年不明］ １枚 13×8cm 白黒 

 1300148721  ｼｬ/ﾋﾄ/75 

 

松浦武四郎 ［静止画資料］ 

 ［撮影地不明］ ［撮影者不明］ ［撮影年不明］ １枚 43×31cm 白黒 

 1300235882  ｼｬ/ﾋﾄ/94 
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【その他】 

幕末の志士松浦武四郎と伊勢神宮 特別展「伊勢神宮と北海道」関連歴史講座 

 北海道開拓記念館∥編 札幌 北海道開拓記念館 ［2011］ １枚 30cm  

会期・会場：2011.7.3 北海道開拓記念館 講師：三浦泰之氏  

 1110277843  P289/B 

 

北大河・テッシ 松浦武四郎まっぷ 

 松浦武四郎マップ検討会議∥編 旭川 北海道上川支庁地域政策室地域政策課 1996 

6p 30cm 

 1111327431  P289/MA 

 

松阪市史跡「松浦武四郎誕生地」について 

 松阪 ［松浦武四郎記念館運営審議会］ ［2007］ １枚 30cm 

 1108801331  P289/MA 

 

松浦武四郎フォーラム 石狩川治水１００年・踏査１５０年記念 

 合田 一道∥講演 三浦 泰之∥講演 高間 和儀∥講演 札幌 北海道開発局石狩川

開発建設部 ［2007］ １枚 ２つ折り 30cm パンフレット、付：配付資料 会期・会場：

平成 19年 10月 30日 札幌市教育文化会館 

 1109532901  P289/MA 

 

松浦武四郎紀念室図 

 松浦 武四郎∥著 東京 南葵文庫 1910 8p 図版 27cm 

 1101827622  289/MA 

 

松浦武四郎 時をこえてつなげる心 生誕２００年に向けた種まき 

 松浦武四郎生誕１９０年等記念事業実行委員会∥企画・編集 松阪 松浦武四郎記念館 

2009.3 14p 30cm 松浦武四郎生誕１９０年等記念事業報告書 

 1109411098  P289/MA 

 

松浦武四郎の足跡を歩もう 浜小清水海岸 

 網走 網走市立郷土博物館 ［出版年不明］ １枚 21×30cm（三つ折り 21×10cm） 

 1109377661  P289/MA 

 

松浦武四郎の足跡を歩もう 網走川沿いの道 

 網走 網走市立郷土博物館 ［出版年不明］ １枚 21×30cm（三つ折り 21×10cm） 

 1109377638  P289/MA 

 

松浦武四郎の足跡を歩む 第３集 

 網走 網走市立郷土博物館 ［出版年不明］ １枚 26×36cm（三つ折り 26×12cm） 

 1109367985  P289/MA 
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松浦武四郎の足跡をたずねて 没後１００年 第１集 

 ［網走市立郷土博物館∥編］ ［網走］ 網走市立郷土博物館 ［199-］ １枚 26×37cm

（折りたたみ 26cm） 

1109394682  P289/MA 

 

松浦武四郎紀行足跡之碑除幕式 

 松浦武四郎紀行足跡之碑建立期成会∥［編］ ［長沼町（空知）］ 松浦武四郎紀行足跡

之碑建立期成会 ［1996］ １枚 26cm 会期・場所：平成 8年 7月 7日，長沼町幌内（マ

オイの丘） 

 1109062073  P289/MA 

 

松浦武四郎記念碑一覧 

 札幌 松浦竹四郎研究会 2004.7 １枚 26×36cm 

 1107561159  P289/MA 

 

松浦武四郎紀念碑建立趣意書 

 ［厚真村］ 発起人 1957.7 ［10p］ 26cm 発起人 厚真村郷土研究会員亀井喜久太

郎ほか 謄写刷 

 1109342301  P289/MA 

 

武四郎まつり２０年の歩み 魅力あふれるふるさとづくりをめざして 

 武四郎まつり実行委員会∥企画・編集 松阪 武四郎まつり実行委員会 2015.9 51p 

30cm 編集協力：松浦武四郎記念館 

 1112012974  289/MA 

 

多彩な顔持つ武四郎素顔に迫る貴重な資料 

 帯広 十勝毎日新聞社 2004.7 １枚 80×54cm  

『十勝毎日新聞』2004.7.25記事 道立帯広美術館特別展「松浦武四郎－時代と人びと－」 

 1107565622  P289/MA 

 

丹葉節郎氏関係資料 

 １綴（16種） 丹葉節郎氏 釧路ユネスコ協会会長 

６．松浦武四郎の像 考案者丹葉節郎 １枚（布製）紙袋入り  

 1109391886  289/TA 

 

吉田武三私伝 松浦武四郎研究家 

 清水 敏一∥著 岩見沢 大雪山房 2014.3 119p 22cm 

 1111408116  289/Y 

 

松浦武四郎が刻んだ北方の地図 

 札幌 ［朝日新聞社北海道支社］ 1974.11.19 １枚 26cm 『朝日新聞』記事 

 1109992931  P291.038/MA 
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天塩川王国地図 てっしらんどまっぷ 

 旭川 北海道上川総合振興局地域政策部地域政策課 ［出版年不明］ １枚 42×30cm

（折りたたみ 21×10cm） 裏面：幕末の探検家であり「北海道の名付け親」である松浦

武四郎が歩んだ天塩川（テッシ・オ・ペッ）周辺地図 

 1112359672  P291.13/TE 

蝦夷山川地理取調大概図 ［地図資料］ 

 松浦 武四郎∥［著］ 帯広 十勝毎日新聞社 ［2005］ １枚 24×33cm 

松浦武四郎が 1860 年（安政 7 年）作成した地図の一部を、カレンダー（2006）に複製

したもの 

 1300287131 ﾁ//414 

［胆振国室蘭郡全図をデザインした包装紙］ 

 ［室蘭］ ［大黒屋］ ［出版年不明］ １枚 36×52cm 

 1300372586 ﾁ/ｸ 

新版蝦夷土産道中寿五六 ［地図資料］ 

 松浦 武四郎∥［著］ ［出版地不明］ ［出版者不明］ ［出版年不明］ １枚 84

×84cm 北海道開拓記念館が、資料の寄贈者へ返礼品として作製した風呂敷に染めぬいた

もの 

 1300112404 ﾁ/ﾍﾞﾂ/31 
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書名索引 

【ア】 

アイヌ漁夫の図 [静止画資料] ……… 60 

アイヌ語地名研究大会 第 12回 ……… 44 

アイヌ語地名資料集成 ……… 42 

アイヌ人物誌（人間選書 47） ……… 23 

アイヌ人物誌（平凡社ライブラリー 423） ……… 23 

アイヌ文化の成立と変容 交易と交流を中心として ……… 41 

アイヌモシリ紀行 松浦武四郎の『東西蝦夷日誌』をいく ……… 40 

旭川叢書 第 28巻 ……… 23 

網走市史 上巻 ……… 33 

虻田有珠のアイヌ物語 ……… 41 

安政三年採録のニクブン語彙を繞って 松浦武四郎の「野帳」を中心に ……… 43 

安政年間石狩,小樽内,余市付近地図 [地図資料] ……… 21 

安政四年松浦竹四郎石狩河原探検之図 [地図資料] ……… 22 

安政四年松浦竹四郎夕張河原及シコツ湖等探験之図 [地図資料] ……… 21 

【イ】 

イ シカリ神うねる河 ……… 59 

イ シカリ神うねる河 ……… 59 

石狩日誌 ……… 4 

石狩日誌 ……… 13 

石狩日誌 ……… 23 

石狩日誌 ……… 25 

石狩日誌 ……… 25 

石狩日誌 ……… 25 

一畳敷（楠瀬 日年） ……… 52 

一日百印百詩 ……… 16 

伊能忠敬と松浦武四郎 ……… 47 

[胆振国室蘭郡全図をデザインした包装紙] ……… 63 

【ウ】 

ウタリとともに 白井柳治郎をめぐる人々 ……… 42 

午手控 1 ……… 27 

午手控 2 ……… 28 

[梅木文庫]所蔵地図関係目録 ……… 56 

宇和島藩と松浦武四郎 ……… 38 

【エ】 

蝦夷家財図説 ……… 28 

蝦夷奇勝図巻 ……… 2 

蝦夷奇勝図巻 ……… 2 

蝦夷勲功記 ……… 2 
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蝦夷勲功記 附録 5 ……… 2 

蝦夷訓蒙図彙 ……… 27 

蝦夷闔境山川地理取調大概図 [地図資料] ……… 21 

蝦夷行程記 ……… 2 

蝦夷行程記 [下] ……… 2 

蝦夷行程記 上,下 ……… 2 

蝦夷山海名産図会 ……… 27 

蝦夷山川地理取調大概図 [地図資料] ……… 63 

蝦夷山脈記 全 ……… 3 

『蝦夷人物誌』初編巻の上の挿図をめぐって ……… 38 

蝦夷図と松浦武四郎の足跡 ……… 40 

蝦夷地を愛し趣味に生きた漢(おとこ)自由人武四郎 ……… 47 

蝦夷地境目取調 1 ……… 1 

蝦夷地境目取調 2 ……… 1 

蝦夷地境目取調 3 ……… 1 

蝦夷地境目取調 4 ……… 1 

蝦夷土地開発上書 ……… 1 

蝦夷土地開発上書 ……… 1 

蝦夷日誌 附録 ……… 3 

蝦夷日誌 附録 ……… 3 

蝦夷日誌 ……… 23 

蝦夷日誌 上 ……… 24 

蝦夷日誌 下 ……… 24 

蝦夷日誌 上 新版 ……… 24 

蝦夷日誌 下 新版 ……… 24 

蝦夷日誌 第 1 ……… 25 

蝦夷日誌 第 2 ……… 25 

蝦夷日誌 第 3 ……… 25 

蝦夷日誌 ……… 23 

蝦夷日誌 巻之十,十一 ……… 1 

蝦夷日誌(抄) ……… 33 

蝦夷日誌附録秘女於久辺志 ……… 28 

蝦夷年代記 ……… 3 

蝦夷年代記 ……… 3 

蝦夷の燈 ……… 25 

蝦夷葉那誌 ……… 2 

蝦夷葉那誌 ……… 2 

蝦夷葉那誌 ……… 1 

蝦夷婆奈誌 ……… 27 

蝦夷風土記 ……… 1 

蝦夷風土記 ……… 1 

蝦夷風土記 蝦夷土地開発上書 ……… 1 

蝦夷風土記 蝦夷土地開発上書 ……… 1 

蝦夷漫画 ……… 2 
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蝦夷漫画 ……… 3 

蝦夷漫画 ……… 3 

蝦夷漫画 ……… 3 

江戸時代蝦夷関係書目 ……… 55 

江戸明治の百名山を行く 登山の先駆者松浦武四郎 ……… 47 

【オ】   

大沼の詩歌 ……… 43 

渡島日誌 東部 ……… 6 

渡島日誌 1〜4 ……… 29 

乙卯のあらまし ……… 15 

音更の歴史に光を 集録集 ……… 37 

オホーツク探険史 北方領土を拓いた人たち ……… 46 

   

【カ】   

開拓につくした人びと 1 ……… 46 

開拓の群像 北海道開拓に尽くした先人たちの軌跡 ……… 46 

郭公の里 十勝風土記 ……… 53 

樺太闔境之図 [地図資料] ……… 22 

樺太州全図 [地図資料] ……… 22 

唐太嶋見分趣意書 ……… 4 

唐太嶋見分趣意書 ……… 4 

唐太日記 ……… 25 

唐太日記 ……… 34 

唐太日記 上 下 ……… 4 

唐太日記・北蝦夷餘誌 ……… 34 

川喜田石水と松浦武四郎 館蔵品展 ……… 57 

川島専三資料 Ⅰ 史料(近世) ……… 1 

川筋取調図 ……… 23 

河鍋暁斎筆「武四郎涅槃図」について ……… 39 

環オホーツク No.7 環オホーツク海文化のつどい報告書 ……… 37 

簡約松浦武四郎伝 1〜3 ……… 48 

簡約松浦武四郎伝 1〜9 ……… 48 

【キ】   

北蝦夷奥地見聞申上書(今井八九郎著) ……… 5 

北蝦夷国境調書 ……… 5 

北蝦夷地国疆見込場所申上書 ……… 5 

北蝦夷地東海岸取調書(間宮鉄次郎 松岡徳次郎著) ……… 5 

北蝦夷地東海岸取調書(間宮鉄次郎 松岡徳次郎著)・西蝦夷地リインク

島調書(村垣与三郎著) ……… 5 

北蝦夷西海岸取調書(上川伝一郎著) ……… 5 

北蝦夷西海岸取調書(上川伝一郎著)・北蝦夷奥地見聞申上書(今井八九

郎著) ……… 5 

北蝦夷余誌 ……… 25 

北蝦夷餘誌 ……… 34 
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北蝦夷余誌 全 ……… 5 

北への視角 シンポジウム「松浦武四郎」 ……… 38 

北への視角 松浦武四郎没後百年記念展 ……… 57 

北国に光を掲げた人々 第 26集 ……… 46 

北大河・テッシ 松浦武四郎まっぷ ……… 61 

北の国の誇り高き人びと 松浦武四郎とアイヌを読む ……… 49 

北の探険家たち ……… 59 

癸丑浪合日記 上・中・下の上,下の下(松浦武四郎先生自叙伝の一部) ……… 14 

癸丑浪合日記 上・中・下の上,下の下(松浦武四郎先生自叙伝の一部) ……… 15 

京都滞在中所用蝦夷開拓基本献白ノ草稿 明治元年 ……… 14 

近世蝦夷人物誌 ……… 23 

近世蝦夷人物誌 ……… 23 

近世蝦夷人物誌  ……… 33 

近世蝦夷人物誌 ……… 59 

近世蝦夷人物誌 ……… 59 

近世蝦夷人物誌 ……… 28 

近世蝦夷人物誌 巻の 1(上)～第 3編（6） ……… 25 

近世蝦夷人物誌 巻之参 ……… 4 

近世蝦夷人物誌(抄)現代語訳 ……… 26 

近世後期から近代初期に形成された知識人ネットワークに関する基礎

研究 2008(平成 20)年度調査報告 ……… 35 

近世後期から近代初期に形成された知識人ネットワークに関する基礎

研究 2007(平成 19)年度調査報告 ……… 35 

【ク】   

草廼舎に就いて（橘井 清五郎） ……… 52 

釧路叢書 第 1巻 ……… 23 

久摺日誌 ……… 23 

久摺日誌  ……… 25 

久摺日誌 ……… 23 

久摺日誌 ……… 26 

久摺日誌 ……… 14 

久摺日誌 自由訳 ……… 26 

久摺日誌 改訂 自由訳 ……… 26 

郡名之儀ニ付申上候書付 ……… 15 

【ケ】   

決断のとき 歴史にみる男の岐路 ……… 48 

【コ】   

甲寅のあらまし 乙卯のあらまし 松浦武四郎翁自叙伝の一節 ……… 15 

甲寅のあらまし ……… 15 

庚辰紀行 ……… 26 

甲申小記 ……… 5 

庚辰游記 ……… 26 

『浩然随筆』における松浦武四郎 幕末期における仙台への情報発信 

 

……… 38 
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校注簡約松浦武四郎自伝 ……… 49 

校訂蝦夷日誌 1編 ……… 24 

校訂蝦夷日誌 2編 ……… 24 

校訂蝦夷日誌 3編 ……… 24 

河野常吉資料 280 ……… 1 

河野常吉資料 436 ……… 45 

国郡名之義ニ付申上候書付 抄 ……… 23 

国名之儀ニ付申上候書付 ……… 16 

コミックアイヌの歴史 1 ……… 59 

コミックアイヌの歴史 2 ……… 59 

古文書類抜粋[8] ……… 1 

   

【サ】   

再航蝦夷日誌 ……… 1 

再航蝦夷日誌 上巻 ……… 6 

再航蝦夷日誌 下巻 ……… 6 

再航蝦夷日誌 1 ……… 6 

再航蝦夷日誌 2 ……… 6 

再航蝦夷日誌 3 ……… 6 

再航蝦夷日誌 4 ……… 6 

再航蝦夷日誌 5 ……… 7 

再航蝦夷日誌 6 ……… 7 

再航蝦夷日誌 ……… 23 

再航蝦夷日誌(巻十) ……… 29 

再航蝦夷日誌 巻之拾壱～巻之拾四 哈喇土之部(1)～(8) ……… 28 

佐渡日誌 ……… 28 

サハリン松浦武四郎の道を歩く ……… 41 

三航蝦夷日誌 1 ……… 7 

三航蝦夷日誌 2 ……… 7 

三航蝦夷日記 3 ……… 7 

三航蝦夷日誌 4 ……… 7 

三航蝦夷日誌 上巻 ……… 28 

三航蝦夷日誌 下巻 ……… 28 

三航蝦夷日誌 上巻 ……… 29 

三航蝦夷日誌 下巻 ……… 29 

三航蝦夷全図稿本 ……… 7 

【シ】   

詩人松浦武四郎伝 ……… 53 

静かな大地 松浦武四郎と「北加伊道」 ……… 51 

静かな大地 松浦武四郎とアイヌ民族 ……… 51 

静かな大地 松浦武四郎とアイヌ民族（岩波現代文庫） ……… 51 

静かな大地 松浦武四郎とアイヌ民族（同時代ライブラリー 162） ……… 51 

下田日誌 ……… 27 

しゃり歴史再考 報告集 知床博物館開館 20周年記念フォーラム ……… 37 
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拾遺松浦武四郎 ……… 51 

19 世紀中葉以前におけるアイヌの通過儀礼 松浦武四郎筆画『蝦夷風俗

画誌』稿本を中心に 

……… 42 

植物名一覧 松浦武四郎翁著作より ……… 43 

後方羊蹄於路志 ……… 8 

後志郷土史シリーズ 8 ……… 33 

後方羊蹄日誌 ……… 25 

後方羊蹄日誌 ……… 33 

後方羊蹄日誌 全 ……… 7 

後方羊蹄日誌 ……… 29 

後方羊蹄日誌 ……… 13 

後方羊蹄日誌解説書 ……… 7 

史料紹介 札幌市中央図書館所蔵 松浦武四郎自筆『交友名簿帳』 ……… 35 

史料紹介 東北大学附属図書館狩野文庫所蔵 世古延世記録二八『辛酉

年従正月至三月 多気志楼東信』 ……… 35 

知床紀行 ……… 29 

知床と松浦武四郎 松浦武四郎没後百年記念 ……… 51 

知床日誌 ……… 25 

知床日誌 ……… 29 

知床日誌 ……… 14 

白い大地 北海道の名づけ親・松浦武四郎 ……… 59 

壬午遊記 ……… 33 

辛巳紀行 ……… 6 

燼心余赤 1〜10 ……… 48 

燼心余赤 11〜巻之 21 ……… 48 

燼心余赤 1〜78 ……… 48 

燼心余赤 79〜199 ……… 48 

志ん勢ん末和留辺志 ……… 5 

新道見立書 抄 ……… 23 

新版蝦夷土産道中寿五六[解説資料] ……… 15 

新版蝦夷土産道中寿五六 [地図資料] ……… 63 

人物クローズアップ松浦武四郎 尊攘思想家から「アイヌの友」へ!全域

を踏破した北海道の名づけ親 ……… 48 

シンポジウム「松浦武四郎」 ……… 40 

【ス】   

随筆松浦武四郎 ……… 45 

随筆松浦武四郎 ……… 45 

【セ】   

西部登宇武都誌 全 ……… 23 

西部登古呂誌 乾 ……… 23 

西部登古呂誌 坤 ……… 23 

世界自然遺産知床 ……… 41 

1998 東京シンポジウムの記録 歴史における支配と主体 ……… 36 

前近代アイヌ民族における交通路の研究 ……… 42 
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【ソ】   

惣蝦夷地要害心得書(近藤重蔵著) ……… 4 

増補松浦武四郎 ……… 53 

その昔…    ……… 45 

祖父武四郎 ……… 52 

   

【タ】   

泰山荘 松浦武四郎の一畳敷の世界 ……… 52 

竹島雑誌 ……… 28 

武四郎蝦夷地紀行 渡島日誌 1〜4 西蝦夷日誌 7〜8 ……… 29 

多気志楼蝦夷日誌集 ……… 25 

多気志楼蝦夷日誌集 ……… 25 

多気志楼蝦夷日誌集 ……… 25 

竹四郎廻浦日記 1の 1 ……… 8 

竹四郎廻浦日記 1の 2 ……… 8 

竹四郎廻浦日記 2 ……… 8 

竹四郎廻浦日記 3 ……… 8 

竹四郎廻浦日記 4 ……… 8 

竹四郎廻浦日記 5 ……… 8 

竹四郎廻浦日記 6 ……… 8 

竹四郎廻浦日記 7 ……… 9 

竹四郎廻浦日記 8 ……… 9 

竹四郎廻浦日記 9 ……… 9 
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