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北海道・司馬遼太郎の旅 
菜の花忌（２月１２日）に寄せて 

 
 

司馬遼太郎（1923〔大正 3〕年８月～1996〔平成 8〕年２月）

の命日を、『菜の花忌』といいます。この日には、毎年、大阪と

東京とで交互に、シンポジウムや講演会が開催されます。本年は、

大阪でシンポジウムが開かれます。 

『週刊朝日』に長期執筆の【街道をゆく】シリーズの中で、ここ

北の地については、《北海道の諸道》が 1979 年 1 月 5 日～7 月

13 日、《オホーツク街道》が 1992 年 4 月 3 日～12 月 18 日にか

けて連載されました。 

  

今展示では、本道と司馬遼太郎の 縁

えにし

を偲ぶこととします。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

と き 平成 19 年 1 月 9 日～２月 27 日 

ところ 北海道立図書館北方資料室展示コーナー 

 

 
 
 
 



 
《 展示目録 》 

 
Ⅰ『街道をゆく 北海道の諸道』  

● 『街道をゆく １５ 北海道の諸道』  朝日新聞社 １９８１．７  請：210.04/SH   
● 『北海道の諸道』 東京 朝日新聞社 １９９７．８  

（朝日文芸文庫 街道をゆく １５）  請：210.04/SH 
●『司馬遼太郎全集 ５６ 街道をゆく５ 北海道の諸道』 東京 文芸春秋  

１９９９．３  請：210.04/SH 
● 『〈ワイド版〉街道をゆく １５ 北海道の諸道』  

東京 朝日新聞社 ２００５．５ 請：210.04/SH 
● 『週刊司馬遼太郎街道をゆく ＮＯ．２１ 北海道の諸道」  

東京 朝日新聞社 ２００５．６  請：210.04/SH 
● 街道をゆく 〔映像資料〕 ５ 島原・天草の諸道／北海道の諸道  

司馬 遼太郎／原作 新シリーズ 東京 ＮＨＫソフトウェア １９９９ 
１巻（６０分） ＶＨＳ   請：VT/KA/５３２ 

※※初出：『週刊朝日』1979.1.5～7.13 
 

●拾遺－登場する事柄など● 
△ 知られざる中世の北海道 チャシと館の謎にせまる    

北海道開拓記念館／編集 札幌 北海道開拓記念館 ２００１．９  請：069/HO/52 
△ 高田屋嘉兵衛 日露交渉の先駆者   

須藤隆仙／著 東京 国書刊行会 １９８９．１  請：289/TA 
△ 日本幽囚実記    

ガロ－ヴニン／著 東京 聚芳閣 １９２６  請：210.42/G 
△ 函館ガンガン寺物語    

厨川 勇／著 札幌 北海道新聞社 １９９４．９  請：198.19/HA 
△ 蝦夷錦の来た道    

北海道新聞社／編 札幌 北海道新聞社 １９９１．９  請：ア．58/HO 
△ 蝦夷錦と北方交易 開館３０周年記念特別展   

青森県立郷土館／編集 青森 青森県立郷土館 ２００３．９  請：ア．58/E 
△ 場所請負商人と北前船 日本海海運史研究序説    

中西 聡／著 東京 山川出版社 １９９２  請：332.104/NA 
△ 松前蝦夷地場所請負制度の研究    

白山友正／著 増訂 東京 巌南堂書店 １９７１  請：332.104/SH 
△ ニシン文化史    

今田光夫／著 札幌 共同文化社 １９８６．７  請：664.62/I 
△ 北前船 寄港地と交易の物語   

加藤 貞仁／文 秋田 無明舎出版 ２００２．１０  請：683.2/KI 
△ 開陽丸 １ 海底遺跡の発掘調査報告  

江差町教育委員会／編  江差町教育委員会 １９８２．３  請：210.51/E  
△ 箱館戦争 んだんだブックス    

加藤 貞仁／著 秋田 無明舎出版 ２００４．３  請：210.51/HA 
△ Ｒｅｐｏｒｔｓ ａｎｄ ｏｆｆｉｃｉａｌ ｌｅｔｔｅｒｓ ｔｏ ｔｈｅ Ｋａｉｔａｋｕｓｈｉ （ケプロン報文）  

ｂｙ Ｈｏｒａｃｅ Ｃａｐｒｏｎ，ａｎｄ ｈｉｓ ｆｏｒｅｉｇｎ ａｓｓｉｓｔａｎｔｓ Ｔｏｋｅｉ Ｋａｉｔａｋｕｓｈｉ １８７５ 
△  請：317/C 
△ 新選組始末記    

子母沢寛／著 東京 中央公論社 １９６７ 請：一般 F/SH 
△ 三岸好太郎 昭和洋画史への序章   

匠秀夫／著 東京 求竜堂 １９９２．８  請：289/MI  
△ 懐旧録 十津川移民    



森 秀太郎／著 東京 新宿書房 １９８４．１１  請：334.5515/MO 
△ 十津川出国記    

川村たかし／著  北海道新聞社 １９８７．１１ 道新選書 １ 請：334.5/KA 
△ 樺戸集治監獄話    

寺本 界雄／著 東京 樺戸行刑資料刊行会 １９７８  請：326.52/TE 
△ 赤い人    

吉村昭／著 東京 筑摩書房 １９７７．１１  請：F/Y 
△ 屯田兵物語    

伊藤 広／著 札幌 北海道教育社 １９８４  請：393.9/I 
△ 常紋トンネル 北辺に斃れたタコ労働者の碑   

小池喜孝／著 東京 朝日新聞社 １９７７．６  請：366.8/KO 
△ 関寛斎 最後の蘭医   

戸石四郎／著 東京 三省堂 １９８２．８  請：289/SE 
 
  
 

Ⅱ 『街道をゆく オホーツク街道』 

● 『街道をゆく ３８ オホーツク街道』   
東京 朝日新聞社 １９９３．８  請：210.04/SH 

● 『街道をゆく ３８ オホーツク街道』  
東京 朝日新聞社 １９９７．２ 朝日文芸文庫 請：210.04/SH 

● 『司馬遼太郎全集 ６４ 街道をゆく１３ オホーツク街道』 
東京 文芸春秋 １９９９．１１  請：210.04/SH 

● 『〈ワイド版〉街道をゆく ３８ オホーツク街道』   
東京 朝日新聞社 ２００５．８  請：210.04/SH 

● 『週刊司馬遼太郎街道をゆく ＮＯ．３３』   
東京 朝日新聞社 ２００５．９  請：210.04/SH 

● 街道をゆく オホーツク街道 〔映像資料〕 １０   
東京 紀伊国屋書店 １９９９ １巻（５０分） ＶＨＳ  請：VT/KA/４７１  

※※初出：『週刊朝日』1992.4.3～１２．１８ 
 

●拾遺－登場する事柄など● 
△ 北の考古学散歩    

野村 崇／著 札幌 北海道新聞社 ２０００．７ 請：210.02/KI 
△ モヨロ貝塚  古代北方文化の発見  

米村喜男衛／著 東京 講談社 １９６９  請：210.02/Y 
△ モヨロ悠遠 米村喜男衛遺稿   

米村喜男衛／著 網走 米村美登里 １９８５．８  請：210.02/Y 
△ ジョン・バチェラーの手紙    

ジョン・バチェラー／著 東京 山本書店 １９６５  請：289/B 
△ アイヌ・英・和辞典    

ジョン・バチラー／著 第４版 東京 岩波書店 １９３８  請：ｱ.8/B 
△ 天才アイヌ人学者の生涯 知里真志保評伝   

藤本 英夫／著 東京 講談社 １９７０  請：ｱ.28/C 
△ ゲンダーヌ ある北方少数民族のドラマ   

田中 了／著 東京 現代史出版会 １９７８．２  請：ｱ.28/TA 
△ 金田一京助とアイヌ語    

大友 幸男／著 東京 三一書房 ２００１．７  請：289/KI 
△ 私の歩いて来た道 金田一京助自伝    

金田一京助／著 東京 講談社 １９６８ 講談社現代新書  請：289/KI 
△ 日本の深層 縄文・蝦夷文化を探る   

梅原猛／著 東京 佼成出版社 １９８３．１１  請：ｱ.0/U 



△ 擦文文化    
藤本強／著 〔東村山〕 教育社 １９８２．８ 教育社歴史新書  請：210.02/F 

△ 北の古代史をさぐる 擦文文化   
北海道開拓記念館／編集 札幌 北海道開拓記念館 １９９７  請：069/HO/45 

△ 知床博物館特別展 第９回 消えた北方民族 オホーツク文化の終えん  
知床博物館／編 斜里町（網走） 知床博物館 １９８７  請：069/SH/9 

△ 北海道考古学教室 ６ 謎の海洋民族  
宇田川洋著 東京 一光社 １９８４．２  請：210.02/HO/6 

△ 間宮林蔵 北方地理学の建設者   
赤羽栄一／著 東京 清水書院 １９７４  請：289/MA 

△ サハリン発掘の旅 樺太・風土と文化史的世界   
日ソ極東北海道博物館交流協会／編 札幌 みやま書房 １９９０  請：291.91/NI 

△ 冬の海に消えた七〇〇人 インディギルカ号遭難の悲劇     
前田保仁／著 札幌 北海道新聞社 １９８６．１０  請：558.84/MA 

△ インディギルカ号の悲劇 １９３０年代のロシア極東   
原暉之／著 東京 筑摩書房 １９９３．３  請：558.84/I 

△ 黄金郷への旅 北の砂金物語   
矢野牧夫／著 札幌 北海道新聞社 １９８８．５  請：562.1/Y 

△ 北海道縄文時代終末期の研究    
野村 崇／著 札幌 みやま書房 １９８５  請：210.02/NO 

 
 
 
Ⅲ その他雑誌記事など 
▲ 週刊朝日（初出誌）／1979.1.5 号； 街道をゆく 北海道の諸道 ① 
               ／1979.1.12 号；                  ② 
               ／1992.4.3 号； 街道をゆく オホーツク街道 ① 
               ／1992.4.10 号；                  ② 
▲ あかえぞ 第 18 号 陸別町文化協会 2001.12 

／p90～９１；司馬遼太郎氏からの手紙（高橋康昭著） 
▲ はこだでい 10 号 幻洋社 1992.7 
    ／p46～50；函館・文学の散歩道⑨ 司馬遼太郎街道をゆく（桜井健司著） 
▲ 文芸そうや 第 27 号 文芸そうや刊行委員会 1999.12 
    ／ｐ20～23；郷土」の周辺』「オホーツク街道」司馬遼太郎の声問訪問（田中齋著） 
▲ シサム通信  シサム通信編集委員会  
   第 81 号 p13～14；連載・司馬遼太郎のみた日本の民族と国家 ⑮（大野徹人著） 
   第 82 号 p6~7：        〃                     ⑯   〃 
   第 84 号 p13～14；      〃                     ⑰   〃 
   第 85 号 p19～20；      〃                     ⑱   〃 
   第 94 号 p22；やっぱりヘンだ？司馬遼太郎「NHK・街道を行く／オホーツク街道を観て（木戸

宏著） 
▲『朝日新聞』道内版 2005.1.1～10.2 連載記事『司馬遼太郎の北海道 第１部 第 2 部 第 3 部』 

（村井重俊/文 橋本弦/写真）切抜き綴  
 〔※村井重俊：週刊朝日編集部最後の「司馬番」だった報道部記者〕 

 
 
 
Ⅳ 参考展示（個人蔵） 

・ 『遼 司馬遼太郎記念館会誌』創刊号～第２０号（2001.10～2006.7） 
・ 司馬遼太郎記念館案内リーフレット、入場半券 
・ 記念館頒布のバンダナ 


