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1. 箱 館 戦 争 

 

 

書名・編著者等 （シリーズ名） 出版者 出版年 請求記号 

士道 新撰組と函館戦争  

（市立函館博物館特別展示図録 平成 16年度特別展） 
市立函館博物館 2004 069/HA/H16 

幕末・開陽丸 石橋藤雄著 光工堂 2013 210.51/B 

戊辰戦争年表帖 その時、幕末二百八十二諸藩は? ユニプラン 2013 210.51/B 

碧血碑物語 道南の歴史研究協議会編 
道南の歴史研究

協議会 
1975 210.51/D 

榎本武揚と函館戦争  

（週刊ビジュアル日本の合戦 No.28） 
講談社 2006 210.51/E 

激闘箱館新選組 箱館戦争史跡紀行 近江幸雄著 三和印刷(印刷) 2008 210.51/G 

五稜郭 蝦夷共和国の夢を結んだ北の巨星 

（名城を歩く 23）  
PHP研究所 2004 210.51/G 

箱館戦争 加藤貞仁著 （んだんだブックス） 無明舎出版 2004 210.51/HA 

箱館戦争と榎本武揚 敗者の日本史 樋口雄彦著 吉川弘文館 2012 210.51/HA 

箱館戦争史料集 須藤隆仙編 新人物往来社 2011 210.51/HA 

箱館五稜郭物語 河合敦著 光人社 2006 210.51/HA 

箱館戦争写真集 菊地明著 新人物往来社 1999 210.51/HA 

箱館戦争 旺文社編  

（新分析現代に生きる戦略・戦術） 
旺文社 1984 210.51/HA 

箱館戦争 特集 （「日本主義」 2009春号 5号） 白陽社 2009 210.51/HA 

箱館戦争を歩く! 史跡を訪ねる詳細 map付き  

土方愛著 （土方歳三子孫の史跡巡り②） 
土方愛 2013 210.51/HA 

箱館戦争銘々伝上 好川之範編 新人物往来社 2007 210.51/HA/1 

箱館戦争銘々伝下 好川之範編 新人物往来社 2007 210.51/HA/2 

徳川艦隊北走記 石井勉[著] 学芸書林 1977 210.51/I 

時代小説で読む!北海道の幕末・維新  

歴史を愉しむブックガイド  鷲田小彌太著 
亜璃西社 2013 210.51/J 
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書名・編著者等 （シリーズ名） 出版者 出版年 請求記号 

開陽丸 現代ビューロー編 
開陽丸青少年セ

ンター 
1990 210.51/KA 

開陽丸ノ-ト・百十一話 石橋藤雄著 三和印刷(印刷) 1996 210.51/KA 

小杉雅之進が描いた箱館戦争 合田一道編著 
北海道出版企画

センター 
2005 210.51/KO 

麦叢録乾 小杉雅之進著  

（市立函館図書館蔵郷土資料複製叢書 31 ） 
図書裡会 1993 210.51/KO/1 

麦叢録坤 小杉雅之進著 

（市立函館図書館蔵郷土資料複製叢書 31 ） 
図書裡会 1993 210.51/KO/2 

麦叢録附図坤 小杉雅之進著 

(市立函館図書館蔵郷土資料複製叢書 31) 
図書裡会 1993 210.51/KO/3 

物語五稜郭悲話 新人物往来社編 新人物往来社 1988 210.51/MO 

南柯紀行 大鳥圭介著 新人物往来社 1998 210.51/NA 

NHK 歴史への招待第 25巻 NHK編 

( [新コンパクト・シリーズ 077]) 

日本放送出版協

会 
1990 210.51/NI 

箱館戦争記 五稜郭の群像 近江幸雄著 
はこだてまいく

ろぶっく 
1976 210.51/O 

最後の五稜郭決戦土方歳三、箱館に死す!  

(『週刊再現日本史』第 7号 幕末維新 10 1869〜1870) 
講談社 2001 210.51/SA 

最後の戊辰戦争 五稜郭の戦い 

(「歴史読本」第 24巻第 11 号特集) 
新人物往来社 1979 210.51/SA 

新説箱館戦争 榎本 武揚 

(「週刊新説戦乱の日本史」48号) 
小学館 2009 210.51/SH 

新選組と松前 永田富智著 
松前町史に新し

む会 
2004 210.51/SH 

新解函館戦争 幕末箱館の海陸戦を一日ごとに再現す

る 兵頭二十八著 
元就出版社 2012 210.51/SH 

総覧『箱館戦争』 須藤隆仙著  

(須藤隆仙著論集第 1巻) 

南北海道史研究

会 
2006 210.51/SO 

箱館戦争のすべて 須藤隆仙編 新人物往来社 1984 210.51/SU 

夜明けの戦艦 開陽丸物語 高橋昭夫著 北海道新聞社 1991 210.51/TA 

箱館戦争 武田八洲満著 毎日新聞社 1988 210.51/TA 
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書名・編著者等 （シリーズ名） 出版者 出版年 請求記号 

上野彰義隊と箱館戦争史 菊地明著 新人物往来社 2010 210.51/U 

埋もれていた箱館戦争 脇哲著 みやま書房 1981 210.51/W 

誰も書かなかった箱館戦争 脇哲著 新人物往来社 1988 210.51/W 

軍艦開陽丸物語 脇哲著 新人物往来社 1990 210.51/W 

図説・新選組幕末斬闘賦 決定版  

(歴史群像シリーズ) 

学研パブリッシ

ング 
2010 210.51/Z 

レンズが撮らえた幕末維新の志士たち  

小沢健志監修 
山川出版社 2012 281.038/R 

週刊名将の決断 NO.21 童門冬二監修  

(朝日カルチャーシリーズ) 
朝日新聞出版 2009 289/E 

榎本武揚 物語と史蹟をたずねて 赤木駿介著  成美堂出版 1980 289/E 

航(こう) 榎本武揚と軍艦開陽丸の生涯  

綱淵謙錠著 
新潮社 1986 289/E 

ある幕臣の戊辰戦争 剣士伊庭八郎の生涯  

中村彰彦著 (中公新書 2256) 
中央公論新社 2014 289/I 

甲賀源吾伝 附函館戦記 石橋絢彦著  

（東京駒込・光源寺蔵版） 

甲賀源吾伝刊行

会 
1932 289/KO 

大鳥圭介 幕府歩兵奉行、連戦連敗の勝者  

星亮一著 (中公新書 2108) 
中央公論新社 2011 289/O 

五稜郭歴史回廊ガイド Vol.1 五稜郭タワー[編] 五稜郭タワー 2011 291.86/G/1 

五稜郭歴史回廊ガイド Vol.2 五稜郭タワー[編] 五稜郭タワー 2011 291.86/G/2 

錦絵箱館絵巻 函館青年会議所編  

(函館青年会議所出版叢書第 1号) 
函館青年会議所 1979 291.86/HA 

北海道写真史 幕末・明治 渋谷四郎編著 平凡社 1983 740.2/SH 

箱館戦争史跡ルートマップ 函館市観光課 [199-] P210.51/HA 

箱館戦争 北の激戦地 台場山 
大野文化財保護

研究会 
2010 P210.51/HA 

五稜郭みやげ [静止画資料] 北嶋 1929 ｴﾊ/860/21 
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2. 新 撰 組 

 

 

書名・編著者等 （シリーズ名） 出版者 出版年 請求記号 

新選組興亡史 永倉新八の生涯 栗賀大介著 新人物往来社 1972 289/NA 

新選組日記 永倉新八日記・島田魁日記を読む  

永倉新八[著] (PHP新書 257) 
PHP研究所 2003 289/NA 

新選組奮戦記  永倉新八著 
PHP エディター

ズ・グループ 
2013 289/NA 

子孫が語る永倉新八  杉村悦郎著 新人物往来社 2009 289/NA 

新選組永倉新八のすべて  新人物往来社編 新人物往来社 2004 289/NA 

新選組隊士録  (別冊歴史読本 83号) 新人物往来社 1998 210.51/SH 

新選組 その始まりと終わり 結成一五〇周年    

(男の隠れ家特別編集 時空旅人 Vol.11) 
三栄書房 2012 210.51/SH 

新選組巡礼の旅 隊士ゆかりの屯所、寺社、古戦場、墓

を巡る 歴史魂編集部編 

アスキー・メデ

ィアワークス 
2013 210.51/SH 

新選組隊士録  相川司著 新紀元社 2011 210.51/SH 

新選組全史戊辰・箱館編  中村彰彦[著] 

 (角川文庫) 
角川書店 2001 210.51/SH 
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3. 土 方 歳 三 

 

 

書名・編著者等 （シリーズ名） 出版者 出版年 請求記号 

幕末散歩 土方歳三と歩く  

 (航空情報 5月号増刊) 
酣灯社 2013 289/HI 

新選組副長土方歳三 北に燃えた戦士   

 (「歴史読本」第 34巻第 3 号) 
新人物往来社 1989 289/HI 

土方歳三写真集  菊地明編 新人物往来社 1995 289/HI 

新選組と土方歳三 亡びゆく幕府に殉じた蒼き男たち

の軌跡  (双葉社スーパームック) 
双葉社 2010 289/HI 

土方歳三の生涯  菊地明著 新人物往来社 1995 289/HI 

土方歳三の歩いた道 多摩に生まれ多摩に帰る  

のんぶる舎編集部編 
のんぶる舎 1998 289/HI 

子孫が語る土方歳三  土方愛著 新人物往来社 2005 289/HI 

土方歳三のすべて  新人物往来社編 新人物往来社 1977 289/HI 

土方歳三最後の戦い 北海道 199日 好川之範著 北海道新聞社 2014 289/HI 

土方歳三読本  新人物往来社編 新人物往来社 1991 289/HI 

土方歳三・孤立無援の戦士  新人物往来社編 新人物往来社 1998 289/HI 

土方歳三幕末新選組の旅  河合敦著 光人社 2002 289/HI 

史伝土方歳三  木村幸比古[著] (学研 M文庫) 学研 2001 289/HI 

土方歳三の 35年   （歴史読本クロニクル 1 ） 新人物往来社 1998 289/HI 

土方歳三 熱情の士道、冷徹の剣   

（歴史群像シリーズ 58） 
学研 1999 289/HI 

土方歳三 蝦夷共和国への道   

（「週刊真説歴史の道」 2010 年 12月 7日号） 
小学館 2010 289/HI 

土方歳三 われ壮年武人となって名を天下に上げん   

（「週刊日本の 100人」通 55号） 

デアゴスティー

ニ・ジャパン 
2007 289/HI 

土方歳三 洋装の“武士”として散った漢の一徹  

（歴史群像シリーズ） 
学研 2008 289/HI 

土方歳三日記上  菊地明編著  

（ちくま学芸文庫キ 18-1） 
筑摩書房 2011 289/HI/1 
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書名・編著者等 （シリーズ名） 出版者 出版年 請求記号 

土方歳三日記下  菊地明編著  

（ちくま学芸文庫キ 18-2） 
筑摩書房 2011 289/HI/2 

異聞土方歳三の最期  中村忠司著 文芸社 2004 289/HI 

土方歳三 増補新版 新選組の組織者   

（KAWADE 夢ムック） 
河出書房新社 2013 289/HI 

「新選組!!土方歳三最期の一日」メイキング&ビジュ

アル完全ガイドブック  

（2006NHK 正月時代劇  Fusosha mook TVnavi 特別編

集） 

産経新聞社 2006 778.79/SH 

風を追う 土方歳三への旅 村松友視著 PHP研究所 1985 916/MU 

週刊マンガ日本史 35 50人の人物で読む、まったく新

しい日本史 河合敦監修  

（朝日ジュニアシリーズ） 

朝日新聞出版 2010 J289/HI 

土方歳三  加来耕三企画・構成・監修  

（コミック版日本の歴史 35） 
ポプラ社 2013 J289/HI 
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