
新島八重について 　

新島八重と夫、襄　　会津・京都・同志社 早川  廣中、本井  康博／著 思文閣出版 289.1  ニイジ

新島八重　　愛と闘いの生涯 吉海  直人／著 角川学芸出版 289.1  ニイジ

新島八重　　ハンサムな女傑の生涯 同志社同窓会／著 淡交社 289.1  ニイジ

ハンサムウーマン新島八重 鈴木  由紀子／著 ＮＨＫ出版 289.1  ニイジ

新島八重の維新 安藤  優一郎／著 青春出版社 Ｓ 289.1  ニイジ

明治の兄妹 早乙女  貢／著 新人物往来社 913.6 サ

めぐり逢い　　新島八重回想記 鳥越  碧／著 講談社 913.6 トリゴ

会津おんな戦記 福本  武久／著 埼玉福祉会 Ｄ 913.6 フ

幕末銃姫伝 藤本  ひとみ／著 中央公論新社 913.6 フジモ

維新銃姫伝 藤本  ひとみ／著 中央公論新社 913.6 フジモ

新島襄の世界 北垣  宗治／編 晃洋書房 289.1  ニイジ

新島襄　　人と思想 井上  勝也／著 晃洋書房 289.1  ニイジ

新世界に学ぶ　　新島襄の青春 福本  武久／著 筑摩書房 児 289

闇はわれを阻まず　　山本覚馬伝 鈴木  由紀子／著 小学館 289.1 ヤマモ

会津藩 野口  信一／著 現代書館 212.6

幕末会津の女たち、男たち 中村  彰彦／著 文藝春秋 281.2

幕末の会津藩 星  亮一／著 中央公論新社 Ｓ 210.5

会津籠城戦の三十日 星  亮一／著 　河出書房新社 210.6

会津鶴ケ城 阿井  景子／著 成美堂出版 913.6 ア

図説戊辰戦争 木村  幸比古／編著 河出書房新社 210.6

戊辰戦争論 石井  孝／著 吉川弘文館 210.6

会津戦争全史 星  亮一／著 講談社 210.6

会津落城 星  亮一／著 中央公論新社 Ｓ 210.6
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会津藩・戊辰戦争について

八重を主人公にした小説

八重の家族について

請 求 記 号

          図説 戊辰戦争            

 

      木村 幸比古／編著  

 

      河出書房新社 

          新島八重     

      ハンサムな女傑の生涯  
 

       同志社同窓会／編     

           

                 淡交社 

鳥羽伏見の戦いから函館戦争までを解

説。ペリー来航や大政奉還についての

解説もあり、八重が生まれた時代、幕

末がわかりやすくまとめられています。 

「ハンサム・ウーマン」「幕末のジャ

ンヌ・ダルク」「悪妻」などさまざま

に呼ばれる新島八重。その生涯を7つ

のテーマで追っています。写真が多く、

八重を身近に感じられる一冊です。 

2013年のＮＨＫ大河ドラマは「八重の桜」、新島八重が主人公です。              

八重は、幕末の会津若松に生まれ、明治、大正、昭和の初期と激動の時代を生きました。           

「ハンサム・ウーマン」と称された八重は、どのような人生を送ったのでしょうか？                    
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八重を身近に感じられる一冊です。 

よみなおし戊辰戦争 星  亮一／著 筑摩書房 Ｓ 210.6

戊辰戦争　（ドキュメント歴史の森③）　 星  亮一／編 教育書籍 913.6 ボ

物語会津戦争悲話 宮崎  十三八／ほか  著 新人物往来社 210.6

物語妻たちの会津戦争 宮崎  十三八／編 新人物往来社 210.6

会津白虎隊 星  亮一／著 成美堂出版 210.6

白虎隊という名の青春 星  亮一／著 教育書籍 210.6

物語二本松少年隊 青木  更吉／著 新人物往来社 210.6

日清・日露戦争 原田  敬一／著 岩波書店 Ｓ 210.6

日清戦争 佐谷  眞木人／著 講談社 Ｓ 210.6

日清戦争 檜山  幸夫／著 講談社 210.6

日露戦争史　１ 半藤  一利／著 平凡社 210.6

写真で読む「坂の上の雲」の時代 　 世界文化社 210.6

日露戦争古写真帖 　 新人物往来社 210.6

真説日露戦争 加来  耕三／著 出版芸術社 210.6

読む日本の歴史　7　　近代日本を開いた人びと 古川  清行／著 あすなろ書房 ＹＡ 210.1

読む日本の歴史　８　  激動の昭和へ 古川  清行／著 あすなろ書房 ＹＡ 210.1

幕末・明治・大正古写真帖 　 新人物往来社 210.5

レンズが撮らえた幕末明治日本紀行 小沢  健志／監修 山川出版社 210.5

写真で見る幕末・明治 小沢  健志／編著 世界文化社 210.5

幕末・明治古写真帖 　 新人物往来社 210.5

将軍・殿様が撮った幕末明治 徳川  慶喜／ほか  撮影 新人物往来社 210.5

上野彦馬歴史写真集成 上野  彦馬／撮影 渡辺出版 210.5

NHKスペシャル明治   1　　変革を導いた人間力 NHK「明治」プロジェクト／編著 日本放送出版協会 210.6

NHKスペシャル明治　2　　教育とものづくり、独創力をいかに育てるか NHK「明治」プロジェクト／編著 日本放送出版協会 210.6

NHKスペシャル明治　3　　税制改革と政治参加、真価が問われる構想力 NHK「明治」プロジェクト／編著 日本放送出版協会 210.6

別冊太陽　開国１５０年　明治かがやく 　 平凡社 210.6

明治東京庶民の楽しみ 青木  宏一郎／著 中央公論新社 210.6

明治デモクラシー 坂野  潤治／著 岩波書店 Ｓ 210.6

「明治」という国家 司馬　遼太郎／著 日本放送出版協会 210.6

明治はいから文明史 横田  順弥／著 講談社 210.6

百年前の家庭生活 湯沢  雍彦／ほか　著 クレス出版 210.6

図説・明治の群像296 　 学研 281

洋服・散髪・脱刀 刑部  芳則／著 講談社 383.1

ビジュアル大正クロニクル 　 世界文化社 210.6

大正デモクラシー 成田  龍一／著 岩波書店 Ｓ 210.6

大正時代　現代を読みとく大正の 永沢  道雄／著 光人社 210.6

大正時代を訪ねてみた 皿木  喜久／著 産経新聞ニュースサービス 210.6

日本史のなかの茶道 谷端  昭夫／著 淡交社 791.2

茶人たちの日本文化史 谷  晃／著 講談社 Ｓ 791.2

茶の湯入門　利休さんに学ぶきほんのき　日本の茶家と名茶室 小学館 791

檀ふみの茶の湯はじめ 檀  ふみ／著 アシェット婦人画報社 791

お茶をはじめてみよう 淡交社編集局／編 淡交社 791

利休入門 木村  宗慎／著 新潮社 791.2

千利休 　 平凡社 791.2

利休道歌に学ぶ 阿部  宗正／著 淡交社 791

裏千家茶道のおしえ 千  宗室／著 日本放送出版協会 791

入門裏千家のお茶に親しむ 伊住  宗晃／監修 講談社 791

入門裏千家のお茶に親しむ　薄茶編 桜井  宗幸／指導 講談社 791

入門裏千家のお茶に親しむ　濃茶編 桜井  宗幸／指導 講談社 791

Ｓ …新書

ＹＡ …ヤングアダルト

八重が道を究めた茶道（裏千家）について

日清・日露戦争について

明治・大正時代について


