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図書館薩長同盟講演会に合わせて、西郷隆盛と木戸孝允の人生や二人にまつわる

歴史、また彼らにかかわりのある幕末志士たちについて描かれている本を中心に集めまし

た。 

小説としての読み物や名言、図解されたものなど、いろいろありますが、明治維新の立

役者であった彼らが偉業に至るまでの苦難や困難をどう乗り越えていったのか。本やイベン

トから読み取ってみませんか。 

「幕末志士たちの逆転人生」 
 

展示期間 

令和２年１月４日（土）～令和２年２月３日（月） 

関連イベント 

〇講演会  

演題 「西郷隆盛、木戸孝允の逆転人生～明治維新の立役者たちの光と影～」 

 日時 令和 2年 2月 2日（日）13時 30分開演（開場 13時） 

 会場 山口情報芸術センター スタジオＡ 

 定員 300名（当日先着順・入場無料） 

 講師 鹿児島市講師 東川隆太郎氏（NPO法人まちづくり地域フォーラム・ 

かごしま探検の会 代表理事） 

    山口市講師  松前了嗣氏  （防長史談会 山口県本部 山口支部 支部長） 

 

〇上映会 

令和 2年１月 20日（月）14:00～15:50 「NHK大河ドラマ『西郷どん総集編①』」 

令和 2年１月 27日（月）14:00～16:30 「NHK大河ドラマ『西郷どん総集編②』」 

場所 山口情報芸術センター スタジオＣ 

定員 100名（当日先着順・入場無料） 

 

※問合せ：山口市立中央図書館／TEL 083-901-1040 

山口市立中央図書館 
 



幕末志士たちの逆転人生

請求記号 資料コード 書名 著者名 出版年 出版者

210.5/ ﾊｼ / 003204018 西郷隆盛と明治維新 坂野 潤治∥著 2013.4 講談社

210.6/ ﾖｼ / 001876521 西郷隆盛惜別譜 横田 庄一郎∥著 2004.3 朔北社

289.1/ ｻﾀ / 003660040 西郷隆盛 家近 良樹∥著 2017.8 ミネルヴァ書房

289.1/ ｻﾀ / 002814400 西郷隆盛と幕末維新の政局 家近 良樹∥著 2011.5 ミネルヴァ書房

289.1/ ｻﾀ / 003688821 西郷隆盛 維新150年目の真実 家近 良樹∥著 2017.1 NHK出版

289.1/ ｻﾀ / 003716095 素顔の西郷隆盛 磯田 道史∥著 2018.3 新潮社

289.1/ ｻﾀ / 000135062 西郷さんを語る 岩山 トク∥述 1999.5 至言社

289.1/ ｻﾀ / 000686257 南洲残影 江藤 淳∥著 1998.3 文芸春秋

289.1 / ｻﾀ/ 003689515 西郷隆盛 川道 麟太郎∥著 2017.12 筑摩書房

289.1/ ｻﾀ / 001616261 天を敬い人を愛す 芳 即正∥著 2003.7 高城書房

289.1/ ｻﾀ / 003226409 西郷隆盛 命もいらず名もいらず 北 康利∥著 2013.6 ワック

289.1/ ｻﾀ / 003720848 人生を切り開く!西郷隆盛の言葉100 高橋 伸幸∥著 2017.10 扶桑社

289.1/ ｻﾀ / 002649468 器量と人望 立元 幸治∥著 2010.1 PHP研究所

289.1/ ｻﾀ / 000217433 西郷南洲遺訓講話 西郷 隆盛∥著 1999.5 至言社

289.1/ ｻﾀ / 003659224 西郷どんとよばれた男 原口 泉∥著 2017.8 NHK出版

B289.1/ ｻﾀ / 000709408 西郷隆盛の世界 上田 滋∥著 1998.1 中央公論社

B289.1/ ｻﾀ / 003671429 西郷隆盛101の謎
幕末維新を

愛する会∥著
2017.10 文藝春秋

K289/ ｻﾀ / 003867582 西郷どん!まるごと絵本 東川 隆太郎∥著 2017.12 燦燦舎

T289/ ｻﾀ / 001478704
西郷隆盛

薩摩ハヤトのバラード
古川 薫∥著 2001.12 小峰書店

 778 /ｾｺ / 003700300 西郷どん 前編・後編・完結編 2018.1 NHK出版

  /ﾊﾏ / 003677820 西郷どん! 前編・後編 林 真理子∥著 2017.11 KADOKAWA

V521/ ﾚ / 040502378 歴史秘話ヒストリア　幕末編[5] 2012.1

西郷隆盛



請求記号 資料コード 書名 著者名 出版年 出版者

Y210/ ｻﾓ / 003723509 木戸孝允と幕末・維新 齊藤 紅葉∥著 2018.3
京都大学

学術出版会

Y281/ ｹﾂ / 003100133 月刊  松下村塾　Ｖｏｌ．１２
月刊松下村塾

編集部／編集
2005 山口産業

Y289/ ｷﾀ / 001365018 松菊餘影 足立  荒人／著 2012 マツノ書店

Y289/ ｷﾀ / 003022298 ※ 松菊木戸公伝　上・下
木戸公伝記

編纂所／編
1927.9 明治書院

Y289/ ｷﾀ / 003007750 ※ 木戸松菊略伝 妻木  忠太／著 1985 村田書店

Y289/ ｷﾀ / 003050789 史実参照木戸松菊公逸話 妻木  忠太／著 2015.11 マツノ書店

Y289/ ｷﾀ / 003050804 史実考証木戸松菊公逸事 妻木  忠太／著 2015.11 マツノ書店

Y289/ ｷﾀ / 001428207 木戸孝允関係文書　1~4
木戸孝允関係

文書研究会∥編
2005.10 東京大学出版会

Y289/ ｷﾀ / 003103304 ※ 木戸孝允先生庸績録
木戸孝允公百年祭

奉賛会／編集
1980

木戸孝允公

百年祭奉賛会

Y289/ ｷﾀ / 001336297 ※ 木戸孝允日記　第１巻～第３巻 日本史籍協会／編 1996 東京大学出版会

Y289/ ｷﾀ / 001317308 桂  小五郎 一坂  太郎／著 2007.10 萩ものがたり

Y289/ ｷﾀ / 002720460 木戸孝允 一坂 太郎∥著 2010.7 山川出版社

Y289/ ｷﾀ / 002244801 木戸孝允 松尾 正人∥著 2007.2 吉川弘文館

Y289/ ｷﾀ / 003072795 ※1 醒めた炎　上巻・下巻 村松 剛∥著 1987.7 中央公論社

Y289/ ｷﾀ / 001304419 週刊日本の１００人　４５号 2006
デアゴスティーニ・

ジャパン

Y/ ﾅﾖ / 003091253 小説木戸孝允　上・下 中尾 實信∥著 2018.4 鳥影社

Y/ ﾌｶ / 003047101 炎と青雲　桂小五郎編 古川 薫∥著 1977 文芸春秋

Y/ ﾌｶ / 003047110 炎と青雲　木戸孝允篇 古川 薫∥著 1978.6 文芸春秋

Y/ ﾌｶ /     004331256 桂小五郎　上・下 古川 薫∥著 1984.11 文芸春秋

KY289/ ｷﾀ / 001937583
桂小五郎

奔れ!憂い顔の剣士
古川 薫∥著 2004.11 小峰書店

V711/ ﾍ / 040501673 平成の松下村塾　平成29年度
山口県

ひとづくり財団
2018.3

山口県

ひとづくり財団

※　館内閲覧のみ　※1　館内閲覧のみ。但し他館所蔵あり予約可能

＊複数巻ある資料については、一冊目の資料コードと出版年を記載

木戸孝允



幕末志士たち

請求記号 資料コード 書名 著者名 出版年 出版者

210.5/ ﾁｼ / 002518673 知識ゼロからの幕末維新入門 木村 幸比古∥監修 2008.12 幻冬舎

210.5/ ﾊｸ / 001916159 幕末維新を歩く 2004.7 JTB

210.5/ ﾊﾉ / 001781403 幕末志士の世界 芳賀 登∥著 2003.12 雄山閣

210.5/ ﾏｱ / 003790542 薩長同盟論 町田 明広∥著 2018.12 人文書院

210.5/ ﾏﾋ / 000681949 安政の大獄 松岡 英夫∥著 2001.3 中央公論新社

210.5/ ﾔｴ / 003703464 薩長盟約 立役者は誰だ 山岡 悦郎∥著 2018.1 敬文舎

210.6/ ｶﾏ / 003665713 明治国家と万国対峙 勝田 政治∥著 2017.8 KADOKAWA

210.6/ ﾒｲ / 003718514 明治史講義　人物篇 筒井 清忠∥編 2018.4 筑摩書房

281/ ﾅﾀ / 001296026 幕末維新人物列伝 奈良本 辰也∥著 2005.12 たちばな出版

281/ ﾊｸ / 002645184 幕末維新人物新論 笹部 昌利∥編 2009.12 昭和堂

281/ ﾚﾝ / 002950937
レンズが撮らえた

幕末維新の志士たち
小沢 健志∥監修 2012.4 山川出版社

Y210/ ｼﾖ / 003381233 松下村塾と幕末動乱 2014.9 双葉社

Y210/ ﾐﾂ / 003048136 薩長同盟 三宅  紹宣／著 2015.11 萩ものがたり

Y210/ ﾐﾂ / 003069439 幕長戦争 三宅  紹宣／著 2016.10 萩ものがたり

Y210/ ﾖｼ / 003459760 吉田松陰と長州五傑 頭山 満∥著 2015.7 国書刊行会

Y289/ ｸｹ / 003808594 久坂玄瑞 一坂 太郎∥著 2019.2 ミネルヴァ書房

Y289/ ﾀｼ / 003418903 高杉晋作と久坂玄瑞 池田 諭∥著 2015.2 大和書房

Y289/ ﾖｼ / 003412478 図説吉田松陰 木村 幸比古∥著 2015.1 河出書房新社

B210.0/ ｲﾓ / 003521532

逆説の日本史　19

幕末年代史編

井伊直弼と尊皇攘夷の謎 2

井沢 元彦∥著 2016.4 小学館

B281/ ﾊｸ / 002476731 「幕末の志士」がよくわかる本 山村 竜也∥監修 2008.10 PHP研究所

T210/ ﾔﾀ / 001634720 目からウロコの幕末維新 山村 竜也∥著 2000.9
PHPエディターズ・

グループ


