「黒船が来た！-欧米世界との出会いと幕末の江戸-」
【関連図書リスト】
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出版年

幕末史と外交
1

大日本古文書 幕末外国関係文書之1〜51
2007

東京大学史料編纂所編纂 東京大学史料編纂所 1910～

2

日本開国史 石井孝著 吉川弘文館 1972

2159/1/72

3

通信全覧 第1〜6巻

2159/40/1～6

4

続通信全覧 1〜54

5

幕末外交と開国

6

江戸の海外情報ネットワーク

7

開国史話

8

幕末日本の情報活動 : 「開国」の情報史

9

幕末史

通信全覧編集委員会編 雄松堂出版 1983.1
外務省[原]編纂 通信全覧編集委員会編 雄松堂出版 1983～1984

加藤祐三著 筑摩書房 2004.1 (ちくま新書 ; 453)
岩下哲典著 吉川弘文館 2006.2 (歴史文化ライブラリー ; 207)

加藤祐三著 神奈川新聞社 2008.4 (かなしん150選書 ; 01)
岩下哲典著 改訂増補版 雄山閣 , 2008.4

2108/T727/D2-3-1～51

2159/40(2)/1～54
210.59/5026/2004
210.59/5046/2006
210.59/5054/2008
210.59/5003/2008
210.58/5215/2008

半藤一利著 新潮社 2008.12

ペリー来航関係）
1

黒船来航譜 : 開港への序曲 松平乗昌解説 岩壁義光解説 毎日新聞社 1988.12

D/2158/3011/88

2

図説黒船の時代

2159/3041/95

3

ペリー艦隊日本遠征記 Vol.1〜3

4

ペリー来航と東京湾 : ペリー来航150周年記念 : 収蔵資料展
物館 [2003.7序]

5

南浦書信 : ペリー来航と浦賀奉行戸田伊豆守氏栄の書簡集

6

ペリーの白旗 : 150年目の真実

7

ペリー来航

8

ペリー来航歴史を動かした男たち

9

ペリー来航と横浜

黒船館編 河出書房新社 1995.4
M.C.Perry[著] オフィス宮崎訳・構成 栄光教育文化研究所 1997.10

三谷博著 吉川弘文館 2003.10 (日本歴史叢書新装版)
山本博文著 小学館 2003.11

横浜開港資料館編 横浜開港資料館 2004.4

12 ペリー提督海洋人の肖像
13

川澄哲夫著 有隣堂 2004.12

黒船がやってきた : 幕末の情報ネットワーク
リー ; 191)

岩田みゆき著 吉川弘文館 2005.6 (歴史文化ライブラ

小島敦夫著 講談社 2005.12 (講談社現代新書 ; 1822)

黒船とニッポン開国 : 異文化交錯の劇空間
術図書シリーズ ; Vol.1)

14 予告されていたペリー来航と幕末情報戦争

D/210.58/5130/2003

浦賀近世史研究会監修 未来社 2002.3 210.59/5017/2002

岸俊光著 毎日新聞社 2002.11

10 黒船異聞 : 日本を開国したのは捕鯨船だ
11

横浜市歴史博物館編 横浜市歴史博

D/2910/3480/1～3

神徳昭甫著 富山大学出版会 2006.4 (富山大学出版会学
岩下哲典著 洋泉社 2006.5 (新書y ; 153)

210.59/5019/2002
210.59/5028/2003
210.59/5025/2003
D/210.59/5029/2004
210.59/5034/2004
210.59/5037/2005
289.3/ペ2/602
210.59/5050/2006
210.59/5047/2006

ペリー提督の機密報告書 : コンフィデンシャル・レポートと開国交渉の真実 今津浩一著 ハイデン
210.59/5053/2007
ス 2007.10
幕末nippon : 日米修好通商条約の光と闇 尊王攘夷への道 黄昏の大君の都 たばこと塩の博物館企画・編集
D/210.58/5195/2007
16
角川春樹事務所 2007.11
特別展ペリー&ハリス : 泰平の眠りを覚ました男たち 東京都江戸東京博物館編集 東京都江戸東京博物
D/210.58/5204/2008
17
館 2008.4
15

18 亞墨理駕船渡来日記 : 横浜貿易新聞から 西川武臣編著 神奈川新聞社 2008.8 (かなしん150選書 ; 02)

210.59/5056/2008

19 ペリーとヘボンと横浜開港 : 情報学から見た幕末

210.59/5063/2009

丸山健夫著 臨川書店 2009.10

海防と御台場
1

日本海防史料叢書 第1〜10巻

住田正一編 海防史料刊行会 1932～1933

3972/20/1～10

2

品川区史 通史編 上巻

3

東京市史稿 港湾篇 第2〜3

4

黒船来航と品川台場 : 品川歴史館特別展

5

幕末海防史の研究 : 全国的にみた日本の海防態勢 原剛著 名著出版 1988.7

3921/3002/88

6

品川台場史考 : 幕末から現代まで

T/51・25/3003

7

東京市史稿 市街篇 第43〜44

8

台場 : 内海御台場の構造と築造 東京都港区教育委員会(港区立港郷土資料館)編集 東京都港区教育委
T/35・25/5001/A
員会 2000.1

9

お台場 : 品川台場の設計・構造・機能

10

[港区立港郷土資料館]研究紀要 10〜12号 平成19〜21年度 港区立港郷土資料館 2008～2010〔冨川
武史著 高松彦三郎筆「内海御台場築立御普請御用中日記」（1）～（3）〕

品川区編 品川区 1973

T/51・20/6/1-1A

東京市編 東京市 1926

0920/T727/T2-8-2B～3Ｂ

品川区立品川歴史館編 品川区立品川歴史館 1987.11

佐藤正夫著 理工学社 1997.6

東京都編 東京都 1956～1957

T/51・25/3004

0920/T727/T2-2-43B～44B

淺川道夫著 錦正社 2009.6

T/51・395/5001/2009

幕末の庶民
1

錦絵幕末明治の歴史

1〜3

講談社 1977

D/2160/85/1～3

2

幕末江戸の文化 : 浮世絵と風刺画

3

江戸の大変 天の巻 地震・雷・火事・怪物

4

江戸の大変 地の巻 仇討・心中・乱・黒船 平凡社 1995.8

南和男著 塙書房 1998.10

7218/3268/98

平凡社 1995.7

2150/3194/1
2150/3194/2

江戸城
1

東京市史稿 皇城篇 附図 第1,2

2

江戸城

3

江戸城 1 城郭

4

図解・江戸城をよむ : 大奥・中奥・表向

深井雅海著

5

江戸城外堀物語

1999.7 (ちくま新書)

6

江戸城 : 四海をしろしめす天下の府城

7

江戸城と将軍の暮らし

8

よみがえる江戸城 : 徹底復元◆天下の巨城の全貌

9

江戸城展

村井益男責任編集

東京市編

小学館

伊東竜一著

学習研究社

学習研究社

東京都江戸東京博物館編

11 江戸のなりたち 1:江戸城・大名屋敷

追川吉生著

15 江戸城を歩く : ヴィジュアル版
16 江戸城 : その全容と歴史

小学館
新泉社

2150/3229/97
T/0・090/3005/A

2007.1

2007.8

T/521.8/5022/2005

T/210.5/5156/1
2008.4 (歴史群像シリーズ)

2008.4 (中公新書 ; 1945)

2009.6 (祥伝社新書 ; 161)

西ケ谷恭弘著 東京堂出版 2009.9

図説江戸城の見取り図 : 失われた「天守閣」から「大奥」の人間模様までが蘇る

17 2010.1(青春新書INTELLIGENCE ; PI-262)

210.50/5030/1

T/210.5/5145/2007

2008.7 (講談社学術文庫 ; 1882)
祥伝社

521.8/5027/2000

T/210.5/5140/2007

2007.7

学習研究社

中央公論新社

黒田涼[著]

1997.3

学習研究社 2005.9 (歴史群像シリーズ・デラックス ; 1)

平井聖監修

講談社

D/5215/3307/1

2000.4 (歴史群像・名城シリーズ)

山本博文著

深井雅海著

村井益男[著]

原書房

東京都江戸東京博物館

12 図説江戸城その歴史としくみ : 決定版

14 江戸城 : 将軍家の生活

D/5215/219/86

2000.5 (Gakken graphic books deluxe ; 10)

平井聖監修

10 将軍と大奥:江戸城の「事件と暮らし」

13 江戸城‑本丸御殿と幕府政治

D/0920/T727/T2-1-6A,7A

1992.10 (城郭・侍屋敷古図集成)

筑摩書房

平井聖監修

[1925]

1986.7 (日本名城集成)

至文堂

北原糸子著

東京市

T/210.5/5187/2008
210.50/5340/2008
ST/210.5/5200/2008
T/210.5/5212/2009
T/521.8/5035/2009

中江克己著 青春出版社

T/210.5/5233/2010

18 東京人 25巻11号通巻286号 2010年9月 都市出版〔特集 江戸城-その空間と権力の見取り図p.12～98 〕

＊ここにご紹介したものは一部です。都立中央図書館では、この他にも幕末関係の資料や江戸城の資料を
多数、所蔵しております。

