
資料紹介コーナー

期間：平成24年12月13日（木）～平成25年２月12日（火）

場所：総合資料館３階　図書閲覧室

関係文献一覧（H24.12.12現在)

　　　新島八重

資　料　名 編・著者等 発行所 発行年 請求記号
歴史REAL八重と会津戦争　籠城戦を
戦い抜いた激闘と愛の軌跡!

洋泉社 2012.12 K1/289.1/N72-R

新島八重を歩く
星 亮一、戊辰戦争
研究会/編

潮書房光人社 2012.11 K1/289.1/N72-H

幕末のジャンヌ・ダルク新島八重　新
史料と現地取材で描く新島八重88年
の生涯

好川 之範/著 新人物往来社 2012.11 K1/289.1/N72-Y

ハンサムウーマン新島八重 鈴木 由紀子/著 NHK出版 2012.10 K1/289.1/N72-S
新島八重　武家の女はまつげを濡らさ
ない

石川 真理子/著 PHP研究所 2012.10 K1/289.1/N72-I

新島八重のことがマンガで3時間でわ
かる本　へぇ～そうなのか!

津田 太愚/著
つだ ゆみ/マンガ

明日香出版社 2012.10 K1/289.1/N72-T

新島八重ハンサムな女傑の生涯 同志社同窓会/編 淡交社 2012.10 K1/289.1/N72-D

時代を駆ける新島八重
野口 信一、
小枝 弘和/著

歴史春秋出版 2012.9 K1/289.1/N72-N

新島八重　新島襄・八重夫妻の蒔いた
一粒の麦

みさき りゅうま/著 新人物往来社 2012.9 K0/289.1/N72-M

新島八重その生涯 不破 俊輔/著 明日香出版社 2012.9 K1/913.6/F98
新島八重 おんなの戦い 福本 武久/[著] 角川書店 2012.8 K1S/289.1/N72-F
新島八重　スペンサー銃からバイブル
へ八十七年の軌跡

笹川 壽夫/著 新潟日報事業社 2012.7 K1/289.1/N72-S

新島八重の維新 安藤 優一郎/著 青春出版社 2012.6 K1/289.1/N72-A
新島八重と同志社　2013年大河ドラマ
「八重の桜」記念

同志社大学企画部
広報課/企画制作

同志社 2012.6 K1/377.28/D88

日本の元気印・新島八重
（新島襄を語る 別巻１）

本井 康博/著 思文閣出版 2012.6 K1/289.1/N72/a-1

新島八重と夫、襄　会津・京都・同志
社

早川 廣中、
本井 康博/共著

思文閣出版 2012.5 K1/289.1/N72-H

明治の兄妹　新島八重と山本覚馬 早乙女 貢/著 新人物往来社 2012.5 K1/913.6/Sa67
不一　新島八重の遺したもの 岩澤 信千代/著 アイミライ 2012.4 K1/289.1/N72-I
新島八重 愛と闘いの生涯 吉海 直人/著 角川学芸出版 2012.4 K1/289.1/N72-Y
新島八重の生涯　歴史物語 吉村 康/著 歴史春秋出版 2012.3 K1/289.1/N72-Y
新島襄と八重　同志の絆 福本 武久/著 原書房 2012.1 K1/289.1/N72-F
新島八重の生涯　「日本の男女共同
参画のさきがけ」2013年度大河ドラマ
八重の桜

青木 繁男/[著]
［ふるさと探訪ク
ラブ］

[2012] K1/289.1/N72-A

同志社女学校史の研究 宮澤 正典/著 思文閣出版 2011.3 K1/377.3/Mi89

　　『八重の桜』にちなんで

　　※12月24日（祝）、28日（金）～1月４日（金）、１月14日（祝）、２月11日（祝）は休館

 いよいよ新年１月から「新島八重」を主人公にした大河ドラマ『八重の桜』が始まります。

今回の資料紹介コーナーでは、八重とともに、「夫・新島襄」、「兄・山本覚馬」に関連した文

献をとりあげました。京都にゆかりの深い三人の人物について、当館所蔵の文献を通じて知り、

関心を寄せていただければと思います。 



新島八重の生涯　進取と矜持
（Neesima Room企画展 第36回）

同志社大学同志社
社史資料センター
/[編]

同志社大学同志
社社史資料セン
ター

2009.10 K1/377.28/D88

新島八重子回想録　伝記・新島八重
子（復刻）

新島 八重子/[著]
永沢 嘉巳男/編

大空社 1996.10 K1/289.1/N72-N

　　　新島襄

資　料　名 編・著者等 発行所 発行年 請求記号
新島襄の青春 福本 武久／著 筑摩書房 2012.10 K1/289.1/N72-F
なるほど新島襄 伊藤 彌彦/著 萌書房 2012.10 K1/289.1/N72-I

新島襄を語る 1～9（欠:7） 本井 康博/著 思文閣出版
2005～
2012

K1/289.1/N72/
1～6,8,9

マンガで読む新島襄 自由への旅立ち,
  続 日本初の私立大学設立への挑戦

本井 康博/監修
能田 茂/作画
和順 高雄/シナリオ

同志社大学
2008.12
2010.11

K1/289.1/N72

幕末と同志社　薩摩藩邸址にあって
（Neesima Room企画展 第38回）

同志社社史資料セ
ンター/[編]

同志社社史資料
センター

[2010] K1/377.28/D88

新島襄検定100問　同志社大学の軌
跡（らくたび文庫 別冊）

同志社大学/編 コトコト 2008.12 K1S/291.62/R12

新島襄と下村孝太郎　倜儻不羈の事
業家

志村 和次郎/著 大学教育出版 2008.10 K1/289.1/N72

130年前の「同女」へGo!　新島襄と同
志社女学校

同志社女子大学史
料室/[編]

同志社女子大学
史料室

2007.11 K1/377.28/D88

新島襄の手紙（岩波文庫）
新島 襄/[著]
同志社/編

岩波書店 2005.10 K1S/289.1/N72

新島襄　良心之全身ニ充満シタル丈
夫

太田 雄三/著 ミネルヴァ書房 2005.4 K1/289.1/N72-O

新島襄の交遊　維新の元勲・先覚者た
ち

本井 康博/著 思文閣出版 2005.3 K1/289.1/N72

新島襄とその高弟たち　時代に挑んだ
六人の実像

志村 和次郎/著 上毛新聞社 2004.1 K1/281.04/Sh56

『新島襄全集を読む』刊行記念講演会
第49回公開講演会（人文研ブックレット
No.15）

伊藤 彌彦、
宮沢 正典/述

同志社大学人文
科学研究所

2002.9 K1/289.1/N72-D

新島襄 岡本 清一/著 青山社 2002.4 K1/289.1/N72

現代語で読む新島襄
同志社『現代語で
読む新島襄』編集
委員会/編

丸善 2000.11 K1/289.1/N72-D

中村栄助と明治の京都 河野 仁昭/著 京都新聞社 1999.2 K1/289.1/N37
京都のキリスト教　同志社教会の19世
紀

本井 康博/著
日本キリスト教団
同志社教会

1998.4 K111/198.35/MO84

新島襄考 服部 泰夫/著 同志社公論社 1997 K1/049/H44
新島襄　その時代と生涯 同志社/編 同志社 1993 K1/289.1/N72-D
わが生涯の新島襄　森中章光先生日
記

吉田 曠二/著 不二出版 1991.5 K1/289.1/MO57-Y

新島襄先生の生涯 森中 章光/著 不二出版 1990.3 K1/289.1/N72-M

新島襄と同志社教会
加藤延雄、
久永省一/共著

同朋舎出版事業
部

1986.9 K111/198.35/KA86

　　　山本覚馬

資　料　名 編・著者等 発行所 発行年 請求記号
ラストサムライ山本覚馬 鈴木 由紀子/著 NHK出版 2012.11 K0/289.1/Y31-Y
会津人群像no.19(2011)
<特集>幕末京都にただ一人残った会
津人山本覚馬

歴史春秋出版 2011.4 K0/289.1/Y31

闇はわれを阻まず　山本覚馬伝 鈴木 由紀子/著 小学館 1998.1 K0/289.1/Y31
心眼の人山本覚馬 吉村 康/著 恒文社 1986.12 K0/289.1/Y31-Y

山本覚馬伝（改訂増補）
青山 霞村/原著
田村 敬男/編

京都ライトハウス 1976 K0/289.1/Y31


