
タイトル 著者 出版者 資料ID 請求記号

レ・ミゼラブル　上
ヴィクトル・ユゴー／作　清水 正和／編・訳

G・ブリヨン／ほか画
福音館書店 105752448 953ﾕ

不思議の国のアリス
ルイス・キャロル／著　高山 宏／訳

佐々木 マキ／絵
亜紀書房 1000367589 933.6 ｷﾔ

罪と罰　1 ドストエフスキー／著　亀山 郁夫／訳 光文社 1000557049 983 ﾄﾞｽ

若草物語
L・M・オールコット／作 矢川 澄子／訳

 T・チューダー／画
福音館書店 105752471 933 ｵ

戦争と平和　1 トルストイ／著　工藤 精一郎／訳 新潮社 1000597144 983 ﾄﾙ

海底二万海里
J・ベルヌ／作　清水 正和／訳

 A・ド・ヌヴィル／画
福音館書店 105749352 953 ﾍ

鏡の国のアリス
ルイス・キャロル／著　高山 宏／訳

 佐々木 マキ／絵
亜紀書房 1000586741 933.6 ｷﾔ

トム・ソーヤーの冒険
マーク・トウェイン／作　大塚 勇三／訳

八島 太郎／画
福音館書店 105749741 933 ﾄ

人形の家 イプセン／著　矢崎 源九郎／訳 新潮社 1000480630 949.6 ｲﾌﾟ

宝島
スティーブンソン／作　坂井 晴彦／訳

寺島 龍一／画
福音館書店 105749717 933 ｽ

ブラス・クーバスの死後の回想
マシャード・ジ・アシス／著

武田 千香／訳
光文社 1000083764 969.3 ﾏｼ

ハックルベリー・フィンの冒けん マーク・トウェイン／著　柴田 元幸／訳 研究社 1000589729 933.6 ﾄｳ

武器を捨てよ!　上
ベルタ・フォン・ズットナー／著

ズットナー研究会／訳
新日本出版社 1000012862 943.6 ｽﾞﾂ

闇の奥 コンラッド／著　黒原 敏行／訳 光文社 130239098 933.7 ｺﾝ

タイトル 著者 出版者 資料ID 請求記号

蛇の王　ナーガ・ラージ 東郷 隆／著 集英社 105498547 913.6 ﾄｳ

ネバーホーム レアード・ハント／著　柴田 元幸／訳 朝日新聞出版 1000588101 933.7 ﾊﾝ

キルトでつづるものがたり

奴隷ハリエット・パワーズの心の旅

バーバラ・ハーカート／文　杉田 七重／訳

ヴァネッサ・ブラントリー=ニュートン／絵
さ・え・ら書房 1000495653 ｷ

ヴェルディ全オペラ解説　3 高崎 保男／著 音楽之友社 1000365724 766.1

蒼穹の昴　1 浅田 次郎／著 講談社 1080335803 913.6 ｱｻ

カヘルの王
チエルノ・モネネムボ／著

石上 健二／訳
現代企画室 1000156560 953.7 ﾓﾈ

エルトゥールル号の遭難

トルコと日本を結ぶ心の物語
寮 美千子／文　磯 良一／絵 小学館クリエイティブ 1000174555 55

異境
デイヴィッド・マルーフ／著

武舎 るみ／訳
現代企画室 1000077576 933.7 ﾏﾙ

北京から来た男　上
ヘニング・マンケル／著

柳沢 由実子／訳
東京創元社 1000300713 949.8 ﾏﾝ

タイトル 著者 出版者 資料ID 請求記号

ジョン万次郎　海を渡ったサムライ魂
マーギー・プロイス／著

金原 瑞人／訳
集英社 1000164002 933 ﾌﾟ

幕末明治の肖像写真 石黒 敬章／著 角川学芸出版 130201163 281

雄気堂々 城山 三郎／著 新潮社 1000192441 913.6 ｼﾛ

1868　明治が始まった年への旅 加来耕三／著 時事通信出版局 1000603728 210.6

がいなもん　松浦武四郎一代 河治和香／著 小学館 1500064827 913ｶ

日本の鉄道創世記　幕末明治の鉄道発達史 中西 隆紀／著 河出書房新社 130290216 686.2

なまくら 吉橋 通夫／著 講談社 105810683 913.6ﾖ

読書週間展示
「本でタイムトラベル！150年前の世界」ブックリスト

展示期間：平成30年10月26日(金)～11月11日(日)
千代田区読書振興センター

150 年 前 に 出 版 さ れ た 本

歴 史 的 な 出 来 事 に ま つ わ る 本

江 戸 か ら 明 治 へ そ の こ ろ 日 本 は



参考：150年前の世界で起こった出来事

年 　出来事

1853 イギリスの支配がすすむインドで暗殺集団「タグ（タギー）」が壊滅 ≪関連図書≫『蛇の王　ナーガ・ラージ』

1853 漂流、アメリカでの生活を経てジョン万次郎が土佐に帰国（日本） ≪関連図書≫『ジョン万次郎　海を渡ったサムライ魂』

1861 南北戦争開戦（アメリカ） ≪関連図書≫『ネバ―ホーム』

1862 『レ・ミゼラブル』出版

1862 遣欧使節団がパリの写真館で肖像写真を撮影 ≪関連図書≫『幕末明治の肖像写真』

1863 奴隷解放宣言が発布される（アメリカ） ≪関連図書≫『キルトでつづるものがたり』

1865 『不思議の国のアリス』出版

1866 『罪と罰』出版

1867 渋沢栄一らがフランスへと渡航、パリ万博を視察 ≪関連図書≫『雄気堂々』

1868 『若草物語』出版

1868 明治元年（日本） ≪関連図書≫『1868　明治が始まった年への旅』

1869 『戦争と平和』出版

1869 スエズ運河が開通（エジプト） ≪関連図書≫『ヴェルディ全オペラ解説　3』

1869 太政官布告によって「北海道」と命名 ≪関連図書≫『がいなもん　松浦武四郎一代』

1870 『海底二万里』出版

1871 『鏡の国のアリス』出版

1872 新橋－横浜間の鉄道開業 ≪関連図書≫『日本の鉄道創世記』

1876 『トム・ソーヤ―の冒険』出版

1876 廃刀令（大礼服並軍人警察官吏等制服着用の外帯刀禁止の件） ≪関連図書≫『なまくら』

1879 『人形の家』出版

1881 『宝島』出版

1881 『ブラス・クーバスの死後の回想』出版

1884 『ハックルベリー・フィンの冒険』出版

1889 『武器を捨てよ！』発表

1889 戊戌の政変（中国） ≪関連図書≫『蒼穹の昴』

1890 ヨーロッパ列強によるアフリカ分割の中、フランス領ギニア建設 ≪関連図書≫『カヘルの王』

1890 オスマン帝国の軍艦エルトゥールル号遭難（紀州沖） ≪関連図書≫『エルトゥールル号の遭難』

1899 『闇の奥』出版

19世紀後半 イギリス人入植者によるアボリジニへの迫害すすむ（オーストラリア） ≪関連図書≫『異境』

19世紀後半 苦力貿易さかん、アメリカの鉱山や鉄道などで過酷な労働（中国） ≪関連図書≫『北京から来た男』


