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展示期間

平成３０年１０月１１日（木）～１２月１１日（火）

1



◆第1章 松浦武四郎の旅 / 第2章 蝦夷地調査◆第1章 松浦武四郎の旅 / 第2章 蝦夷地調査◆第1章 松浦武四郎の旅 / 第2章 蝦夷地調査◆第1章 松浦武四郎の旅 / 第2章 蝦夷地調査

書名 著者名 出版者 出版年 資料番号 請求記号

デジタル

ライブラリー

松浦武四郎自筆史料(1) 蝦夷地野帳 松浦 武四郎／筆 [18--] 0114769904 210.08/ﾏ/
★

松浦武四郎自筆史料(5) 仙台参政左右秘書 松浦 武四郎／筆 [18--] 0114769946 210.08/ﾏ/
★

松浦武四郎自筆史料(9) 兄佐七に宛てた書簡 松浦 武四郎／筆 [18--] 0114769987 210.08/ﾏ/
★

松浦武四郎自筆史料(10) 佐七・専次郎に宛てた書簡 松浦 武四郎／筆 [18--] 0114769995 210.08/ﾏ/
★

蝦夷志 新井 白石先生／著 [出版者不明] 明治2(1869) 0114769334 210.08/ｱ/
★

蝦夷行程記 上 西部 阿部 喜任／纂述 松浦 武四郎／校訂 播磨屋勝五郎 安政3(1856) 0112505714 291.09/ｴ/
★

蝦夷行程記 下 東部 阿部 喜任／纂述 松浦 武四郎／校訂 播磨屋勝五郎 安政3(1856) 0112505722 291.09/ｴ/
★

壷の石  蝦夷路程便覧 多気志楼主人／[著] 播磨屋勝五郎 嘉永7(1854) 0114770027 291.09/ﾏ/
★

壷の石 後編  北蝦夷路程便覧 多気志楼主人／[著] 播磨屋勝五郎 安政5(1858) 0114770035 291.09/ﾏ/
★

於幾能以志 多気志楼主人／[著] 播磨屋勝五郎 安政2(1855) 0114776164 602.1/ﾏ/
★

新葉和歌集 [春]巻1-巻4 [宗良親王／撰] [松浦 弘／跋] [出版者不明] 嘉永3(1850) 0114776495 911.14/ﾏ/
★

新葉和歌集 [夏]巻5-巻11 [宗良親王／撰] [松浦 弘／跋] [出版者不明] 嘉永3(1850) 0114776511 911.14/ﾏ/
★

新葉和歌集 [秋]巻12-巻16 [宗良親王／撰] [松浦 弘／跋] [出版者不明] 嘉永3(1850) 0114776537 911.14/ﾏ/
★

新葉和歌集 [冬]巻17-巻20 [宗良親王／撰] [松浦 弘／跋] [出版者不明] 嘉永3(1850) 0114776552 911.14/ﾏ/
★

鴨厓頼先生一日百詩 鴨厓頼先生／[著] 鴈金屋清吉 元治元(1864) 0114776602 919.5/ﾗ/

一日百印百詩 頼 三樹三郎／詩 松浦 武四郎／印 [出版者不明] [出版年不明] 0114776560 919.5/ﾗ/

百印百詩を読む 「百印百詩を読む」編集委員会／編 江差町の歴史を紀行し友好を進める会 2000.10 0115671364 919.5/ﾋ/

「札幌市中央図書館所蔵の松浦武四郎自筆資料(１)」

松浦竹四郎研究会会誌 第57号

松浦武四郎研究会 2010.5
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◆第3章 多気志楼物の流行 / 第4章 武四郎とアイヌ民族◆第3章 多気志楼物の流行 / 第4章 武四郎とアイヌ民族◆第3章 多気志楼物の流行 / 第4章 武四郎とアイヌ民族◆第3章 多気志楼物の流行 / 第4章 武四郎とアイヌ民族

書名 著者名 出版者 出版年 資料番号 請求記号

デジタル

ライブラリー

松浦武四郎自筆史料(2) 交友名簿帳 松浦 武四郎／筆 [18--] 0114769912 210.08/ﾏ/
★

松浦武四郎自筆史料(3) 蝦夷地外国船異人情況 松浦 武四郎／筆 [18--] 0114769920 210.08/ﾏ/
★

松浦武四郎自筆史料(4) 蝦夷日誌 松浦 武四郎／筆 [18--] 0114769938 210.08/ﾏ/
★

松浦武四郎自筆史料(6) 積丹岬・オニシカ写生図 松浦 武四郎／筆 [18--] 0114769953 210.08/ﾏ/
★

松浦武四郎自筆草稿　江戸ー函館双六 松浦 武四郎／筆 [出版年不明] 0114770068 291.09/ﾏ/
★

松浦武四郎「自詠和歌」草稿 松浦 武四郎／筆 [18--] 0113501258 911.15/ﾏ/
★

唐太日記 巻之上 茶渓鈴木先生／著 多気志楼主人／註 播磨屋勝五郎 安政7(1860） 0114749633 210.08/ｽ/1
★

唐太日記 巻之下 茶渓鈴木先生／著 多気志楼主人／註 播磨屋勝五郎 安政7(1860） 0114749658 210.08/ｽ/2
★

石狩日誌 松浦竹四郎源弘／著 [出版者不明] 文久元(1861) 0114769177 210.08/ﾏ/
★

北蝦夷余誌 松浦 竹四郎／著 [出版者不明] 万延元(1860) 0114768625 210.08/ﾏ/
★

久摺日誌 松浦 竹四郎／著 [出版者不明] 文久元(1861) 0114769268 210.08/ﾏ/
★

後方羊蹄日誌 松浦 竹四郎／著 [出版者不明] 文久元(1861) 0118705615 210.08/ﾏ/
★

知床日誌 松浦 竹四郎／著 [出版者不明] 文久3(1863) 0114769193 210.08/ﾏ/
★

天塩日誌 松浦 多気志郎／著 [出版者不明] 文久2(1862) 0114769276 210.08/ﾏ/
★

十勝日誌 松浦 竹四郎／著 [出版者不明] 文久元(1861) 0114769201 210.08/ﾏ/
★

西蝦夷日誌 初編 松浦 竹四郎／著 [出版者不明] 慶応元(1865） 0114769219 210.08/ﾏ/
★

西蝦夷日誌 二編 松浦 竹四郎／著 [出版者不明] 慶応元(1865） 0114769227 210.08/ﾏ/
★

西蝦夷日誌 三編 松浦 竹四郎／著 [出版者不明] 文久4(1864) 0114769235 210.08/ﾏ/
★

納紗布日誌 松浦 竹四郎／著 [出版者不明] 文久3(1863) 0114769243 210.08/ﾏ/
★

東蝦夷日誌 松浦 竹四郎／著 [出版者不明] 文久3-4(1863-4) 0114768583 210.08/ﾏ/
★
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書名 著者名 出版者 出版年 資料番号 請求記号

デジタル

ライブラリー

夕張日誌 松浦 竹四郎／著 [出版者不明] 文久2(1862) 0114769250 210.08/ﾏ/
★

蝦夷地名奈留辺志 多気志楼主人／著 [出版者不明] 安政6(1859) 0114749831 291.03/ﾏ/

東西蝦夷山川地理取調圖 松浦 竹四郎／著 IK企画 1983.3 0114780869 他 291.038/B0/

蝦夷漫画 多気志楼主人／著 [出版者不明] 安政6(1859) 0114777352 721/MA89/
★

新板蝦夷土産道中寿五六 [再摺版] 多気志楼主人／絵 [出版者不明] 明治45(1912) 0115709388 798/ﾏ/
★

新板箱館道中名所寿語六　　 [松浦 武四郎／作] [出版者不明] 元治元(1864) 0118714625 798/ﾏ/
★

聖跡二十五霊社順拝双六 松浦 竹四郎／造 古梅居士／題 [出版者不明] [出版年不明] 0115672057 798/ﾏ/
★

千年紀年御神蹟女具梨 松浦 武四郎／著 根岸武香 明治34(1901) 0114777881 798/ﾏ/
★

蝦夷島奇観 秦 檍麿／筆  雄峰社 1982.4 0114009996 210.08/H41/

アイヌ人物誌（平凡社ライブラリー） 松浦 武四郎／著 平凡社 2002.1 0113373617 281.1/ﾏ/
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◆第5章 新政府への登用と任務 / 第6章 晩年 ◆第5章 新政府への登用と任務 / 第6章 晩年 ◆第5章 新政府への登用と任務 / 第6章 晩年 ◆第5章 新政府への登用と任務 / 第6章 晩年 

書名 著者名 出版者 出版年 資料番号 請求記号

デジタル

ライブラリー

松浦武四郎自筆史料(7) 紀行　網走～山越 松浦 武四郎／筆 明治2(1869） 0114769961 210.08/ﾏ/
★

松浦武四郎自筆史料(8) 紀行　虻田～勇払 松浦 武四郎／筆 明治2(1869） 0114769979 210.08/ﾏ/
★

松浦武四郎自筆史料(11) 書簡控 松浦 武四郎／筆 明治元(1868） 0114770001 210.08/ﾏ/
★

開拓使日誌 上(1869-73) 開拓使／編 明治2-6(1869-1873) 0114768765 210.08/ｶ/
★

蝦夷年代記 松浦武四郎阿部弘／[著] [出版者不明] 明治3(1870） 0114770985 210.08/ﾏ/
★

撥雲余興 [1集] 松浦 弘／著 松浦弘 明治10(1877） 0115830960 210/ﾏ/1

撥雲余興 2集 松浦 弘／著 松浦弘 明治15(1882） 0115830978 210/ﾏ/2

木片勧進 松浦 弘／著 南葵文庫 明治41(1908） 0114750029 289.1/MA89/
★

蝦夷闔境山川地理取調大概図 [地図資料] [松浦 武四郎／著] [出版者不明] 安政7(1860） 0114779564 291.038/C0/E
★

北海道国郡全図 [地図資料] [松浦 武四郎／著] 開拓使 明治2(1869) 0114779911 291.038/C0/
★

北海道国郡略図 [地図資料] 松浦 武四郎／[著] [出版者不明] 明治2(1869） 0113501233 291.038/C0/M2
★

丁亥前記 松浦 武四郎／著 [出版者不明] 明治20(1887） 0114770043 291.09/ﾏ/
★

丁亥後記 松浦 武四郎／著 松浦弘 明治20(1887） 0114770050 291.09/ﾏ/
★

貨幣部類 松浦 武四郎／編 [出版者不明] 明治4(1871） 0114771611 337.3/ﾏ/
★

幕末の探検家松浦武四郎と一畳敷 LIXIL出版 2015.7 0119918969 289.1/ﾏ/

日本その日その日　3 (東洋文庫) E・S・モース／[著] 　 石川 欣一／訳 平凡社 1971.1 0114977382 936/ﾓ/3
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◆武四郎関係の出版物◆武四郎関係の出版物◆武四郎関係の出版物◆武四郎関係の出版物

書名 著者名 出版者 出版年 資料番号 請求記号

デジタル

ライブラリー

石狩日誌　現代語訳 松浦 武四郎／著 凍土社 1973.10 0112313630 210.08/ﾏ/

久摺日誌　現代語訳 松浦 武四郎／著 凍土社 1978.8 0112313663 210.08/ﾏ/

後方羊蹄日誌 松浦 武四郎／著 凍土社 1973.5 0112313705 210.08/ﾏ/

知床日誌　現代語訳 松浦 武四郎／著 凍土社 1983.5 0112313689 210.08/ﾏ/

天塩日誌　現代語訳 松浦 武四郎／著 凍土社 1974.8 0111399598 210.08/ﾏ/

十勝日誌　現代語訳 松浦 武四郎／著 凍土社 1975.6 0112313697 210.08/ﾏ/

納沙布日誌　現代語訳 松浦 武四郎／著 凍土社 1980.9 0112313671 210.08/ﾏ/

夕張日誌　現代語訳 松浦 武四郎／著 凍土社 1976.8 0112313655 210.08/ﾏ/

十勝日誌　自由訳 松浦 武四郎／原文 たけしろうカンパニー 2017.11 0180241440 210.08/ﾏ/

久摺日誌　自由訳 松浦 武四郎／原文 たけしろうカンパニー 2014.3 0119477354 210.08/ﾏ/

白い大地　北海道の名づけ親・松浦武四郎 吉田 武三／著 さ・え・ら書房 1973.7 0114175797 289.1/ﾏ/

幕末維新を生きた旅の巨人 松浦武四郎　見る、集める、伝える

北海道博物館／編  三重県総合博物館／

編  　  北海道立帯広美術館／編

勝毎光風社 2018.6 0180345761 289.1/ﾏ/

AINU ART　風のかたりべ

北海道立近代美術館／編集

アイヌ文化振興・研究推進機構／編集

アイヌ文化振興・研究推進機構 2012.11 0119176295 750/ｱ/

ゆたかなる大地　松浦武四郎が歩く 小松 哲郎／著 北海道出版企画センター 2004.1 0118440445 913.6/ｺ/

北海道人　松浦武四郎 佐江 衆一／著 新人物往来社 1999.10 0113485601 913.6/ｻ/

◆札幌市中央図書館デジタルライブラリーについて◆札幌市中央図書館デジタルライブラリーについて◆札幌市中央図書館デジタルライブラリーについて◆札幌市中央図書館デジタルライブラリーについて

リストの「デジタルライブラリー」に★印のある資料は、デジタル化がなされており、インターネット上で公開しています。

拡大して詳細を確認することも可能ですので、ぜひご自宅のパソコンなどでご覧ください。

「札幌市中央図書館デジタルライブラリー」　URL ： http://gazo.library.city.sapporo.jp「札幌市中央図書館デジタルライブラリー」　URL ： http://gazo.library.city.sapporo.jp「札幌市中央図書館デジタルライブラリー」　URL ： http://gazo.library.city.sapporo.jp「札幌市中央図書館デジタルライブラリー」　URL ： http://gazo.library.city.sapporo.jp
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