
さっぽろ資料室ミニ展示『外国人の見た北海道』 展示期間：平成26年12月11日(木)～平成27年2月11日(水)

書名 著者名 出版社 出版年 資料番号 場所区分 請求記号

えぞ地の旅(北海道ライブラリー 22) T・W・ブラキストン／著 北海道出版企画センター 1985.1 0111975595 ２階参考庫 081.2
外人の見たえぞ地(北海道ライブラリー 3) 越崎　宗一／編 北海道出版企画センター １９７６ 0114169501 ２階参考庫 081.2
さっぽろ文庫 60 外国人たち 札幌市教育委員会／編 札幌市 １９９２．３ 0114139439 ２階参考庫 081.2
お雇い外国人(さっぽろ文庫 19) 札幌市教育委員会／編 札幌市 １９８１．１２ 0114138407 ２階参考庫 081.2
宣教師・植物学者 フォリー神父 : 明治のカトリック北日本
宣教

小野　忠亮／著 キリシタン文化研究会 １９７７．４ 0112332242 ２階参考庫 198.2

六月の北見路 : 北辺のピアソン宣教師夫妻 Ｉ・Ｇ・ピアソン／著
日本基督教会北見教会ピア
ソン文庫

１９７８．９ 0112332424 ２階参考庫 198.5

蝦夷地の中の日本 トーマス・W・ブラキストン／著 八木書店 1979.5 0111975637 札幌資料室 210.08
大君の刀 : ブリュネが持ち帰った日本刀の謎(道新選書
42)

合田 一道／著 北海道新聞社 2007.2 0117137612 札幌資料室 210.5

函館の幕末・維新 : フランス士官ブリュネのスケッチ100枚 中央公論社 1988.6 0111683405 ２階参考庫 211.8

箱館開化と米国領事 函館日米協会／編 北海道新聞社 1994.2 0111692455 札幌資料室 211.8
外国人が見た十九世紀の函館 ヘルベルト・プルチョウ／著 武蔵野書院 2002.7 0113857056 札幌資料室 211.8
お雇い外国人 13 開拓 鹿島出版会 1975 0111809513 札幌資料室 280
異星、北天に煌めく 合田 一道／[ほか著] 北海道出版企画センター 2011.1 0118591346 札幌資料室 280.4
Ａ　ｙａｎｋｅｅ　ｉｎ　Ｈｏｋｋａｉｄｏ : Ｔｈｅ　ｌｉｆｅ　ｏｆ　Ｗｉｌｌｉａｍ　Ｓｍ
ｉｔｈ　Ｃｌａｒｋ(Ｓｔｕｄｉｅｓ　ｏｆ　ｍｏｄｅｒｎ　Ｊａｐａｎ)

Ｍａｋｉ　Ｊｏｈｎ　Ｍ． Ｌｅｘｉｎｇｔｏｎ　Ｂｋｓ ２００２ 0113903173 札幌資料室 289.3

クラークの手紙 : 札幌農学校生徒との往復書簡 [クラーク／ほか著] 北海道出版企画センター 1986.6 0111974986 札幌資料室 289.3
クラークの一年 : 札幌農学校初代教頭の日本体験 太田　雄三／著 昭和堂 １９７９ 0111975025 札幌資料室 289.3
ウイル船長回想録(道新選書 15) ウイル／[著] 北海道新聞社 1989.9 0111975058 札幌資料室 289.3
御雇医師エルドリッジの手紙 : 開拓使外科医長の生涯 大西　泰久／編著 みやま書房 １９８１ 0111975090 札幌資料室 289.3
ブナの林が語り伝えること : プロシア人R・ガルトネル七重
村開墾顚末記(北方新書 012)

田辺　安一／著 北海道出版企画センター ２０１０．６ 0118389063 札幌資料室 289.3

ホーレス・ケプロン将軍 : 北海道開拓の父の人間像 メリット・スター／著 北海道出版企画センター 1986.11 0111975124 札幌資料室 289.3
ケプロン日誌 蝦夷と江戸 ホーレス・ケプロン／著 北海道新聞社 1985.2 0111970067 札幌資料室 289.3

白ロシヤのオデッセイ ヴィタリー・グザーノフ／著
初代駐日ロシア領事ゴシケ
ヴィチを顕彰する会

１９８５．７ 0111975140 札幌資料室 289.3

恩師のおもかげ : スミス，モンク先生 宮崎　豊太／編 北星学園同窓会 １９６４ 0111975207 ２階参考庫 289.3
あるお雇い外国人の生涯 : ネーイちゃんの見た父 エドウィ
ン・ダン

ヘレン・ダン・スミス／著 日本経済新聞社 １９７９ 0111975256 札幌資料室 289.3

開拓使お雇いエドウィン・ダン : 札幌での仕事と生活 田辺　安一／編 北海道酪農協会 ２００９．３ 0117889972 札幌資料室 289.3
わが人生の軌跡 -ステップ・バイ・ザ・ウェイ- : ジョン・バチ
ラー遺稿

ジョン・バチェラー／著 北海道出版企画センター １９９３．１０ 0111553046 札幌資料室 289.3

ロウ管の歌 : ある樺太流刑者の足跡(道新選書 2) 先川 信一郎／著 北海道新聞社 1987.11 0111975215 札幌資料室 289.3
評伝お雇いアメリカ人青年教師ウィリアム・ホィーラー 高崎 哲郎／著 鹿島出版会 2004.10 0118466622 札幌資料室 289.3
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さっぽろ資料室ミニ展示『外国人の見た北海道』 展示期間：平成26年12月11日(木)～平成27年2月11日(水)

ラナルド・マクドナルド : 鎖国下の日本に密入国し、日本で
最初の英語教師となったアメリカ人の物語

今西 佑子／著 文芸社 2013.6 0119346195 札幌資料室 289.3

モースの見た北海道 鵜沼 わか／編著 北海道出版企画センター 1991.10 0111975181 札幌資料室 289.3
來曼（ライマン）先生小伝 桑田　権平／著 小浜村（兵庫）桑田権平 １９３７．９ 0114186737 ２階参考庫 289.3
荒野のバラ : クララ・Ｈ・ロースと小樽「静修女学校」 荻野　いずみ／著 オー・プランライナス編集部 １９９５．１２ 0111975314 札幌資料室 289.3
ロシアから来たエース : 300勝投手スタルヒンのもう一つの
戦い

ナターシャ・スタルヒン／著 PHP研究所 1986.8 0111942116 札幌資料室 289.3

ロシア人宣教師の「蝦夷旅行記」 セルギー／著 新読書社 1999.7 0113314249 札幌資料室 291.04
Ｕｎｂｅａｔｅｎ　ｔｒａｃｋｓ　ｉｎ　Ｊａｐａｎ : Ａｃｃｏｕｎｔ　ｏｆ　ｔｒａｖｅｌｓ
ｉｎ　ｔｈｅ　ｉｎｔｅｒｉｏｒ　ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ　ｖｉｓｉｔｓ　ｔｏ　ｔｈｅ　ａｂｏｒｉｇｉｎｅ
ｓ　ｏｆ　Ｙｅｚｏ　ａｎｄ　ｔｈｅ　Ｓｈｒｉｎｅ　ｏｆ　Ｎｉｋｋｏ

Ｂｉｒｄ　Ｉｓａｂｅｌｌａ　Ｌ．／著 Ｃｈａｒｌｅｓ　Ｅ．　Ｔｕｔｔｌｅ １９７３ 0111553582 札幌資料室 291.09

完訳日本奥地紀行 3 北海道・アイヌの世界(東洋文庫
828)

イザベラ・バード／[著] 平凡社 2012.11 0119141216 札幌資料室 291.09

イザベラ・バードを歩く : 『日本奥地紀行』130年後の記憶 釜澤 克彦／著 彩流社 2009.6 0117947481 札幌資料室 291.09

南千島探検始末記 ワシリー・ゴロウニン／著 同時代社 1994.1 0112151014 札幌資料室 291.9
小シーボルト蝦夷見聞記(東洋文庫 597) H.v.シーボルト／[著] 平凡社 1996.2 0111564340 札幌資料室 382.1
アイヌの暮らしと伝承 : よみがえる木霊 ジョン・バチェラー／著 北海道出版企画センター 1999.11 0113314884 札幌資料室 382.1
アイヌの信仰とその儀式 N.G.マンロー／著 国書刊行会 2002.9 0113866024 札幌資料室 382.1
サハリン・アイヌの熊祭 : ピウスツキの論文を中心に
(Academic series new Asia 31)

和田 完／編著 第一書房 1999.9 0113316293 札幌資料室 382.2

海を渡ったアイヌの工芸 : 英国人医師マンローのコレク
ションから

アイヌ文化振興・研究推進機
構／編

アイヌ文化振興・研究推進機構２００２．４ 0113836407 札幌資料室 383.9

マクシモヴィッチと須川長之介 : 日露植物学会の交流史 井上　幸三／著 岩手植物の会 １９９６．６ 0111556379 札幌資料室 402.8
北海道地質測量 日本蝦夷地質要略之図 ベンジャミン・スミス・ライマン／[ほか]製 0118589233 書庫６ 455.1
ライマン・コレクション展 : 明治初期の北海道とマサチュー
セッツ州の交流

北海道開拓記念館／編 北海道開拓記念館 １９９５．８ 0111559449 札幌資料室 455.1

蝦夷地の外人ナチュラリストたち 村元 直人／著 幻洋社 1994.1 0111559605 札幌資料室 462.1
ミルンの日本人種論 : アイヌとコロポクグル ミルン／[著] 雄山閣出版 1993.8 0111695540 札幌資料室 469.9
ブラキストン「標本」史 加藤 克／著 北海道大学出版会 2012.9 0119044766 札幌資料室 488.2
ブルックス札幌農学校講義 ブルックス／[述] 北海道大学図書刊行会 2004.11 0118481449 札幌資料室 610.1
ＭＩＣＨＡＥＬ　ＫＥＮＮＡ　ＩＮ　ＨＯＫＫＡＩＤＯ : Ｌａｎｄｓｃａｐｅｓ
ａｎｄ　Ｍｅｍｏｒｙ

Ｋｅｎｎａ　Ｍｉｃｈａｅｌ／写真 RAM ｃ２００９ 0119033645 札幌資料室 748

オーバーザブラキストンライン : ナリカワレイフォトブック 成川 麗／写真 文 ナチュラリー(発売) 2013.10 0119263879 札幌資料室 748
レイモンさんのハムはボヘミアの味 シュミット村木真寿美／著 河出書房新社 2000.1 0113503205 札幌資料室 913.6
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竹鶴政孝・リタ夫妻関連資料

書名 著者名 出版社 出版年 資料番号 場所区分 請求記号

ウイスキー博物館 : 日本のウイスキーの故郷余市 ニッカウヰスキー／［編］ ニッカウヰスキー [2001] 0113367668 札幌資料室 069.8
わが道をつらぬく : 北国に光を掲げた人々(北海道青少年
叢書 31)

北海道科学文化協会／編 北海道科学文化協会 2013.1 0119263762 札幌資料室 281

北海道開発功労賞 受賞に輝く人々 昭和45年
北海道総務部知事室道民課
／編

北海道 1971.3 0114176886 ２階参考庫 281

北方のパイオニア 続 蝦名　賢造／著 北海道放送 1964.1 0111931317 ２階参考庫 281.1
ウイスキーとダンディズム : 祖父・竹鶴政孝の美意識と暮
らし方(角川oneテーマ21 D-43)

竹鶴 孝太郎／[著] KADOKAWA 2014.10 0119556868 札幌資料室 289.1

竹鶴とリタの夢 : 余市とニッカウヰスキー創業物語 千石 涼太郎／著 双葉社 2014.9 0119541902 札幌資料室 289.1
「マッサン」と呼ばれた男 : 竹鶴政孝物語(NIKKO MOOK) 産経新聞出版 2014.9 0119542330 札幌資料室 289.1
マッサンとリタ 川嶋 康男／著 汐文社 2014.8 0119533271 札幌資料室 289.1
ヒゲのウヰスキー誕生す : 日本で初めてウイスキーをつ
くった男―竹鶴政孝物語―

川又　一英／著 アサヒビール 2011.1 0118627397 札幌資料室 289.1

リタの鐘が鳴る : 竹鶴リタの生涯 早瀬 利之／著 朝日ソノラマ 1995.5 0111942314 札幌資料室 289.1
ヒゲのウヰスキー誕生す 川又 一英／著 新潮社 1982.11 0111942272 札幌資料室 289.1
ウイスキーと私 竹鶴　正孝／著 ニッカウヰスキー 1977.4 0111942298 札幌資料室 289.1
ヒゲと勲章 : ウイスキー革命は俺がやる(歴史をつくる人々
17)

竹鶴 政孝／[著] ダイヤモンド社 1966.6 0111932828 札幌資料室 289.1

ウイスキー一筋に生きてきた男、竹鶴政孝。 : 夢と情熱で
本物をつくりだした男の物語。(MAGAZINE HOUSE MOOK)

マガジンハウス 2014.11 0119538601 札幌資料室 588.5

琥珀色の夢を見る : 竹鶴政孝とリタ ニッカウヰスキー物語
(朝日文庫 ま37-1)

松尾 秀助／著 朝日新聞出版 2014.9 0119541951 札幌資料室 588.5

竹鶴政孝とウイスキー 土屋 守／著 東京書籍 2014.9 0119530301 札幌資料室 588.5
リタとマッサン : 国産ウイスキーを育んだ夫婦愛(集英社文
庫 う18-4)

植松 三十里／著 集英社 2014.8 0119502409 札幌資料室 913.6

ヒゲのウヰスキー誕生す(新潮文庫 か-16-1) 川又 一英／著 新潮社 2014.7 0119502417 札幌資料室 913.6
望郷 改版(角川文庫 も5-17) 森 瑤子／[著] KADOKAWA 2014.6 0119471365 札幌資料室 913.6
マッサン 上(NHK連続テレビ小説) 羽原 大介／作 NHK出版 2014.9 0119542017 札幌資料室 913.6
ひげ : ニッカの雑誌 １９７１年１月号 ニッカウヰスキー 0121675912 書庫３

2014.12.11
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