
前橋市立図書館　大活字本リスト（歴史、伝記、地理） 令和５年１月１１日現在

書誌情報 タイトルコード 所蔵館 請求記号

嫉妬の世界史　　（大活字本シリーズ）　山内 昌之／著　埼玉
福祉会　2020.5　21cm　312p

1009916855474 本館 D209//

英語で読む日本史　　（Bilingual books 4L）　英文日本大事典
／編　講談社インターナショナル　2003.4　23cm　219p

1009810354430 本館 D210.1//

一気に同時読み!世界史までわかる日本史　島崎 晋／著　SB
クリエイティブ　2020.6　26cm　223p

1009916861016 本館 D210.1//

幕末史　1　　（大活字文庫 168）　半藤 一利／[著]　大活字
2009.7　21cm　309p

1009910263397 本館 D210.5//

幕末史　2　　（大活字文庫 168）　半藤 一利／[著]　大活字
2009.7　21cm　355p

1009910263398 本館 D210.5//

幕末史　3　　（大活字文庫 168）　半藤 一利／[著]　大活字
2009.7　21cm　365p

1009910263400 本館 D210.5//

幕末史　4　　（大活字文庫 168）　半藤 一利／[著]　大活字
2009.7　21cm　417p

1009910263401 本館 D210.5//

幕末史　5　　（大活字文庫 168）　半藤 一利／[著]　大活字
2009.7　21cm　307p

1009910263402 本館 D210.5//

学校では習わない江戸時代　　（大活字本シリーズ）　山本 博
文／著　埼玉福祉会　2018.5　21cm　409p

1009916676852 本館 D210.5//

日本人が知らされてこなかった「江戸」　原田 伊織／著　SBク
リエイティブ　2019.10　26cm　253p

1009916804029 本館 D210.5//

サムライの掟　上　　（大活字本シリーズ）　山本 博文／著　埼
玉福祉会　2020.5　21cm　235p

1009916855475 本館 D210.5//

サムライの掟　下　　（大活字本シリーズ）　山本 博文／著　埼
玉福祉会　2020.5　21cm　222p

1009916855476 本館 D210.5//

幕末入門　上　　（大活字本シリーズ）　中村 彰彦／著　埼玉福
祉会　2021.5　21cm　269p

1009916944994 本館 D210.5//

幕末入門　下　　（大活字本シリーズ）　中村 彰彦／著　埼玉福
祉会　2021.5　21cm　233p

1009916944995 本館 D210.5//

日曜日の歴史学　上　　（大活字本シリーズ）　山本 博文／著
埼玉福祉会　2022.11　21cm　244p

1009917076890 本館 D210.5//
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前橋市立図書館　大活字本リスト（歴史、伝記、地理） 令和５年１月１１日現在

書誌情報 タイトルコード 所蔵館 請求記号

日曜日の歴史学　下　　（大活字本シリーズ）　山本 博文／著
埼玉福祉会　2022.11　21cm　234p

1009917076891 本館 D210.5//

あの戦争と日本人　上　　（大活字本シリーズ）　半藤 一利／著
埼玉福祉会　2019.11　21cm　360p

1009916813842 本館 D210.6//

あの戦争と日本人　下　　（大活字本シリーズ）　半藤 一利／著
埼玉福祉会　2019.11　21cm　346p

1009916813843 本館 D210.6//

ノモンハンの夏　上　　（大活字本シリーズ）　半藤 一利／著
埼玉福祉会　2006.5　21cm　273p

1009810565720 本館 D210.7//

ノモンハンの夏　中　　（大活字本シリーズ）　半藤 一利／著
埼玉福祉会　2006.5　21cm　342p

1009810565722 本館 D210.7//

ノモンハンの夏　下　　（大活字本シリーズ）　半藤 一利／著
埼玉福祉会　2006.5　21cm　315p

1009810565723 本館 D210.7//

昭和史七つの謎　上　　（大活字本シリーズ）　保阪 正康／著
埼玉福祉会　2010.5　21cm　234p

1009915459519 本館 D210.7//

昭和史七つの謎　下　　（大活字本シリーズ）　保阪 正康／著
埼玉福祉会　2010.5　21cm　255p

1009915459520 本館 D210.7//

「戦記」で読み解くあの戦争の真実　戸高 一成／監修　SBクリ
エイティブ　2019.2　26cm　270p

1009916740244 本館 D210.7//

なぜ日本は同じ過ちを繰り返すのか　松本 利秋／著　SBクリ
エイティブ　2019.11　26cm　206p

1009916810425 本館 D210.7//

昭和史入門　上　　（大活字本シリーズ）　保阪 正康／著　埼玉
福祉会　2020.11　21cm　254p

1009916901812 本館 D210.7//

昭和史入門　下　　（大活字本シリーズ）　保阪 正康／著　埼玉
福祉会　2020.11　21cm　191p

1009916901813 本館 D210.7//

日本史集中講義　1　　（大活字文庫 135）　井沢 元彦／[著]
大活字　2007.10　21cm　349p

1009910087074 本館 D210//

日本史集中講義　2　　（大活字文庫 135）　井沢 元彦／[著]
大活字　2007.10　21cm　361p

1009910087076 本館 D210//

日本史集中講義　3　　（大活字文庫 135）　井沢 元彦／[著]
大活字　2007.10　21cm　353p

1009910087079 本館 D210//
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本能寺の変431年目の真実　1　　（誰でも文庫 16）　明智 憲三
郎／[著]　大活字文化普及協会　2015.2　26cm　211p

1009916347811 本館 D210//

本能寺の変431年目の真実　2　　（誰でも文庫 16）　明智 憲三
郎／[著]　大活字文化普及協会　2015.2　26cm　229p

1009916347812 本館 D210//

本能寺の変431年目の真実　3　　（誰でも文庫 16）　明智 憲三
郎／[著]　大活字文化普及協会　2015.2　26cm　229p

1009916347813 本館 D210//

ぶらり日本史散策　上　　（大活字本シリーズ）　半藤 一利／著
埼玉福祉会　2016.6　21cm　254p

1009916481486 本館 D210//

ぶらり日本史散策　下　　（大活字本シリーズ）　半藤 一利／著
埼玉福祉会　2016.6　21cm　240p

1009916481487 本館 D210//

歴史の愉しみ方　　（大活字本シリーズ）　磯田 道史／著　埼
玉福祉会　2018.11　21cm　347p

1009916723083 本館 D210//

幕末史　1　　（大活字文庫 168）　半藤 一利／[著]　大活字
2009.7　21cm　309p

1009910263397 元総社 D210//

幕末史　2　　（大活字文庫 168）　半藤 一利／[著]　大活字
2009.7　21cm　355p

1009910263398 元総社 D210//

幕末史　3　　（大活字文庫 168）　半藤 一利／[著]　大活字
2009.7　21cm　365p

1009910263400 元総社 D210//

幕末史　4　　（大活字文庫 168）　半藤 一利／[著]　大活字
2009.7　21cm　417p

1009910263401 元総社 D210//

幕末史　5　　（大活字文庫 168）　半藤 一利／[著]　大活字
2009.7　21cm　307p

1009910263402 元総社 D210//

ノモンハンの夏　上　　（大活字本シリーズ）　半藤 一利／著
埼玉福祉会　2006.5　21cm　273p

1009810565720 総社 D210//

ノモンハンの夏　中　　（大活字本シリーズ）　半藤 一利／著
埼玉福祉会　2006.5　21cm　342p

1009810565722 総社 D210//

ノモンハンの夏　下　　（大活字本シリーズ）　半藤 一利／著
埼玉福祉会　2006.5　21cm　315p

1009810565723 総社 D210//

本能寺の変431年目の真実　1　　（誰でも文庫 16）　明智 憲三
郎／[著]　大活字文化普及協会　2015.2　26cm　211p

1009916347811 東 D210//
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前橋市立図書館　大活字本リスト（歴史、伝記、地理） 令和５年１月１１日現在

書誌情報 タイトルコード 所蔵館 請求記号

本能寺の変431年目の真実　2　　（誰でも文庫 16）　明智 憲三
郎／[著]　大活字文化普及協会　2015.2　26cm　229p

1009916347812 東 D210//

本能寺の変431年目の真実　3　　（誰でも文庫 16）　明智 憲三
郎／[著]　大活字文化普及協会　2015.2　26cm　229p

1009916347813 東 D210//

日本人が知らされてこなかった「江戸」　原田 伊織／著　SBク
リエイティブ　2019.10　26cm　253p

1009916804029 永明 D210//

幕末入門　上　　（大活字本シリーズ）　中村 彰彦／著　埼玉福
祉会　2021.5　21cm　269p

1009916944994 永明 D210//

幕末入門　下　　（大活字本シリーズ）　中村 彰彦／著　埼玉福
祉会　2021.5　21cm　233p

1009916944995 永明 D210//

本能寺前夜　山名 美和子／著　SBクリエイティブ　2021.4
26cm　223p

1009916940117 永明 D210//

広島第二県女二年西組　上　　（大活字本シリーズ）　関 千枝
子／著　埼玉福祉会　1999.5　22cm　307p

1009810086849 本館 D217//

広島第二県女二年西組　下　　（大活字本シリーズ）　関 千枝
子／著　埼玉福祉会　1999.5　22cm　230p

1009810086850 本館 D217//

花を投げた女たち　上　　（大活字本シリーズ）　永畑 道子／著
埼玉福祉会　2000.9　22cm　306p

1009810166434 本館 D281//

花を投げた女たち　下　　（大活字本シリーズ）　永畑 道子／著
埼玉福祉会　2000.9　22cm　208p

1009810166435 本館 D281//

明治の人物誌　上　　（大活字本シリーズ）　星 新一／著　埼玉
福祉会　2005.5　21cm　328p

1009810500249 本館 D281//

明治の人物誌　中　　（大活字本シリーズ）　星 新一／著　埼玉
福祉会　2005.5　21cm　315p

1009810500250 本館 D281//

明治の人物誌　下　　（大活字本シリーズ）　星 新一／著　埼玉
福祉会　2005.5　21cm　363p

1009810500251 本館 D281//

日本人の手紙　第1巻　　（大きな活字で読みやすい本）　紀田
順一郎／監修　リブリオ出版　2004.4　19cm　238p

1009810419522 本館 D281//

日本人の手紙　第2巻　　（大きな活字で読みやすい本）　紀田
順一郎／監修　リブリオ出版　2004.4　19cm　238p

1009810419524 本館 D281//
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書誌情報 タイトルコード 所蔵館 請求記号

日本人の手紙　第3巻　　（大きな活字で読みやすい本）　紀田
順一郎／監修　リブリオ出版　2004.4　19cm　246p

1009810419528 本館 D281//

日本人の手紙　第4巻　　（大きな活字で読みやすい本）　紀田
順一郎／監修　リブリオ出版　2004.4　19cm　237p

1009810419530 本館 D281//

日本人の手紙　第5巻　　（大きな活字で読みやすい本）　紀田
順一郎／監修　リブリオ出版　2004.4　19cm　236p

1009810419533 本館 D281//

日本人の手紙　第6巻　　（大きな活字で読みやすい本）　紀田
順一郎／監修　リブリオ出版　2004.4　19cm　238p

1009810419535 本館 D281//

日本人の手紙　第7巻　　（大きな活字で読みやすい本）　紀田
順一郎／監修　リブリオ出版　2004.4　19cm　238p

1009810419537 本館 D281//

日本人の手紙　第8巻　　（大きな活字で読みやすい本）　紀田
順一郎／監修　リブリオ出版　2004.4　19cm　237p

1009810419539 本館 D281//

日本人の手紙　第9巻　　（大きな活字で読みやすい本）　紀田
順一郎／監修　リブリオ出版　2004.4　19cm　238p

1009810419541 本館 D281//

日本人の手紙　第10巻　　（大きな活字で読みやすい本）　紀田
順一郎／監修　リブリオ出版　2004.4　19cm　238p

1009810419544 本館 D281//

あだ名の人生　　（大活字本シリーズ）　池内 紀／著　埼玉福
祉会　2012.12　21cm　364p

1009916107788 本館 D281//

殿様の通信簿　上　　（大活字本シリーズ）　磯田 道史／著　埼
玉福祉会　2016.6　21cm　229p

1009916481488 本館 D281//

殿様の通信簿　下　　（大活字本シリーズ）　磯田 道史／著　埼
玉福祉会　2016.6　21cm　236p

1009916481489 本館 D281//

「その後」が凄かった!関ケ原敗将復活への道　二木 謙一／編
著　SBクリエイティブ　2019.7　26cm　239p

1009916788833 本館 D281//

無私の日本人　上　　（大活字本シリーズ）　磯田 道史／著　埼
玉福祉会　2021.5　21cm　334p

1009916944996 本館 D281//

無私の日本人　下　　（大活字本シリーズ）　磯田 道史／著　埼
玉福祉会　2021.5　21cm　345p

1009916944997 本館 D281//

信長・秀吉・家康の研究　上　　（大活字文庫 163）　童門 冬二
／[著]　大活字　2009.4　21cm　271p

1009910239364 元総社 D281//
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信長・秀吉・家康の研究　下　　（大活字文庫 163）　童門 冬二
／[著]　大活字　2009.4　21cm　341p

1009910239365 元総社 D281//

日本人の手紙　第1巻　　（大きな活字で読みやすい本）　紀田
順一郎／監修　リブリオ出版　2004.4　19cm　238p

1009810419522 総社 D281//

日本人の手紙　第2巻　　（大きな活字で読みやすい本）　紀田
順一郎／監修　リブリオ出版　2004.4　19cm　238p

1009810419524 総社 D281//

日本人の手紙　第3巻　　（大きな活字で読みやすい本）　紀田
順一郎／監修　リブリオ出版　2004.4　19cm　246p

1009810419528 総社 D281//

日本人の手紙　第4巻　　（大きな活字で読みやすい本）　紀田
順一郎／監修　リブリオ出版　2004.4　19cm　237p

1009810419530 総社 D281//

日本人の手紙　第5巻　　（大きな活字で読みやすい本）　紀田
順一郎／監修　リブリオ出版　2004.4　19cm　236p

1009810419533 総社 D281//

日本人の手紙　第6巻　　（大きな活字で読みやすい本）　紀田
順一郎／監修　リブリオ出版　2004.4　19cm　238p

1009810419535 総社 D281//

日本人の手紙　第7巻　　（大きな活字で読みやすい本）　紀田
順一郎／監修　リブリオ出版　2004.4　19cm　238p

1009810419537 総社 D281//

日本人の手紙　第8巻　　（大きな活字で読みやすい本）　紀田
順一郎／監修　リブリオ出版　2004.4　19cm　237p

1009810419539 総社 D281//

日本人の手紙　第9巻　　（大きな活字で読みやすい本）　紀田
順一郎／監修　リブリオ出版　2004.4　19cm　238p

1009810419541 総社 D281//

日本人の手紙　第10巻　　（大きな活字で読みやすい本）　紀田
順一郎／監修　リブリオ出版　2004.4　19cm　238p

1009810419544 総社 D281//

無私の日本人　上　　（大活字本シリーズ）　磯田 道史／著　埼
玉福祉会　2021.5　21cm　334p

1009916944996 永明 D281//

無私の日本人　下　　（大活字本シリーズ）　磯田 道史／著　埼
玉福祉会　2021.5　21cm　345p

1009916944997 永明 D281//

日本人なら知っておきたい天皇論　小林 よしのり／著　SBクリ
エイティブ　2020.12　26cm　211p

1009916905390 永明 D288//

花々と星々と　上　　（大活字本シリーズ）　犬養 道子／著　埼
玉福祉会　2009.11　21cm　289p

1009915405953 元総社 D289//
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花々と星々と　下　　（大活字本シリーズ）　犬養 道子／著　埼
玉福祉会　2009.11　21cm　325p

1009915405954 元総社 D289//

花々と星々と　上　　（大活字本シリーズ）　犬養 道子／著　埼
玉福祉会　2009.11　21cm　289p

1009915405953 本館 D289/ｲ/

花々と星々と　下　　（大活字本シリーズ）　犬養 道子／著　埼
玉福祉会　2009.11　21cm　325p

1009915405954 本館 D289/ｲ/

信長　上　　（大活字本シリーズ）　秋山 駿／著　埼玉福祉会
2001.11　22cm　354p

1009810241177 本館 D289/ｵ/

信長　中　　（大活字本シリーズ）　秋山 駿／著　埼玉福祉会
2001.11　22cm　371p

1009810241178 本館 D289/ｵ/

信長　下　　（大活字本シリーズ）　秋山 駿／著　埼玉福祉会
2001.11　22cm　313p

1009810241179 本館 D289/ｵ/

日本語と私　上　　（大活字本シリーズ）　大野 晋／著　埼玉福
祉会　2005.11　21cm　290p

1009810530495 本館 D289/ｵ/

日本語と私　下　　（大活字本シリーズ）　大野 晋／著　埼玉福
祉会　2005.11　21cm　212p

1009810530499 本館 D289/ｵ/

それからの海舟　上　　（大活字本シリーズ）　半藤 一利／著
埼玉福祉会　2011.12　21cm　367p

1009915610563 本館 D289/ｶ/

それからの海舟　下　　（大活字本シリーズ）　半藤 一利／著
埼玉福祉会　2011.12　21cm　296p

1009915610564 本館 D289/ｶ/

辛夷の花　上　　（大活字本シリーズ）　秋山 加代／著　埼玉福
祉会　2007.11　21cm　228p

1009910096780 本館 D289/ｺ/

辛夷の花　下　　（大活字本シリーズ）　秋山 加代／著　埼玉福
祉会　2007.11　21cm　258p

1009910096781 本館 D289/ｺ/

近衛家七つの謎　上　　（大活字本シリーズ）　工藤 美代子／
著　埼玉福祉会　2013.6　21cm　336p

1009916162332 本館 D289/ｺ/

近衛家七つの謎　下　　（大活字本シリーズ）　工藤 美代子／
著　埼玉福祉会　2013.6　21cm　359p

1009916162333 本館 D289/ｺ/

反骨　上　　（大活字本シリーズ）　鎌田 慧／著　埼玉福祉会
2012.12　21cm　233p

1009916107789 本館 D289/ｽ/
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反骨　中　　（大活字本シリーズ）　鎌田 慧／著　埼玉福祉会
2012.12　21cm　263p

1009916107790 本館 D289/ｽ/

反骨　下　　（大活字本シリーズ）　鎌田 慧／著　埼玉福祉会
2012.12　21cm　387p

1009916107791 本館 D289/ｽ/

津田梅子　上　　（大活字本シリーズ）　大庭 みな子／著　埼玉
福祉会　1996.5　22cm　275p

1009610022300 本館 D289/ﾂ/

津田梅子　下　　（大活字本シリーズ）　大庭 みな子／著　埼玉
福祉会　1996.5　22cm　233p

1009610022301 本館 D289/ﾂ/

太閤豊臣秀吉　上　　（大活字本シリーズ）　桑田 忠親／著　埼
玉福祉会　2004.11　21cm　197p

1009810464045 本館 D289/ﾄ/

太閤豊臣秀吉　下　　（大活字本シリーズ）　桑田 忠親／著　埼
玉福祉会　2004.11　21cm　219p

1009810464046 本館 D289/ﾄ/

福沢諭吉と日本人　上　　（大活字本シリーズ）　佐高 信／著
埼玉福祉会　2021.11　21cm　292p

1009916987099 本館 D289/ﾌ/

福沢諭吉と日本人　下　　（大活字本シリーズ）　佐高 信／著
埼玉福祉会　2021.11　21cm　321p

1009916987100 本館 D289/ﾌ/

札幌・小樽のあるきかた　　（福袋 大きな字の本）　ゼンリン
2000.6　21cm　191p

1009810144051 本館 D291.1//

信濃路のあるきかた　　（福袋 大きな字の本）　ゼンリン
2000.6　21cm　159p

1009810144052 本館 D291.5//

京都のあるきかた　　（福袋 大きな字の本）　ゼンリン　2001.1
21cm　176p

1009810178650 本館 D291.6//

大阪のあるきかた　　（福袋 大きな字の本）　ゼンリン　2001.1
21cm　167p

1009810180478 本館 D291.6//

都と京(みやこ)　上　　（大活字本シリーズ）　酒井 順子／著
埼玉福祉会　2019.6　21cm　255p

1009916775758 本館 D291.6//

都と京(みやこ)　下　　（大活字本シリーズ）　酒井 順子／著
埼玉福祉会　2019.6　21cm　249p

1009916775759 本館 D291.6//

山恋いの記　上　　（大活字本シリーズ）　村井 米子／著　埼玉
福祉会　1993.10　22cm　283p

1009310058979 本館 D291//
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山恋いの記　下　　（大活字本シリーズ）　村井 米子／著　埼玉
福祉会　1993.10　22cm　292p

1009310058980 本館 D291//

英語で話す「日本」Q&A　　（Bilingual books 1L）　講談社イン
ターナショナル株式会社／編　講談社インターナショナル
2003.4　23cm　341p

1009810354428 本館 D291//

下駄の向くまま　　（大活字本シリーズ）　滝田 ゆう／著　埼玉
福祉会　1987　22cm　446p

1006010080030 桂萱 D291//

都と京(みやこ)　上　　（大活字本シリーズ）　酒井 順子／著
埼玉福祉会　2019.6　21cm　255p

1009916775758 永明 D291//

都と京(みやこ)　下　　（大活字本シリーズ）　酒井 順子／著
埼玉福祉会　2019.6　21cm　249p

1009916775759 永明 D291//

ジーノの家　上　　（大活字本シリーズ）　内田 洋子／著　埼玉
福祉会　2021.11　21cm　307p

1009916987103 本館 D293//

ジーノの家　下　　（大活字本シリーズ）　内田 洋子／著　埼玉
福祉会　2021.11　21cm　250p

1009916987104 本館 D293//

旅をする木　　（大活字本シリーズ）　星野 道夫／著　埼玉福祉
会　2019.6　21cm　421p

1009916775760 本館 D295//

楽しき熱帯　上　　（大活字本シリーズ）　奥本 大三郎／著　埼
玉福祉会　2002.5　22cm　240p

1009810293832 本館 D296//

楽しき熱帯　下　　（大活字本シリーズ）　奥本 大三郎／著　埼
玉福祉会　2002.5　22cm　196p

1009810293833 本館 D296//
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