
1.戦国の世（合戦・戦国武将全般・城郭等）
№ 書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 場所名

1 戦国古戦場の旅  信玄／謙信／勝頼 信長／秀吉／家康  野口 冬人　著 山海堂 1999.4 21047/41 一般書庫

2 群雄割拠と天下統一  戦国期  小和田 哲男　監修 世界文化社 2006.4 21047/112 一般開架

3 図説戦国合戦地図集  決定版  学研 2008.9 21047/139 一般開架

4 地図で読み解く戦国合戦の真実    小和田 哲男　監修 小学館 2009.12 21047/155 一般開架

5 戦国合戦史事典  存亡を懸けた戦国864の戦い  小和田 泰経　著 新紀元社 2010.4 21047/165 一般開架

6 戦国武将の肖像画    二木 謙一　著 新人物往来社 2011.1 21047/174 一般開架

7 戦国武将の合戦図    小和田 哲男　監修 新人物往来社 2011.3 21047/177 一般開架

8 戦国の城全史  勃興期から完成期まで、城郭の発達史を読み解く!!  学研パブリッシング 2011.9 21047/180 一般開架

9 戦国城事典    吉田 龍司　著 新紀元社 2012.8 21047/190 一般開架

10 図説・戦国合戦集  決定版  歴史群像編集部　編 学研パブリッシング 2013.5 21047/201 一般開架

11 戦国大名の「外交」    丸島 和洋　著 講談社 2013.8 21047/208 一般開架

12 戦国大名  政策・統治・戦争  黒田 基樹　著 平凡社 2014.1 21047/213 一般開架

13 戦国大名と読書    小和田 哲男　著 柏書房 2014.2 21047/214 一般開架

14 戦国武将と男色  知られざる「武家衆道」の盛衰史  乃至 政彦　著 洋泉社 2013.12 21047/217 一般開架

15 北関東の戦国時代    江田 郁夫　編 高志書院 2013.3 213/60 一般開架

16 戦国の武将三十人    桑田 忠親　著 新人物往来社 1996.8 28104/23 一般書庫

17 写真と地図で歩く戦国武将の城跡    新人物往来社　編 新人物往来社 2009.1 28104/294 一般開架

18 名将の言葉  武人の生き様と美学  本郷 和人　著 パイインターナショナル 2011.6 28104/315 一般開架

19 軍師の時代  戦国乱世を演出した名将烈伝  堀 和久　著 日本文芸社 1983.8 28104/H87 書庫ＣＬ

20 戦国大名一〇六家最強の系図    小和田 哲男　著 新人物往来社 2009.8 2882/33 一般開架

21 戦国の食術  勝つための食の極意  永山 久夫　著 学研パブリッシング 2011.11 38381/136 一般開架

22 城郭みどころ事典    東国編 西ケ谷 恭弘　編 東京堂出版 2003.9 52182/37/1 一般開架

23 城郭みどころ事典    西国編 西ケ谷 恭弘　編 東京堂出版 2003.9 52182/37/2 一般開架
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 日本の歴史の中で、戦国時代と呼ばれる時代がありました。室町時代の終わり頃から安土桃山時代の終わりごろま
での百数十年間の戦乱の世のことです。この時代には、幕府の支配の形から抜け出して、守護公権のあるなしに関
わらず、領国内を独自に統一する権力を有する戦国大名が現れます。戦国大名の家来を含めた当時の武士たちを
戦国武将といい、身分の下の者が上位のものの権力をうばいとる「下剋上」がたびたび起こりました。実力さえあれば、
天下をとる可能性もある戦国時代はまさに「実力の時代」でした。現在でもその武将の生き様は、テレビドラマや映画
化され私たちの多くが知るところです。 
  今回は、東部図書館で開催する歴史講座「戦国武将 松平家忠と東総」(11月22日（土）13時半～)にちなんで、
戦国武将について資料展示をいたします。戦国合戦の様子や城郭、戦国武将の暮らし、また、個々の武将について
描かれた資料や歴史小説を集めました。戦国武将の生き様やその当時の暮らしぶりをのぞいてみませんか。 



№ 書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 場所名

24 日本の名城  古写真で蘇る  1 西ケ谷 恭弘　著 JTBパブリッシング 2008.9 52182/52/1 一般書庫

25 すぐわかる日本の城  歴史・建築・土木・城下町  三浦 正幸　監修 東京美術 2009.1 52182/58 一般開架

26 図説戦国の実戦兜  決定版  竹村 雅夫　編著 学研 2009.3 7567/11 一般開架

２.戦国武将

№ 書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 場所名

27 明智光秀のすべて    二木 謙一　編 新人物往来社 1994.12 2891/ｱﾐ3 一般開架

28 明智光秀  浪人出身の外様大名の実像  谷口 研語　著 洋泉社 2014.5 2891/ｱﾐ5 一般開架

29 浅井長政のすべて    小和田 哲男　編 新人物往来社 2008.8 2891/ｱﾅ4 一般書庫

30 浅井長政と姉川合戦  その繁栄と滅亡への軌跡  太田 浩司　著 サンライズ出版 2011.1 2891/ｱﾅ6 一般開架

31 戦国大名尼子氏の研究    長谷川 博史　著 吉川弘文館 2000.5 21047/51 一般書庫

32 泰平国家の建設  家康の生涯  川崎 記孝　著 日本図書刊行会 2004.11 21052/69 一般書庫

33 駿府の大御所徳川家康    小和田 哲男　著 静岡新聞社 2007.4 2891/ﾄｲ10 一般開架

34 詳細図説家康記    小和田 哲男　著 新人物往来社 2010.3 2891/ﾄｲ12 一般開架

35 定本徳川家康    本多 隆成　著 吉川弘文館 2010.12 2891/ﾄｲ14 一般開架

36 徳川家康と関ケ原の戦い    本多 隆成　著 吉川弘文館 2013.12 2891/ﾄｲ17 一般開架

37 家康、真骨頂  「狸おやじ」のすすめ  小林 一哉　著 平凡社 2014.5 2891/ﾄｲ18 一般開架

38 徳川家康読本    新人物往来社　編 新人物往来社 1992.6 2891/ﾄｲ2 一般書庫

39 図説徳川家康    河出書房新社編集部　編 河出書房新社 1999.1 2891/ﾄｲ6 一般書庫

40 戦国大名今川氏と葛山氏    有光 友學　著 吉川弘文館 2013.4 21047/199 一般開架

41 今川義元のすべて    小和田 哲男　編 新人物往来社 1994.4 2891/ｲﾖ1 一般書庫

42 今川義元  自分の力量を以て国の法度を申付く  小和田 哲男　著 ミネルヴァ書房 2004.9 2891/ｲﾖ5 一般書庫

43 上杉謙信    花ケ前 盛明　著 新人物往来社 1991.11 2891/ｳｹ2 一般書庫

44 図説上杉謙信と上杉鷹山    花ケ前 盛明　著 河出書房新社 1999.11 2891/ｳｹ3 一般書庫

45 定本上杉謙信    池 享　編 高志書院 2000.5 2891/ｳｹ4 一般書庫

46 上杉謙信  ゆかりの地を訪ねて  花ケ前 盛明　著 新潟日報事業社 2002.7 2891/ｳｹ5 一般書庫

47 新編上杉謙信のすべて    花ケ前 盛明　編 新人物往来社 2008.5 2891/ｳｹ7 一般書庫

48 大友宗麟の戦国都市・豊後府内    玉永 光洋　著 新泉社 2009.4 21047/147 一般開架

49 伝記加藤清正    矢野 四年生　著 のべる出版企画 2000.7 2891/ｶｷ3 一般書庫

50 加藤清正  朝鮮侵略の実像  北島 万次　著 吉川弘文館 2007.4 2891/ｶｷ4 一般書庫

51 加藤清正の生涯  古文書が語る実像  熊本日日新聞社 　編 熊本日日新聞社 2013.12 2891/ｶｷ8 一般開架

52 黒田官兵衛・長政の野望  もう一つの関ケ原  渡邊 大門　著 角川学芸出版 2013.8 21048/110 一般開架

53 黒田官兵衛のすべて    安藤 英男　編 中経出版 2013.9 2891/ｸﾖ2 一般開架

54 キリシタン黒田官兵衛    上巻 雜賀 信行　著 雜賀編集工房 2013.1 2891/ｸﾖ3/1 一般開架

55 黒田官兵衛  「天下を狙った軍師」の実像  諏訪 勝則　著 中央公論新社 2013.11 2891/ｸﾖ4 一般開架

56 黒田如水    福本 日南　著 福岡市文学館 2013.11 2891/ｸﾖ5 一般開架

57 黒田官兵衛  豊臣秀吉の天下取りを支えた軍師  小和田 哲男　監修 宮帯出版社 2014.2 2891/ｸﾖ6 一般開架

58 黒田官兵衛  姫路が生んだ戦国の智将  姫路獨協大学播磨総合研究所　編 神戸新聞総合出版センター 2014.5 2891/ｸﾖ8 一般開架

59 黒田官兵衛と二十四騎    本山 一城　著 宮帯出版社 2014.4 2891/ｸﾖ9 一般開架



№ 書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 場所名

60 戦国軍師たちの戦略  戦国の合戦を演出した陰の実力者たち  新人物往来社 1996.7 21047/9 一般書庫

61 軍師 真田幸村    近藤 精一郎　著 新人物往来社 1985.2 2891/SA61 書庫ＣＬ

62 真田幸村のすべて    小林 計一郎　編 新人物往来社 1989.5 2891/ｻﾕ1 一般書庫

63 高山右近  キリシタン大名への新視点  中西 裕樹　編 宮帯出版社 2014.3 2891/ﾀｳ7 一般開架

64 定本・武田信玄  21世紀の戦国大名論  笹本 正治　編 高志書院 2002.6 21047/73 一般書庫

65 武田信玄を歩く  歴史の旅  秋山 敬　著 吉川弘文館 2003.8 2891/ﾀｼ31 一般書庫

66 武田信玄  芳声天下に伝わり仁道寰中に鳴る  笹本 正治　著 ミネルヴァ書房 2005.11 2891/ﾀｼ38 一般書庫

67 武田信玄    平山 優　著 吉川弘文館 2006.12 2891/ﾀｼ42 一般書庫

68 新編武田信玄のすべて    柴辻 俊六　編 新人物往来社 2008.6 2891/ﾀｼ50 一般開架

69 信玄と謙信  宿命のライバル  柴辻 俊六　著 高志書院 2009.11 21047/156 一般開架

70 謙信と信玄    井上 鋭夫　著 吉川弘文館 2012.9 21047/191 一般開架

71 信長と信玄    津本 陽　著 東洋経済新報社 1999.7 2891/ｵﾉ14 一般書庫

72 信玄と信長  戦国武将に学ぶリーダーの条件  百瀬 明治　著 有楽出版社 2007.1 2891/ﾀｼ47 一般開架

73 武田信玄と毛利元就  思いがけない巨大な勢力圏  鴨川 達夫　著 山川出版社 2011.4 2891/ﾀｼ55 一般開架

74 軍師直江兼続    坂口 安吾　ほか著 河出書房新社 2008.11 2891/ﾅｶ11 一般開架

75 直江兼続    矢田 俊文　編 高志書院 2009.2 2891/ﾅｶ12 一般開架

76 愛・直江兼続の敗北    赤坂 大輔　著 新人物往来社 2009.9 2891/ﾅｶ13 一般開架

77 直江兼続の新研究    花ケ前 盛明　監修 宮帯出版社 2009.1 2891/ﾅｶ14 一般開架

78 定本直江兼続  戦国の世に咲いたナンバー2の美学  花ケ前 盛明　監修 郷土出版社 2010.1 2891/ﾅｶ17 一般開架

79 直江兼続  「天地人」探訪  上 武山 憲明　著 音羽出版 2008.8 2891/ﾅｶ6/1 一般開架

80 直江兼続  「天地人」探訪  下 武山 憲明　著 音羽出版 2008.8 2891/ﾅｶ6/2 一般開架

81 直江兼続伝    木村 徳衛　著 慧文社 2008.9 2891/ﾅｶ7 一般開架

82 直江兼続    今福 匡　著 新人物往来社 2008.12 2891/ﾅｶ9 一般開架

83 図説『信長公記』で読む信長の謎    小和田 哲男　監修 青春出版社 2008.11 2891/ｵﾉ27 一般開架

84 織田信長  『信長公記』紀行  立松 和平　著 勉誠出版 2010.2 2891/ｵﾉ30 一般開架

85 織田信長の尾張時代    横山 住雄　著 戎光祥出版 2012.6 2891/ｵﾉ34 一般開架

86 織田信長    池上 裕子　著 吉川弘文館 2012.12 2891/ｵﾉ35 一般開架

87 『武功夜話』で読む信長・秀吉ものがたり    阿部 一彦　著 風媒社 2013.9 21047/209 一般開架

88 天下統一  信長と秀吉が成し遂げた「革命」  藤田 達生　著 中央公論新社 2014.4 21047/219 一般開架

89 『信長記』と信長・秀吉の時代    金子 拓　編 勉誠出版 2012.7 2891/ｵｷ10 一般開架

90 天下人の夢  信長・秀吉・家康  津本 陽　著 実業之日本社 2014.3 28104/332 一般開架

91 竹中半兵衛のすべて    池内 昭一　編 新人物往来社 1996.2 2891/ﾀﾊ1 一般書庫

92 秀吉の天下統一戦争    小和田 哲男　著 吉川弘文館 2006.1 21048/70 一般開架

93 秀吉の野望と誤算  文禄・慶長の役と関ケ原合戦  笠谷 和比古　共著 文英堂 2000.6 21049/9 一般開架

94 豊臣秀吉と京都  聚楽第・御土居と伏見城  日本史研究会　編 文理閣 2001.12 2162/37 一般書庫

95 豊臣秀吉読本    新人物往来社　編 新人物往来社 1992.3 2891/ﾄﾋ3 一般書庫

96 写真でみる豊臣秀吉の生涯    石田 多加幸　著 新人物往来社 1991.8 2891/ﾄﾋ4 一般書庫

97 豊臣秀吉事典    杉山 博　編 新人物往来社 2007.6 2891/ﾄﾋ7 一般開架

98 戦国関東の覇権戦争  北条氏VS関東管領・上杉氏55年の戦い  黒田 基樹　著 洋泉社 2011.6 213/48 一般開架



№ 書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 場所名

99 北条早雲とその一族 黒田 基樹　著 新人物往来社 2007.7 2883/142 一般開架

100 槍の又左前田利家  加賀百万石の胎動  池田 公一　著 新人物往来社 1999.7 2891/ﾏﾄ7 一般書庫

101 前田利家のすべて    花ケ前 盛明　編 新人物往来社 1999.1 2891/ﾏﾄ8 一般書庫

102 伊達政宗  文化とその遺産  小林 清治　編 里文出版 1987.9 2891/D44 書庫ＣＬ

103 伊達政宗  知られざる実像  小和田 哲男　著 講談社 1986.1 2891/D44 書庫ＣＬ

104 伊達政宗のしたたか人間学    風巻 絃一　著 三笠書房 1986.11 2891/D44 書庫ＣＬ

105 独眼竜政宗の素顔    逸見 英夫　著 宝文堂 1996.8 2891/ﾀﾏ 17 一般書庫

106 図説伊達政宗    仙台市博物館　編集 河出書房新社 2002.7 2891/ﾀﾏ14 一般開架

107 政宗をめぐる十人の女    紫桃 正隆　著 宝文堂 1994.1 2891/ﾀﾏ16 一般書庫

108 伊達政宗    永岡 慶之助　著 歴史春秋出版 1991.12 2891/ﾀﾏ8 一般書庫

109 荒木村重研究序説  戦国の将村重の軌跡とその時代  瓦田 昇　著 海鳥社 1998.6 2891/ｱﾑ1 一般書庫

110 毛利元就の人間学  家康が学んだ遅咲きの人生  中江 克己　著 ぴいぷる社 1997.4 2891/ﾓﾓ4 一般書庫

111 知将・毛利元就  国人領主から戦国大名へ  池 享　著 新日本出版社 2009.2 2891/ﾓﾓ5 一般開架

112 「山本菅助」の実像を探る    山梨県立博物館　監修 戎光祥出版 2013.6 2891/ﾔｶ25 一般開架

113 戦国三姉妹  茶々・初・江の数奇な生涯  小和田 哲男　著 角川学芸出版 2010.11 21048/20/10 一般開架

114 信長に「反逆」した男たち    早乙女 貢　ほか著 教育書籍 1992.7 28104/65 一般書庫

３.戦国武将の歴史小説

№ 書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 場所名

115 真説 明智光秀    松村 茂平　著 風濤社 1986.1 9136/MA82 書庫ＣＬ

116 明智光秀    榊山 潤　著 叢文社 1983.6 9136/SA31 書庫ＣＬ

117 明智光秀    早乙女 貢　著 広済堂出版 1980.4 9136/SA67 書庫ＣＬ

118 明智光秀転生  逆賊から江戸幕府黒幕へ  伊牟田 比呂多　著 海鳥社 2011.6 9136/ｲﾋ60 一般開架

119 覇王の番人    上 真保 裕一　著 講談社 2008.1 9136/ｼﾕ26/1 一般開架

120 覇王の番人    下 真保 裕一　著 講談社 2008.1 9136/ｼﾕ26/2 一般開架

121 死して残せよ虎の皮  浅井長政正伝  鈴木 輝一郎　著 徳間書店 2000.7 9136/ｽｷ4 一般書庫

122 徳川家康  トクチョンカガン  上 荒山 徹　著 実業之日本社 2009.9 9136/ｱﾄ20/1 一般開架

123 徳川家康  トクチョンカガン  下 荒山 徹　著 実業之日本社 2009.9 9136/ｱﾄ20/2 一般開架

124 芋汁武士道  家康と徳川家臣団  桜田 晋也　著 祥伝社 2000.2 9136/ｻｼ19 一般書庫

125 家康と正信  最後に笑った主役と名補佐役  童門 冬二　著 PHP研究所 1999.11 9136/ﾄﾌ18 一般書庫

126 家康、死す    上 宮本 昌孝　著 講談社 2010.9 9136/ﾐﾏ59/1 一般開架

127 家康、死す    下 宮本 昌孝　著 講談社 2010.9 9136/ﾐﾏ59/2 一般開架

128 聖将上杉謙信    小松 重男　著 毎日新聞社 1997.1 9136/ｺｼ1 一般書庫

129 日輪にあらず  軍師黒田官兵衛  上田 秀人　著 徳間書店 2012.9 9136/ｳﾋ10 一般開架

130 大軍師黒田官兵衛    桜田 晋也　著 祥伝社 1999.6 9136/ｻｼ16 一般書庫

131 新史黒田官兵衛    高橋 和島　著 PHP研究所 1997.6 9136/ﾀﾜ 2 一般書庫

文学と歴史の県立東部図書館 

 今回は、戦国時代の武将の資料を紹介していますが、東部図書館は、「文学と歴史」の分野を多く所蔵して
います。展示以外にもたくさんの資料を所蔵しておりますので、お気軽にカウンターの職員にご相談ください。 
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132 風の王国  官兵衛異聞  葉室 麟　著 講談社 2009.9 9136/ﾊﾘ31 一般開架

133 軍師の門    上 火坂 雅志　著 角川学芸出版 2008.11 9136/ﾋﾏ18/1 一般開架

134 軍師の門    下 火坂 雅志　著 角川学芸出版 2008.11 9136/ﾋﾏ18/2 一般開架

135 黒田官兵衛  小説集  末國 善己　編 作品社 2013.9 91368/211 一般開架

136 真田幸村    上 海音寺 潮五郎　著 六興出版 1983.9 9136/KA21/1 書庫ＣＬ

137 真田幸村    下 海音寺 潮五郎 著 六興出版 1983.10 9136/KA21/2 書庫ＣＬ

138 真田幸村    松永 義弘　著 成美堂出版 1988.6 9136/MA83 書庫ＣＬ

139 覇の刺客  長編時代小説  鳥羽 亮　著 祥伝社 2007.12 9136/ﾄﾘ38 一般開架

140 疾き雲のごとく  早雲と戦国黎明の男たち  伊東 潤　著 宮帯出版社 2008.7 9136/ｲｼ125 一般開架

141 高瀬伝・土の城  戦国の世を終わらせた男  東栄 義彦　著 郁朋社 2011.7 9136/ﾄﾖ1 一般開架

142 おのれ筑前、我敗れたり    南条 範夫　著 文芸春秋 1998.11 9136/ﾅﾉ5 一般書庫

143 風林火山  NHK大河ドラマ  1 井上 靖　原作 日本放送出版協会 2006.11 9136/ｲﾔ19/1一般開架

144 風林火山  NHK大河ドラマ  2 井上 靖　原作 日本放送出版協会 2007.3 9136/ｲﾔ19/2 一般開架

145 風林火山  NHK大河ドラマ  3 井上 靖　原作 日本放送出版協会 2007.6 9136/ｲﾔ19/3 一般開架

146 風林火山  NHK大河ドラマ  4 井上 靖　原作 日本放送出版協会 2007.9 9136/ｲﾔ19/4一般開架

147 虎の城    上 火坂 雅志　著 祥伝社 2004.9 9136/ﾋﾏ12/1 一般開架

148 虎の城    下 火坂 雅志　著 祥伝社 2004.9 9136/ﾋﾏ12/2 一般開架

149 天地人    上 火坂 雅志　著 日本放送出版協会 2006.9 9136/ﾋﾏ14/1 一般開架

150 天地人    下 火坂 雅志　著 日本放送出版協会 2006.9 9136/ﾋﾏ14/2 一般開架

151 信長燃ゆ    上 安部 竜太郎　著 日本経済新聞社 2001.6 9136/ｱﾘ14/1一般書庫

152 信長燃ゆ    下 安部 竜太郎　著 日本経済新聞社 2001.6 9136/ｱﾘ14/2 一般書庫

153 宿曜師濃姫と信長    勝見 秀雄　著 東京新聞出版局 2002.4 9136/ｶﾋ19 一般書庫

154 女信長    佐藤 賢一　著 毎日新聞社 2006.6 9136/ｻｹ20 一般開架

155 かくて本能寺の変は起これり    園田 豪　著 郁朋社 2011.11 9136/ｿｺ 1 一般開架

156 覇王の夢    津本 陽　著 幻冬舎 2005.8 9136/ﾂﾖ37 一般開架

157 信長  破壊と創造  童門 冬二　著 日経BP社 2003.3 9136/ﾄﾌ26 一般開架

158 信長私記    花村 萬月　著 講談社 2012.1 9136/ﾊﾏ100 一般開架

159 竹中半兵衛    高橋 和島　著 学研 2002.11 9136/ﾀﾜ15 一般開架

160 夢のまた夢    第1巻 津本 陽　著 文芸春秋 1993.10 9136/TS73/1 書庫ＣＬ

161 夢のまた夢    第2巻 津本 陽　著 文芸春秋 1993.10 9136/TS73/2 書庫ＣＬ

162 夢のまた夢    第3巻 津本 陽　著 文芸春秋 1993.11 9136/TS73/3 書庫ＣＬ

163 夢のまた夢    第4巻 津本 陽　著 文芸春秋 199312 9136/TS73/4 書庫ＣＬ

164 夢のまた夢    第5巻 津本 陽　著 文芸春秋 1994.1 9136/TS73/5 書庫ＣＬ

165 秀吉  夢を超えた男  上 堺屋 太一　著 日本放送出版協会 1998.5 9136/ｻﾀ2/1 一般書庫

166 秀吉  夢を超えた男  中 堺屋 太一　著 日本放送出版協会 1998.5 9136/ｻﾀ2/2 一般書庫

167 秀吉  夢を超えた男  下 堺屋 太一　著 日本放送出版協会 1998.6 9136/ｻﾀ2/3 一般書庫

168 乱世が好き    上 岳 宏一郎　著 毎日新聞社 1997.1 9136/ﾀｺ3/1 一般書庫

169 乱世が好き    下 岳 宏一郎　著 毎日新聞社 1997.1 9136/ﾀｺ3/2 一般書庫

170 利家とまつ    上 竹山 洋　著 日本放送出版協会 2001.11 9136/ﾀﾖ31/1 一般書庫
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171 利家とまつ    下 竹山 洋　著 日本放送出版協会 2001.11 9136/ﾀﾖ31/2 一般書庫

172 加賀百万石    津本 陽　著 講談社 1996.12 9136/ﾂﾖ 9 一般書庫

173 風雲独眼竜  若き日の伊達政宗  井口 朝生　著 光風社出版 1987.2 9136/I24 書庫ＣＬ

174 独眼竜伊達政宗    水野 泰治　著 成美堂出版 1986.11 9136/MI96 書庫ＣＬ

175 黄金のロザリオ  伊達政宗の見果てぬ夢  鈴木 由紀子　著 幻冬舎 2009.1 9136/ｽﾕ3 一般開架

176 独眼竜政宗    上 津本 陽　著 文芸春秋 1996.3 9136/ﾂﾖ12/1 一般書庫

177 独眼竜政宗    下 津本 陽　著 文芸春秋 1996.3 9136/ﾂﾖ12/2 一般書庫

178 臥竜の天  長編歴史小説  上 火坂 雅志　著 祥伝社 2007.11 9136/ﾋﾏ16/1 一般開架

179 臥竜の天  長編歴史小説  下 火坂 雅志　著 祥伝社 2007.11 9136/ﾋﾏ16/2 一般開架

180 独眼竜政宗    三好 京三　著 PHP研究所 1999.11 9136/ﾐｷ4 一般書庫

181 伊達政宗    山岡 荘八　著 毎日新聞社 1997.3 9136/ﾔｿ1 一般書庫

182 松永弾正久秀    黒部 亨　著 PHP研究所 1996.5 9136/ｸﾄ1 一般書庫

183 松永弾正    上 戸部 新十郎　著 読売新聞社 1998.9 9136/ﾄｼ15/１ 一般書庫

184 松永弾正    下 戸部 新十郎　著 読売新聞社 1998.9 9136/ﾄｼ15/2 一般書庫

185 舳のない笹舟    米津 彬介　著 文芸社 2006.12 9136/ﾒｱ1 一般開架

186 斎藤道三  美濃戦国伝「虹の城」  岸 宏子　著 エフエー出版 1985.11 9136/KI56 書庫ＣＬ

187 斎藤道三殺生伝    直木 三十五　著 地球書館 1973.3 9136/N49 書庫ＣＬ

188 ふたり道三   1 宮本 昌孝　著 新潮社 2002.12 9136/ﾐﾏ35/１ 一般書庫

189 ふたり道三   2 宮本 昌孝　著 新潮社 2002.12 9136/ﾐﾏ35/２ 一般書庫

190 ふたり道三   3 宮本 昌孝　著 新潮社 2003.1 9136/ﾐﾏ35/３ 一般書庫

191 ふたり道三   4 宮本 昌孝　著 新潮社 2003.1 9136/ﾐﾏ35/４ 一般書庫

192 毛利元就  　 1 山岡 荘八　著 講談社 1986.8 9136/Y42/1 書庫ＣＬ

193 毛利元就  　 2 山岡 荘八　著 講談社 1986.8 9136/Y42/2 書庫ＣＬ

194 毛利元就    上 内館 牧子　著 日本放送出版協会 1996.12 9136/ｳﾏ3/1 一般書庫

195 毛利元就    下 内館 牧子　著 日本放送出版協会 1997.1 9136/ｳﾏ3/2 一般書庫

196 毛利元就    中 内館 牧子　著 日本放送出版協会 1997.5 9136/ｳﾏ3/3 一般書庫

197 元就軍記    上巻 桜田 晋也　著 徳間書店 1996.12 9136/ｻｼ7/1 一般書庫

198 元就軍記    下巻 桜田 晋也　著 徳間書店 1997.2 9136/ｻｼ7/2 一般書庫

199 名将山中鹿之助    南原 幹雄　著 角川書店 2007.11 9136/ﾅﾐ43 一般開架

200 軍師の秘密    中見 利男　著 角川春樹事務所 2007.7 9136/ﾅﾄ8 一般開架

201 群雲、関ケ原へ    上巻 岳 宏一郎　著 新潮社 1994.11 9136/TA58/1 書庫ＣＬ

202 群雲、関ケ原へ    下巻 岳 宏一郎  著 新潮社 1994.11 9136/TA58/2 書庫ＣＬ

203 義槍鬼九郎    朝霧 圭梧　著 叢文社 2006.9 9136/ｱｹ9 一般開架

204 優しい侍    東 秀紀　著 講談社 1999.8 9136/ｱﾋ7 一般書庫

205 天下布武  夢どの与一郎  上 安部 龍太郎　著 角川書店 2006.9 9136/ｱﾘ24/1一般書庫

206 天下布武  夢どの与一郎  下 安部 龍太郎　著 角川書店 2006.9 9136/ｱﾘ24/2 一般書庫

207 戦国女人抄おんなのみち    佐藤 雅美　著 実業之日本社 2009.3 9136/ｻﾏ49 一般開架

208 関ケ原前譜  ある逆臣の生涯  祖父江 一郎　著 角川春樹事務所 2000.2 9136/ｿｲ1 一般書庫


