
資料リスト

タイトル 著者 出版社 請求記号

三国志　1～8 吉川英治 講談社 B913.6/

三国志逍遥 中村愿 山川出版社 222/ナ

はじめての三国志 渡邉義浩 筑摩書房 Y222/ワ

三国志 それからの系譜 坂口和澄 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B222/サ

三国志 歴史をつくった男たち 竹田晃 明治書院 222/タ

中国の歴史4 三国志の世界 金文京 講談社 222/チ

三国志 ハンドブック 陳舜臣ほか 三省堂 222/サ

三国志故事物語 駒田信二 河出書房新社 222/コ

三国志英雄伝 NHK取材班 KTC中央出版 22/サ

三国志人物鑑定事典 渡辺精一 学研 282/ワ

ビジュアル三国志3000人 渡邉義浩 世界文化社 222/ビ

三国志英雄列伝 小沢章友 講談社 92/ラ

三国志名言集 井波律子 岩波書店 923/イ

繪本 三国志 [新編] 安野光雅 朝日新聞出版 726/ア

図説 三国志の世界 劉煒 大修館書店 222/リ

タイトル 著者 出版社 請求記号

新・平家物語　1～20巻 吉川英治 新潮社 B913.6/ヨ

乱世に挑戦した男 平清盛 岩田慎平 新人物往来社 289.1/イ

平清盛と平家のひとびと 井上辰雄 遊子館 210.3/イ

平清盛 運命の武士王 小沢章友 講談社 28/オ

世界史の中の対話の清盛 加来耕三 勤誠出版 210.3/カ

平清盛と後白河院 元木泰雄 角川学芸出版 210.3/モ

平家物語　1～3巻 木村耕一 1万年堂出版 913.4/キ

源義経 近藤好和 ミネルヴァ書房 289.1/コ

義経の登場 保立道久 日本放送出版協会 210.3/ホ

源氏将軍神話の誕生 清水眞澄 日本放送出版協会 210.3/シ

平安鎌倉史紀行 宮脇俊三 講談社 915/ミ

平家の群像 髙橋昌明 岩波書店 S210.3/タ

平家物語 角川書店 角川書店 B913.4/ヘ

随筆新平家 吉川英治 朝日新聞社 914/ヨ

展示「没後60周年記念展示　時を駆ける作家　吉川英治」

展示期間：2022年7月1日～7月28日
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タイトル 著者 出版社 請求記号

黒田如水 吉川英治 新潮社 B913.6/ヨ

黒田如水 吉川英治 講談社 B913.6/ヨ

黒田官兵衛 歴史ビジュアル 双葉社 289.1/ク

稀代の軍師 黒田如水と一族 別冊歴史読本 新人物往来社 289.1/キ

軍師 官兵衛 ＮＨＫ出版 289.1/グ

キリシタン武将 黒田官兵衛 林洋海 現代書館 289.1/ハ

潜伏キリシタン 大橋幸泰 講談社 198/オ

バテレンの世紀 渡辺京二 新潮社 210.4/ワ

史話日本の歴史 南蛮文化の
到来

作品社 210.1/シ

NHK国宝への旅6 姫路城 NHK取材班 日本放送出版協会 709/エ

織田信長 桐野作人 新人物往来社 289.1/キ

織田信長 炎の生涯 小沢章友 講談社 28/オ

豊臣秀吉 新星出版社 289.1/エ

豊臣秀吉 天下の夢 小沢章友 講談社 28/オ

よみがえる名城 漆黒の要塞

豊臣の城

秀吉の天下統一戦争 小和田哲男 吉川弘文館 210.4/オ

天下統一 藤田達生 中央公論新社 S210.4/フ

決戦！桶狭間 宮本昌孝ほか 講談社 913.6/ケ

源平合戦の虚像を剥ぐ 川合康 講談社 B210.3/カ

源平盛衰記 菊池寛 勉誠出版 913.6/キ

白狐魔記 源平の風 斉藤洋 偕成社 91/サ

今川義元 小和田哲男 ミネルヴァ書房 289.1/オ

少年太閤記 上・下 吉川英治 講談社 B91/ヨ

タイトル 著者 出版社 請求記号

宮本武蔵 1～4 吉川英治 講談社 913.6/ヨ

随筆宮本武蔵 吉川英治 講談社 789/ヨ

随筆宮本武蔵 吉川英治 六興出版 914/ヨ

宮本武蔵 大倉隆二 吉川弘文館 789/オ

宮本武蔵 魚住孝至 岩波書店 S789/ウ

「宮本武蔵」という剣客 加来耕三 日本放送出版協会 789/カ

宮本武蔵伝説 別冊宝島 宝島社 789/ミ
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歴史群像シリーズ 学研 210.4/ヨ
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タイトル 著者 出版社 請求記号

吉川英治幕末維新小説

名作選集4・5巻　檜山兄弟

パークス伝 F.V.ディキンズ 平凡社 210.5/ﾃﾞ

ある英人医師の幕末維新 ヒュー・コータッツィ 中央公論社 210.5/コ

江戸幕末滞在記 E・スエンソン 新人物往来社 210.5/ス

ワーグマン素描コレクション
(下)

幕末・維新事件帖ほか

レンズが撮らえた 幕末維新の
日本

高橋則英 山川出版社 210.5/レ

レンズが撮らえた 幕末の日本 岩下哲典 山川出版社 210.5/レ

タイトル 著者 出版社 請求記号

井伊大老 吉川英治 六興出版 913.6/ヨ

安政の大獄 井伊直弼と長野
主膳

松岡英雄 中央公論社 S210.5/マ

鳴門秘帖　上・下巻 吉川英治 六興出版 913.6/ヨ

江戸の隠密・御庭番 清水昇 河出書房 210.5/シ

寛永武鑑 本伝御前試合 吉川英治 講談社 913.6/ヨ

われ以外みなわが師 吉川英治 大和出版 914/ヨ

どうか娘を頼みます 吉川英治 六興出版 914/ヨ

いのち楽しみ給え 吉川英治 講談社 917/ヨ

随筆私本太平記 吉川英治 六興出版 914/ヨ

新版 戦国史新聞 戦国史新聞編纂委員会 日本文芸社 210.4/セ

一龍斎貞水の歴史講談 6 一龍斎貞水 フレーベル館 91/イ

913.6/ヨ

芳賀徹 ほか 岩波書店 723/ワ
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吉川英治 学陽書房
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