
　一般図書

請求記号 タイトル 人名 出版者

210.04 S 司馬遼太郎歴史のなかの邂逅　2 司馬　遼太郎／著 中央公論新社

210.1 S 史話日本の歴史　16 清原　康正／編集 作品社

210.47 C 地図で読み解く戦国合戦の真実 小和田　哲男／監修 小学館

210.47 C 地域別×武将だからおもしろい戦国史 小和田　哲男／監修 朝日新聞出版

210.47 I 井沢元彦が教える戦国時代の兵法 井沢　元彦／著 宝島社

210.47 K 図解戦国時代が面白いほどわかる本 金谷　俊一郎／著 中経出版

210.47 S 戦国合戦大全　上巻 学研

210.47 S 戦国合戦大全　下巻 学研

210.47 S 戦国合戦の実相 双葉社

210.47 T 戦国大名勢力変遷地図 外川　淳／著 日本実業出版社

210.47 T 徳川四天王と最強三河武士団 双葉社

210.47 T 戦国の合戦と武将の絵事典 高橋　伸幸／著 成美堂出版

210.48 F フィールドワーク関ケ原合戦 藤井　尚夫／著 朝日新聞社

210.48 F 異聞関ケ原合戦 古川　薫／著 文芸春秋

210.48 T 徹底図解徳川三代 成美堂出版

210.5 N 図説江戸城の見取り図 中江　克己／著 青春出版社

210.5 N 徳川将軍家の「お家事情」 中江　克己／著 PHP研究所

210.5 Z 図説江戸城その歴史としくみ 平井　聖／監修 学研

210.52 E 江戸幕府の誕生 渡邊　大門／編 文学通信

281 T 戦国武将に学ぶ処世術 津本　陽／著 角川書店

281.04 D 戦国武将学入門 道満　三郎／著 同朋舎

令和５年大河ドラマ「どうする家康」

展示場所：中央図書館　１階カウンター前



281.04 I 英傑の日本史　信長・秀吉・家康編 井沢　元彦／著 角川学芸出版

281.04 S 戦国武将の死亡診断書 酒井　シヅ／監修 エクスナレッジ

289.1 I 石田三成 学研

289.1 O 信長とは何か 小島　道裕／著 講談社

289.1 T 史談 家康の周囲 山岡　荘八／著 毎日新聞社

289.1 T 戦国武将武田信玄 萩原　三雄／編 新人物往来社

289.1 T 徳川家康読本 新人物往来社／編 新人物往来社

289.1 T 史疑幻の家康論 礫川　全次／著 批評社

289.1 T 徳川家康 学研

289.1 T 図解武田信玄と軍師山本勘助のことが面白いほどわかる本 中見　利男／著 中経出版

289.1 T 家康の経営戦略 大村　大次郎／著 秀和システム

289.1 T 図説豊臣秀吉 柴　裕之／編著 戎光祥出版

289.1 T 徳川家康の素顔 小和田　泰経／著 宝島社

289.1 T 徳川家康と9つの危機 河合　敦／著 PHP研究所

F1 ｱﾍﾞ 家康　1 安部　龍太郎／著 幻冬舎

F1 ｱﾍﾞ 家康　2 安部　龍太郎／著 幻冬舎

F1 ｱﾍﾞ 家康　1 (文庫) 安部　龍太郎／[著] 幻冬舎

F1 ｱﾍﾞ 家康　2 (文庫) 安部　龍太郎／[著] 幻冬舎

F1 ｱﾍﾞ 家康　3 (文庫) 安部　龍太郎／[著] 幻冬舎

F1 ｱﾍﾞ 家康　4 (文庫) 安部　龍太郎／[著] 幻冬舎

F1 ｱﾍﾞ 家康　5 (文庫) 安部　龍太郎／[著] 幻冬舎

F1 ｱﾍﾞ 家康　6 (文庫) 安部　龍太郎／[著] 幻冬舎

F1 ｲﾄ 峠越え 伊東　潤／著 講談社

F1 ｲﾄ 家康謀殺 伊東　潤／著 KADOKAWA

F1 ｲﾜ あるじは家康 岩井　三四二／著 PHP研究所

F1 ｲﾜ 家康の遠き道 岩井　三四二／著 光文社



F1 ｴﾐ 井伊直政と家康 江宮　隆之／[著] 学研

F1 ｶﾞｸ 逃げる家康天下を盗る 岳　真也／著 PHP研究所

F1 ｶﾄ 神君家康の密書 加藤　廣／著 新潮社

F1 ｶﾄ 家康に訊け 加藤　廣／著 新潮社

F1 ｶﾄﾞ 家康、江戸を建てる 門井　慶喜／著 祥伝社

F1 ｺﾉ 赤備えの鬼武者 井伊直政 近衛　龍春／著 毎日新聞出版

F1 ｻｵ 信康謀反 早乙女　貢／著 文芸春秋

F1 ｻｸ 芋汁武士道 桜田　晋也／著 祥伝社

F1 ﾀﾏ 姫君の賦 玉岡　かおる／著 PHP研究所

F1 ﾃﾝ まほろばの城 典厩　五郎／著 新人物往来社

F1 ﾆｼ 家康の遺言 仁志　耕一郎／著 講談社

F1 ﾋｻ 常在戦場 火坂　雅志／著 文藝春秋

F1 ﾋｻ 天下　上 火坂　雅志／著 日本経済新聞出版社

F1 ﾋｻ 天下　下 火坂　雅志／著 日本経済新聞出版社

F1 ﾑﾗ 阿茶 村木　嵐／著 幻冬舎

F1 ﾓﾛ 月を吐く 諸田　玲子／著 集英社

F1 ﾓﾛ 梅もどき 諸田　玲子／著 KADOKAWA

　児童図書
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280 ｺﾐ 織田信長 加来　耕三／企画・構成・監修 ポプラ社

280 ｺﾐ 豊臣秀吉 加来　耕三／企画・構成・監修 ポプラ社

280 ｺﾐ 徳川家康 加来　耕三／企画・構成・監修 ポプラ社

280 ｺﾐ 関ケ原の合戦 加来　耕三／企画・構成・監修 ポプラ社

280 ｺﾐ 大坂冬の陣・夏の陣 加来　耕三／企画・構成・監修 ポプラ社



280 ｺﾐ 本多忠勝 加来　耕三／企画・構成・監修 ポプラ社

280 ｺﾐ 井伊直政 加来　耕三／企画・構成・監修 ポプラ社

280 ｺﾐ 今川義元 加来　耕三／企画・構成・監修 ポプラ社

281 ｾﾝ 戦国武将人物甲冑大図鑑 本郷　和人／監修 金の星社

281 ﾄｸ 徳川歴代将軍と江戸の偉人 童門　冬二／監修 PHPエディターズ・グループ


