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1 マンガ日本の歴史　14　平氏政権と後白河院政 石ノ森 章太郎∥著 210.1 ｲ 14 1990 中央公論社

2 マンガ日本の歴史　15　源平の内乱と鎌倉幕府の誕生 石ノ森 章太郎∥著 210.1 ｲ 15 1991 中央公論社

3 マンガ日本の歴史　16　朝幕の確執、承久の乱へ 石ノ森 章太郎∥著 210.1 ｲ 16 1991 中央公論社

4 源平の争乱 上杉 和彦∥著 210.3 ｳ 2007 吉川弘文館

5 中世社会のはじまり 五味 文彦∥著 210.3 ｺﾞ 2016 岩波書店 

6 武士論　古代中世史から見直す 五味 文彦∥著 210.3 ｺﾞ 2021 講談社

7 奥州藤原三代　北方の覇者から平泉幕府構想へ 斉藤 利男∥著 210.3 ｻ 2011 山川出版社

8 実は平家が好き。　目からウロコの「源平」、その真実 三猿舎∥編 210.3 ｼﾞ 2005 メディアファクトリー

9 東北の争乱と奥州合戦　「日本国」の成立 関 幸彦∥著 210.3 ｾ 2006 吉川弘文館

10 都鄙大乱　「源平合戦」の真実 高橋 昌明∥著 210.3 ﾀ 2021 岩波書店

11 平家の群像　物語から史実へ 高橋 昌明∥著 210.3 ﾀ 2009 岩波書店

12 平清盛　超ビジュアル耽美な乱世を駆け抜けた公達たちの物語! 210.3 ﾀ 2011 双葉社

13 平清盛と後白河院 元木 泰雄∥著 210.3 ﾓ 2012 角川学芸出版

14 ユネスコ世界遺産平泉と奥州藤原四代のひみつ 『歴史読本』編集部∥編 210.3 ﾕ 2011 新人物往来社

15 蒙古襲来 新井 孝重∥著 210.4 ｱ 2007 吉川弘文館

16 時頼と時宗 奥富 敬之∥著 210.4 ｵ 2000 日本放送出版協会

17 早わかり鎌倉・室町時代　時代の流れが図解でわかる! 河合 敦∥著 210.4 ｶ 2005 日本実業出版社

18 キーパーソンと時代の流れで一気にわかる鎌倉・室町時代 本郷 和人∥監修 210.4 ｷ 2021 朝日新聞出版

19 北条時宗とその時代 工藤 敬一∥著 210.4 ｸ 2000 平凡社

20 鎌倉幕府と朝廷 近藤 成一∥著 210.4 ｺ 2016 岩波書店

21 陰謀の日本中世史 呉座 勇一∥[著] 210.4 ｺﾞ 2018 KADOKAWA

22 承久の乱　真の「武者の世」を告げる大乱 坂井 孝一∥著 210.4 ｻ 2018 中央公論新社

23 図説鎌倉幕府 田中 大喜∥編著 210.4 ﾀ 2021 戎光祥出版

24 つわものの賦 永井 路子∥著 210.4 ﾅ 1978 文芸春秋

25 武家の棟梁の条件　中世武士を見なおす 野口 実∥著 210.4 ﾉ 1994 中央公論社

26 図説鎌倉北条氏　鎌倉幕府を主導した一族の全歴史 野口 実∥編著 210.4 ﾉ 2021 戎光祥出版

27 日本中世史最大の謎!鎌倉13人衆の真実 本郷 和人∥著 210.4 ﾎ 2021 宝島社

28 北条時宗のすべて 佐藤 和彦∥編 210.4 ﾎ 2000 新人物往来社

29 北条時宗の謎 北条氏研究会∥編 210.4 ﾎ 2000 新人物往来社

30 人物日本の女性史　3 円地 文子∥監修 281 ｼﾞ 3 1977 集英社

31 ビジュアル源平1000人　清盛、頼朝、義経…源平争乱の546人と歴史を動かした偉人たち 281.0 ﾋﾞ 2011 世界文化社

32 武門源氏の血脈　為義から義経まで 野口 実∥著 288.3 ﾉ 2012 中央公論新社

33 河内源氏　頼朝を生んだ武士本流 元木 泰雄∥著 288.3 ﾓ 2011 中央公論新社

34 後鳥羽上皇　新古今集はなにを語るか 五味 文彦∥著 288.4 ｺﾞ 2012 角川学芸出版

35 北条時宗の生涯 童門 冬二∥著 289.1 ﾎ 2000 三笠書房

36 北条義時　これ運命の縮まるべき端か 岡田 清一∥著 289.1 ﾎ 2019 ミネルヴァ書房

37 源実朝　「東国の王権」を夢見た将軍 坂井 孝一∥著 289.1 ﾐ 2014 講談社

38 義経 宮尾 登美子∥著 289.1 ﾐ 2004 日本放送出版協会

39 義経伝説と為朝伝説　日本史の北と南 原田 信男∥著 289.1 ﾐ 2017 岩波書店

40 源義経 安田 元久∥著 289.1 ﾐ 2004 新人物往来社
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41 源義経 上横手 雅敬∥監修 289.1 ﾐ 2004 ナツメ社

42 源義経と壇ノ浦 前川 佳代∥著 289.1 ﾐ 2015 吉川弘文館

43 源義経の合戦と戦略　その伝説と実像 菱沼 一憲∥著 289.1 ﾐ 2005 角川書店

44 源頼朝と鎌倉 坂井 孝一∥著 289.1 ﾐ 2016 吉川弘文館

45 源平盛衰記絵本をよむ　源氏と平家合戦の物語 石川 透∥編 721.2 ｹﾞ 2013 三弥井書店

46 マンガ日本の古典　10　平家物語 上 横山 光輝∥著 726.1 ﾏ 10 1994 中央公論社

47 マンガ日本の古典　11　平家物語 中 横山 光輝∥著 726.1 ﾏ 11 1995 中央公論社

48 マンガ日本の古典　12　平家物語 下 横山 光輝∥著 726.1 ﾏ 12 1996 中央公論社

49 マンガ日本の古典　14　吾妻鏡 上 竹宮 惠子∥著 726.1 ﾏ 14 1994 中央公論社

50 マンガ日本の古典　15　吾妻鏡 中 竹宮 惠子∥著 726.1 ﾏ 15 1995 中央公論社

51 マンガ日本の古典　16　吾妻鏡 下 竹宮 惠子∥著 726.1 ﾏ 16 1996 中央公論社

52 西行と清盛　時代を拓いた二人 五味 文彦∥著 911.1 ｻ 2011 新潮社

53 新古今集　後鳥羽院と定家の時代 田渕 句美子∥著 911.1 ﾀ 2010 角川学芸出版

54 面白いほどよくわかる平家物語 金谷 俊一郎∥著 913.4 ｶ 2011 日本文芸社 

55 図説平家物語 佐藤 和彦 他∥著 913.4 ｽﾞ 2004 河出書房新社

56 曽我物語 葉山 修平∥訳 913.4 ｿ 2005 勉誠出版

57 「平家物語」を歩く　清盛、義仲、義経、建礼門院…源平ゆかりの地 見延 典子∥著 913.4 ﾐ 2005 山と渓谷社

58 平家物語の女たち 宮尾 登美子∥著 913.4 ﾐ 2004 朝日新聞社

59 黄蝶舞う 浅倉 卓弥∥著 913.6 ｱ 2010 PHP研究所 

60 光の王国　秀衡と西行 梓澤 要∥著 913.6 ｱ 2013 文藝春秋

61 修羅の都 伊東 潤∥著 913.6 ｲ 2018 文藝春秋

62 夜叉の都 伊東 潤∥著 913.6 ｲ 2021 文藝春秋

63 異国合戦　蒙古襲来異聞 岩井 三四二∥著 913.6 ｲ 2014 講談社

64 実朝私記抄 岡松 和夫∥著 913.6 ｵ 2000 講談社

65 源平盛衰記 菊池 寛∥著 913.6 ｷ 2004 勉誠出版

66 実朝を殺した男 　『吾妻鏡』殺人事件 楠木 誠一郎∥著 913.6 ｸ 2004 有楽出版社

67 義経と郷姫　悲恋柚香菊河越御前物語 篠 綾子∥著 913.6 ｼ 2005 角川学芸出版

68 鎌倉擾乱 高橋 直樹∥著 913.6 ﾀ 1996 文芸春秋

69 霊鬼頼朝 高橋 直樹∥著 913.6 ﾀ 2004 文芸春秋

70 天皇の刺客 高橋 直樹∥著 913.6 ﾀ 2006 文藝春秋

71 小説平清盛 高橋 直樹∥著 913.6 ﾀ 2011 潮出版社

72 源氏の白旗　落人たちの戦 武内 涼∥著 913.6 ﾀ 2021 実業之日本社

73 建礼門院徳子  鳥越 碧∥著 913.6 ﾄ 2011 講談社

74 義経を討て 童門 冬二∥著 913.6 ﾄﾞ 2005  潮出版社

75 北条政子 永井 路子∥著 913.6 ﾅ 1980 講談社

76 実朝の首 葉室 麟∥著 913.6 ﾊ 2007 新人物往来社

77 北条義時　小説集 海音寺 潮五郎∥著 913.6 ﾎ 2021 作品社

78 尼将軍 三田 誠広∥著 913.6 ﾐ 2021 作品社

79 夢将軍頼朝 三田 誠広∥著 913.6 ﾐ 2002 集英社

80 弟切抄　鎌倉幕府草創記 森山 光太郎∥著 913.6 ﾓ 2021 河出書房新社

81 戦神の裔(すえ) 矢野 隆∥著 913.6 ﾔ 2021 中央公論新社

82 源頼朝 山岡 荘八∥著 913.6 ﾔ 1979 講談社

83 義経いづこにありや 吉川 永青∥著 913.6 ﾖ 2013 講談社


