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請求記号 書名 著者名 出版者名

182エ 戦国坊主列伝 榎本　秋 幻冬舎

210ニ 日本史の「なぜ？」を解く２００の裏事情 歴史の謎研究会 青春出版社

210ラ ライバルで読む日本史　ビジュアル 小和田　哲男 世界文化社

211イ 井沢元彦の戦乱の日本史 井沢　元彦 小学館

B214ア 本能寺の変４３１年目の真実 明智　憲三郎 文芸社

214イ イラストでみる戦国時代の暮らし図鑑 小和田　哲男 宝島社

214エ １０大戦国大名の実力　「家」から読み解くその真価 榎本　秋 ソフトバンククリエイティブ

214オ 戦国武将の手紙を読む　浮かびあがる人間模様 小和田　哲男 中央公論新社

214カ 朝廷の戦国時代　武家と公家の駆け引き 神田　裕理 吉川弘文館

214キ 火縄銃・大筒・騎馬・鉄甲船の威力　戦国最強の兵器図鑑 桐野　作人 新人物往来社

214コ 陰謀の日本中世史 呉座　勇一 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

214サ 戦国時代の組織戦略 堺屋　太一 集英社

214ス 図説・戦国合戦集　決定版 学研

214ス 図解戦国合戦がよくわかる本 二木　謙一 ＰＨＰ研究所

214ス 図解で再現する戦国合戦完全解析５０ 小和田　哲男 新人物往来社

214ス 図説日本人が知らなかった戦国地図 歴史の謎研究会 青春出版社

214セ 戦国時代のハローワーク　職業図鑑 ライブ カンゼン
214セ 戦国大名の遺宝　歴史文化遺産 五味　文彦 山川出版社

214セ 信長の城 千田　嘉博 岩波書店

B214タ 日めくり戦国史　きょうは何の日 淡野　史良 新人物往来社

B214タ 「戦国大名」失敗の研究　政治力の差が明暗を分けた 瀧澤　中 ＰＨＰ研究所

214タ 信長と消えた家臣たち　失脚・粛清・謀反 谷口　克広 中央公論新社

214チ 地図で読み解く戦国合戦の真実 小和田　哲男 小学館

B214ツ 名将名城伝 津本　陽 ＰＨＰ研究所

214ツ 「本能寺の変」はなぜ起こったか　信長暗殺の真実 津本　陽 角川書店
214ツ 京都・近江戦国時代をゆく 津田　三郎 淡交社
214ノ 信長の夢「安土城」発掘 ＮＨＫスペシャル「安土城」プロジェクト 日本放送出版協会
214ノ 信長軍の合戦史　１５６０－１５８２ 日本史史料研究会 吉川弘文館
214ノ 信長と織田軍団　戦国を席捲した天下布武の陣容 学研
214ヒ 天正壬午の乱　本能寺の変と東国戦国史 平山　優 学研パブリッシング
214フ 証言本能寺の変　史料で読む戦国史 藤田　達生 八木書店
214フ 謎とき本能寺の変 藤田　達生 講談社
214ム 室町幕府将軍列伝 榎原　雅治 戎光祥出版
214モ 本能寺の変　史実の再検証 盛本　昌広 東京堂出版

214ヤ 姫たちの野望　４７都道府県の戦国 八幡　和郎 講談社
214ワ 戦国武将はイケメンがお好き？ 渡邊　大門 ベストセラーズ
219キ 京都時代ＭＡＰ　安土桃山編 新創社 光村推古書院
281イ 敗者烈伝 伊東　潤 実業之日本社
281ク 県別戦国武将事典　これ一冊でよくわかる！ 楠木　誠一郎 ＰＨＰエディターズ・グループ

281シ 武将　超リアル戦国武将イラストギャラリー１００ 白井　成樹 新人物往来社
B281セ 戦国七人の軍師 『歴史読本』編集部 新人物往来社
281セ 戦国武将列伝　甲冑・旗指物・陣羽織等、名品を一挙掲載 新人物往来社
281タ 家系図で読みとく戦国名将物語 竹内　正浩 講談社
281ツ 最期の言葉　一〇一人の男たちの辞世 柘植　久慶 太陽出版
281ニ 日本史“悪役”１００人　歴史を彩った「罪」と「功」 世界文化社
281ハ サムライたちの辞世の句 初田　景都 辰巳出版
281ハ ヘッポコ征夷大将軍 長谷川　ヨシテル 柏書房

281ハ 戦国武将を診る 早川　智 朝日新聞出版
281メ 名将名言録　一日一言 火坂　雅志 角川学芸出版
288カ 家紋から日本の歴史をさぐる インデックス編集部 インデックス
288ハ 細川三代　幽斎・三斎・忠利 春名　徹 藤原書店
289.1ア 光秀からの遺言　本能寺の変４３６年後の発見 明智　憲三郎 河出書房新社
289.1ア 図説明智光秀 柴　裕之 戎光祥出版
289.1オ 天下人の父・織田信秀　信長は何を学び、受け継いだのか 谷口　克広 祥伝社
289.1チ 長宗我部元親　土佐の風雲児四国制覇への道 吉田　龍司 新紀元社
289.1ツ 筒井順慶 金松　誠 戎光祥出版
289.1ホ 細川幽斎・忠興のすべて 米原　正義 新人物往来社
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289.1ホ 細川ガラシャ　散りぬべき時知りてこそ 田端　泰子 ミネルヴァ書房
291.6キ ほんとうは怖い京都の地名散歩 浅井　建爾 ＰＨＰ研究所
322シ 戦国大名と分国法 清水　克行 岩波書店
382ス 図説戦国女性と暮らし　決定版 学研パブリッシング
382ニ 戦国の風景　暮らしと合戦 西ケ谷　恭弘 東京堂出版

383.8ナ 戦国の食術　勝つための食の極意 永山　久夫 学研パブリッシング
490.9セ 戦国時代のハラノムシ　『針聞書』のゆかいな病魔たち 長野　仁 国書刊行会
498.3ウ 戦国武将の健康術 植田　美津恵 ゆいぽおと
521テ 凸凹地図で読み解く日本の城　この地にこの城を建てた理由 島崎　晋 技術評論社
521ニ 日本の城天守閣完全名鑑 廣済堂出版
559ウ 鉄砲と戦国合戦 宇田川　武久 吉川弘文館
559セ 戦国武器甲冑事典 中西　豪 誠文堂新光社
559テ 鉄砲伝来の日本史　火縄銃からライフル銃まで 宇田川　武久 吉川弘文館
718フ 仏像探訪　戦国武将が愛した伝説の仏像たち 〓出版社
754ハ 戦国武将の時代折り紙 浜田　勇 日貿出版社
756セ 戦国武将変わり兜図鑑 須藤　茂樹 新人物往来社
789シ 戦国忍者列伝　８０人の履歴書 清水　昇 河出書房新社
789ヨ ガチ甲冑合戦でわかった実戦で最強の「日本武術」 横山　雅始 東邦出版
791セ 戦国武将茶人　ビジュアル版 桑田　忠親 宮帯出版社（発売）
810コ 戦国の日本語　五百年前の読む・書く・話す 今野　真二 河出書房新社

911.2ワ 戦国武将と連歌師　乱世のインテリジェンス 綿抜　豊昭 平凡社
Fア 信長の首　本能寺異聞 秋月　達郎 ＰＨＰエディターズ・グループ

Fア 明智光秀　小説集 菊池　寛 作品社
Fア 燕雀の夢 天野　純希 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
Fア 家康　１　自立篇 安部　龍太郎 幻冬舎
Fイ とまどい本能寺の変 岩井　三四二 ＰＨＰ研究所
Fウ 戦の国 冲方　丁 講談社

BFオ おんなの戦 永井　路子 角川書店
Fカ 光秀の定理 垣根　涼介 角川書店
Fキ 戦国２４時　さいごの刻 木下　昌輝 光文社
Fケ 決戦！本能寺 伊東　潤 講談社
BFシ かく戦い、かく死す　新編武将小説集 柴田　錬三郎 集英社
BFシ 夏草の賦　上 司馬　遼太郎 文藝春秋
BFシ 国盗り物語　１　改版　斎藤道三 司馬　遼太郎 新潮社
Fス 桶狭間の四人　光秀の逆転 鈴木　輝一郎 毎日新聞出版
Fス 金ケ崎の四人　信長、秀吉、光秀、家康 鈴木　輝一郎 毎日新聞社
Fス 長篠の四人　信長の難題 鈴木　輝一郎 毎日新聞出版
Fツ 信長影絵 津本　陽 文藝春秋
BFト 信長の二十四時間 富樫　倫太郎 講談社
BFミ ドナ・ビボラの爪　上　帰蝶純愛篇 宮本　昌孝 中央公論新社
BFミ ドナ・ビボラの爪　下　光秀死闘篇 宮本　昌孝 中央公論新社
Fモ 帰蝶 諸田　玲子 ＰＨＰ研究所
Fヤ 信長死すべし 山本　兼一 角川書店
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