
 ２０１６年２月特集展示「真田丸」

請求記号 書名 著者名 出版者名
B159ク 戦国武将名言録 楠戸　義昭 ＰＨＰ研究所
B210イ 逆説の日本史　１１　戦国乱世編 井沢　元彦 小学館
210サ かくれ里紀行 早乙女　貢 アールズ出版
210モ 物語日本の歴史２０　関ヶ原の合戦 笠原　一男 木耳社
210モ 物語日本の歴史２１　大坂落城 笠原　一男 木耳社
211カ 合戦絵巻合戦図屏風 新人物往来社
211ニ 日本の籠城戦 双葉社
214イ 偽りの秀吉像を打ち壊す 山本　博文 柏書房
214エ １０大戦国大名の実力 榎本　秋 ソフトバンククリエイティブ

214エ 籠城 榎本　秋 宝島社
214オ 戦国合戦史事典 小和田　泰経 新紀元社
214オ 関ケ原から大坂の陣へ 小和田　哲男 新人物往来社
214オ 戦国三姉妹 小和田　哲男 角川学芸出版
B214カ 戦国合戦「敗者」たちの言い分 岳　真也 ＰＨＰ研究所
214カ 豊臣大坂城 笠谷　和比古 新潮社
214カ 関ケ原合戦と大坂の陣 笠谷　和比古 吉川弘文館
214カ 関ケ原合戦四百年の謎 笠谷　和比古 新人物往来社
214キ 火縄銃・大筒・騎馬・鉄甲船の威力 桐野　作人 新人物往来社
214ケ 戦国史 源城　政好 ナツメ社
214サ 戦国時代の組織戦略 堺屋　太一 集英社
214シ 新解釈関ケ原合戦の真実 白峰　旬 宮帯出版社
214シ 戦国忍者は歴史をどう動かしたのか？ 清水　昇 ベストセラーズ
214ス 戦国時代の計略大全 鈴木　眞哉 ＰＨＰ研究所
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・戦国合戦集　決定版 学研
214ス 図解関ケ原合戦までの９０日 小和田　哲男 ＰＨＰ研究所
214セ 戦国軍師伝 学研
214セ 戦国武将の解剖図鑑 本郷　和人 エクスナレッジ
214セ 戦国大名の遺宝 五味　文彦 山川出版社
214セ 戦国武将御家騒動録 新人物往来社
214ソ 総図解よくわかる戦国時代 小和田　哲男 新人物往来社
B214タ 「戦国大名」失敗の研究 瀧澤　中 ＰＨＰ研究所
214チ 地図で読み解く戦国合戦の真実 小和田　哲男 小学館
214ト 戦国時代用語辞典 外川　淳 学研
214ヒ 天正壬午の乱 平山　優 学研パブリッシング
214フ 戦国武将の肖像画 二木　謙一 新人物往来社
215セ 戦況図録大坂の陣 新人物往来社
215ミ 真田幸村と大坂の陣 三池　純正 第三文明社
215ワ 真田幸村と真田丸 渡邊　大門 河出書房新社
219オ 大阪府の歴史 藤本　篤 山川出版社
219ナ 長野県の歴史 古川　貞雄 山川出版社
J281ア 戦国武将ビジュアルプロフィール２００ 青木　康洋 エムディエヌコーポレーション

281カ 関ケ原敗者たちの復活戦 河合　敦 グラフ社
281ク 県別戦国武将事典 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タ 家系図で読みとく戦国名将物語 竹内　正浩 講談社
281ト 戦国武将の守護神たち 戸部　民夫 日本文芸社
281ニ 日本武将列伝 新人物往来社
281ヒ 戦国武将勝利の実学 火坂　雅志 勉誠出版
281マ 歴史を「本当に」動かした戦国武将 松平　定知 小学館

B281モ 古人往来 森　銑三 中央公論新社
B281モ もっと知りたい！お江と戦国の女たち 小和田　哲男 ＰＨＰ研究所
288サ 真田三代　戦乱を“生き抜いた”不世出の一族 学研
288チ 智謀の一族真田三代 新人物往来社
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288ヒ 真田三代　幸綱・昌幸・信繁の史実に迫る 平山　優 ＰＨＰ研究所
288マ 図説真田一族 丸島　和洋 戎光祥出版

B289サ 闘将真田幸村 清水　昇 河出書房新社
289.1イ 石田三成 学研パブリッシング
289.1オ 大谷吉継 歴史街道編集部 ＰＨＰ研究所
289.1サ 真田昌幸のすべて 小林　計一郎 新人物往来社
289.1サ 真田幸村 歴史街道編集部 ＰＨＰ研究所
289.1サ 闘将幸村と真田一族 新人物往来社
289.1サ 真田幸村と真田一族のすべて 小林　計一郎 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
289.1タ 伊達政宗 歴史街道編集部 ＰＨＰ研究所
289.1チ 長宗我部元親 吉田　龍司 新紀元社
289.1ト 豊臣秀吉と大坂城 跡部　信 吉川弘文館
289.1ト 徳川秀忠 福田　千鶴 新人物往来社
289.1ト 豊臣秀吉 世界文化社
289.1ト 定本徳川家康 本多　隆成 吉川弘文館
289.1ト 豊臣秀頼 福田　千鶴 吉川弘文館
289.1ヨ 淀君 桑田　忠親 吉川弘文館
291コ 古地図で散策する池波正太郎真田太平記 鶴松　房治 人文社
291フ 武将たちの軌跡を追う戦国古戦場ガイドブック 全国合戦場研究会 メイツ出版

291.3ク 真田道を歩く　上州戦国ロマン紀行 上毛新聞社事業局出版部

291.5ナ 長野県の歴史散歩 長野県の歴史散歩編集委員会 山川出版社
322ニ 日本史に出てくる組織と制度のことがわかる本 新人物往来社 新人物往来社
382ス 図説戦国女性と暮らし 学研パブリッシング
382ニ 戦国の風景 西ケ谷　恭弘 東京堂出版

498.3ウ 戦国武将の健康術 植田　美津恵 ゆいぽおと
521オ 大坂城 学研
559セ 戦国武器甲冑事典 中西　豪 誠文堂新光社
718フ 仏像探訪　戦国武将が愛した伝説の仏像たち 〓出版社
750キ 京都職人　匠のてのひら 高階　秀爾 水曜社
913タ 大坂城の男たち 高橋　圭一 岩波書店
BFウ 鏡の武将黒田官兵衛 上田　秀人 徳間書店
Fウ 鳳雛の夢 上田　秀人 光文社

BFオ 武田信繁 小川　由秋 ＰＨＰ研究所
BFオ 真田幸村 尾崎　士郎 河出書房新社
Fキ 真田十忍抄 菊地　秀行 実業之日本社
BFク 軍師の生きざま 池波　正太郎 実業之日本社
BFク 軍師の死にざま 司馬　遼太郎 実業之日本社
BFク 大谷吉継と石田三成 工藤　章興 ＰＨＰ研究所
Fケ 決戦！大坂城 葉室　麟 講談社

BFサ 真田忍者、参上！ 柴田　錬三郎 河出書房新社
Fサ 千姫狂乱 早乙女　貢 祥伝社
BFシ かく戦い、かく死す 柴田　錬三郎 集英社
BFシ 戦雲の夢 司馬　遼太郎 講談社
BFシ 猿飛佐助 柴田　錬三郎 文藝春秋
Fツ 獅子の系譜 津本　陽 文藝春秋
Fツ 幸村去影 津本　陽 徳間書店
BFト 小説立花宗茂 童門　冬二 集英社
Fト 戦国を終わらせた女たち 童門　冬二 日本放送出版協会

BFナ 謀将真田昌幸　上 南原　幹雄 徳間書店
BFナ 謀将真田昌幸　下 南原　幹雄 徳間書店
BFナ 謀将直江兼続　上 南原　幹雄 徳間書店
BFナ 謀将直江兼続　下 南原　幹雄 徳間書店
Fナ 真田三代風雲録 中村　彰彦 実業之日本社
Fヒ 上杉かぶき衆 火坂　雅志 実業之日本社
Fヒ 天下　家康伝　上 火坂　雅志 日本経済新聞出版社
Fヒ 天下　家康伝　下 火坂　雅志 日本経済新聞出版社
Fヤ 我が名は秀秋 矢野　隆 講談社
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