
 ２０１７年１月特集展示「おんな城主　直虎」

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

H210ソ その時歴史が動いた　６ ＮＨＫ取材班 ＫＴＣ中央出版

210マ 桶狭間は晴れ、のち豪雨でしょう　天気と日本史 松嶋　憲昭 メディアファクトリー

214オ 思わず人に話したくなる間違いだらけの戦国史 小和田　哲男 新人物往来社

214オ 戦国合戦史事典　存亡を懸けた戦国８６４の戦い 小和田　泰経 新紀元社

214オ 名城と合戦の日本史 小和田　哲男 新潮社

B214カ 戦国合戦「敗者」たちの言い分　何が明暗を分けたのか？ 岳　真也 ＰＨＰ研究所

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ク 戦国大名の兵粮事情 久保　健一郎 吉川弘文館

214ケ 戦国史 源城　政好 ナツメ社

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 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セ 戦国武将御家騒動録 新人物往来社

214セ 戦国大名大全 廣済堂出版

214セ 全国国衆ガイド　戦国の“地元の殿様”たち 大石　泰史 星海社

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　歴史文化遺産 五味　文彦 山川出版社

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 日めくり戦国史　きょうは何の日 淡野　史良 新人物往来社

214チ 地図で読み解く戦国合戦の真実 小和田　哲男 小学館

214ナ 戦術　名将たちの戦場 中里　融司 新紀元社

214ニ 西日本戦国史料館＆博物館ベストガイド 戦国歴史文化研究会 メイツ出版

214ヒ 東日本戦国史料館＆博物館ベストガイド 戦国歴史文化研究会 メイツ出版

214フ 戦国武将の肖像画 二木　謙一 新人物往来社

214ホ 戦国武将の明暗 本郷　和人 新潮社

214ホ 中世の女の一生　新装版 保立　道久 洋泉社

214モ 境界争いと戦国諜報戦 盛本　昌広 洋泉社

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 戦国誕生　中世日本が終焉するとき 渡邊　大門 講談社

215ノ 井伊直弼の首 野口　武彦 新潮社

219シ 静岡県の歴史　　第２版（県史） 本多　隆成 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 それは誤解だ戦国武将！ 加来　耕三 メディアファクトリー

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

B281ト 参謀は名を秘す 童門　冬二 日本経済新聞出版社

281ナ 日本史の中の女性逸話事典 中江　克己 東京堂出版

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

288オ 戦国大名一〇六家最強の系図 小和田　哲男 新人物往来社

288ヤ 徳川将軍家の結婚 山本　博文 文藝春秋

289.1イ 城主になった女　井伊直虎 梓澤　要 ＮＨＫ出版

289.1イ 今川義元のすべて 小和田　哲男 新人物往来社

289.1オ 信長公記　現代語訳　上　新訂版 太田　牛一 新人物往来社

289.1タ 武田信虎のすべて 柴辻　俊六 新人物往来社

289.1ト 徳川家康事典 藤野　保 新人物往来社

289.1ト 定本徳川家康 本多　隆成 吉川弘文館

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

382ニ 戦国の風景　暮らしと合戦 西ケ谷　恭弘 東京堂出版

井伊直虎、井伊家、戦国時代関連資料
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521オ 面白いほどよくわかる日本の城 三浦　正幸 日本文芸社

521テ 凸凹地図で読み解く日本の城 島崎　晋 技術評論社

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

Fア 蒼き信長　上 安部　龍太郎 毎日新聞社

Fア おんなの城 安部　龍太郎 文藝春秋

BFオ 女城主　戦国時代小説傑作選 池波　正太郎 ＰＨＰ研究所

Fカ 空白の桶狭間 加藤　廣 新潮社

Fキ 戦国２４時　さいごの刻 木下　昌輝 光文社

BFク 軍師の死にざま 司馬　遼太郎 実業之日本社

Fケ 決戦！桶狭間 冲方　丁 講談社

Fス にわか雨 鈴木　英治 徳間書店

Fタ 剣と紅 高殿　円 文藝春秋

Fツ 獅子の系譜 津本　陽 文藝春秋

Fツ 信長影絵 津本　陽 文藝春秋

Fト 本朝甲冑奇談 東郷　隆 文藝春秋

Fナ 徳川四天王　上 南原　幹雄 新人物往来社

BFニ 梅雨将軍信長　改版 新田　次郎 新潮社

Fノ 巨人伝説 野口　武彦 講談社

Fミ 新三河物語　上巻 宮城谷　昌光 新潮社

BFヨ 桜田門外ノ変　上　改版 吉村　昭 新潮社

Fヨ 吉川英治幕末維新小説名作選集　６　井伊大老 吉川　英治 学陽書房

198チ マザー・テレサ愛の軌跡　増補改訂版 ナヴィン・チャウラ 日本教文社

210ホ 乙女の日本史 堀江　宏樹 東京書籍

280イ 現代世界の女性リーダーたち 石井　貫太郎 ミネルヴァ書房

281ア ヒロインの日本史　時代を彩った女性１００人 梓澤　要 ベストセラーズ

J289キ マリ・キュリー 筑摩書房編集部 筑摩書房

B289ク クーデンホーフ光子の手記 クーデンホーフ光子 河出書房新社

J289ケ ヘレン・ケラー 筑摩書房編集部 筑摩書房

289.1ツ 津田梅子　新装版 山崎　孝子 吉川弘文館

289.3エ エリザベート 森　実与子 新人物往来社

289.3カ 運命の海に出会ってレイチェル・カーソン マーティー・ジェザー ほるぷ出版

289.3ク 悲劇の女王クレオパトラ ローラ・フォアマン 原書房

289.3ク ヒラリー・クリントン リチャード・コーザー 東洋書林

289.3シ ジャンヌ・ダルクの生涯 藤本　ひとみ 講談社

289.3ナ ナイチンゲール 小玉　香津子 清水書院

289.3ハ ローザ・パークス ダグラス・ブリンクリー 岩波書店

289.3マ へこたれない　ワンガリ・マータイ自伝 ワンガリ・マータイ 小学館

289.3モ マリア・モンテッソーリ　全訂版 Ｈ・ハイラント 東信堂

312.2チ 蔡英文の台湾 張　瀞文 毎日新聞出版

317コ 女子の本懐　市ケ谷の５５日 小池　百合子 文藝春秋

778サ 高峰秀子の流儀 斎藤　明美 新潮社

778ヨ 吉永小百合　夢一途 吉永　小百合 日本図書センター

783.4サ 負けない自分になるための３２のリーダーの習慣 澤　穂希 幻冬舎

911.1イ 君死にたもうことなかれ　与謝野晶子の真実の母性 茨木　のり子 童話屋

Fス 戦国の凰（おおとり）お市の方　 鈴木　輝一郎 河出書房新社

Fト めぐり逢い　新島八重回想記 鳥越　碧 講談社

Fト 女甲冑録 東郷　隆 文藝春秋

BFナ 北条政子 永井　路子 文芸春秋

Fヤ まりしてん【ギン】千代姫 山本　兼一 ＰＨＰ研究所

U29ワ ＜ＤＶＤ＞わたしはマララ　特別編 デイヴィス・グッゲンハイム ２０世紀フォックスホームエンターテイメントジャパン

井伊直虎のような凛とした女性の資料
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