
【史料】

タイトル タイトル関連情報 著編者 出版者 資料番号

1 続群書類従　補遺３‐〔１０〕 訂正３版 塙　保己一／編纂 続群書類従完成会 150053486

2 続群書類従　第５輯　下 訂正３版 塙　保己一／編纂 続群書類従完成会 150053460

3 続群書類従　第５輯　上 訂正３版 塙　保己一／編纂 続群書類従完成会 150053452

4 続群書類従　第１７輯　上 訂正３版 塙　保己一／編纂 続群書類従完成会 150053478

5 続羣書類従　第２０輯　下 合戦部 〔塙　保己一／編〕 続群書類従完成会 150053502

6 続羣書類従　第２０輯　上 合戦部 〔塙　保己一／編〕 続群書類従完成会 150053494

7 石山本願寺日記　上巻索引 北西　弘／著 清文堂出版 150050912

8 石山本願寺日記　上巻 清文堂出版 150050904

9 石山本願寺日記　下巻 清文堂出版 150050920

10 石山本願寺日記　下巻索引 薗田　香融／著 清文堂出版 150050938

11 朽木文書　第１ 史料纂集 奥野　高広／校訂 続群書類従完成会 150051464

12 朽木文書　第２ 史料纂集 奥野　高広／校訂 続群書類従完成会 150051472

13 改定史籍集覧　別冊 近藤瓶城翁伝　全 近藤　圭造 臨川書店 150050771

14 改定史籍集覧　第１冊 校本扶桑略記 近藤　瓶城／編 臨川書店 150050441

15 改定史籍集覧　第２冊 愚管鈔 近藤　瓶城／編 臨川書店 150050458

16 改定史籍集覧　第３冊 池の藻屑 近藤　瓶城／編 臨川書店 150050466

17 改定史籍集覧　第４冊 南山巡狩録 近藤　瓶城／編 臨川書店 150050474

18 改定史籍集覧　第５冊 北条九代記 近藤　瓶城／編 臨川書店 150050482

19 改定史籍集覧　第６冊 浅井三代記 近藤　瓶城／編 臨川書店 150050490

20 改定史籍集覧　第７冊 南海通紀 近藤　瓶城／編 臨川書店 150050508

21 改定史籍集覧　第８冊 奥羽永慶軍記 近藤　瓶城／編 臨川書店 150050516

22 改定史籍集覧　第９冊 今昔物語 近藤　瓶城／編 臨川書店 150050524

23 改定史籍集覧　第１０冊 校本古事談 近藤　瓶城／編 臨川書店 150050532

24 改定史籍集覧　第１１冊 志士清談 近藤　瓶城／編 臨川書店 150050540

25 改定史籍集覧　第１２冊 大織冠公伝 近藤　瓶城／編 臨川書店 150050557

26 改定史籍集覧　第１３冊 嘉吉物語 近藤　瓶城／編 臨川書店 150050565

27 改定史籍集覧　第１４冊 土岐累代記 近藤　瓶城／編 臨川書店 150050573

28 改定史籍集覧　第１５冊 雲州軍話 近藤　瓶城／編 臨川書店 150050581

29 改定史籍集覧　第１６冊 田中兵部殿関ケ原覚書 近藤　瓶城／編 臨川書店 150050599

30 改定史籍集覧　第１７冊 法曹類林 近藤　瓶城／編 臨川書店 150050607

31 改定史籍集覧　第１８冊 校本歴代皇紀 近藤　瓶城／編 臨川書店 150050615

32 改定史籍集覧　第１９冊 皇年代私記 近藤　瓶城／編 臨川書店 150050623

33 改定史籍集覧　第２０冊 異称日本伝 近藤　瓶城／編 臨川書店 150050631

34 改定史籍集覧　第２１冊 善隣国宝記 近藤　瓶城／編 臨川書店 150050649

35 改定史籍集覧　第２２冊 山城名勝志 近藤　瓶城／編 臨川書店 150050656

36 改定史籍集覧　第２３冊 二中歴 近藤　瓶城／編 臨川書店 150050664

37 改定史籍集覧　第２４冊 大臣補任 近藤　瓶城／編 臨川書店 150050672

38 改定史籍集覧　第２５冊 鶴岡社務記録 近藤　瓶城／編 臨川書店 150050680

39 改定史籍集覧　第２６冊 関原始末記 近藤　瓶城／編 臨川書店 150050698

40 改定史籍集覧　第２７冊 播磨風土記 近藤　瓶城／編 臨川書店 150050706

41 改定史籍集覧　編外１ 西宮記 近藤　瓶城／編 臨川書店 150050714
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42 改定史籍集覧　編外２ 政事要略 近藤　瓶城／編 臨川書店 150050722

43 改定史籍集覧　編外３ 参考源平盛衰記　上 近藤　瓶城／編 臨川書店 150050730

44 改定史籍集覧　編外４ 参考源平盛衰記　中 近藤　瓶城／編 臨川書店 150050748

45 改定史籍集覧　編外５ 参考源平盛衰記　下 近藤　瓶城／編 臨川書店 150050755

46 改定史籍集覧　総目解題及書目索引 近藤　瓶城／編 臨川書店 150050763

47 続史料大成　第１巻 増補 竹内　理三／編 臨川書店 150050110

48 続史料大成　第２巻 増補 竹内　理三／編 臨川書店 150050128

49 続史料大成　第３巻 増補 竹内　理三／編 臨川書店 150050136

50 続史料大成　第４巻 増補 竹内　理三／編 臨川書店 150050144

51 続史料大成　５ 後法興院記　１ 竹内　理三／編集 臨川書店 150050151

52 続史料大成　６ 後法興院記　２ 竹内　理三／編集 臨川書店 150050169

53 続史料大成　７ 後法興院記　３ 竹内　理三／編集 臨川書店 150050177

54 続史料大成　８ 後法興院記　４ 竹内　理三／編集 臨川書店 150050185

55 続史料大成　９ 晴右記 竹内　理三／編集 臨川書店 150050193

56 続史料大成　１０ 建治三年記 竹内　理三／編集 臨川書店 150050201

57 続史料大成　１１ 親元日記　２ 竹内　理三／編集 臨川書店 150050219

58 続史料大成　１２ 親元日記　３ 竹内　理三／編集 臨川書店 150050227

59 続史料大成　１３ 親孝日記 竹内　理三／編集 臨川書店 150050235

60 続史料大成　１４ 親俊日記　２ 竹内　理三／編集 臨川書店 150050243

61 続史料大成　１５ 大館常興日記　１ 竹内　理三／編集 臨川書店 150050250

62 続史料大成　１６ 大館常興日記　２ 竹内　理三／編集 臨川書店 150050268

63 続史料大成　１７ 大館常興日記　３ 竹内　理三／編集 臨川書店 150050276

64 続史料大成　１８ 續史料大成 竹内　理三／編集 臨川書店 150050284

65 続史料大成　１９ 家忠日記　１ 竹内　理三／編集 臨川書店 150050292

66 続史料大成　２０ 家忠日記　２ 竹内　理三／編集 臨川書店 150050300

67 続史料大成　２１ 伯家五代記 竹内　理三／編集 臨川書店 150050318

68 続史料大成　２２ 土右記 竹内　理三／編集 臨川書店 150050326

69 大日本古記録　言経卿記　１ 自天正四年正月至天正十年十月 東京大学史料編纂所／編纂 岩波書店 150051209

70 大日本古記録　言経卿記　２ 自天正十一年八月至天正十五年十二月 東京大学史料編纂所／編纂 岩波書店 150051217

71 大日本古記録　言経卿記　３ 自天正十六年正月至天正十七年十二月 東京大学史料編纂所／編纂 岩波書店 150051225

72 大日本古記録　言経卿記　４ 自天正十八年正月至天正十九年十二月 東京大学史料編纂所／編纂 岩波書店 150051233

73 大日本古記録　言経卿記　５ 自文禄元年正月至文禄二年十二月 東京大学史料編纂所／編纂 岩波書店 150051241

74 大日本古記録　言経卿記　６ 自文禄三年正月至文禄四年十二月 東京大学史料編纂所／編纂 岩波書店 150051258

75 大日本古記録　言経卿記　７ 自慶長元年正月至慶長二年六月 東京大学史料編纂所／編纂 岩波書店 150051266

76 大日本古記録　言経卿記　８ 自慶長二年七月至慶長三年六月 東京大学史料編纂所／編纂 岩波書店 150051274

77 大日本古記録　言経卿記　９ 自慶長三年七月至慶長四年六月 東京大学史料編纂所／編纂 岩波書店 150051282

78 大日本古記録　言経卿記　１０ 自慶長四年七月至慶長五年十二月 東京大学史料編纂所／編纂 岩波書店 150051290

79 大日本古記録　言経卿記　１１ 自慶長六年正月至慶長七年十二月 東京大学史料編纂所／編纂 岩波書店 150051308

80 大日本古記録　言経卿記　１２ 自慶長八年正月至慶長九年六月 東京大学史料編纂所／編纂 岩波書店 150051316

81 大日本古記録　言経卿記　１３ 自慶長九年七月至慶長十一年十二月 東京大学史料編纂所／編纂 岩波書店 150051324

82 大日本古記録　言経卿記　１４ 自慶長十二年正月至慶長十三年八月 東京大学史料編纂所／編纂 岩波書店 150051332

83 朽木家文書　第１ 史料纂集 藤田　達生／校訂 八木書店 150051480

84 朽木家文書　第２ 史料纂集 藤田　達生／校訂 八木書店 150051498
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85 細川家文書　絵図・地図・指図編１ 永青文庫叢書 熊本大学文学部附属永青文庫研究センター／編 吉川弘文館 111598934

86 細川家文書　絵図・地図・指図編２ 永青文庫叢書 熊本大学文学部附属永青文庫研究センター／編 吉川弘文館 111599312

87 細川家文書　近世初期編 永青文庫叢書 熊本大学文学部附属永青文庫研究センター／編 吉川弘文館 111598942

88 細川家文書　熊本藩役職編 永青文庫叢書 熊本大学永青文庫研究センター／編 吉川弘文館 150030856

89 細川家文書　故実・武芸編 永青文庫叢書 熊本大学文学部附属永青文庫研究センター／編 吉川弘文館 111598959

90 細川家文書　地域行政編 永青文庫叢書 熊本大学永青文庫研究センター／編 吉川弘文館 150032209

91 細川家文書　中世編 永青文庫叢書 熊本大学文学部附属永青文庫研究センター／編 吉川弘文館 111598926

92 言継卿記紙背文書　第１ 史料纂集 高橋　隆三／〔ほか〕校訂 続群書類従完成会 150051506

93 戦国史料叢書　１ 太閤史料集 人物往来社 150052033

94 多聞院日記　第１巻 自文明十年正月至永禄九年十二月 辻　善之助／編 角川書店 150050052

95 多聞院日記　第２巻 自永禄十年正月至天正五年十二月 辻　善之助／編 角川書店 150050060

96 多聞院日記　第３巻 自天正六年正月至天正十三年十二月 辻　善之助／編 角川書店 150050078

97 多聞院日記　第４巻 自天正十四年正月至文禄三年十二月 辻　善之助／編 角川書店 150050086

98 多聞院日記　第５巻 自文禄四年正月至元和四年四月 辻　善之助／編 角川書店 150050094

99 多聞院日記　索引 限定版 〔辻　善之助／編〕 角川書店 150050102

100 豊臣秀吉文書集　１ 永禄八年～天正十一年 名古屋市博物館／編 吉川弘文館 111597290

101 豊臣秀吉文書集　２
天正十二年～天正十三
年

名古屋市博物館／編 吉川弘文館 111597308

102 豊臣秀吉文書集　３
天正十四年～天正十六
年

名古屋市博物館／編 吉川弘文館 111597316

103 豊臣秀吉文書集　４
天正十七年～天正十八
年

名古屋市博物館／編 吉川弘文館 111597324

104 豊臣秀吉文書集　５ 天正十九年～文禄元年 名古屋市博物館／編 吉川弘文館 111597332

105 豊臣秀吉文書集　６ 文禄二年～文禄三年 名古屋市博物館／編 吉川弘文館 150031714

106 日本史　１ 豊臣秀吉篇　１ ルイス・フロイス／著 中央公論社 150050789

107 日本史　２ 豊臣秀吉篇　２ ルイス・フロイス／著 中央公論社 150050797

108 日本史　３ 五畿内篇　１ ルイス・フロイス／著 中央公論社 150050805

109 日本史　４ 五畿内篇　２ ルイス・フロイス／著 中央公論社 150050813

110 日本史　５ 五畿内篇　３ ルイス・フロイス／著 中央公論社 150050821

111 日本史　６ 豊後篇　１ ルイス・フロイス／著 中央公論社 150050839

112 日本史　７ 豊後篇　２ ルイス・フロイス／著 中央公論社 150050847

113 日本史　８ 豊後篇　３ ルイス・フロイス／著 中央公論社 150050854

114 日本史　９ 西九州篇　１ ルイス・フロイス／著 中央公論社 150050862

115 日本史　１０ 西九州篇　２ ルイス・フロイス／著 中央公論社 150050870

116 日本史　１１ 西九州篇　３ ルイス・フロイス／著 中央公論社 150050888

117 日本史　１２ 西九州篇　４ フロイス／〔著〕 中央公論社 150050896

118 明智一族三宅家の史料 三宅家史料刊行会／編 清文堂出版 150030492

119 言継卿記　巻１ 自大永七年正月至天文十三年十二月 〔山科　言継／著〕 太洋社 150050011

120 言継卿記　巻２ 自天文十四年正月至天文廿一年十二月 〔山科　言継／著〕 太洋社 150050029

121 言継卿記　巻３ 自天文廿二年正月至永禄八年十二月 〔山科　言継／著〕 太洋社 150050037

122 言継卿記　巻４ 自永禄九年正月至元亀二年十二月 〔山科　言継／著〕 太洋社 150050045

123 兼見卿記　第１ 史料纂集 〔吉田　兼見／著〕 続群書類従完成会 150053007

124 兼見卿記　第２ 史料纂集 〔吉田　兼見／著〕 続群書類従完成会 150052991

125 明智光秀古記録史料集成（その抜粋） 嵐　光澂／編著 一粒書房 150027993

126 越前・若狭　一向一揆関係資料集成 越前・若狭一向一揆関係文書資料調査団／編集 同朋舎 150050961

127 綿考輯録　第１巻 出水叢書　１ 出水神社 150051175
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128 綿考輯録　第２巻 出水叢書　２ 出水神社 150051183

129 綿考輯録　第３巻 出水叢書　３ 出水神社 150051191

130 明智軍記 二木　謙一／校注 新人物往来社 150050995

131 明智軍記 二木　謙一／校注 新人物往来社 150001808

132 明智軍記　全巻 現代語訳 田中　淑紀 大衆書房 150052157

133 明智光秀今昔観 附　福知山繁昌記 明智光秀公今昔観編集委員会／編集 御霊神社 150021046

134 明智物語 内閣文庫蔵本 関西大学中世文学研究会／編 和泉書院 150052975

135 明智物語 内閣文庫蔵本 関西大学中世文学研究会／編 和泉書院 150006930

136 信長公記　上 教育社新書 太田　牛一／原著 教育社 150008340

137 信長公記　下 教育社新書 太田　牛一／原著 教育社 150008357

138 信長公記 改訂 〔太田　牛一／著〕 新人物往来社 150050946

139 信長公記　上巻 限定版豪華・愛蔵本 太田　牛一／著 富士出版 150053361

140 信長公記　下巻 限定版豪華・愛蔵本 太田　牛一／著 富士出版 150053379

141 信長公記　別冊 『信長公記』の世界 〔太田　牛一／著〕 富士出版 150053387

142 川角太閤記 日本合戦騒動叢書　９ 志村　有弘／著 勉誠社 150052330

143 太閤記 小瀬　甫庵／著 新人物往来社 150050953

144 細川忠興軍功記　全 [近藤活版所] 150053783

145 茶道古典全集　第１巻 千　宗室／編纂代表 淡交社 150051001

146 茶道古典全集　第２巻 千　宗室／編纂代表 淡交社 150051019

147 茶道古典全集　第３巻 千　宗室／編纂代表 淡交社 150051027

148 茶道古典全集　第４巻 千　宗室／編纂代表 淡交社 150051035

149 茶道古典全集　第５巻 千　宗室／編纂代表 淡交社 150051043

150 茶道古典全集　第６巻 千　宗室／編纂代表 淡交社 150051050

151 茶道古典全集　第７巻 千　宗室／編纂代表 淡交社 150051068

152 茶道古典全集　第８巻 千　宗室／編纂代表 淡交社 150051076

153 茶道古典全集　第９巻 千　宗室／編纂代表 淡交社 150051084

154 茶道古典全集　第１０巻 千　宗室／編纂代表 淡交社 150051092

155 茶道古典全集　第１１巻 補遺　１ 千　宗室／編纂代表 淡交社 150051100

156 茶道古典全集　第１２巻 補遺　２ 千　宗室／編纂代表 淡交社 150051118

157 連歌集 新潮日本古典集成 島津　忠夫／校注 新潮社 150051407

158 豊臣秀吉文書集　７ 文禄四年～慶長三年 名古屋市博物館／編 吉川弘文館 111704359

【研究・論考】

159 変態心理　第１６巻第４号 明智左馬之介の死期 日本精神医学舎 150053981

160 戦国武将名言録 ＰＨＰ文庫　く９－２ 楠戸　義昭／著 ＰＨＰ研究所 150052942

161 ルイス・フロイス 人物叢書　新装版　通巻３０１ 五野井　隆史／著 吉川弘文館 150031615

162 日本人は歴史から何を学ぶべきか 小和田　哲男／著 三笠書房 150052835

163 城と女　上巻 楠戸　義昭／著 毎日新聞社 110216025

164 城と女　下巻 楠戸　義昭／著 毎日新聞社 110216017

165 桑田忠親著作集　第１巻 戦国の時代 桑田　忠親／著 秋田書店 150050342

166 桑田忠親著作集　第２巻 戦国武将　１ 桑田　忠親／著 秋田書店 150050359

167 桑田忠親著作集　第３巻 戦国武将　２ 桑田　忠親／著 秋田書店 150050367

168 桑田忠親著作集　第４巻 織田信長 桑田　忠親／著 秋田書店 150050375
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169 桑田忠親著作集　第５巻 豊臣秀吉 桑田　忠親／著 秋田書店 150050383

170 桑田忠親著作集　第６巻 徳川家康 桑田　忠親／著 秋田書店 150050391

171 桑田忠親著作集　第７巻 戦国の女性 桑田　忠親／著 秋田書店 150050409

172 桑田忠親著作集　第８巻 茶道と茶人　１ 桑田　忠親／著 秋田書店 150050417

173 桑田忠親著作集　第９巻 茶道と茶人　２ 桑田　忠親／著 秋田書店 150050425

174 桑田忠親著作集　第１０巻 茶道と茶人　３ 桑田　忠親／著 秋田書店 150050433

175 国史界　第２巻第１号 光秀は果して大逆臣か 国史界社 150053999

176 日記・記録による日本歴史叢書 古代・中世編２３ 公家社会と町衆文化の接点 そしえて 150051126

177 日本歴史　第６６号 明智光秀 実教出版 150053973

178 歴史への招待　２６ 織田信長幻の安土城 日本放送出版協会 150054047

179 歴史のまほろば 日本歴史資料館収蔵目録 日本歴史資料館資料調査室 日本歴史資料館 150021491

180 司馬遼太郎歴史のなかの邂逅　１ 空海～豊臣秀吉 司馬　遼太郎／著 中央公論新社 150030013

181 東アジアのなかの日本歴史　３ 織豊政権と東アジア 六興出版 150052348

182 明智城（長山城）と明智光秀 可児市 150011930

183 明智光秀文書目録 明智光秀文書研究会／編 明智光秀文書研究会 150008373

184 織田信長と安土城 秋田　裕毅／著 創元社 150052116

185 キリシタン教会と本能寺の変 角川新書　Ｋ－３１６ 浅見　雅一／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 150031847

186 信長の革命と光秀の正義 真説本能寺 安部　龍太郎／著 幻冬舎 150031706

187 信長はなぜ葬られたのか 世界史の中の本能寺の変 安部　龍太郎／著 幻冬舎 111568978

188 本能寺の変４３１年目の真実 文芸社文庫　あ５－１ 明智　憲三郎／著 文芸社 150020543

189 本能寺の変四二七年目の真実 明智　憲三郎／著 プレジデント社 110686821

190 「本能寺の変」は変だ！ 明智光秀の子孫による歴史捜査授業 明智　憲三郎／著 文芸社 150030518

191 「本能寺の変」は変だ！４３５年目の再審請求 文芸社文庫　あ５－２ 明智　憲三郎／著 文芸社 150030575

192 明智光秀冤罪論 信長謀殺、光秀でない 井上　慶雪／著 叢文社 150052371

193 信長死す 歴史裁判 井沢　元彦／ほか〔著〕 ベストセラーズ 150053254

194 信長と秀吉 日本の歴史文庫　１０ 井上　鋭夫／著 講談社 150053247

195 本能寺の首謀者は秀吉である
光秀謀反は濡れ衣だっ
た

今木　健之／著 第一企画出版 150011104

196 本能寺の変　生きていた光秀
祥伝社文庫　い３３－
１

井上　慶雪／著 祥伝社 150031524

197 本能寺の変　信長の誤算 井上　慶雪／著 祥伝社 150032050

198 本能寺の変　神君伊賀越えの真相 家康は大和を越えた 上島　秀友／著 奈良新聞社 150032191

199 「本能寺の変」本当の謎 叛逆者は二人いた 円堂　晃／著 並木書房 150052223

200 明智光秀からの手紙 丹波攻略戦を語る史料 小和田　哲男 福知山市 150029338

201 織田信長文書の研究　上巻 増訂 奥野　高広／著 吉川弘文館 150051134

202 織田信長文書の研究　下巻 増訂 奥野　高広／著 吉川弘文館 150051142

203 織田信長文書の研究　補遺・索引 増訂 奥野　高広／著 吉川弘文館 150051159

204 経済戦争としての本能寺の変
光秀・信長－「人」「カネ」「土地」
の真実 大村　大次郎／著 三栄 150032217

205 戦況図解信長戦記 サンエイ新書　２２ 小和田　哲男／監修 三栄 150030997

206 中世城郭史の研究 小和田哲男著作集　第６巻 小和田　哲男／著 清文堂出版 150051167

207 信長と秀吉 日本歴史新書 奥野　高広／著 至文堂 150052793

208 宗教で読む戦国時代 講談社選書メチエ　４５９ 神田　千里／著 講談社 150052405

209 真相解明「本能寺の変」
光秀は「そこに」いなかったという事
実 菅野　俊輔／著 青春出版社 150032241

210 第６天魔王信長 消されたキリシタン王国 加治　将一／著 水王舎 150030799

211 信長の自己神格化と本能寺の変 笠谷　和比古／著 宮帯出版社 150032027
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212 明智光秀と斎藤利三 本能寺の変の鍵を握る二人の武将 桐野　作人／著 宝島社 150031789

213 織田家臣団の系図 角川新書　Ｋ－２８１ 菊地　浩之／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 150031110

214 織田家臣団の謎 角川選書　５９８ 菊地　浩之／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 111631420

215 だれが信長を殺したのか 本能寺の変・新たな視点 桐野　作人／著 ＰＨＰ研究所 150051811

216 信長謀殺の謎 織田信長謀殺の朝廷疑惑人脈を追う 桐野　作人／著 ファラオ企画 150052553

217 織田信長政権の権力構造 戎光祥研究叢書　１６ 久野　雅司／著 戎光祥出版 150030963

218 戦国史談 桑田　忠親／著 潮出版 150053106

219 信長をめぐる七人の武将 桑田　忠親／著 エルム 150051803

220 惟任日向守、第六天魔王を討つ！　上巻 年表帖明智光秀・織田信長一代記 ユニプラン 150031813

221 惟任日向守、第六天魔王を討つ！　下巻 年表帖明智光秀・織田信長一代記 ユニプラン 150031821

222 明智光秀の乱
天正十年六月政変織田政権の成立と崩
壊 小林　正信／著 里文出版 110929460

223 明智光秀の乱
天正十年六月政変織田政権の成立と崩
壊 小林　正信／著 里文出版 150031243

224 織田・徳川同盟と王権 明智光秀の乱をめぐって 小林　正信／著 岩田書院 150050334

225 本能寺の変捜査報告書 検証・織田信長殺人事件 小林　久三／著 ＰＨＰ研究所 150010890

226 陰謀の日本中世史 角川新書　Ｋ－１９６ 呉座　勇一／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 150030708

227 落城私考 織田信長岐阜攻略の時期 郷　浩 岐阜城歴史同好会 150053213

228 再審・本能寺の変 光秀に信長は殺せたのか？ 「再審・本能寺の変」制作委員会／著 彩流社 150031946

229 天正１０年の史料だけが証す本能寺の変の真実 じっぴコンパクト新書　３６６ 斎藤　忠／著 実業之日本社 150030989

230 真説本能寺の変 安部　竜太郎／ほか筆 集英社 150011898

231 真説本能寺の変 安部　竜太郎／ほか筆 集英社 150052025

232 逆転の戦国史
「天才」ではなかった信長、「叛臣」
ではなかった光秀 砂原　浩太朗／著 小学館 150032126

233 信長は謀略で殺されたのか 本能寺の変・謀略説を嗤う 鈴木　眞哉／著 洋泉社 150051829

234 本能寺殺人事件の真相 信長殺しの犯人は秀吉だった！ 杉山　光男／著 同文書院 150010866

235 国盗り合戦 道三・信長・光秀の狂宴 戦国史話会／編 波書房 150051712

236 創造の世界　第８２号　 神になった織田信長 秋田　裕毅／著 新人物往来社 150054013

237 織田信長合戦全録 桶狭間から本能寺まで 谷口　克広／著 中央公論新社 150051878

238 織田信長合戦全録 桶狭間から本能寺まで 谷口　克広／著 中央公論新社 150052694

239 検証本能寺の変 歴史文化ライブラリー　２３２ 谷口　克広／著 吉川弘文館 150052215

240 戦国戦記　本能寺の変・山崎の戦 高柳　光寿／著 春秋社 110412418

241 戦国戦記　本能寺の変・山崎の戦 高柳　光寿／著 春秋社 150052876

242 信長権力と朝廷 第２版 立花　京子／著 岩田書院 150052769

243 信長と消えた家臣たち 失脚・粛清・謀反 谷口　克広／著 中央公論新社 150052702

244 本能寺の変 戦史ドキュメント 高柳　光寿／〔著〕 学研 150011559

245 織田信長と高山右近 フロイスが見た日本 津山　千恵／著 三一書房 150051795

246 「本能寺の変」はなぜ起こったか 信長暗殺の真実 津本　陽／〔著〕 角川書店 150053262

247 近世日本国民史　織田信長　１ 講談社学術文庫　５１５ 徳富　蘇峰／〔著〕 講談社 150052884

248 近世日本国民史　織田信長　２ 講談社学術文庫　５１６ 徳富　蘇峰／〔著〕 講談社 150052892

249 近世日本国民史　織田信長　３ 講談社学術文庫　５１７ 徳富　蘇峰／〔著〕 講談社 150052900

250 戦国武将の土木工事 豊田　隆雄／著 彩図社 150032118

251 信長の家臣団と光秀対秀吉 スタンダーズ（発売） 150031631

252 近衛前久が謀った真相「本能寺の変」 浜田　昭生／著 東洋出版 150035020

253 本能寺の変 光秀の野望と勝算 樋口　晴彦／著 学研 150053171

254 織田政権と本能寺の変 藤田　達生／編 塙書房 150032233
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255 覚え書きノート
歴史小説家八切止夫氏の「本能寺の
変」論をめぐって 古谷　裕信／著 〔古谷裕信〕 150051993

256 覚え書きノート（訂正・加筆）　その２
「覚え書ノート」[加筆・訂正]への追
加 古谷　裕信／著 〔古谷裕信〕 150052017

257 覚え書きノート（訂正・加筆）
歴史小説家八切止夫氏の「本能寺の
変」論をめぐって 古谷　裕信／著 〔古谷裕信〕 150052009

258 証言本能寺の変 史料で読む戦国史 藤田　達生／著 八木書店 110935673

259 証言本能寺の変 史料で読む戦国史 藤田　達生／著 八木書店 150052983

260 謎とき本能寺の変 講談社現代新書　１６８５ 藤田　達生／著 講談社 150053189

261 本能寺の変 信長の油断・光秀の殺意 藤本　正行／著 洋泉社 150053163

262 本能寺の変の群像 中世と近世の相剋 藤田　達生／著 雄山閣出版 150052603

263 本能寺の変の群像 中世と近世の相剋 藤田　達生／著 雄山閣出版 150011534

264 完全検証信長襲殺 天正十年の一番長い日 新人物往来社 150053874

265 本能寺の変 時代が一変した戦国最大の事変 学研 150052207

266 本能寺前夜 西国をめぐる攻防 光成　準治／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 150031730

267 本能寺の変 史実の再検証 盛本　昌広／著 東京堂出版 150030534

268 本能寺前夜 明智光秀の苦悩と真実 山名　美和子／著 ＳＢクリエイティブ 150031250

269 ここまでわかった本能寺の変と明智光秀 歴史新書ｙ　０６５ 洋泉社編集部／編 洋泉社 150030559

270 織田信長の家臣団 派閥と人間関係 和田　裕弘／著 中央公論新社 150030898

271 信長政権 本能寺の変にその正体を見る 渡邊　大門／著 河出書房新社 150031029

272 本能寺の変に謎はあるのか？ 史料から読み解く、光秀・謀反の真相 渡邊　大門／著 晶文社 150031508

273 光秀と信長 本能寺の変に黒幕はいたのか 渡邊　大門／著 草思社 150031128

274 真説本能寺 学研Ｍ文庫 桐野　作人／〔著〕 学研 150011567

275 桔梗の花さく城 光秀はなぜ、本能寺をめざしたのか 斎藤　秀夫／著 鳥影社 150030294

276 検証本能寺の変 歴史文化ライブラリー　２３２ 谷口　克広／著 吉川弘文館 150030047

277 亀岡市文化資料館報　第１１号
平成２８～平成３０年度（２０１６～
２０１８） 亀岡市文化資料館／編集 亀岡市文化資料館 150029825

278 亀岡市文化資料館報　第１２号 令和元年度（２０１９） 亀岡市文化資料館／編集 亀岡市文化資料館 150054419

279 明智光秀の城郭と合戦 図説日本の城郭シリーズ　１３ 高橋　成計／著 戎光祥出版 150031011

280 山崎合戦に関する講演 平林大佐講演 山崎合戦 平林 盛人／講演 大山崎山荘 150053395

281 おんなたちの戦国史 武将を支えた２１人 日本史探検の会／編 ぶんか社 150030187

282 戦国の女性たち １６人の波乱の人生 小和田　哲男／編著 河出書房新社 150030104

283 戦国名将の本質
明智光秀謀反の真相に見るリーダーの
条件 小和田　哲男／著 毎日新聞出版 150031367

284 疾風！織田信長軍団１００人の武将 別冊歴史読本　１９９０年２月号 新人物往来社 150053841

285 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 150030096

286 謀反人たちの真相 藤倉　七右衛門／著 文芸社 150030328

287 武将言行録 山鹿　素行／著 大日本国民教育会附属東京国文社 150053197

288 歴史の群像　４
平将門　源義朝　新田義貞　明智光秀
由井正雪　大塩平八郎　西郷隆盛 集英社 150052850

289 細川三代 永青文庫展　第１２回 熊本県立美術館 熊本県立美術館 150053700

290 細川三代 幽斎・三斎・忠利 春名　徹／著 藤原書店 150052306

291 明智光秀 人物叢書　１ 高柳　光寿／著 吉川弘文館 150001691

292 明智光秀 史料で読む戦国史　３ 藤田　達生／編 八木書店古書出版部 150030500

293 明智光秀
資料とともにたずねる智将明智光秀の
ゆかりの地と劇的な人生 信原　克哉／著 編集工房ソシエタス 150021095

294 明智光秀 牢人医師はなぜ謀反人となったか 早島　大祐／著 ＮＨＫ出版 150031268

295 明智光秀 織田政権の司令塔 福島　克彦／著 中央公論新社 150032159

296 明智光秀 シリーズ・織豊大名の研究　８ 柴　裕之／編著 戎光祥出版 150030914

297 明智光秀 つくられた「謀反人」 小和田　哲男／著 ＰＨＰ研究所 150008282
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298 明智光秀 野望！本能寺の変 新人物往来社 150053858

299 明智光秀
光秀とは何者なのか？ここまでわかっ
た「天下の謀反人」の実像 洋泉社 150030849

300 明智光秀 正統を護った武将 井尻　千男／著 海竜社 150051530

301 明智光秀 鬼退治の深層を読む 永井　寛／著 三一書房 150051555

302 明智光秀 人物叢書　新装版 高柳　光寿／著 吉川弘文館 150053098

303 明智光秀 野望！本能寺の変 新人物往来社 150011286

304 明智光秀 人物叢書　新装版 高柳　光寿／著 吉川弘文館 111016689

305 明智光秀 反逆の虚像と実像 三栄 150031649

306 明智光秀 浪人出身の外様大名の実像 谷口　研語／著 洋泉社 150030682

307 明智光秀 鬼退治の深層を読む 永井　寛／著 三一書房 150011039

308 明智光秀劇場百一場 「本能寺」への足取りを追う 鳥越　一朗／著 ユニプラン 150031490

309 明智光秀幻想記 本能寺の変・光秀謀反の真相と真実 秋生　騒／著 文芸社 150031607

310 明智光秀五百年の孤独 なぜ謎の武将は謀反人と呼ばれたのか 宮崎　正弘／著 徳間書店 150030872

311 明智光秀　残虐と謀略 一級史料で読み解く 橋場　日月／〔著〕 祥伝社 150030765

312 明智光秀１０の謎 宝島社新書　５６９ 本郷　和人／著 宝島社 150031797

313 明智光秀　全 偉人史叢 小泉　策太郎／著 裳華書房 150008365

314 明智光秀伝
本能寺の変に至る派閥力
学

藤田　達生／著 小学館 150031201

315 明智光秀と織田信長 歴史捜査 明智　憲三郎／著 宝島社 150031102

316 明智光秀と戦国丹波 丹波進攻前夜 亀岡市文化資料館／編 亀岡市文化資料館 150028538

317 明智光秀と旅 資料で再現する武人の劇的な人生 信原　克哉／著 ブックハウス・エイチディ 150023489

318 明智光秀と琵琶湖 大沼　芳幸／著 海青社 150031169

319 明智光秀と細川ガラシャ 戦国を生きた父娘の虚像と実像 井上　章一／著 筑摩書房 150031805

320 明智光秀と本能寺の変 ＰＨＰ文庫　お１４－５ 小和田　哲男／著 ＰＨＰ研究所 150024842

321 明智光秀と本能寺の変 ちくま新書　１４２６ 渡邊　大門／著 筑摩書房 150031045

322 明智光秀の生涯 歴史文化ライブラリー　４９０ 諏訪　勝則／著 吉川弘文館 150031383

323 明智光秀のすべて 二木　謙一／編 新人物往来社 150003986

324 明智光秀・秀満 ときハ今あめが下しる五月哉 小和田　哲男／著 ミネルヴァ書房 150030930

325 明智光秀「誠」という生き方 新人物文庫　え－２－２ 江宮　隆之／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 150030641

326 明智光秀ゆかりの地を訪ねて 塩見　弥一／著 日本図書刊行会 150007714

327 明智光秀は生きていた！ 謎につつまれた生涯とその最期 川口　素生／著 ベストブック 150031193

328 明智光秀は天海上人だった！ 「本能寺の変」後の驚愕の真実 大野　富次／著 知道出版 150031375

329 明智光秀は二人いた！ 跡部　蛮／著 双葉社 150031144

330 足利義輝・義昭 天下諸侍、御主に候 山田　康弘／著 ミネルヴァ書房 150031540

331 江戸時代の明智光秀 村上　紀夫／著 創元社 150031938

332 考証明智光秀 渡邊　大門／編 東京堂出版 150031862

333 ここまでわかった！明智光秀の謎 新人物文庫　れ－１－４９ 『歴史読本』編集部／編 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 150030484

334 誤解だらけの明智光秀 本郷　和人／著 マガジンハウス 150031755

335 俊英明智光秀 才気迸る霹靂の智将 学研 150011880

336 図説明智光秀 柴　裕之／編著 戎光祥出版 150030815

337 天海　光秀の謎 岩辺　晃三／著 税務経理協会 150011070

338 天才光秀と覇王信長 加来　耕三／著 さくら舎 150031458

339 信長を操り、見限った男　光秀
史上もっともミステリアスな武将の正
体 乃至　政彦／著 河出書房新社 150031136

340 信長を殺した男明智光秀の真実 跡部　蛮／著 ビジネス社 150030880
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341 信長家臣明智光秀 平凡社新書　９２３ 金子　拓／著 平凡社 150031185

342 光秀を追う 岐阜新聞アーカイブズシリーズ　６ 土山　公仁／著 岐阜新聞社 150032035

343 光秀からの遺言 本能寺の変４３６年後の発見 明智　憲三郎／著 河出書房新社 150030781

344 光秀行状記 明智　滝朗／著 中部経済新聞社 150053205

345 光秀伝説 丹波興敗略記の世界 亀岡市文化資料館／編 亀岡市文化資料館 150027449

346 光秀の言い分 明智光秀好きなので。 岳　真也／著 牧野出版 150031532

347 美濃土岐・明智古戦史 明智光秀正傳 荒深　彌左エ門／著 荒深　彌左エ門 150017929

348 もっと知りたい明智光秀と本能寺の変 「日本史最大の謎」の真相に迫る 宝島社 150031219

349 私の先祖明智光秀 細川　珠生／著 宝島社 150030831

350 織田大名衆 大日本野史 飯田　忠彦／著 新人物往来社 150052165

351 織田信長 佐々　克明／著 新人物往来社 150053064

352 織田信長 角川新書　１９２ 桑田　忠親／著 角川書店 150052686

353 織田信長 岩波新書　青版　６４９ 鈴木　良一／著 岩波新書 150052678

354 織田信長 戦国時代の英傑 真鍋　呉夫／著 偕成社 150051928

355 織田信長 中世最後の覇者 脇田　修／著 中央公論社 150051852

356 織田信長
戦国最大の謎「本能寺の変」を解明す
る 世界文化社 150054021

357 織田信長 物語と史蹟をたずねて 土橋　治重／著 成美堂出版 150051860

358 織田信長 朝日文庫 今井　林太郎／著 朝日新聞社 150051894

359 織田信長 新装版 会田　雄次／〔ほか〕著 思索社 150053056

360 織田信長 戦国革命児の実像 堺屋　太一／編 日本放送出版協会 150051746

361 織田信長 春秋社歴史新書 奥野　高広／著 春秋社松柏館 150051951

362 織田信長 その激越なる生涯 新人物往来社 150053924

363 織田信長 〈天下一統〉の謎 学習研究社 150053551

364 織田信長 天下布武への道 新人物往来社 150053866

365 織田信長生涯すべての戦い
１４歳から４９歳まで３５年間にわた
る１００余の合戦を網羅 秋田書店 150053833

366 織田信長〈天下人〉の実像 講談社現代新書　２２７８ 金子　拓／著 講談社 111613709

367 織田信長と明智光秀 学研Ｍ文庫 加来　耕三／〔著〕 学研 150051886

368 織田信長と明智光秀 学研Ｍ文庫 加来　耕三／〔著〕 学研 150011591

369 織田信長読本 新人物往来社／編 新人物往来社 150052843

370 織田信長七つの謎 新人物往来社／編 新人物往来社 150051944

371 織田信長に学ぶ 童門　冬二／著 新人物往来社 150051761

372 織田信長の生涯 風巻　絃一／著 三笠書房 150053072

373 織田信長のすべて 信長の時代とその人物 岡本　良一／編 新人物往来社 150052512

374 写真でみる織田信長の生涯 源城　政好／著 新人物往来社 150052108

375 信長公記を読む 歴史と古典 堀　新／編 吉川弘文館 150052710

376 信長戦記 信長公記の世界 志村　有弘／著 教育社 150051977

377 図説織田信長 小和田　哲男／編 河出書房新社 150051753

378 信長 秋山　駿／著 新潮社 150052868

379 立体分析織田信長の正体 鬼か人か 新人物往来社 150054039

380 春日局 物語と史蹟をたずねて 松本　幸子／著 成美堂出版 150052470

381 春日局のすべて 稲垣　史生／編 新人物往来社 150052454

382 激震織田信長 破壊と創造の戦国覇王 学研パブリッシング 150053569

383 下天は夢か信長私記 津本　陽／著 日本経済新聞社 110045226
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384 細川幽斎 川田　順／著 甲文社 150052314

385 細川幽斎 細川　護貞／著 求竜堂 150052280

386 細川幽斎 旺文社文庫 桑田　忠親／著 旺文社 150052272

387 細川幽斎 戦塵の中の学芸 森　正人／編集 笠間書院 150052298

388 細川幽斎伝 平湯　晃／著 出書房新社 150052256

389 松平家忠日記 角川選書　３０４ 盛本　昌広／著 角川書店 150052413

390 天海・光秀の謎 会計と文化 岩辺　晃三／著 税務経理協会 150052728

391 天海・光秀の謎 会計と文化 岩辺　晃三／著 税務経理協会 150051662

392 城 その伝説と秘話 江崎　俊平／著 日貿出版社 150052777

393 城　続 その伝説と秘話 江崎　俊平／著 日貿出版社 150052785

394 明智光秀周山城物語 城山放談会 京都ゼミナール 150016038

395 信長と家臣団の城 角川選書　６３３ 中井　均／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 111653804

396 列島縦断「幻の名城」を訪ねて 集英社新書　０８７９ 山名　美和子／著 集英社 110991825

397 朱雀　第２７集 京都文化博物館研究紀要 京都文化博物館／編 京都文化博物館 150027084

398 天正十年時は今 明智光秀公関係錦絵図録 岡部　一稔／編著 岡部　一稔 150016632

【郷土史】

399 丹波戦国史 黒井城を中心として 芦田　確次／〔ほか〕著 歴史図書社 150052249

400 多紀郷土史考　上巻 奥田　楽々斎／著 多紀郷土史考刊行会 150051365

401 多紀郷土史考　下巻 奥田　楽々斎／著 多紀郷土史考刊行会 150051373

402 新修大津市史　第３巻 近世前期 大津市役所 150050987

403 丹波決戦と本能寺の変 特別展　第３５回 亀岡市文化資料館／編 亀岡市文化資料館 150029304

404 郷土の城ものがたり　丹有編 “郷土の城ものがたり”丹有地区編集委員会／編集 兵庫県学校厚生会 150053932

405 丹後国府と中世都市 雪舟の描いた景観 京都府立丹後郷土資料館／編 京都府立丹後郷土資料館 150017978

406 明智光秀を破った「丹波の赤鬼」 荻野直正と城郭 高橋　成計／著 神戸新聞総合出版センター 150031748

407 丹波史を探る のじぎく文庫 細見　末雄／著 神戸新聞総合出版センター 150053429

408 柏原町志 松井　拳堂／編集 〔柏原〕町志編纂委員会 150051381

409 大山崎史叢考 吉川　一郎／著 創元社 150051415

410 両丹地方史　第８７号 福知山史談会／編 両丹地方史研究者協議会 150029163

411 明智・細川と両丹地方
京都府立丹後郷土資料館　常設展資料
５

京都府立丹後郷土資料館／編 京都府立丹後郷土資料館 150011831

412 光秀・亀山城・城下町 第２６回特別展 亀岡市文化資料館 亀岡市文化資料館 150017051

413 明智光秀と丹波の武士 仁木　宏／著 福知山史談会 150011708

414 戦国の武将たち ひょうご合戦記 黒部　亨／著 神戸新聞総合出版センター 150010858

415 戦国・織豊期城郭論 丹波国八上城遺跡群に関する総合研究 八上城研究会／編 和泉書院 150051456

416 永青文庫の古文書 光秀・葡萄酒・熊本城 永青文庫／編 吉川弘文館 150031888

417 明智光秀×福知山 ＩＤＥＡ ＢＯＯＫ 私たちがつくるまちのパンフレット 福知山市役所＋福知山公立大学　塩見直紀研究室／制作 福知山市役所市長公室秘書広報課シティプロモーション係 150028629

418 明智光秀と近江・丹波 分国支配から「本能寺の変」へ 福島　克彦／著 サンライズ出版 150030948

419 明智光秀の生涯と丹波福知山 ２版 [小和田　哲男]／[監修] 福知山市役所 150026631

420 明智光秀の生涯と丹波福知山 [小和田　哲男]／[監修] 福知山市役所 150025138

421 京街道　明智光秀物語 附　御霊神社捧物と光秀忌句会 [足立　常秋]／[編] 御霊神社 150023463

422 丹波・福知山と小笠原・横山
桔梗に恨みは数々ござる?！光秀に追
われたわが一族 横山　隆雄／著 横山隆雄 150027811

423 明智町誌 本田　喜代治／監修 明智町役場 150051423

424 明智町誌　村絵図集 明智村絵図集 [明智町役場] 150053445
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425 明智町誌　補遺編 明智町役場 150051431

426 丹波氷上郡志　上巻 復刻版 丹波史談会 名著出版 150053346

427 丹波氷上郡志　下巻 復刻版 丹波史談会／編 名著出版 150053353

428 文化　第５１号 令和２（２０２０）年度 三和町文化協会／編 三和町文化協会 150029585

429 福知山の治水とまちづくり 明智光秀・城下町・治水 福知山市地域振興部文化・スポーツ振興課／編集 福知山市市長公室秘書広報課 150027563

430 麒麟を呼ぶ 光秀さんに学ぶ福知山のまちづくり 福島　慶太／著 ＰＨＰ研究所 150029189

【教養】

431 文藝春秋　第６５巻第１０号 竹下”光秀”に天下は取らせん 文藝春秋 150054088

432 文章報国乃木式　第６７号 明智光秀の史的教訓 椢会 椢会 150053759

433 ＮＨＫ歴史への招待　第７巻
〔新コンパクト・シリーズ〕　〔００
２〕 ＮＨＫ／編 日本放送出版協会 150053221

434 歴史道　Ｖｏｌ．７ 週刊朝日ＭＯＯＫ 朝日新聞出版 150031516

435 決定！織田家　最強の家臣ランキング 最も有能な家臣は誰だ！ 朝日新聞出版 150028520

436 図解日本史「悪役」たちの言い分 視点を変えればワルも善玉 岳　真也／著 ＰＨＰ研究所 150030138

437 その時歴史が動いた　１７ ＮＨＫ取材班／編 ＫＴＣ中央出版 150030039

438 その時歴史が動いた　２ ＮＨＫ取材班／編 ＫＴＣ中央出版 150030021

439 堂々日本史　１９ ＮＨＫ取材班／編 ＫＴＣ中央出版 150010882

440 日本の合戦　５ 織田信長 新人物往来社 150051985

441 日本の合戦　５ 織田信長 新人物往来社 150051399

442 日本の合戦　６ 豊臣秀吉 新人物往来社 150052322

443 週刊ビジュアル日本の合戦　Ｎｏ．１６ 明智光秀と本能寺の変 講談社 150030153

444 明智光秀と本能寺の変 マンガで見る決戦！日本史 加来　耕三／監修 東京書店 150031276

445 明智光秀　本能寺の変 改訂版 河合　敦／監修 朝日新聞出版 150027480

446 戦国おもてなし時代 信長・秀吉の接待術 金子　拓／著 淡交社 111584793

447 信長と本能寺の変謎９９ イースト新書Ｑ　Ｑ０６５ かみゆ歴史編集部／〔編〕 イースト・プレス 150031839

448 女たちの本能寺 祥伝社新書　６１０ 楠戸　義昭／〔著〕 祥伝社 150031995

449 女たちの本能寺 小石　房子／著 三交社 150052231

450 国盗り古戦場の旅 文華新書 鈴木　亨／著 日本文華社 150052363

451 戦国信長・光秀・秀吉の戦い 大人の教養図鑑 二木　謙一／監修 河出書房新社 150031896

452 戦国暗殺史 三一新書　９３４ 森川　哲郎／著 三一書房 150051845

453 画報　近世三百年史（合本）　第１集-第１６集 不動　健治／編 国際文化情報社 150055051

454 岐阜城物語
ＮＨＫ“国盗り物語”道三、信長、光
秀、秀吉の活躍舞台 郷　浩／著 郷浩 150053122

455 英雄不死伝説 日本史ミステリー探検 新人物往来社 150030310

456 戦国名将・智将・梟将の至言 学研Ｍ文庫　く－４－４ 楠戸　義昭／〔著〕 学研 150053296

457 戦国の「いい妻」「ダメな妻」 ＰＨＰ文庫　な３２－８ 中島　道子／著 ＰＨＰ研究所 150052934

458 明智光秀と謀反、裏切りのざんねんな戦国武将たち 原　一六四／著 マガジンランド 150031573

459 英雄たちの病状診断 その病気・性格が日本歴史を変えた 服部　敏良／著 ＰＨＰ研究所 150051837

460 明智家の末裔たち 本能寺からはじまった闘いの記憶 明智　憲三郎／著 河出書房新社 150031581

461 明智光秀
話題の戦国武将を訪ねる旅
へ

昭文社 150031599

462 明智光秀完全ガイド １００％ムックシリーズ 晋遊舎 150031557

463 明智光秀と織田信長
大河ドラマ「麒麟がくる」がＣＧでま
るわかり！ 双葉社 150031722

464 明智光秀と戦国の名将たち ホビージャパンＭＯＯＫ　９８０ ホビージャパン 150031698

465 明智光秀とは何者なのか？ カラー版 歴史ＲＥＡＬ編集部／編 洋泉社 150031417
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（郷土史）

466 明智光秀のことがマンガで３時間でわかる本 へぇ～そうなのか！ 津田　太愚／著 明日香出版社 150031284

467 明智光秀の生涯 苦境と逆転の知将 外川　淳／著 三笠書房 150031391

468 明智光秀の足跡をたどる旅 歴史紀行ガイド 「明智光秀の足跡をたどる旅」製作委員会／著 東京ニュース通信社 150031466

469 明智光秀ゆかりの地を歩く
２０２０年大河ドラマ「麒麟がくる」
主人公 サンライズ出版／編 サンライズ出版 150031177

470 麒麟がくる 明智光秀とその時代 ＮＨＫ出版 150031441

471 誰も知らない明智光秀の真実
大河ドラマの描写はどこまでが史実
か！ 宝島社 150031870

472 〈超図解〉本能寺の変と明智光秀
見えてきた！光秀のプロフィールと本
能寺の変の謎 小和田　泰経／監修 枻出版社 150031433

473 マンガでわかる明智光秀 柴　裕之／監修 池田書店 150031292

474 光秀の歩き方 山本　耕／著 岐阜新聞社 150031623

475 ルイス・フロイスが見た明智光秀 サンエイムック 三栄 150031979

476 図説織田信長 疾風怒涛″天下布武″への道 毎日新聞社 150053718

477 信長と光秀完全ガイド １００％ムックシリーズ 晋遊舎 150031953

478 春日局おもしろ事典 歴史おもしろシリーズ 左方　郁子／著 紀行社 150052462

479 織田信長の経営塾 北見昌朗 講談社 110420254

480 織田信長の人間関係 しごとに活かす 小島　鋼平／著 白馬出版 110021490

481 豊臣秀吉七つの謎 新人物往来社／編 新人物往来社 110261229

482 風土の中の史実 奈良本　辰也／著 読売新聞社 150053403

483 歴史の町抒情の旅 ブルーガイド・ライブラリー　３ 河合　茂美／著 実業之日本社 150053411

484 天下を獲り損ねた男たち 日本史の旅は、自転車に限る！　続 疋田　智／著 枻出版社 150030336

485 信長と京都ガイド カラー京都 京美観光出版社 150053437

486 京の古道を歩く 増田　潔／著 光村推古書院 111168753

487 戦国の城 カラーブックス　２６２ 邦光　史郎／著 保育社 150052918

488 明智光秀と三英傑 名将と名刀との邂逅 小和田　泰経／歴史監修 鈴屋出版 150032068

【辞典・事典類】

489 戦国人名辞典 戦国人名辞典編集委員会／編 吉川弘文館 150052488

490 織田信長家臣人名辞典 谷口　克広／著 吉川弘文館 150052561

491 藩史大事典　第５巻 近畿編 木村　礎／〔ほか〕編 雄山閣出版 150051449

492 織田信長・明智光秀事典 異なるリーダーの生き方に学ぶ 加来　耕三／著 東京堂出版 110950912

493 織田信長事典 岡本　良一／〔ほか〕編 新人物往来社 150050979

494 考証織田信長事典 西ケ谷　恭弘／著 東京堂出版 150051969

【雑誌】

495 特集人物往来　第１巻６号 日本勝負史 人物往来社／〔編〕 人物往来社 150053791

496 歴史を歩く　Vol.１ 歴史読本臨時増刊１月号 新人物往来社 150053767

497 明智光秀ゆかりの城 一個人　２０２０年４月号 小学館 150028611

498 明智光秀 歴史街道　令和２年２月号 ＰＨＰ研究所 150028348

499 明智光秀と越前 歴史街道　令和２年４月号 ＰＨＰ研究所 150028603

500 明智光秀とは何者か 歴史と旅　１９９８年１１月号 秋田書店 150007938

501 明智光秀の真実 歴史人　２０２０年２月号 ＫＫベストセラーズ 150028314

502 明智光秀の野望 歴史群像　１９９５年４月号 学習研究社 150053908

503 明智光秀の真実 歴史街道　２０１７年１１月号 ＰＨＰ研究所 150027464

504 「裏」本能寺の変の謎 歴史読本　１９９４年５月号 新人物往来社 150053650
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（雑誌）

505 繪本　織田信長記 歴史読本　２００８年８月号 新人物往来社 150053684

506 織田信長家臣団 歴史読本　１９９３年５月特別増刊号 新人物往来社 150053809

507 織田信長　真説「本能寺の変」 歴史読本　１９９２年１２月号 新人物往来社 150053676

508 織田信長総覧 歴史と旅　１９８７年臨時増刊号 秋田書店 150053635

509 織田信長　天下布武の旅 歴史と旅　１９７４年１月号 秋田書店 150053593

510 織田信長の史話５０選 歴史と旅　１９８２年２月号 秋田書店 150053619

511 織田信長の戦記 歴史と旅　１９８３年２月号 秋田書店 150053585

512 織田信長合戦論争 歴史読本　１９９８年３月号 新人物往来社 150010940

513 隠された明智光秀の暗号 歴史群像　１９９５年４月号 学習研究社 150053882

514 ここまでわかった！本能寺の変 徹底検証 『歴史読本』編集部／編 新人物往来社 150027704

515 真説・本能寺 歴史と人物　１９７１年１２月号 中央公論 150054062

516 大魔王織田信長 歴史と旅　１９８６年２月号 秋田書店 150053601

517 天下を賭けて 歴史読本　１９６７年１１月特別号 新人物往来社 150053643

518 徳川家康の謎 歴史読本　１９８２年１２月号 新人物往来社 150053692

519 信長と光秀 歴史人　２０１６年４月号 ＫＫベストセラーズ 150027431

520 信長と光秀　本能寺の変の謎 歴史人　２０１８年７月号 ＫＫベストセラーズ 150026920

521 信長・秀吉・家康の一族総覧 歴史と旅　１９９４年臨時増刊号 秋田書店 150053627

522 信長謀殺の黒幕を暴く 歴史群像　１９９５年４月号 学習研究社 150053890

523 細川幽斎と明智光秀 歴史読本　２０００年８月号 新人物往来社 150011310

524 本能寺と光秀の謎 歴史街道　２０１２年５月号 ＰＨＰ研究所 150017523

525 本能寺の変 歴史街道　２０１４年９月号 ＰＨＰ研究所 150022770

526 本能寺の変 歴史人　２０１５年７月号 ＫＫベストセラーズ 150021509

527 本能寺の変 歴史街道　令和３年２月号 ＰＨＰ研究所 150029346

528 本能寺の変 歴史街道　２００５年８月号 ＰＨＰ研究所 150053577

529 本能寺の変 歴史読本　１９８１年８月号 新人物往来社 150053668

530 本能寺の変の真実 歴史人　２０１９年７月号 ＫＫベストセラーズ 150027423

531 本能寺の変の謎 歴史研究　１９８９年６月号 新人物往来社 150053825

532 光秀と秀吉 歴史人　２０２０年７月号 ＫＫベストセラーズ 150028785

533 光秀は生きていた 歴史研究　２００８年６月号 歴研 150053817

534 〈図解〉信長軍団なるほど人物事典 完全保存版 『歴史街道』編集部／編 ＰＨＰ研究所 150030146

535 明智光秀ぴあ
ゆかりの地・人物・歴史・人間関係が
すべてわかる！ ぴあ 150031680

536 春日局の生涯 別冊歴史読本特別増刊　第７６号 新人物往来社 150053916

537 明智光秀 サライ　２０２０年２月号 小学館 150028322

538 明智光秀を知る 旅行読売　２０２０年２月号 旅行読売出版社 150028330

【グラビア・コミック等】

539 国盗り物語 グラフＮＨＫ　１９７３年１月１日号 ＮＨＫサービスセンター 150054070

540 るるぶ麒麟がくる ＮＨＫ大河ドラマスペシャル ＪＴＢパブリッシング 150031664

541 光秀公記 黒鉄　ヒロシ／著 ＰＨＰ研究所 150031037

542 織田信長　１ コミック 横山　光輝／著 講談社 150052611

543 織田信長　２ コミック 横山　光輝／著 講談社 150052629

544 織田信長　３ コミック 横山　光輝／著 講談社 150052637

545 織田信長　４ コミック 横山　光輝／著 講談社 150052645
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（グラビア・コミック等）

546 織田信長　５ コミック 横山　光輝／著 講談社 150052652

547 織田信長　６ コミック 横山　光輝／著 講談社 150052660

548 麒麟がくる　前編 ＮＨＫ大河ドラマ・ガイド 池端　俊策／ほか作 ＮＨＫ出版 150031672

549 麒麟がくる　後編 ＮＨＫ大河ドラマ・ガイド 池端　俊策／ほか作 ＮＨＫ出版 150031987

550 麒麟がくる　完結編 ＮＨＫ大河ドラマ・ガイド 池端　俊策／ほか作 ＮＨＫ出版 150032100

551 おんな太閤記 ＮＨＫ大河ドラマ・ストーリー 日本放送出版協会 150053544

552 キネマ旬報　№３６ キネマ旬報社 150054096

553 キネマ旬報　№４０ キネマ旬報社 150054112

554 キネマ旬報　№３８ キネマ旬報社 150054104

555 大河ドラマ功名が辻
２００６年ＮＨＫ大河ドラマ「功名が
辻」完全ガイドブック 東京ニュース通信社 150053775

556 徳川家康 ＮＨＫ大河ドラマ・ストーリー 山岡　荘八／原作 日本放送出版協会 150053536

557 独眼竜政宗 ＮＨＫ大河ドラマ・ストーリー ジェームス三木／脚本 日本放送出版協会 150053510

558 信長 ＮＨＫ大河ドラマ・ストーリー 日本放送出版協会 150053528

559 くるり丹波篠山　京都丹波＋舞鶴 ウエストプラン／編著 西日本出版社 150031094

560 京都　滋賀　秘められた史跡 京都新聞社／編著 京都新聞社 150054401

561 ぶらり明智光秀の城＆史跡めぐり ご当地戦国武将・旅行ガイドブック 佐藤　強志 マコト出版 150029411

【文学】

562 サンデー毎日　通巻２３８７号 国盗り物語 司馬　遼太郎／著 毎日新聞社 150054120

563 Ｓ・Ｆマガジン　１９７２年５月号　 真説・本能寺 半村　良／著 早川書房 150054054

564 悲劇喜劇　№１０１
正反批判「「明智光秀」福田恆存作
（文学座）」 早川書房 150053965

565 文藝　第１４巻第６号 戯曲　明智光秀 福田　恆存／著 河出書房 150053957

566 明智光秀の近世 狂句作者は光秀をどう詠んだか 綿抜　豊昭／著 桂書房 150031227

567 校註謡曲叢書　第１巻 芳賀　矢一／校註 博文館 150052355

568 細川忠興夫人 戯曲・四幕 杉　賀代子／著 青雲書房 150053114

569 ガラシャの祈り
三浦綾子著『細川ガラシャ夫人』に拠
る 横島　昇／著 未知谷 150030864

570 明智光秀 小説集 菊池　寛／著 作品社 150031060

571 大江戸ひっくり返史 露八史観 阿井　渉介／著 河出書房新社 150030112

572 信長を創った男 異聞本能寺の変 安土　弁／著 文藝書房 150030393

573 「本能寺」の真相 講談社文庫　あ６２－１５ 姉小路　祐／〔著〕 講談社 150052959

574 優しい侍 東　秀紀／著 講談社 110369139

575 本能寺　上 池宮　彰一郎／著 毎日新聞社 150052181

576 本能寺　下 池宮　彰一郎／著 毎日新聞社 150052199

577 明智光秀転生 逆賊から江戸幕府黒幕へ 伊牟田　比呂多／著 海鳥社 150030666

578 明智光秀の密書 ノン・ポシェット 井沢　元彦／著 祥伝社 150030658

579 明智光秀の密書 ノン・ポシェット 井沢　元彦／著 祥伝社 150052967

580 明智光秀の密書 ノン・ポシェット 井沢　元彦／著 祥伝社 112125562

581 偉人幽斉 池辺　義象／著 吉川弘文館 150053338

582 異説本能寺信長殺すべし 講談社ノベルス 岩崎　正吾／著 講談社 150053270

583 銀魔伝　本能寺の巻 井沢　元彦／著 中央公論社 110088283

584 慶長三年醍醐寺の夜 太閤夜話－明智光秀の巻 今西　宏康／著 オフィスイマニシ 150031052

585 ざわめく竹の森 明智光秀の最期 伊東　眞夏／著 栄光出版社 150031003

586 摂丹の霧 家村　耕／著 文芸社 110563087
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（文学）

587 謀略の首 織田信長推理帳 井沢　元彦／〔著〕 講談社 150053239

588 光秀奔る 家村　耕／著 文芸社 112254024

589 光秀曜変 長編時代小説 岩井　三四二／著 光文社 150030674

590 戦の国 覇舞謡 冲方　丁／著 講談社 150030591

591 時を継ぐ者伝 光秀京へ 宇田川　敬介／著 振学出版 150030906

592 光秀 ＰＨＰ文芸文庫　い１－７ 冲方　丁／著 ＰＨＰ研究所 150031086

593 反逆　上 遠藤　周作／著 講談社 150051647

594 反逆　下 遠藤　周作／著 講談社 150051654

595 女 遠藤周作歴史小説集　７ 遠藤　周作／著 講談社 150053031

596 明智光秀 謀叛にあらず 大栗　丹後／〔著〕 学研 150053304

597 つくられた謀反人光秀 家傳の石　本能寺の変 岡野　正昭／著 幻冬舎メディアコンサルティング 110483724

598 本能寺の変　つくられた謀反人光秀 改訂版 岡野　正昭／著 幻冬舎メディアコンサルティング 111558888

599 明智左馬助の恋 加藤　廣／著 日本経済新聞出版社 150052751

600 明智光秀をめぐる武将列伝 文春文庫　か２－６２ 海音寺　潮五郎／著 文藝春秋 150031078

601 石亀の妖術 明智軍記異聞 加納　正樹／著 郁朋社 150051589

602 密室本能寺の変 長編歴史ミステリー 風野　真知雄／著 祥伝社 150030724

603 密室本能寺の変 長編歴史ミステリー 風野　真知雄／著 祥伝社 150030732

604 光秀の定理（レンマ） 垣根　涼介／著 角川書店 150030609

605 山崎合戦 戦争十二ヶ月　６月 神谷　鶴半／著 金港堂書籍 150054005

606 明智光秀の原像 窪寺　伸浩／著 あさ出版 150031318

607 サラリーマン　秀吉と光秀 毛塚　誠治／著 叢文社 150051720

608 勝者こそわが主君（あるじ） 神坂　次郎／著 新潮社 110133154

609 明智光秀　上 人物文庫 桜田　晋也／著 学陽書房 150052579

610 鬼と人と　上巻 信長と光秀 堺屋　太一／著 ＰＨＰ研究所 150051902

611 明智光秀　中 人物文庫 桜田　晋也／著 学陽書房 150052587

612 鬼と人と　下巻 信長と光秀 堺屋　太一／著 ＰＨＰ研究所 150051910

613 明智光秀　下 人物文庫 桜田　晋也／著 学陽書房 150052595

614 明智光秀 物語と史蹟をたずねて 早乙女　貢／著 成美堂出版 150052397

615 明智光秀 文春文庫　さ５－２５ 早乙女　貢／著 文藝春秋 150029254

616 明智光秀 早乙女　貢／著 広済堂出版 150051522

617 明智光秀 榊山　潤／著 叢文社 150051514

618 明智光秀　物語と史蹟をたずねて 成美文庫　Ｍ-35 早乙女　貢／著 成美堂出版 150022234

619 明智光秀　上 人物文庫 桜田　晋也／著 学陽書房 150030203

620 明智光秀　中 人物文庫 桜田　晋也／著 学陽書房 150030211

621 明智光秀　下 人物文庫 桜田　晋也／著 学陽書房 150030229

622 明智光秀 早乙女　貢／著 文芸春秋 110406188

623 織田信長 時代小説文庫　１２８ 坂口　安吾／著 富士見書房 150053312

624 逆臣・光秀の本懐 Ｆｕｔａｂａ　ｎｏｖｅｌｓ 笹沢　左保／著 双葉社 110402682

625 花落ちる 智将・明智光秀 笹沢　左保／著 新潮社 150053320

626 叛将明智光秀　青雲の巻 桜田　晋也／著 読売新聞社 150052074

627 叛将明智光秀　雄略の巻 桜田　晋也／著 読売新聞社 150052066

628 覇王の番人　上 真保　裕一／著 講談社 150052082

629 覇王の番人　下 真保　裕一／著 講談社 150052090
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630 明智光秀 なぜ「本能寺」に向かったか 嶋津　義忠／著 ＰＨＰ研究所 150030070

631 明智光秀 真の天下太平を願った武将 嶋津　義忠／著 ＰＨＰ研究所 150030955

632 本能寺合戦　全 織田明智 島 左右助／口演 大川屋書店 150053742

633 光秀の夢信長の夢 重徳　良彦／著 文芸社 150030401

634 光秀叛逆の血脈 書下ろし長編時代小説 志木沢　郁／著 コスミック出版 150030690

635 桶狭間の四人 光秀の逆転 鈴木　輝一郎／著 毎日新聞出版 111502258

636 春日局 春日局 杉本　苑子／著 読売新聞社 150052421

637 光秀の選択 鈴木　輝一郎／著 毎日新聞出版 150031920

638 本能寺奇伝 戦国倭人伝　第１部 世川　行介／著 彩雲出版 150030716

639 浅き夢見し 明智光秀物語 高橋　和島／著 廣済堂出版 150030351

640 権謀の裏 滝口　康彦／著 新人物往来社 110238565

641 斎藤利之助 明智の残党三羽がらす 月の舎　美華 此村欽英堂 150053734

642 本能寺の変 津本　陽／著 講談社 110455524

643 本能寺の変 津本　陽／著 講談社 150052801

644 山崎合戦 塚原　靖／著 広文堂書店 150053940

645 明智光秀 ＰＨＰ文庫 徳永　真一郎／著 ＰＨＰ研究所 150053288

646 天眼 光秀風水綺譚 戸矢　学／著 河出書房新社 150052140

647 秀吉謀反 異説・本能寺の変 土岐　信吉／著 河出書房新社 150053049

648 光秀の誤算 その時、歴史は動くハズだった。 富田　源太郎／著 三九出版 150051605

649 織田信長破壊と創造 日経ビジネス人文庫　と１－２ 童門　冬二／著 日本経済新聞社 112140850

650 春日局 将軍・家光の乳母 土橋　治重／著 経済界 150052439

651 明智光秀の妻煕子 中島　道子／著 紀尾井書房 150051696

652 裏切りの系譜
信長・光秀・秀吉の最
期

中島　道子／著 紀尾井書房 150051738

653 織田信長
書きおろし歴史小説シリー
ズ

南条　範夫／〔著〕 学研 150051779

654 桔梗の旗風 南条　範夫／著 文芸春秋 150052132

655 湖影 明智光秀とその妻煕子 中島　道子／著 ＫＴＣ中央出版 110406477

656 湖影 明智光秀とその妻煕子 中島　道子／著 ＫＴＣ中央出版 150051688

657 咲庵 中山　義秀／著 講談社 150051613

658 明智光秀の生涯 歴史随想 二階堂　省／著 近代文芸社 150051563

659 明智光秀の生涯 歴史随想 二階堂　省／著 近代文芸社 150053148

660 明智光秀の生涯 歴史随想 二階堂　省／著 近代文芸社 150030369

661 明智左馬助 光秀を最後まで支えた智勇兼備の将 羽生　道英／著 ＰＨＰ研究所 150052926

662 風の軍師 黒田官兵衛 葉室　麟／〔著〕 講談社 150030922

663 ダブルエージェント明智光秀 幻冬舎文庫　は－３５－１ 波多野　聖／〔著〕 幻冬舎 150031482

664 魔王の黒幕 信長と光秀 早見　俊／著 中央公論新社 150031912

665 光秀の十二日 小学館文庫 羽山　信樹／著 小学館 110416443

666 光秀の十二日 羽山　信樹／著 新人物往来社 150051571

667 火宅の女－春日局 平岩　弓枝／著 角川書店 150052819

668 天正十年夏、本能寺炎上 広瀬　仁紀／著 講談社 150051597

669 春日局 堀　和久／著 文芸春秋 150052447

670 本能寺・男たちの決断 傑作時代小説 赤木　駿介／著 ＰＨＰ研究所 150030088

671 真説　明智光秀 松村　茂平／著 風濤社 150051548

672 細川ガラシャ夫人 三浦　綾子／著 主婦の友社 150052264
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673 本能寺の黙示録
ＰＳＹＣＨＯＰＡＴＨ　ＨＩＤＥＹＯ
ＳＨＩ 三宅　由珠／著 中日出版 150031771

674 明智光秀 村田　武／著 鳥影社 150016871

675 明智光秀 村田　武／著 鳥影社 150052173

676 明智太閤 Tokyo books 山田　風太郎／著 東京文芸社 150053726

677 明智光秀の槍は朱かった 八切　止夫／著 日本シェル出版 110415593

678 生きていた光秀 山岡　荘八／著 講談社 150051621

679 織田信長殺人事件 八切止夫自由全集 八切　止夫／著 日本シェル出版 150051936

680 桔梗の旗 明智光秀と光慶 谷津　矢車／著 潮出版社 150031474

681 斎藤道三の子が明智光秀 八切止夫自由全集 八切　止夫／著 日本シェル出版 150051704

682 正本織田信長 八切　止夫／著 桃源社 150051787

683 是非に及ばず 山口　敏太郎／著 青林堂 150052744

684 是非に及ばず 山口　敏太郎／著 青林堂 150030237

685 なにわの夢 山口　敏太郎／著 青林堂 150052058

686 憎しみをこめて振り返れ 天正武士道・正本織田信長 八切　止夫／著 日本シェル出版 150051639

687 信長殺し、光秀ではない 八切　止夫／著 講談社 150052041

688 信長殺し、光秀ではない 八切　止夫／著 日本シェル出版 150011823

689 謀殺－天海僧正が明智光秀か 八切　止夫／〔著〕 日本シェル出版 150051670

690 光秀の槍は朱かった 八切止夫自由全集 八切　止夫／著 日本シェル出版 150053080

691 山岡荘八全集　１４ 無門三略の巻 山岡　荘八／著 講談社 150052520

692 山岡荘八全集　１５ 桶狭間の巻　続 山岡　荘八／著 講談社 150052538

693 山岡荘八全集　１６ 天下布武の巻　続 山岡　荘八／著 講談社 150052546

694 若き日の明智光秀 新戦国武将列伝 八切　止夫／著 日本シェル出版 150053130

695 安土幻想 信長謀殺 湯川　裕光／著 広済堂出版 150052124

696 安土幻想 信長謀殺 湯川　裕光／著 広済堂出版 150030377

697 傑作！巨匠たちが描いた小説・明智光秀 宝島社文庫　Ｃよ－３－１ 吉川　英治／著 宝島社 150031151

698 本能寺の変の真相 米田　一雄／著 文芸社 112033782

699 乱世の勝者敗者 戦国小説集 今　東光／〔ほか〕著 講談社 110125580

700 織田信長　上巻 小説 鷲尾　雨工／著 春秋社 150052496

701 織田信長　下巻 小説 鷲尾　雨工／著 春秋社 150052504

702 明智光秀 老の坂わかれ路 鷲尾　雨工／著 恒文社 150030120

703 明智光秀 老の坂わかれ路 鷲尾　雨工／著 恒文社 150052736

704 明智光秀 老の坂わかれ路 鷲尾　雨工／著 恒文社 150052389

705 司馬遼太郎全集　１０ 国盗り物語　前 司馬　遼太郎／〔著〕 文芸春秋 150051340

706 司馬遼太郎全集　１１ 国盗り物語　後 司馬　遼太郎／〔著〕 文芸春秋 150051357

707 福田恒存著作集　第１巻 創作編　１ 福田　恒存／著 新潮社 150052827
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【児童書】

708 本能寺の変へタイムワープ 歴史漫画タイムワープシリーズ イセケヌ／マンガ 朝日新聞出版 150031763

709 レキタン！　８ 小学館学習まんがシリーズ てしろぎ　たかし／まんが 小学館 150030625

710 明智光秀 織田信長をたおした、なぞ多き武将 河合　敦／監修 集英社 150031235

711 明智光秀 本能寺の変 浜野　卓也／〔著〕 講談社 123054025

712 明智光秀 美しき知将 小沢　章友／作 講談社 150031342

713 明智光秀 なぜ、本能寺へむかったのか－？ 奥山　景布子／著 集英社 150031409

714 明智光秀 コミック版日本の歴史　２５ 加来　耕三／企画・構成・監修 ポプラ社 150030617

715 明智光秀
戦のない世を目指し主君・信長を討っ
た男 小和田　哲男／監修 小学館 150031425

716 明智光秀 本能寺の変を実行した謎多き知将 田代　脩／監修 学研プラス 150031565

717 明智光秀 本能寺の変 浜野　卓也／〔著〕 講談社 150053155

718 明智光秀 本能寺の変 浜野　卓也／〔著〕 講談社 150011542

719 織田信長 戦国時代のスーパーヒーロー 河合　敦／監修 集英社 150031656

720 春日局 将軍を守り育てた女性 加藤　秀／著 偕成社 150053015

721 春日局 三代将軍家光の乳母 学研 150053023

722 本能寺の敵 キリサク手裏剣 加部　鈴子／作 くもん出版 150031854
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