
１．当時の時代背景を知る

タイトル 作者名 出版者 請求記号

・ 静岡県の歴史　第二版 本多　隆成／著 東京：山川出版社 Ｋ209シ

・ 静岡県史　第３巻 静岡県／編 東京：名著出版 Ｋ209シ

・ 静岡県史　資料編５　中世１ 静岡県／編集 静岡：静岡県 Ｋ209シ

・ 静岡県史　通史編２　中世 静岡県／編集 静岡：静岡県 Ｋ209シ

・ 伊豆の源氏 静岡県東部振興センター／企画・編集 韮山町：源氏に関する連絡協議会 Ｋ210イ

・ 鎌倉殿と執権北条氏の歴史 福田　智弘／監修 東京：メディアソフト Ｋ210カ

・ 頼朝と義時 呉座　勇一／著 東京：講談社 Ｋ210コ

・ 相模武士秘録 小田　淳／著 東京：叢文社 Ｋ210サ

・ 鎌倉殿と執権北条氏 坂井　孝一／著 東京：NHＫ出版 Ｋ210サ

・ 鎌倉幕府と執権北条氏の謎99 中丸　満／著 東京：イースト・プレス Ｋ210ナ

・ 北条氏と鎌倉幕府 細川　重男／著 東京：講談社 Ｋ210ホ

・ 狩野氏の歴史 天城湯ヶ島町文化財保護審議会／編 天城湯ヶ島町教育委員会 Ｋ212ア

・ 鎌倉幕府草創の地・伊豆韮山の中世遺跡群 池谷　初恵／著 東京：新泉社 Ｋ212イ

・ 伊豆の頼朝 田文協編集委員会／編 静岡県田方地区文化財保護審議委員等連絡協議会 Ｋ212イ

・ 伊東市史　史料編　古代・中世 伊東市史編集委員会／編集 伊東市：伊東市 Ｋ212イ

・ 伊東の今・昔　（伊東市史研究　第３号） 伊東市史編さん委員会／編集 伊東市：伊東市教育委員会 Ｋ212イ

・ 伊東の今・昔　（伊東市史研究　第５号） 伊東市史編さん委員会／編集 伊東市：伊東市教育委員会 Ｋ212イ

・ 函南町誌　上巻 函南町誌編集委員会／編集 函南町：函南町 Ｋ212カ

・ 歴研　第６号 寺院特集 函南町歴史研究会／編 函南町：函南町歴史研究会 Ｋ212カ

・ 歴研　第７号 函南町歴史研究会／編 函南町：函南町歴史研究会 Ｋ212カ

・ 韮山町史　第３巻上　古代中世篇 韮山町史刊行委員会／編集 韮山町：韮山町役場 Ｋ212ニ

・ 韮山町史　第10巻　通史１　自然・原始・古代・中世 韮山町史編纂委員会／編 韮山町：韮山町史刊行委員会 Ｋ212ニ

・ 北条義時がうまれた里「伊豆の国」の中世 伊豆の国市文化財課／編 伊豆の国市：静岡県伊豆の国市 Ｋ212ホ

・ 北条九代記（全３巻） 増淵　勝一／訳 東村山：教育社 Ｋ212ホ

・ 三島市誌　上巻　復刻 三島市誌編纂委員会／編 三島市：三島市 Ｋ212ミ

・ 静岡県人 遠藤　秀男／著 東京：新人物往来社 Ｋ280エ

・ 鎌倉武士 奥富　敬之／著 東京：新人物往来社 Ｋ280オ

・ 静岡県人物志 静岡県／編 京都：臨川書店 Ｋ280シ

・ 静岡人物誌 深沢　渉／著 静岡：静岡放送株式会社 Ｋ280フ

・ 探訪比企一族 西村　裕／編・著 東松山：まつやま書房 Ｋ288タ

・ 図説鎌倉北条氏 野口　実／編著 東京：戎光祥出版 Ｋ288ノ

・ 八重姫・千鶴丸考 伊東　まで／著　 神奈川：伊東　まで Ｋ289イ

・ 静岡の文化　第81号　特集：静岡県の頼朝・義経 静岡：静岡県文化財団 Ｋ2302シ

・ その時歴史が動いた　5 NHＫ取材班／編 名古屋：ＫTC中央出版 210.0ソ

・ その時歴史が動いた　7 NHＫ取材班／編 名古屋：ＫTC中央出版 210.0ソ

・ 堂々日本史　4 NHＫ取材班／編 名古屋：ＫTC中央出版 210.0ト

・ 堂々日本史　6 NHＫ取材班／編 名古屋：ＫTC中央出版 210.0ト

・ 堂々日本史　21 NHＫ取材班／編 名古屋：ＫTC中央出版 210.0ト

・ 逆説の日本史　5　中世動乱編 井沢　元彦／著 東京：小学館 210.1イ

・ NHＫさかのぼり日本史　8　室町・鎌倉 本郷　和人／著 東京：NHＫ出版 210.1エ

・ 0から学ぶ「日本史」講義　中世篇 出口　治明／著 東京：文藝春秋 210.1テ

・ 日本の歴史　07　武士の成長と院政 下向井　龍彦／著 東京：講談社 210.1ニ

・ 日本の歴史　09　頼朝の天下草創 山本　幸司／著 東京：講談社 210.1ニ

・ 敗者の日本史　5　治承・寿永の内乱と平氏 元木　泰雄／著 東京：吉川弘文館 210.1ハ

・ 敗者の日本史　6　承久の乱と後鳥羽院 関　幸彦／著 東京：吉川弘文館 210.1ハ

NHＫ大河ドラマ「鎌倉殿の13人」の世界

（函南町立図書館所蔵の関連資料の紹介）

令和４年６月４日時点



・ 敗者の日本史　7　鎌倉幕府滅亡と北条氏一族 秋山　哲雄／著 東京：吉川弘文館 210.1ハ

・ 敗者の日本史　11　中世日本の勝者と敗者 鍛代　敏雄／著 東京：吉川弘文館 210.1ハ

・ 渡部昇一「日本の歴史」　2　中世篇 渡部　昇一／著 東京：ワック 210.1ワ

・ 源平争乱と平家物語 上横手　雅敬／著 東京：角川書店 210.38ウ

・ 平清盛と平家四代 河合　敦／著 東京：講談社 210.38カ

・ 源平興亡三百年 中丸　満／著 東京：ソフトバンククリエイティブ 210.38ナ

・ 平清盛と後白河院 元木　泰雄／著 東京：角川学芸出版 210.38モ

・ 源平合戦の虚像を剝ぐ 川合　康／著 東京：講談社 210.39カ

・ 頼朝がひらいた中世 河内　祥輔／著 東京：筑摩書房 210.39コ

・ 人物でわかるオモシロ源平合戦 武光　誠／著 東京：角川学芸出版 210.39タ

・ 鎌倉幕府の謎 跡部　蛮／著 東京：ビジネス社 210.42ア

・ 鎌倉武士の実像 石井　進／著 東京：平凡社 210.42イ

・ 執権義時に消された13人 榎本　秋／著 東京：ウェッジ 210.42エ

・ 「鎌倉」の時代 福田　豊彦／[ほか]編 東京：山川出版社 210.42カ

・ 鎌倉殿を立てた北条家の叡智 加来　耕三／著 東京：育鵬社 210.42カ

・ 鎌倉武家事典 出雲　隆／編 東京：青蛙房 210.42カ

・ 鎌倉と京 五味　文彦／著 東京：講談社 210.42コ

・ 源氏将軍断絶 坂井　孝一／著 東京：PHP研究所 210.42サ

・ 承久の乱 坂井　孝一／著 東京：中央公論新社 210.42サ

・ 大河ドラマ鎌倉殿の13人北条義時とその時代 田中　大喜／監修 東京：宝島社 210.42タ

・ 鎌倉源氏三代記 永井　晋／著 東京：吉川弘文館 210.42ナ

・ 源頼朝の世界 永井　路子／著 東京：朝日新聞出版 210.42ナ

・ 頼朝の武士団 細川　重男／著 東京：朝日新聞出版 210.42ホ

・ 北条氏の時代 本郷　和人／著 東京：文藝春秋 210.42ホ

・ 日本中世史最大の謎!鎌倉13人衆の真実 本郷　和人／著 東京：宝島社 210.42ホ

・ 動乱の東国史　2　東国武士団と鎌倉幕府 池　享／企画編集委員 東京：吉川弘文館 213.0ト

・ 武蔵武士団 関　幸彦／編 東京：吉川弘文館 213.4ム

・ 神奈川県の歴史 神崎　彰利／[ほか]著 東京：山川出版社 213.7カ

・ 武家の古都、鎌倉 高橋　慎一朗／著 東京：山川出版社 213.7タ

・ 中世都市鎌倉を歩く 松尾　剛次／著 東京：中央公論新社 213.7マ

・ 伝説の日本史　第2巻　源氏三代、血塗られた伝説 井沢　元彦／著 東京：光文社 281.0イ

・ 英傑の日本史　源平争乱編 井沢　元彦／著 東京：角川学芸出版 281.0イ

・ 図説・源平合戦人物伝 東京：学研パブリッシング 281.0ス

・ ビジュアル源平1000人 東京：世界文化社 281.0ヒ

・ 北条義時と同時代を生きたキーパーソンたち 「北条義時と同時代を生きたキーパーソンたち」製作委員会／著 東京：東京ニュース通信社 281.0ホ

・ 武門源氏の血脈 野口　実／著 東京：中央公論新社 288.3ノ

・ 鎌倉殿の13人 東京：NHK出版 289.1ホ

・ 北条義時完全ガイド 東京：晋遊舎 289.1ホ

・ 松村邦洋「鎌倉殿の13人」を語る 松村　邦洋／著 東京：プレジデント社 778.8マ

▼児童書

タイトル 作者名 出版者 請求記号

・ 教科書の絵と写真で見る日本の歴史資料集　3　鎌倉時代〜室町時代 宮原　武夫／監修 東京：岩崎書店 210キ

・ 教科書に出てくる歴史人物・文化遺産　4　鎌倉・室町時代 鎌田　和宏／監修 東京：学研教育出版 210キ

・ 鎌倉バトルロワイヤル 楠木　誠一郎／著 東京：講談社 210ク

・ Jr.日本の歴史　3　鎌倉時代から室町時代 平川　南／編集委員 東京：小学館 210シ

・ 人物や文化遺産で読み解く日本の歴史　3　源頼朝・平等院・源氏物語 千葉　昇／監修・指導 東京：あかね書房 210シ

・ 図説学習日本の歴史　3　鎌倉‐室町時代 旺文社／編 東京：旺文社 210ス

・ 日本の歴史　2　鎌倉〜安土桃山時代 木村　茂光／監修 東京：ポプラ社 210ニ

・ 日本の歴史　6　平安後期〜鎌倉時代初期（講談社学習まんが） 呉座　勇一／監修 東京：講談社 210ニ

・ 日本の歴史　7　鎌倉時代（講談社学習まんが） 呉座　勇一／監修 東京：講談社 210ニ

・ 日本の歴史　6　平安時代 2（集英社版・学習漫画） 森藤　よしひろ／漫画 東京：集英社 210ニ

・ 日本の歴史　7　鎌倉時代（集英社版・学習漫画） 森藤　よしひろ／漫画 東京：集英社 210ニ



・ 調べる学習日本の歴史　2　武士の成長と戦国時代 船岡　誠／著 東京：国土社 210フ

・ 名探偵コナン推理ファイル日本史の謎　2 本郷　和人／監修 東京：小学館 210メ

２．当時の主要人物を知る

① 北条義時（演：小栗旬）

タイトル 作者名 出版者 請求記号

・ 北条義時 安田　元久／著 東京：吉川弘文館 Ｋ289ホ

・ 北条義時　これ運命の縮まるべき端か 岡田　清一／著 京都：ミネルヴァ書房 Ｋ289ホ

・ 北条義時　鎌倉殿を補佐した二代目執権 岩田　慎平／著 東京：中央公論新社 Ｋ289ホ

・ 史伝北条義時 山本　みなみ／著 東京：小学館 Ｋ289ホ

▼児童書

タイトル 作者名 出版者 請求記号

・ 北条義時　武士の世を開いた男 小沢　章友／作 東京：講談社 289ホ

・ 北条義時（コミック版日本の歴史　80） 加来　耕三／企画・構成・監修 東京：ポプラ社 289ホ

・ 北条義時（集英社版・学習まんが） 野間　与太郎／漫画 東京：集英社 289ホ

・ 北条義時（講談社学習まんが） 山本　みなみ／監修 東京：講談社 289ホ

② 北条政子（演：小池栄子）

タイトル 作者名 出版者 請求記号

・ 北条政子（人物叢書 新装版） 渡辺　保／著 東京：吉川弘文館 Ｋ289ホ

・ 北条時政と北条政子 関　幸彦／著 東京：山川出版社 289.1ホ

・ 史伝北条政子 山本　みなみ／著 東京：NHK出版 289.1ホ

▼児童書

タイトル 作者名 出版者 請求記号

・ 週刊マンガ日本史　12　北条政子 河合　敦／監修 東京：朝日新聞出版 Ｋ212シ

・ 鎌倉の姫将軍北条政子 こぐれ　京／作 東京：KADOKAWA 289ホ

・ 北条政子（学研まんがNEW日本の伝記SERIES） 野村　朋弘／監修 東京：学研プラス 289ホ

・ 北条政子（小学館版学習まんが人物館） 山本　みなみ／監修 東京：小学館 289ホ

・ 北条政子（コミック版日本の歴史　81） 加来　耕三／企画・構成・監修 東京：ポプラ社 289ホ

③ 源頼朝（演：大泉洋）

タイトル 作者名 出版者 請求記号

・ 源頼朝 川合　康／著 京都：ミネルヴァ書房 289.1ミ

・ 源頼朝 高橋　典幸／著 東京：山川出版社 289.1ミ

・ 源頼朝 元木　泰雄／著 東京：中央公論新社 289.1ミ

・ 源頼朝と鎌倉 坂井　孝一／著 東京：吉川弘文館 289.1ミ

・ 源頼朝の真像 黒田　日出男／著 東京：角川学芸出版 713ク

・ 源頼朝像 米倉　迪夫／著 東京：平凡社 721.0ヨ

▼児童書

タイトル 作者名 出版者 請求記号

・ 週刊マンガ日本史　11　源頼朝 河合　敦／監修 東京：朝日新聞出版 Ｋ212シ

・ 源頼朝 左近　義親／著 東京：講談社 289ミ

・ 源頼朝（コミック版日本の歴史　29） 加来　耕三／企画・構成・監修 東京：ポプラ社 289ミ

④ 平清盛（演：松平健）

タイトル 作者名 出版者 請求記号

・ 平清盛（別冊太陽） 高橋　昌明／編 東京：平凡社 289.1タ



・ 図説平清盛 樋口　州男／著 東京：河出書房新社 289.1タ

・ 平清盛　乱世に挑戦した男 岩田　慎平／著 東京：新人物往来社 289.1タ

・ 平清盛　天皇に翻弄された平氏一族 武光　誠／著 東京：平凡社 289.1タ

・ 平清盛　「武家の世」を切り開いた政治家 上杉　和彦／著 東京：山川出版社 289.1タ

・ 教えてあげる平清盛 南城　司／著 東京：角川学芸出版 289.1タ

・ 西行と清盛 五味　文彦／著 東京：新潮社 911.14サ

▼児童書

タイトル 作者名 出版者 請求記号

・ 平清盛 柚木　象吉／著 東京：講談社 289タ

・ 平清盛 三田村　信行／著 東京：ポプラ社 289タ

・ 平清盛　新しい武士の世をひらく 国松　俊英／著 東京：岩崎書店 289タ

・ 平清盛　運命の武士王 小沢　章友／作 東京：講談社 289タ

・ 平清盛（コミック版日本の歴史　16） 加来　耕三／企画・構成・監修 東京：ポプラ社 289タ

⑤ 源義経（演：菅田将暉）

タイトル 作者名 出版者 請求記号

・ 源義経と壇ノ浦 前川　佳代／著 東京：吉川弘文館 289.1ミ

・ 路上の義経 篠田　正浩／著 東京：幻戯書房 289.1ミ

・ 義経伝説と為朝伝説 原田　信男／著 東京：岩波書店 289.1ミ

・ 義経不死伝説 中津　文彦／著 東京：PHP研究所 289.1ミ

・ 義経の冒険 金沢　英之／著 東京：講談社 913.49カ

▼児童書

タイトル 作者名 出版者 請求記号

・ 源義経 今西　祐行／著 東京：講談社 289ミ

・ 源義経（コミック版日本の歴史　17） 加来　耕三／企画・構成・監修 東京：ポプラ社 289ミ

⑥ 後白河法皇（演：西田敏行）

タイトル 作者名 出版者 請求記号

・ 後白河上皇　中世を招いた奇妙な「暗主」 遠藤　基郎／著 東京：山川出版社 288.4エ

・ 後白河法皇　平家を滅亡させた黒幕 河合　敦／著 東京：幻冬舎 288.4カ

・ 後白河上皇　「絵巻物」の力で武士に勝った帝 小林　泰三／著 東京：PHP研究所 288.4コ

・ 後白河院　王の歌 五味　文彦／著 東京：山川出版社 288.4コ

⑦ その他の人物

タイトル 作者名 出版者 請求記号

・ 仁田四郎忠常の事蹟 西原　辰哉／編集　 K288ニ

・ 北条泰時 上横手　雅敬／著 東京：吉川弘文館 289.1ホ

・ 源実朝 五味　文彦／著 東京：ＫADOＫAWA 289.1ミ

・ 源実朝 坂井　孝一／著 東京：講談社 289.1ミ

・ コレクション日本歌人選　051　源実朝 和歌文学会／監修 東京：笠間書院 911.10コ

▼児童書

タイトル 作者名 出版者 請求記号

・ 木曾義仲（コミック版日本の歴史　30） 加来　耕三／企画・構成・監修 東京：ポプラ社 289キ

３．当時の主要人物（北条義時、北条政子、源頼朝、平清盛、源義経など）が登場する小説

タイトル 作者名 出版者 請求記号



・ 源頼朝（全２巻） 吉川　英治／著 東京：講談社 Ｋ936ヨ

・ 右大臣実朝（全２巻） 太宰　治／著 東京：ゴマブックス ＬＦタサ

・ 君の名残を（全２巻） 浅倉　卓弥／著 東京：宝島社 Ｆアサ

・ 天馬、翔ける（全２巻） 安部　龍太郎／著 東京：新潮社 Ｆアヘ

・ 浄土の帝 安部　龍太郎／著 東京：角川書店 Ｆアヘ

・ 平家（全３巻） 池宮　彰一郎／著 東京：角川書店 Ｆイケ

・ 修羅の都 伊東　潤／著 東京：文藝春秋 Ｆイト

・ 夜叉の都 伊東　潤／著 東京：文藝春秋 Ｆイト

・ 海は哀し 内村　幹子／著 東京：新人物往来社 Ｆウチ

・ 安徳天皇漂海記 宇月原　晴明／著 東京：中央公論新社 Ｆウツ

・ 実朝私記抄 岡松　和夫／著 東京：講談社 Ｆオカ

・ 修禅寺物語 岡本　綺堂／著 東京：光文社 Ｆオカ

・ 義時 運命の輪 奥山　景布子／著 東京：集英社 Ｆオク

・ 頼朝と運慶 西木　暉／著 東京：鳥影社 Ｆサイ

・ 仏師成朝と運慶 西木　暉／著 東京：鳥影社 Ｆサイ

・ 駿女 佐々木　譲／著 東京：中央公論新社 Ｆササ

・ 言の葉は、残りて 佐藤　雫／著 東京：集英社 Ｆサト

・ 星月夜の鬼子母神 篠　綾子／著 東京：集英社 Ｆシノ

・ 義経と郷姫 篠　綾子／著 東京：KADOKAWA Ｆシノ

・ 北条義時 嶋津　義忠／著 東京：PHP研究所 Ｆシマ

・ 竹ノ御所鞠子 杉本　苑子／著 東京：中央公論新社 Ｆスキ

・ 巴御前 鈴木　輝一郎／著 東京：角川書店 Ｆスス

・ 波に舞ふ舞ふ 瀬川　貴次／著 東京：集英社 Ｆセカ

・ 小説平清盛 高橋　直樹／著 東京：潮出版社 Ｆタカ

・ 霊鬼頼朝 高橋　直樹／著 東京：文芸春秋 Ｆタカ

・ 鎌倉擾乱 高橋　直樹／著 東京：文芸春秋 Ｆタカ

・ 北条義時　我、鎌倉にて天運を待つ 高橋　直樹／著 東京：潮出版社 Ｆタカ

・ 惜別 太宰　治／著 東京：新潮社 Ｆタサ

・ 巨勢入道河童平清盛 童門　冬二／著 東京：集英社 Ｆトウ

・ 風の浄土 中津　文彦／著 東京：光文社 Ｆナカ

・ 平家慕情 中津　文彦／著 東京：実業之日本社 Ｆナカ

・ 炎環 永井　路子／著 東京：文藝春秋 Ｆナカ

・ 北条政子 永井　路子／著 東京：文藝春秋 Ｆナカ

・ 海国記（全２巻） 服部　真澄／著 東京：新潮社 Ｆハツ

・ 実朝の首 葉室　麟／[著] 東京：角川書店 Ｆハム

・ ギケイキ（全２巻） 町田　康／著 東京：河出書房新社 Ｆマチ

・ 遮那王伝説 三田　誠広／著 東京：実業之日本社 Ｆミタ

・ 清盛 三田　誠広／著 東京：集英社 Ｆミタ

・ 夢将軍頼朝 三田　誠広／著 東京：集英社 Ｆミタ

・ 尼将軍 三田　誠広／著 東京：作品社 Ｆミタ

・ 源義経 土橋　治重／著 東京：成美堂出版 Ｆモノ

・ 弟切抄 森山　光太郎／著 東京：河出書房新社 Ｆモリ

・ ともえ 諸田　玲子／著 東京：平凡社 Ｆモロ

・ 運慶の謎 山野　貞子／著 東京：鳥影社 Ｆヤマ

・ 宿神（全４巻） 夢枕　獏／著 東京：朝日新聞出版 Ｆユメ

・ 義経いづこにありや 吉川　永青／著 東京：講談社 Ｆヨシ

・ 義仲これにあり 吉川　永青／著 東京：講談社 Ｆヨシ

・ 北条政子の陰謀 米田　一雄／著 東京：文芸社 Ｆヨメ

・ 鎌倉燃ゆ 谷津　矢車／[ほか]著 東京：PHP研究所 913.68カ

・ 傑作!名手たちが描いた小説・鎌倉殿の世界 安部　龍太郎／[ほか]著 東京：宝島社 913.68ケ

・ 北条義時　小説集 海音寺　潮五郎／[ほか]著 東京：作品社 913.68ホ

・ 読んで旅する鎌倉時代 小栗　さくら／[著] 東京：講談社 913.68ヨ

・ 吉川英治全集　28　源頼朝 吉川　英治／著 東京：講談社 918.6ヨ



▼児童書・絵本

タイトル 作者名 出版者 請求記号

・ 風神秘抄 荻原　規子／作 東京：徳間書店 913オ

・ あまねく神竜住まう国 荻原　規子／作 東京：徳間書店 913オ

・ 牛若丸は名探偵! 楠木　誠一郎／作 東京：講談社 913ク

・ 源義経は名探偵!! 楠木　誠一郎／作 東京：講談社 913ク

・ 源平の風 斉藤　洋／作 東京：偕成社 913サ

・ 平清盛（全２巻） 那須田　淳／作 東京：アスキー・メディアワークス 913ナ

・ 夢見の猫 風の犬宮 牧野　礼／著 東京：くもん出版 913マ

・ さよ 森川　成美／作 東京：くもん出版 913モ

・ 絵本 弁慶 谷　真介／文 東京：金の星社 Ｅア

・ 那須与一 神田　伯山／監修 東京：講談社 Ｅウ

・ 義経と弁慶 谷　真介／文 東京：ポプラ社 Ｅニ

４．鎌倉幕府の出来事を記した歴史書「吾妻鏡」を読む

タイトル 作者名 出版者 請求記号

・ 吾妻鏡（全３巻） 東京：国書刊行会 Ｋ209.1ア

・ 吾妻鏡（ビギナーズ・クラシックス 日本の古典） 西田　友広／編 東京：ＫADOＫAWA Ｋ209.1ア

・ 吾妻鏡事典 佐藤　和彦／[ほか]編 東京：東京堂出版 Ｋ209.1ア

・ 吾妻鏡必携 関　幸彦／[ほか]編 東京：吉川弘文館 Ｋ209.1ア

・ 眠れないほどおもしろい吾妻鏡 板野　博行／著 東京：三笠書房 Ｋ209.1イ

・ 現代語訳吾妻鏡（全16巻+別巻） 五味　文彦／[ほか]編 東京：吉川弘文館 Ｋ209.1ケ

・ 全譯吾妻鏡（全５巻+別巻） 永原　慶二／監修 東京：新人物往来社 Ｋ209.1セ

・ マンガ日本の古典　14〜16　吾妻鏡（全３巻） 竹宮　恵子／漫画 東京：中央公論社 Ｋ209.1マ

５．源平争乱を描く軍記物語「平家物語」を読む

タイトル 作者名 出版者 請求記号

・ 「平家物語」の舞台を歩く 三池　純正／著 東京：潮出版社 210.39ミ

・ 平家物語の怪 井沢　元彦／著 東京：世界文化社 773イ

・ 平家物語 板坂　耀子／著 東京：中央公論新社 913.43イ

・ 平家物語、史と説話 五味　文彦／著 東京：平凡社 913.43コ

・ じつは面白かった『平家物語』 小林　賢章／監修 東京：PHP研究所 913.43シ

・ 平家物語 杉本　秀太郎／[著] 東京：講談社 913.43ス

・ 新書で名著をモノにする平家物語 長山　靖生／著 東京：光文社 913.43ナ

・ 平家物語の読み方 兵藤　裕己／著 東京：筑摩書房 913.43ヒ

・ 平家物語 角川書店／編 東京：角川学芸出版 913.43ヘ

・ 平家物語（全４巻） 梶原　正昭／校注 東京：岩波書店 913.43ヘ

・ 平家物語　上 福田　晃／[ほか]校注 東京：三弥井書店 913.43ヘ

・ 平家物語　下 佐伯　真一／校注 東京：三弥井書店 913.43ヘ

・ 平家物語（全12巻） 杉本　圭三郎／全訳注 東京：講談社 913.43ヘ

・ 現代語訳 日本の古典　10　平家物語 水上　勉／訳 東京：学研 918ケ

・ 新編日本古典文学全集　45〜46　平家物語（全２巻） 市古　貞次／校注・訳 東京：小学館 918シ

・ 日本文学全集　09　平家物語 古川　日出男／訳 東京：河出書房新社 918ニ

・ 吉川英治全集　32〜39　新・平家物語（全８巻） 吉川　英治／著 東京：講談社 918.6ヨ

・ 宮尾本平家物語（全４巻） 宮尾　登美子／著 東京：朝日新聞社 Ｆミヤ

・ 平家物語 土橋　治重／著 東京：成美堂出版 Ｆモノ

・ 平家物語（全６巻） 森村　誠一／著 東京：小学館 Ｆモリ

・ 新・平家物語（全20巻） 吉川　英治／著 東京：新潮社 Ｆヨシ



▼児童書

タイトル 作者名 出版者 請求記号

・ 絵で見てわかるはじめての古典　7巻　平家物語 田中　貴子／監修 東京：学研教育出版 910エ

・ 絵で読む日本の古典　4　平家物語 田近　洵一／監修 東京：ポプラ社 910エ

・ 平家物語 石崎　洋司／著 東京：岩崎書店 913イ

・ 平家物語を読む 永積　安明／著 東京：岩波書店 913ナ

・ 平家物語 時海　結以／文 東京：講談社 913ヘ

・ 古典文学全集　10　平家物語 長野　甞一／編著 東京：ポプラ社 918コ

・ 21世紀版少年少女古典文学館11〜12　平家物語（全２巻） 司馬　遼太郎／監修 東京：講談社 918ニ

６．鎌倉時代の曾我兄弟の仇討ちを題材にした軍記物語「曾我物語」を読む

タイトル 作者名 出版者 請求記号

・ 曽我物語　源氏をめぐる陰謀と真実 東京：ホビージャパン 913.43ソ

・ 真名本曾我物語　2 笹川　祥生／[ほか]編 東京：平凡社 913.43マ

・ 新編日本古典文学全集　53　曾我物語 梶原　正昭／校注・訳 東京：小学館 918シ

▼児童書

タイトル 作者名 出版者 請求記号

・ きずなの兄弟と鎌倉殿　曽我物語 時海　結以／文 東京：講談社 913キ

・ 古典文学全集　15　曽我物語 村松　定孝／編著 東京：ポプラ社 918コ

７．源義経の生涯を描いた軍記物語「義経記」を読む

タイトル 作者名 出版者 請求記号

・ 新編日本古典文学全集　62　義経記 梶原　正昭／校注・訳 東京：小学館 918シ

・ 日本古典文学全集　31　義経記 梶原　正昭／校注・訳 東京：小学館 918ニ

▼児童書

タイトル 作者名 出版者 請求記号

・ 古典文学全集　16　義経記 須知　徳平／編著 東京：ポプラ社 918コ

８．ゆかりの地を巡る

タイトル 作者名 出版者 請求記号

・ 函南町内寺院 斎藤　武雄／著 函南町：斎藤　武雄 Ｋ185カ

・ 十年目の旅　伊豆の歴史を訪ねて 宇野　眞好／著者　 Ｋ210ウ

・ 増訂豆州志稿伊豆七島志 秋山　富南／原著 修善寺町：長倉書店 Ｋ210ソ

・ 源頼朝と伊豆 -史跡と伝承- 三島市郷土資料館／編集 三島市：三島市郷土資料館 Ｋ212ミ

・ 静岡県の史跡散歩 神谷　昌志／著 静岡：静岡新聞社 Ｋ290カ

・ 静岡歴史探訪ウォーキング マイルスタッフ／著 東京：メイツ出版 Ｋ290シ

・ 静岡県歩きたくなる道25選 静岡：静岡新聞社 Ｋ290シ

・ 静岡県全域ガイド 中村　羊一郎／監修 静岡：羽衣出版 Ｋ290シ

・ 箱根・伊豆謎とき散歩 ひろた　みを／著 東京：広済堂出版 Ｋ291ヒ

・ 北条義時の足跡をたどる旅 「北条義時の足跡をたどる旅」製作委員会／著 東京：東京ニュース通信社 Ｋ291ホ

・ るるぶ鎌倉殿の13人 東京：JTBパブリッシング Ｋ291ル

・ 函南町の文化財（第二版・第三版） 函南町文化財保護審議委員会／編集 函南町：函南町教育委員会 Ｋ709カ

・ 函ＫANNAMI南　改訂版 日本映像文化研究所／編集 函南町：函南町 Ｋ709カ

・ 桑原薬師堂の仏像　かんなみ仏の里美術館図録　第二版 函南町教育委員会／編 函南町：函南町 Ｋ709ク

・ 薬師堂仏像群への誘い 齋藤　宏／著 函南町：函南町教育委員会 Ｋ709サ

・ 町民が選んだ文化財50選 函南町教育委員会社会教育課／編集 函南町：函南町教育委員会 Ｋ709チ

・ ノジュール　２０２２年０２月号　Ｖｏｌ．１８４ 東京：JTBパブリッシング Ｋ709ノ



・ ＮＨＫウイークリーステラ　２０２２年０１月０７日・０１月１４日号 NHK／編集 東京：NHKサービスセンター Ｋ770エ

・ ＮＨＫウイークリーステラ　特別編集版 NHK／編集 東京：NHKサービスセンター Ｋ770エ

・ 鎌倉殿を歩く 伊東　潤／著 鎌倉：歴史探訪社 210.42イ

・ 鎌倉幕府の「謎」を歩く 東京：宝島社 210.42カ

・ 図説鎌倉伝説散歩 原田　寛／写真・文 東京：河出書房新社 213.7ハ

・ 神奈川県の歴史散歩　下　鎌倉・湘南・足柄 神奈川県高等学校教科研究会社会科部会歴史分科会／編 東京：山川出版社 291.37カ

・ 鎌倉仏像さんぽ 「鎌倉仏像さんぽ」編集室／著 東京：メイツユニバーサルコンテンツ 291.37カ

９．ゆかりの伝説を知る

タイトル 作者名 出版者 請求記号

・ 富士山の祭りと伝説 創碧社／編集・制作 静岡：静岡県文化財団 Ｋ089.3シ

・ ふるさと百話　第１巻 静岡新聞社／編 静岡：静岡新聞社 Ｋ204フ

・ 歴研　第３号　伝説・民話特集号 函南町歴史研究会／編 函南町：函南町歴史研究会 Ｋ212カ
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