
戦国三姉妹の栄華と悲惨　茶々・お初・お江 立石　優／著 明治書院 2010 210.4

恋する日本史　やまとなでしこ物語 山名　美和子／著 新人物往来社 2010 281

戦国三姉妹物語 小和田　哲男／著 角川書店 1998 281

城と姫　泣ける！戦国秘話 楠戸　義昭／著 新人物往来社 2010 281

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 2005 281

歴史をさわがせた女たち　日本篇 永井　路子／著 文芸春秋 1975 281

新編日本武将列伝　４　乱世統一編 桑田　忠親／著 秋田書店 1989 281

葵を咲かせた女たち　歴史よもやま話 永井　路子／著 日本放送出版協会 1999 288.3

浅井氏三代（人物叢書　新装版） 宮島　敬一／著 吉川弘文館 2008 288.3

浅井長政のすべて 小和田　哲男／編 新人物往来社 2008 289.1　アサイ

お江　戦国の姫から徳川の妻へ 小和田　哲男／著 角川学芸出版 2010 289.1　オゴウ

乱世を駆けぬけた姫お江 新井　恵美子／著 北辰堂出版 2010 913.6　アライ

茶々と信長 秋山　香乃／著 文芸社 2005 913.6　アキヤ

茶々と秀吉 秋山　香乃／著 文芸社 2006 913.6　アキヤ

茶々と家康 秋山　香乃／著 文芸社 2007 913.6　アキヤ

湖北の鷹　浅井三代記 佐竹　申伍／著 光風社出版 1993 913.6　サ

死して残せよ虎の皮　浅井長政正伝 鈴木　輝一郎／著 徳間書店 2000 913.6　スズキ

江　姫たちの戦国　上・下 田渕　久美子／著 日本放送出版協会 2010 913.6　タブチ

戦国を終わらせた女たち 童門　冬二／著 ＮＨＫ出版 2010 913.6　ドウモ

戦国時代について
まんがで学習　人物日本の歴史　3　戦国～江戸時代（鎖国） あかね書房 1990 ＊ 210

人物日本の歴史・日本を変えた53人　4　 高野　尚好／監修・指導 学研 2002 ＊ 210

楽しく調べる人物図解日本の歴史　４　 佐藤　和彦／監修 あかね書房 2000 ＊ 210

日本の歴史博物館・史跡　５　戦国・安土桃山時代 佐藤　和彦／監修 あかね書房 1999 ＊ 210

日本史を変えた合戦　図説　運命を決めた４１の大激突、その全真相 歴史の謎研究会／編 青春出版社 2003 210.1

＊＊ インターネットから本の予約ができます！ ＊＊

出版社 請求記号出版年

＊・・・児童書

小田原市立かもめ図書館　　平成２３年１月号
              ＰＣ ： http://www.opac.city.odawara.kanagawa.jp/a_top/　　携帯 ： http://www.opac.city.odawara.kanagawa.jp/i/

江と浅井家について

書名 著者名

 『江 姫たちの戦国   

                       上・下』                                   
     田淵 久美子／著 

 『戦国の女性たち    

      １６人の波乱の人生』 

      小和田 哲男／編著 

今年のＮＨＫ大河ドラマの主人公、
江（崇源院）、戦国一の美女といわ
れた、お市の方（江の母）・・・。
16人の、個性あふれる女性たちの人
生模様の真実を資料に基づいて活写。 

 

女の戦は生きること。本日只今を
生きること・・・。大奥の始まり
に至る道のりを、浅井三姉妹の三
女・江を主人公に鮮やかに、華や
かに描く。 
２０１１年ＮＨＫ大河ドラマの 

          2011年のＮＨＫ大河ドラマは、「江～姫たちの戦国～」です。 
          時代に翻弄され、三度の結婚をし、徳川将軍家の御台所となった江。                     
          江が生きた時代、江の人生をのぞいてみませんか？ 
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出版社 請求記号出版年書名 著者名

合戦絵巻合戦図屏風（別冊歴史読本） 新人物往来社 2007 210.1

日本の戦争と合戦　そこが知りたい常識疑問 新人物往来社 2008 210.1

読む日本の歴史　5　戦国の世と統一への動き（室町～江戸時代初期） 古川　清行／著 あすなろ書房 2009 ＹＡ 210.1

手にとるように戦国時代がわかる本 岸　祐二／著 かんき出版 2010 210.4

戦国時代　一族の存亡を賭け、目指すは天下 榎本　秋／著 新星出版社 2008 210.4

歴史を変えた武将の決断　猛将・智将の命運を分けた「その時」を徹底検証！ 祥伝社 2008 210.4

地図で読み解く戦国合戦の真実 小和田　哲男／監修 小学館 2009 210.4

図説・戦国地図帳　 久保田　昌希／監修 学研 2003 210.4

戦国大功城戦　戦国武将たちの城攻めを精密CGで完全再現！ 双葉社 2008 210.4

目からウロコの戦国時代　史料から読み解く、武将たちの本当の舞台裏 谷口　克広／著 ＰＨＰエディターズ・
グループ 2000 210.4

戦国史新聞　乱世をスクープ！ 戦国史新聞編纂委員会／編 日本文芸社 1996 210.4

戦国裏面史 永岡　慶之助／著 東京書籍 2000 210.4

戦国10大合戦の謎　作戦・陣立て・用兵ー真実はこうだった 小和田　哲夫／著 ＰＨＰ研究所 1995 210.4

　 面白いほどよくわかる戦国史　動乱の時代を勝ち残った戦国群雄の軌跡 鈴木　旭／著 日本文芸社 2004 210.4

笑ふ戦国史　 藤井　青銅／著 芸文社 2009 210.4

戦国武将最後の戦い（別冊歴史読本） 新人物往来社 2007 281

ビジュアル戦国1000人　応仁の乱から大阪城炎上まで乱世のドラマを読む 世界文化社 2009 281

戦国名将・人物を知る事典 有精堂出版 1990 281

姫君たちの大戦国絵巻　戦国武将に嫁いだ女たちの真実 新人物往来社／編 新人物往来社 2009 281

戦国の女たち　司馬遼太郎・傑作短篇選 司馬　遼太郎／著 ＰＨＰ研究所 2006 Ｂ 913.6　シバ

徳川三代について
歴史おもしろ新聞　第７巻　徳川家光、鎖国令をだす　江戸時代の始まりと繁栄 佐藤　和彦／監修　石田　昌子／文 ポプラ社 1990 ＊ 210

数字と図表で読み解く徳川幕府の実力と統治のしくみ 蒲生　真紗雄／著 新人物往来社 2010 210.5

徳川三代・諜報戦　 童門　冬二／著 日本放送出版協会 1999 210.5

総図解よくわかる徳川将軍家 『歴史読本』編集部／編 新人物往来社 2009 288.3

徳川三代葵新聞　家康・秀忠・家光をスクープする！ 葵新聞編集室／編 アートダイジェスト 1999 288.3

徳川三代と女房（おんな）たち 中島　道子／著 立風書房 1999 288.3

葵　徳川三代　  上・中・下 ジェームス三木／著 日本放送出版協会 1999 913.6　ジア

徳川家康　関ヶ原の合戦（学研まんが人物日本史） 福田　三郎／まんが 学習研究社 1979 ＊ 289

徳川家康読本 新人物往来社／編 新人物往来社 1992 289.1　トクガ

徳川家康　物語と史蹟をたずねて 神坂　次郎／著 成美堂出版 1991 289.1　トクガ

徳川家康 山本　七平／著 プレジデント社 1992 289.1　トクガ

徳川幕府の礎を築いた夫婦　お江と秀忠 山本　博文／著 グラフ社 2010 289.1　トクガ

徳川秀忠　上・下 戸部　新十郎／著 毎日新聞社 1997 913.6　ト

小説徳川秀忠 童門　冬二／著 成美堂出版 1999 Ｂ 913.6　ドウモ

徳川秀忠　三百年の礎を築いた男 百瀬　明治／著 経営書院 1995 913.6　モ

徳川家光　江戸時代前期　キリシタン追放と鎖国（学研まんが人物日本史） 樋口　清之／監修 学習研究社 1984 ＊ 289

徳川家光 藤井　譲治／著 吉川弘文館 1997 289.1　トクガ

徳川家光　三代将軍、葵の御代と治と断 学研 2000 289.1　トクガ

大奥、春日局について
絵解き大奥の謎　愛憎と謀略が渦巻く女たちの魔宮 山本　博文／監修 広済堂出版 2008 210.5

大奥列伝　ヒロインたちの「しきたり」と「おきて」 山本　博文／監修 世界文化社 2008 210.5

将軍と大奥　江戸城の「事件と暮らし」 山本　博文／著 小学館 2007 210.5

江戸城大奥１００話 安西　篤子／監修 立風書房 1989 210.5

人物事典江戸城大奥の女たち 卜部　典子／著 新人物往来社 1988 281

春日局のすべて 稲垣　史生／編 新人物往来社 1988 289.1　カスガ

春日局　物語と史蹟をたずねて 松本　幸子／著 成美堂出版 1988 289.1　カスガ

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 1988 289.1　カスガ

「春日局」おもしろものしり雑学事典 講談社／編 講談社 1988 289.1　カスガ

大奥 鈴木　由紀子／著 幻冬舎 2005 913.6　スズキ

　 ＹＡ・・・ヤングアダルト

Ｂ・・・文庫本

＊・・・児童書


