
平清盛や平家について 　

ライバル日本史　３ ＮＨＫ取材班／編 角川書店 1995 210

平清盛　超ビジュアル耽美な乱世を駆け抜けた公達たちの物語！ 双葉社 2011 210

平家の群像　物語から史実へ　（岩波新書　新赤版） 高橋　昌明／著 岩波書店 2009

新編日本武将列伝　１ 桑田　忠親／著 秋田書店 1989 281

図説　平清盛 樋口　州男／著 河出書房新社 2011 289.1 タイラ

平清盛　王朝への挑戦 高橋　正明／編 平凡社 2011 289.1 タイラ

平清盛　（人物叢書　新装版） 五味　文彦　著 吉川弘文館 1999 289.1 タイラ

建礼門院という悲劇　（角川選書） 佐伯　真一／著 角川学芸出版 2009 913.4 ヘイケ

平清盛　 鈴木　喜代春／文　阿部　肇／絵 ひくまの出版 1991

歴史人物なぜなぜ事典　６ 源義朝　平清盛　後白河上皇（ぎょうせい学参まんが） 栗岩　秀雄／監修 ぎょうせい 1990

物語日本の歴史　その時代を見た人が語る　第５巻　花開く清和源氏 笠原　一男／編 木耳社 1994 210.1

物語日本の歴史　その時代を見た人が語る　第７巻　武家政治の夜明け 笠原　一男／編 木耳社 1996 210.1

物語日本の歴史　その時代を見た人が語る　第８巻　おごる平家 笠原　一男／編 木耳社 1996 210.1

物語日本の歴史　その時代を見た人が語る　第９巻　崩れゆく平家 笠原　一男／編 木耳社 1996 210.1

日本の歴史　集英社版　６　王朝と貴族 児玉幸多／編集 集英社 1991 210.1

日本の歴史　集英社版　７　武者の世に 児玉幸多／編集 集英社 1991 210.1

読む日本の歴史　日本をつくった人びとと文化遺産　３　平安京の貴族と武士の出現〈平安時代〉 古川　清行／著 あすなろ書房 2009

読む日本の歴史　日本をつくった人びとと文化遺産　４　武士の世を築いた人びと〈鎌倉～室町時代〉 古川　清行／著 あすなろ書房 2009

歴史の流れがわかる時代別　新・日本の歴史　３　平安時代 学研教育出版 2010

地図でみる日本の歴史　２　飛鳥・奈良・平安時代 竹内　誠／総監修 フレーベル館 2000

Ｓ …新書

ＹＡ ・・・ヤングアダルト

児 …児童書

Ｓ 210.3

児 289

児 210

YA 210.1

平清盛や平家の人々が生きた時代について

YA 210.1

児 210

児 210

小田原市立かもめ図書館　　平成２４年１月号
              ＰＣ ： http://www.opac.city.odawara.kanagawa.jp/a_top/　　携帯 ： http://www.opac.city.odawara.kanagawa.jp/i/

書名 著者名

＊＊ 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

武士として初めて太政大臣に昇り
つめ、新都建設を計画し、日宋貿
易を行った平清盛。その生涯を、
資料を交えて解説する。 

『源平の争乱（戦争の日本史6）』                                                                                              
     上杉 和彦／著 

      吉川弘文館 

     『図説 平清盛』                                   

  樋口 州男／著  鈴木 彰／著  

   錦 昭江／著  野口 華世／著  

武家の棟梁をめざし、熾烈な争いを繰
り広げた源氏と平家。保元の乱から始
まった争いの全貌とその時代を描く。
戦の中の民衆の姿も描くなど、源平争
乱の歴史的意味を問う。 

2012年のＮＨＫ大河ドラマは『平清盛』です。 

武士として初めて日本の頂点に立った清盛。清盛はどのような人生を送ったのでしょうか？ 

http://freetool.mbytb.com/eps/anim/f001.eps


書名 著者名 出版社 請求記号出版年

忘れられた「日本意外史」　１ 岡橋隼夫／著 はまの出版 1988 210

日本の戦争と合戦　そこが知りたい常識疑問　（別冊歴史読本） 新人物往来社 2008 210.1

朝日百科日本の歴史　４　新訂増補　中世Ⅰ　源氏と平氏　東と西 朝日新聞社 2005 210.1

日本史を変えた合戦　図説 歴史の謎研究会／編 青春出版社 2003 210.1

新編日本合戦全集　１ 桑田　忠親／著 秋田書店 1990 210

戦乱の日本史「合戦と人物」　第３巻　源平の争乱 第一法規出版 1988 210.1

源平の争乱　（戦争の日本史） 上杉　和彦／著 吉川弘文館 2007 210.3

源平合戦の虚像を剥ぐ　治承・寿永内乱史研究 川合　康／著 講談社 1996 210.3

海と水軍の日本史　上巻　古代～源平の合戦まで 佐藤　和夫／著 原書房 1995 210.3

源平の争乱 安田　元久／著 新人物往来社 1987 210.3

人物・遺産でさぐる日本の歴史　調べ学習に役立つ　５ 古川　清行　著 小峰書店 1998

人物・遺産でさぐる日本の歴史　調べ学習に役立つ　６ 古川　清行　著 小峰書店 1998

源平の合戦　平安時代　（学研まんが合戦日本史） 人見倫平／まんが 学習研究社 1988

物語と写真でわかる天皇家の歴史 今谷　明／監修 新人物往来社 2011 288.4

歴代天皇の実像 所　功／著 モラロジー研究 2009 288.4

総図解よくわかる天皇家の歴史 『歴史読本』編集部／編 新人物往来社 2009 288.4

図説歴代天皇１２５代　（別冊歴史読本） 新人物往来社 2009 288.4

平清盛や平家に関する小説

西行と清盛 嵐山光三郎／著 集英社 1992 913.6 ア

平家　上・中・下 池宮　彰一郎／著 角川書店 2002 913.6 イケミ

安徳天皇漂海記 宇月原　晴明／著 中央公論新社 2006 913.6 ウツキ

源平六花撰 奥山　景布子／著 文芸春秋 2009 913.6 オクヤ

建礼門院徳子 鳥越　碧／著 講談社 2011 913.6 トリゴ

平家慕情 中津　文彦／著 実業之日本社 1999 913.6 ナカツ

海国記　平家の時代　上・下 服部　真澄／著 新潮社 2005 913.6 ハツト

清盛 三田　誠広／著 集英社 2000 913.6 ミタ

阿修羅の西行 三田　誠広／著 河出書房新社 2010 913.6 ミタ

葛野盛衰記 森谷　明子／著 講談社 2009 913.6 モリヤ

歴史小説名作館　源平・鎌倉　もののふの譜　２ 大衆文学研究会／編 講談社 1992 913.6 レ

平家物語

日本の古典をよむ　１３　平家物語 小学館 2007 918 ニホン

平家物語　新装版（日本古典文庫） 中山　義秀／訳 河出書房新社 1988 913.4 ヘイケ

平家物語　あらすじで楽しむ源平の戦い　（中公新書） 板坂　耀子／著 中央公論新社 2005 Ｓ913.4 イタサ

平家物語　（新潮古典文学アルバム　１３） 牧野　和夫／編集・執筆 新潮社 1990 913.4 ヘイケ

平家物語転読　何を語り継ごうとしたのか　（古典ルネッサンス） 日下　力／著 笠間書院 2006 913.4 クサカ

平家物語紀行 本宿　綽保／著 文芸社 2002 913.4 モトシ

水の底の都　「平家物語」わたしの旅 真砂　早苗／著 西田書店 1988 913.4 マサゴ

平家物語の怪　能で読み解く源平盛衰記 井沢　元彦　著 世界文化社 1999 773

宮尾本平家物語　1　 青龍の巻 宮尾　登美子／著 朝日新聞社 2001 913.6 ミヤオ

宮尾本平家物語　２　白虎之巻 宮尾　登美子／著 朝日新聞社 2002 913.6 ミヤオ

宮尾本平家物語　３　朱雀之巻 宮尾　登美子／著 朝日新聞社 2003 913.6 ミヤオ

宮尾本平家物語　４　玄武之巻 宮尾　登美子／著 朝日新聞社 2004 913.6 ミヤオ

忠盛　（絵巻平家物語　一） 木下　順二／文 ほるぷ出版 1984

祇王　（絵巻平家物語　二） 木下　順二／文 ほるぷ出版 1984

俊寛　（絵巻平家物語　三） 木下　順二／文 ほるぷ出版 1985

文覚　（絵巻平家物語　四） 木下　順二／文 ほるぷ出版 1985

清盛　（絵巻平家物語　五） 木下　順二／文 ほるぷ出版 1987

義仲　（絵巻平家物語　六） 木下　順二／文 ほるぷ出版 1988

義経　（絵巻平家物語　七） 木下　順二／文 ほるぷ出版 1988

忠度　（絵巻平家物語　八） 木下　順二／文 ほるぷ出版 1989

知盛　（絵巻平家物語　九） 木下　順二／文 ほるぷ出版 1991
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平家と源氏の戦いについて


