
黒田官兵衛（如水）の人物像 　

黒田官兵衛・長政の野望 　渡邊 大門∥著 　角川学芸出版 　　　        210.4

黒田官兵衛のすべて 　安藤 英男∥編 　中経出版 　　　 289.1クロダ

キリシタン武将 黒田官兵衛　 　林 洋海∥著 　現代書館 　　　 289.1クロダ

黒田如水のすべて 　安藤 英男∥編 　新人物往来社 　　　 289.1クロダ

実伝黒田官兵衛 　火坂 雅志∥編 　角川学芸出版 　　B 289.1クロダ

歴史を「本当に」動かした戦国武将 　松平 定知∥著 　小学館 　          S 281

黒田官兵衛 　渡邊 大門∥著 　講談社 　　S 289.1クロダ

不屈の人黒田官兵衛 　安藤 優一郎∥著 　メディアファクトリー 　　S 289.1クロダ

黒田官兵衛の情報学（ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝｽ） 　宮崎 正弘∥著 　晋遊舎 　　S 289.1クロダ

黒田官兵衛　軍師の極意 　加来 耕三∥著 　小学館 　　S 289.1クロダ

ライバル日本史　1 　NHK取材班∥編 　角川書店                210  

山本勘助と戦国24人の名軍師 　 　新人物往来社 　　　        210.4

歴史読本　2013年5月号　黒田官兵衛 　新人物往来社 　　              Z

戦国史と戦国武将について 　

日本の歴史　11　天下一統 　 　集英社 　　　        210.1

日本の歴史　15　織豊政権と江戸幕府 　 　講談社 　　　        210.1

戦国時代用語辞典 　外川 淳∥編著 　学研 　　　        210.4

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 　　　        210.4

戦国時代 　榎本 秋∥著 　新星出版社 　　　        210.4

面白いほどよくわかる戦国史 　鈴木 旭∥著 　日本文芸社 　　　        210.4

図解戦国史大名勢力マップ 　武光 誠∥監修 　ローカス 　　　        210.4

図説・戦国地図帳 　久保田 昌希∥監修 　学研 　　　        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 　　　        210.4

図説戦国合戦地図集 　 　学研 　　　        210.4

図説・戦国合戦集 　歴史群像編集部∥編 　学研パブリッシング 　　　        210.4

戦国合戦マニュアル 　東郷 隆∥著 　講談社 　　　        210.4

戦国大攻城戦 　 　双葉社 　　　        210.4

誰も書かなかった清須会議の謎 　小和田 哲男∥監修 　中経出版 　　　　　B 210.4

決戦関ケ原 　 　学研 　　　        210.4

完全制覇関ケ原大合戦 　外川 淳∥著 　立風書房 　　　        210.4

小田原市立かもめ図書館　　平成２6年1月号

               　 携帯： https://ilisod001.apsel.jp/odawara-lib/wopc/pc/mSrv?dsp=TP                            
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出　版　社 請 求 記 号

　 ＰＣ ： https://ilisod001.apsel.jp/odawara-lib/wopc/pc/pages/TopPage.jsp 

 歴史を「本当に」動かした戦国武将    

                                                                                                                   

                   

      松平 定知 著  小学館       

   不屈の人 黒田官兵衛                                                    
 

            

      安藤 優一郎 著 

      メディアファクトリー 

 官兵衛ら７人のNo.2を通して、歴史を

動かした武将の裏には、必ず有能な参謀役

が存在したことを証明しています。 

 現代社会にも通じる人間関係の機微を、

どう生かすかなど、大変興味深いです。 

 長期に渡り、劣悪な環境の土牢に

押し込められても、強い精神力で生

き抜いた官兵衛の実像が分かります。

切れ者過ぎて警戒されますが、変わ

り身の鮮やかさに感心します。 

黒田官兵衛は、戦国時代に秀吉の軍師として活躍した武将です。 

時代の流れに敏感で、優れた知力と不屈の精神を持ち、乱世を駆けぬけて 

行きました。様々な風評があり、真実を推測するのも面白いです。                      

黒田官兵衛 



書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　版　社 請 求 記 号

名城と合戦の日本史 　小和田 哲男∥著 　新潮社 　　　        210.4

呪術と占星の戦国史 　小和田 哲男∥著 　新潮社 　　　        210.4

武士たちの作法 　中村 彰彦∥著 　光文社                210  

戦国大名の「外交」 　丸島 和洋∥著 　講談社 　　　        210.4

戦国のコミュニケーション 　山田 邦明∥著 　吉川弘文館 　　　        210.4

戦国武将の手紙を読む 　二木 謙一∥著 　角川書店 　　　        210.4

戦国名将・人物を知る事典 　山本 七平∥監修 　有精堂出版                281 

ビジュアル戦国1000人 　 　世界文化社                281 

武将 　白井 成樹∥画 　新人物往来社                281 

戦国武将最後の戦い 　 　新人物往来社                281 

歴史を動かした武将の決断 　津本 陽∥著 　世界文化社                281 

戦国武将の脳 　津本 陽∥著 　東洋経済新報社                281 

官兵衛と関わりの深い武将たち 　

信長 　小室 直樹∥著 　ビジネス社 　　　        210.4

詳細図説信長記 　小和田 哲男∥著 　新人物往来社 　　　　 289.1オダ

織田信長 　池上 裕子∥著 　吉川弘文館 　　　　 289.1オダ

天下人の一級史料　秀吉文書の真実 　山本 博文∥著 　柏書房 　　　        210.4

秀吉と文禄・慶長の役 　佐賀県立名護屋城博物館∥編 　佐賀県立名護屋城博物館 　　　        210.4

詳細図説秀吉記 　小和田 哲男∥著 　新人物往来社 　　　 289.1トヨト

豊臣秀吉天下人への道 　歴史と文学の会∥編 　勉誠社 　　　 289.1トヨト

徳川家康の人間経営 　童門 冬二∥著 　祥伝社 　　　 289.1ﾄｸｶﾞ

竹中半兵衛のすべて 　池内 昭一∥編 　新人物往来社 　　　 289.1ﾀｹﾅ

戦国の城と甲冑・兜 　

ドキュメント戦国の城 　藤井 尚夫∥著 　河出書房新社 　　　        210.4

日本の城郭 　西野 博道∥著 　柏書房 　　　        521.8

日本の城 　中井 均∥監修 　日本実業出版社 　　　        521.8

名城発見 　井沢 元彦∥著 　ベストセラーズ 　　　        521.8

戦国名将列伝　戦国武将の鎧・兜 　 　新人物往来社                281 

変り兜 　橋本 麻里∥著 　新潮社 　　　        756.7

図説戦国の変わり兜 　笠原 采女∥編著 　学研パブリッシング 　　　        756.7

戦国武将変わり兜図鑑 　須藤 茂樹∥解説 　新人物往来社 　　　        756.7

大名家の甲冑 　藤本 巖∥監修 　学研 　　　        756.7

茶の湯の師・千利休とその文化 　

茶の湯と日本文化 　神津 朝夫∥著 　淡交社                791 

日本史のなかの茶道 　谷端 昭夫∥著 　淡交社 　　　        791.2

利休入門 　木村 宗慎∥著 　新潮社 　　　        791.2

利休の風景 　山本 兼一∥著 　淡交社 　　　        791.2

千利休 　 　平凡社 　　　        791.2

芸術新潮　2013年11月号　利休と名碗 　新潮社 　　              Z

官兵衛が登場する小説やエッセー 　

風の如く水の如く 　安部 竜太郎∥著 　集英社 　　　　 913.6ア

黒田官兵衛　小説集 　末國 善己∥編 　作品社 　　 913.6クロダ

軍師の生きざま 　末國 善己∥編 　作品社 　　 913.6グンジ

軍師の死にざま 　末國 善己∥編 　作品社 　　 913.6グンジ

風の王国 　葉室 麟∥著 　講談社 　　 913.6ハムロ

風渡る 　葉室 麟∥著 　講談社 　　 913.6ハムロ

軍師の門 上・下 　火坂 雅志∥著 　角川学芸出版 　　 913.6ヒサカ

高麗の牡丹 　三浦 泰昌∥著 　文芸社 　　 913.6ミウラ

清須会議 　三谷 幸喜∥著 　幻冬舎 　　 913.6ミタニ

柚子は九年で 　葉室 麟∥著 　西日本新聞社 　　 914.6ハムロ

　　　　　　　 B…文庫　S…新書　Z…雑誌


