
真田幸村と真田一族

真田戦記 学研パブリッシング 210.4

真田幸村と真田丸 渡邊 大門 河出書房新社 210.5

武士の一言 火坂 雅志 朝日新聞出版 281

辞世の言葉で知る日本史人物事典 西沢 正史/編 東京堂出版 281

戦国名将・人物を知る事典 山本 七平/監修 有精堂出版 281

名将名言録 火坂 雅志/編 角川学芸出版 281

日本史有名人の臨終図鑑 篠田 達明 新人物往来社 281

志の人たち 童門 冬二 読売新聞社 281

奮迅真田幸村 学研 289.1サナダ

真田幸村と真田一族のすべて 決定版 小林 計一郎/編 KADOKAWA 289.1サナダ

真田幸村 早乙女 貢 ほか プレジデント社 289.1サナダ

真田幸村のすべて 小林 計一郎/編 新人物往来社 289.1サナダ

真田幸村 松永 義弘 成美堂出版 289.1サナダ

真田昌幸のすべて 小林 計一郎/編 新人物往来社 289.1サナダ

真田昌幸 柴辻 俊六 吉川弘文館 289.1サナダ

槍の大蔵 池波 正太郎 立風書房  913.6イケナ

武士(おとこ)の紋章 1～３ 池波 正太郎 大活字 D 913.6イケナ

真田幸村 尾崎 士郎 鱒書房 913.6オ

華、散りゆけど 海道 龍一朗 集英社 913.6カイト

我、六道を懼れず 海道 龍一朗 PHP研究所 913.6カイト

軍師の生きざま 新田 次郎 ほか 作品社 913.6グンシ

真田信綱 近衛 龍春 PHP研究所 B 913.6コノエ

幸村　家康を震撼させた男 嶋津 義忠 PHP研究所 913.6シマズ

真田密伝 鈴木 輝一郎 角川春樹事務所 913.6スズキ

真田忍俠記 上・下 津本 陽 毎日新聞社 913.6ツ

幸村去影 津本 陽 徳間書店 913.6ツモト

覇の刺客 鳥羽 亮 祥伝社 913.6トバ

奇謀 鳥羽 亮 祥伝社 913.6トバ

かもめ図書館　企画リスト　2016年1月号

               　 携帯： https://ilisod001.apsel.jp/odawara-lib/wopc/pc/mSrv?dsp=TP                            

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

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

２０１６年の大河ドラマは、「真田丸」です。

「日本一の兵（ひのもといちのつわもの）」と言われ、数多の戦国武将の中でも

絶大な人気を誇る真田幸村はどのような戦いをしてきたのでしょうか。

いかにして真田家は戦国を生き残ったのか? 

各勢力を渡り歩きながら第一次上田合戦から

大坂夏の陣までの昌幸、幸村の戦いと10万石

の大名として幕末まで家名を存続させた真田

一族の全容をグラフィック資料で解説。

幸村はその智謀と勇猛さを謳われながら、

不遇の蟄居生活を余儀なくれていたが、

「花は散りゆけど、その香は残る。されど、

われらは死花に非ず!」父・昌幸の言葉を

胸に命の華を咲かせるときが来た…

『真田戦記』

学研パブリッシング

『華、散りゆけど』

海道 龍一朗 /著

集英社



書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　版　社 請 求 記 号

真田三代風雲録 中村 彰彦 実業之日本社 913.6ナカム

謀将真田昌幸 上・下 南原 幹雄 新人物往来社 913.6ナ

真田三代 上・下 火坂 雅志 NHK出版 913.6ヒサカ

真田幸村（ポピュラー時代小説 2に所収） 海音寺 潮五郎 リブリオ出版 D 913.6ポピュ

ふたり、幸村 山田 正紀 徳間書店 913.6ヤマダ

真田幸村風雲録 渡辺 一雄 広済堂出版 B 913.6ワタナ

真田太平記（完本池波正太郎大成18・19・20に所収） 池波 正太郎 講談社 918.6イケナ

真田騒動（完本池波正太郎大成 24に所収） 池波 正太郎 講談社 918.6イケナ

三代の風雪（完本池波正太郎大成 25に所収） 池波 正太郎 講談社 918.6イケナ

真田十勇士

戦国忍者最強列伝 オークラ出版 210.4

魔風海峡：死闘!真田忍法団対高麗七忍衆 荒山 徹 祥伝社 913.6アラヤ

おれは清海入道 上・中・下 東郷 隆 埼玉福祉会 D 913.6トウゴ

猿飛佐助・霧隠才蔵 ほか（ポピュラー時代小説 3に所収） 柴田 錬三郎 リブリオ出版 D 913.6ポピュ

猿飛佐助・真田幸村（少年小説大系 別巻2に所収） 雪花 山人・大河内 翠山 三一書房 918.6シヨウ

風神の門（司馬遼太郎全集 ２に所収） 司馬　遼太郎 文藝春秋 918.6シバ

幸村と戦国武将

乱世の名将治世の名臣 中村 彰彦 講談社 210

戦国武将の手紙を読む 二木 謙一 角川書店 210.4

手にとるように戦国時代がわかる本 岸 祐二 かんき出版 210.4

笑ふ戦国史 藤井 青銅 芸文社 210.4

戦国１０大合戦の謎 小和田　哲男 ＰＨＰ研究所 210.4

戦国合戦マニュアル 東郷 隆 講談社 210.4

戦国時代 榎本 秋 新星出版社 210.4

大図解戦国史 小和田 哲男・小和田 泰経 平凡社 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

歴史を変えた武将の決断 祥伝社 210.4

戦国武将の肖像画 二木 謙一・須藤 茂樹 新人物往来社 210.4

戦国武将の実力 小和田 哲男 中央公論新社  S 281

教科書が教えない歴史有名人の子孫たち 新人物往来社/編 新人物往来社 281

戦国武将最後の戦い 新人物往来社 281

戦国名将列伝 新人物往来社 281

武将　超リアル戦国武将イラストギャラリー100 白井 成樹 新人物往来社 281

乱世を罷り通る 百瀬 明治 ダイヤモンド社 281

歴史を動かした武将の決断 津本 陽 世界文化社 281

変り兜　戦国のCOOL DESIGN 橋本 麻里 新潮社 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

軍師の死にざま 池波 正太郎 ほか 作品社  913.6グンシ

戦国時代の余談のよだん。 和田 竜 ベストセラーズ 914.6ワダ

関ケ原の戦い

完全制覇関ケ原大合戦 外川 淳 立風書房 210.4

決戦関ケ原　戦国のもっとも長い日 学研 210.4

とまどい関ケ原 岩井 三四二 PHP研究所 913.6イワイ

関ケ原 岡田 秀文 双葉社 913.6オカダ

決戦!関ケ原 伊東 潤 ほか 講談社 913.6ケツセ

修羅走る関ケ原 山本 兼一 集英社 913.6ヤマモ

芸術新潮2015年６月号　関ケ原＆大坂の陣  謎解き大合戦図 新潮社 Z

大坂冬の陣・夏の陣

ビジュアルでわかる戦国軍旗と大坂の陣 小和田 哲男/監修 成美堂出版 210.4

豊臣大坂城 笠谷 和比古・黒田 慶一 新潮社 210.4

名城と合戦の日本史 小和田 哲男 新潮社 210.4

豊臣秀頼 籔 景三 新人物往来社 289.1トヨト

密室大坂城 安部 竜太郎 講談社 913.6ア

孤剣夢あり 佐竹 申伍 光風社出版 913.6サタケ

決戦!大坂城 葉室 麟 ほか 講談社 913.6ケツセ

城塞（司馬遼太郎全集 28・29に所収） 司馬 遼太郎 文藝春秋 918.6シバ

ＹＡ…ヤングアダルト　S…新書　Ｂ…文庫　D…大活字本　Z…雑誌


