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作者名 作品名 発行社・販売社・巻数・その他

新田次郎 新田義貞 新潮社上下二巻

新田次郎 八甲田山死の彷徨 新潮社

吉川英治 宮本武蔵 講談社全５巻

宮本武蔵 五輪書 徳間書店

桑田忠親 宮本武蔵五輪書入門 日本文芸社

奈良本辰也 宮本武蔵五輪書入門 徳間書店

司馬遼太郎 燃えよ剣 文藝春秋上下２巻

城塞 新潮社上中下全３巻

菜の花の沖 文藝春秋全６巻

竜馬がゆく 文藝春秋全５巻

花神 新潮社全４巻

世に潜む日々 文藝春秋全３巻

峠 新潮社上下２巻

依って候幕末藩主伝 文藝春秋

王城の護衛者 講談社

故郷忘れがたく候 文藝春秋

胡蝶の夢 新潮社全５巻

坂の上の雲 文藝春秋全６巻

箱根の坂 講談社上中下３巻

草原の記 新潮社

韃靼疾風録 中央公論社上下２巻

馬上少年過ぐ 新潮社全１巻

おお、大砲 中央公論社全１巻

司馬遼太郎短篇全集 文藝春秋二八九

司馬遼太郎が語る日本 週刊朝日未公開講演録愛蔵版Ⅰ

司馬遼太郎が語る日本 週刊朝日未公開講演録愛蔵版Ⅱ

司馬遼太郎が語る日本 週刊朝日未公開講演録愛蔵版Ⅲ

司馬遼太郎が語る日本 週刊朝日未公開講演録愛蔵版Ⅳ

司馬遼太郎が語る日本 週刊朝日未公開講演録愛蔵版Ⅴ

司馬遼太郎が語る日本 週刊朝日未公開講演録愛蔵版Ⅵ

司馬遼太郎が語る日本 週刊朝日講演録

司馬遼太郎からの手紙 週刊朝日増刊号

週刊司馬遼太郎 週刊朝日ＭＯＯＫ

対談集東と西 朝日新聞社

司馬遼太郎 殉死 文藝春秋

日本少年秋季増刊　嗚呼乃木大将

大正元年拾月五日号
東京実業之日本社
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東郷元帥一代の記念写真帖 主婦の友昭和９年７月号付録

海音寺潮五郎 真田幸村 六興出版(週刊読売昭和37-38年）

池波正太郎 真田太平記 朝日新聞社全１８巻

池波正太郎 新＊鬼平犯科帳　雲竜剣 文藝春秋

池波正太郎 新＊鬼平犯科帳　草雲雀 文藝春秋

池波正太郎 新＊鬼平犯科帳　迷路 文藝春秋

池波正太郎 新＊鬼平犯科帳　炎の色 文藝春秋

山岡荘八　柴田錬三郎

司馬遼太郎　南條紀夫

池波正太郎　永井龍夫　

海音寺潮五郎村上元三　

有馬頼義　吉行淳之介

日本剣客伝 朝日新聞社上下２巻

堺屋太一 豊臣秀長 ＰＨＰ研究所上下２巻

堺屋太一 巨いなる企て 毎日新聞社ミューノベルス全４巻

塩野七生
海の都の物語

ヴェネツィア共和国の千年
中央公論社　正続２巻

塩野七生 聖マルコ殺人事件 朝日新聞社

塩野七生
男たちへ（フツウの男をフツウでな

い男にするための５４章）
文藝春秋

花ケ前盛明 上杉謙信と春日山城 新人物往来社

大佛次郎 鞍馬天狗　青銅鬼 国書刊行会

大佛次郎 鞍馬天狗 中央公論社全１０巻

七宮さんずいに幸三
みちのく蘭学事始大槻玄沢とその時

代
新人物往来社

福沢諭吉 福翁自伝 慶応通信

亀田隆之 日本の武将１坂上田村麻呂 人物往来社

安田元久 日本の武将７源義経 人物往来社

岡谷繁美

北小路健・中沢恵子
名将言行録上中下３巻 教育社

村川行弘 大阪城の謎 學生社

鳥羽正雄 城郭そのすべてを解体復元 日本城郭資料館出版会

斉藤政秋

平井聖、河東義之
日本の名城 新人物往来社

鳥羽正雄

日本城郭資料館
日本の名城１００選 秋田書店

佐藤春夫 古戦場 人物往来社

草津珍彦 武士道「戦闘者の精神」 徳間書店

田中勝也 あなたの先祖は「なに人」か？ 徳間書店
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梅原猛・埴原和朗 アイヌは原日本人か 小学館創造選書

白山友正 アイヌの反乱ー武田信広ー 人物往来社

アイヌ語集 さんおん分学会

大羽弘道 邪馬台国は沈んだ 光文社

阿部英雄
卑弥呼と倭王

倭人伝・記紀の再検討
講談社

西川勝 邪馬臺国と阿蘇王朝 芸文堂

松本清張 邪馬台国９９の謎

江上波夫

森浩一
騎馬民族説

吉田修 倭の五王と継体天皇 講談社

星野良作 研究史壬申の乱 吉川弘文館

島図修久 島津義弘の軍功記 島津顕影会

濱田尚友
西郷隆盛のすべて

その思想と革命行動
久保書店

朝日新聞社 筑紫ものがたり博多二千年史

古田武彦 わたしひとりの親鸞 毎日新聞社

歴史読本江戸忍法影の軍団 新人物往来社

名和弓雄 忍びの武器 新人物往来社

八切止夫 道三殺しは信長か 日本シェル出版

八切止夫 信長殺し秀吉 日本シェル出版

八切止夫 柳生一族の陰謀　陰影・柳生一族 日本シェル出版

丹羽基二 家紋の秘密　苗字と家紋の考証学 ＰＨＰ研究所

丹羽基二 楽しい家紋 東京新聞出版局

山岡荘八

ジェームズ三木
NHK大河ドラマ独眼竜政宗 日本放送協会出版

新田次郎

田向正健
NHK大河ドラマ武田信玄 日本放送協会出版

吉川英治

池端俊策
NHK大河ドラマ太平記 日本放送協会出版

内藤昌 江戸の町 草思社上下２巻

大森実 ヒトラー 講談社人物現代史１

大森実 ムッソリーニ 講談社人物現代史２

大森実 スターリン 講談社人物現代史３

大森実 チャーチル 講談社人物現代史４

大森実 ルーズベルト 講談社人物現代史５

大森実 ケネディ 講談社人物現代史６

大森実 ド・ゴール 講談社人物現代史７

大森実 毛沢東 講談社人物現代史９
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大森実 カストロ 講談社人物現代史１２

ハンター・デヴィス

小笠原豊樹・中田耕治
ビートルズ 草思社

ｾﾊﾞｽﾁｬﾝ・ﾊﾌﾅｰ

赤羽龍夫
ヒトラーとは何か 草思社

ウイリアム・シェリダ

ン・アレン
ヒトラーが町にやってきた 番町書房

水木しげる ヒットラー 講談社コミックス

ローズＦケネディ

大前正臣訳
わが子ケネディ 徳間書店

リチャードアンダーソ

ン

THE KENNEDAYS PORTRAIT OF A 

FAMILY (ケネディ家写真肖像)
COLLINS DESIGN

弓削達 ロ-マ帝国とキリスト教

チェ・ゲバラ ゲバラ日記 みすず書房

大林文彦他訳 回想のゲバラ 太平出版社

カレル・バールタ

猪木正道・西義之・気

賀健三

それでもチェコは戦う 番町書房

アレックス・ヘイリー

安岡章太郎・松田銑
ルーツ 社会思想社上下２巻


