
（1）源頼朝

請求記号 書名 著［編］者 出版社 出版年月 展示

288.3/ｶﾏ 鎌倉源氏三代記　一門・重臣と源家将軍 永井晋／著 吉川弘文館 2010.7 〇

210.1/ﾆﾎ 日本の歴史　第09巻　頼朝の天下草創 講談社 2001.7 〇

289.1/ﾐ 源頼朝 永原慶二／著 岩波書店 1958.4

289.1/ﾐ 源頼朝 山路愛山／著 平凡社 1987.12

289/ﾐ 源頼朝　その生涯と時代 安田元久／編 新人物往来社 1979.2

289.1/ﾐﾅ011 源頼朝 川合康／著 ミネルヴァ書房 2021.6

210.39/ﾐﾅ 源頼朝－鎌倉殿誕生 関幸彦／著 ＰＨＰ研究所 2001.6

289.1/ﾐﾅ011 源頼朝の真像 黒田日出男／著 角川学芸出版 2011.4 〇

289.1/ﾐ 源頼朝のすべて 奥富敬之／編 新人物往来社 1995.4

281.04/ﾐ 源頼朝の世界 永井路子／著 中央公論社 1979.1 〇

210.42/ﾐﾅ 源頼朝文書の研究　研究編 黒川高明／著 吉川弘文館 2014.7 〇

210.42/ﾐﾅ 源頼朝文書の研究　史料編 黒川高明／編著 吉川弘文館 1988.7 〇

210.42/ﾖﾘ 頼朝と街道 木村茂光／著 吉川弘文館 2016.1 〇

210.42/ﾖﾘ 頼朝の精神史 山本幸司／著 講談社 1998.11

（2）鎌倉幕府の成立

請求記号 書名 著［編］者 出版社 出版年月 展示

210.42/ｶ 鎌倉開府と源頼朝 安田元久／著 教育社 1986

210.42/ｶﾏ 鎌倉幕府成立史の研究 川合康／著　 校倉書房 2004.1

210.39/ｹﾝ 源平合戦とその時代 	香川県歴史博物館 ／編 香川県立歴史博物館 2003.1 〇

210.42/ｼﾃ 史伝＊鎌倉源家北条記 山口俊章／著 未知谷 2009.9

210.4/ﾌﾘ 武力による政治の誕生 本郷和人／著　 講談社 2010.5 〇

210.42/ﾐﾅ 源頼朝と鎌倉幕府 上杉和彦／著　 新日本出版者 2003.5 〇

210.39/ﾖ 頼朝の時代　一一八〇年代内乱史 河内祥輔／著　 平凡社 1990.4 〇
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１　源頼朝と鎌倉幕府



（1）源氏一族

請求記号 書名 著［編］者 出版社 出版年月 展示

289.1/ﾐﾅ031 朝日将軍木曾義仲 長島喜平／著 国書刊行会 1990

289.1/ﾐﾅ031 旭将軍木曽義仲軍団崩壊 高坪守男／著
オフィス・アングル《歴

史史料編さん会》
2013.7

289.1/ﾐﾅ031 旭将軍木曽義仲その実像と虚像 高坪守男 ／著
オフィス・アングル《歴

史史料編さん会》
2015.9 〇

289.1/ﾐﾅ031 朝日将軍木曽義仲洛中日記 高坪守男／著
オフィス・アングル《歴

史史料編さん会》
2009.6 〇

288.3/ｶｲ 甲斐源氏 西川広平／編 戎光祥出版 2015.1 〇

289.1/ﾐﾅ031 兼遠と義仲 小林清三郎／著 銀河書房 1991.12

288.2/ｶﾜ 河内源氏 元木泰雄／著 中央公論新社 2011.9 〇

281 木曽義仲 畠山次郎／著 銀河書房 1981.7 〇

289.1/ｷｿ003 木曽義仲に出会う旅 伊藤悦子／著 新典社 2012.7

289.1/ﾐﾅ031 木曾義仲のすべて 鈴木彰／編 新人物往来社 2008.12 〇

S288.3/ｹﾝ 源氏三代の物語　木曽義仲生誕の地 植木弘／構成・作文 嵐山町 2012.9 〇

210.19/ｾﾝ 戦争の日本史　６　源平の争乱 吉川弘文館 2007.3 〇

289.1/ﾐﾅ031 史料からみた義経と頼朝 田村栄太郎／著 雄山閣出版 1966

210.39/ｼﾕ 寿永・元暦の合戦と英雄像 渡辺達郎／著 冬至書房 2011.1

289.1/ﾐﾅ038 源範頼 菱沼一憲／編著 戎光祥出版 2015.4 〇

289.1/ﾐ 源通親 橋本義彦 ／著 吉川弘文館 1992.1 〇

289.1/ﾐﾅ007 源義経 	元木泰雄 ／著 吉川弘文館 2007.2 〇

289.1/ﾐﾅ007 源義経　謎と怪奇 志村有弘／編 勉誠出版 2005.1 〇

289.1/ﾐ 源義経のすべて 奥富敬之／編 新人物往来社 1993.8 〇

289.1/ﾐﾅ031 やさしい木曽義仲法廷日記 高坪守男／著
オフィス・アングル《歴

史史料編さん会》
2010.8 〇

289.1/ﾐﾅ007 義経とその時代 大三輪龍彦／編 山川出版社 2005.5 〇

289.1/ﾐﾅ007 義経の悲劇 奥富敬之／著 角川書店 2004.9 〇

（2）東国の武士たち

請求記号 書名 著［編］者 出版社 出版年月 展示

210.42/ｶﾏ 鎌倉時代の馬と道　畠山重忠と三浦一族 馬事文化財団馬の博物館／編 馬事文化財団 2013.4 〇

210.4/ｶﾏ 鎌倉幕府成立期の東国武士団 金澤正大／著 岩田書院 2018.9

213/ｼﾂ 実像の中世武士団 高橋修／編 高志書院 2010.8

S201/ｼ 新編埼玉県史図録 	埼玉県 ／編 埼玉県 1993.3 〇

S289/ﾊﾀ 菅谷館の主　畠山重忠 埼玉県立嵐山史跡の博物館／編 埼玉県立嵐山史跡の博物館 2011.3 〇

288.3/ｿｳ 相馬氏の成立と発展　名門千葉一族の雄 岡田清一／著　 戎光祥出版 2015.1 〇

S289/ﾊﾀ 秩父平氏の盛衰　畠山重忠と葛西清重 埼玉県立嵐山史跡の博物館／編 勉誠出版 2012.5 〇

S289/ﾊﾀ 秩父平氏畠山重忠とその時代 埼玉県立嵐山史跡の博物館／編 埼玉県立嵐山史跡の博物館 2010.2 〇

288.2/ﾁﾊ 千葉一族の歴史　全国に広がる系譜・史跡・伝承 鈴木佐／編著 戎光祥出版 2021.7 〇

289.1/ﾁ 千葉常胤 福田豊彦／著　 吉川弘文館 1981.1 〇

2　鎌倉殿をとりまく人々～頼朝の挙兵から源平合戦の終結まで～



S289/ﾁﾕ 中世武士畠山重忠 清水亮／著 吉川弘文館 2018.11 〇

213/ﾄｳ 東国における武士勢力の成立と展開 山本隆志／著 思文閣出版 2012.2

210.4/ﾄｳ 動乱の東国史　２　東国武士団と鎌倉幕府 吉川弘文館 2013.3 〇

289.1/H41 畠山重忠 畑やわら／編著 滴翠社 1977 〇

289.1/ﾊ 畠山重忠 貫達人／著 吉川弘文館 1987.4

S289/ﾊﾀ 畠山重忠　横浜・二俣川に散った武蔵武士 横浜市歴史博物館／編 横浜市ふるさと歴史財団 2012.1 〇

S289/ﾊﾀ 畠山重忠 深谷市教育委員会 深谷市教育委員会 2012.11 〇

289.1/ﾊﾀ018 畠山重忠 清水亮／編著 戎光祥出版 2012.6

289.1/ﾊ 畠山重忠公の血脈 宮之原研／著 宮之原研 1988.2

S289/ﾊﾀ 畠山重忠辞典 川本町教育委員会／編 川本町教育委員会 2004.11

S289/ﾊﾀ 畠山重忠と武蔵武士 深谷市教育委員会 深谷市教育委員会 2012.11 〇

213/ﾊﾝ 坂東武士団と鎌倉 野口実／著　 戎光祥出版 2013.5 〇

S204/ﾑｻ 武蔵の武士団 安田元久／著 吉川弘文館 2020.2 〇

213.4/W46 武蔵武士 渡辺世祐／著 有峰書店新社 1987.1 〇

213.4/ﾑｻ 武蔵武士と戦乱の時代 田代脩／著 さきたま出版会 2009.11 〇

210.4/ｲ 武蔵武士団の一様態 伊藤一美／著 文献出版 1981.12

280/ﾑ 武蔵武将伝 稲垣史生／著 歴史図書社 1980.4

210.4/ﾕﾔ 湯山学中世史論集　３　武蔵武士の研究 湯山学／著 岩田書院 2010.5

S283.3/ﾗﾝ 嵐山町にゆかりのある人 社会科副読本編集委員会／編 嵐山町教育委員会 2000.3

（1）御家人の争いと鎌倉将軍

請求記号 書名 著［編］者 出版社 出版年月 展示

289.1/ｵｵ238 大江広元 上杉和彦／著 吉川弘文館 2005.5 〇

289.1/ｶｼ025 梶原景時 梶原等／著 新人物往来社 2000.11 〇

S778/ｶﾏ 鎌倉殿の13人　前編 ＮＨＫ出版 2022.1 〇

S290.2ｻｲ 埼玉の城址30選　歴史ロマン 西野博道 ／編著 埼玉新聞社 2005.6

S280/ｼﾂ 執権義時に消された１３人 榎本秋／著 ウェッジ 2021.11 〇

S288.1/ﾀﾝ 探訪比企一族 西村裕／編・著 まつやま書房 2018.6

210.42/ﾄ 都市鎌倉の武士たち 石丸煕／著 新人物往来社 1993.4 〇

S204/ﾆﾎ 日本中世史最大の謎！鎌倉13人衆の真実 本郷和人／著 宝島社 2021.9 〇

210.4/ﾊｲ 敗者たちの中世争乱 関　幸彦／著 吉川弘文館 2020.3 〇

S288.1/ﾋｷ 比企遠宗の館跡 齊藤喜久江／著 まつやま書房 2010.1 〇

210.42/ﾐ 三浦一族と相模武士 神奈川新聞横須賀総局／編著 神奈川新聞社 1995.11 〇

288.3/ﾐｳ 三浦一族の研究 高橋秀樹／著 吉川弘文館 2016.6 〇

288.3/ﾐｳ 三浦氏の研究 峰岸純夫／編 名著出版 2008.2

289.1/ﾐﾅ036 源実朝　「東国の王権」を夢見た将軍 坂井孝一／著 講談社 2014.7 〇

289.1/ﾐﾅ036 源実朝　物語と史蹟をたずねて　 八尋舜右／著　 成美堂出版 1979.5 〇

3　頼朝の死去から承久の乱まで



289.1/ﾐﾖ009 三善康信 三島義教／著 新風書房 2000.12 〇

S288.3/ｼ 甦る比企一族 清水清／編著 比企一族顕彰会 1996.10 〇

S204/ﾚｷ 歴史読物陰謀の鎌倉幕府 鳥越一朗／著 ユニプラン 2022.1 〇

289.1/ﾜ 和田義盛 若命又男／著 若命又男 1977 〇

（2）争いの覇者、北条氏

請求記号 書名 著［編］者 出版社 出版年月 展示

210.42/ｱｽ 吾妻鏡　９　執権政治 五味文彦／編 吉川弘文館 2010.11

210.4ｶ 鎌倉将軍執権列伝 	安田元久 ／編 秋田書店 1974

210.42/ｶﾏ 鎌倉将軍・執権・連署列伝 細川重男 ／編 吉川弘文館 2015.11 〇

210.42/ｶﾏ 鎌倉幕府北条氏一門の研究 渡邊晴美／著 汲古書院 2015.2

210.42ｶﾏ 鎌倉幕府の転換点 	永井晋 ／著 日本放送出版協会 2000.12 〇

210.42/ｶﾏ 鎌倉幕府連署制の研究 石井　清文／著 岩田書院 2020.2

210.42/ｶﾏ 鎌倉・北条一族 奥富敬之／著 新人物往来社 1983.9 〇

210.42/ｵ 鎌倉北条氏の基礎的研究 奥富敬之／著 吉川弘文館 1980.11

210.42/ｶﾏ 鎌倉北条氏の興亡 奥富敬之／著 吉川弘文館 2003.8

210.42/ﾎｳ 北条氏発給文書の研究　附発給文書目録 北条氏研究会／編 勉誠出版 2019.1 〇

289/ﾎ 北条政子 渡辺保／著 吉川弘文館 1985.6 〇

289.1/ﾎｳ007 北条政子 野村育世／著 吉川弘文館 2000.8

S204/ﾎｳ 北条政子、義時の謀略 永井晋／著 ベストブック 2022.1 〇

289.1/ﾎｳ018 北条義時　これ運命の縮まるべき端か 岡田　清一／著　 ミネルヴァ書房 2019.4 〇

289/ﾎ 北条義時 安田元久／著 吉川弘文館 1986.4

S204/ﾎｳ 北条義時と鎌倉武士の志と魂 鳥越幸雄／著 郁朋社 2022.1 〇

（3）後鳥羽上皇と承久の乱

請求記号 書名 著［編］者 出版社 出版年月 展示

210.38/ｲﾝ 院政　もうひとつの天皇制 美川圭 ／著 	中央公論新社 2021.4 〇

210.38/ｹﾝ 源平合戦と京都軍制 宮田　敬三 ／著 戎光祥出版 2020.6

210.39/ｹﾝ 源平の内乱と公武政権 川合康 ／著 吉川弘文館 2009.11 〇

911.142/ｺﾄ024

【久喜】
後鳥羽院のすべて 鈴木彰 ／編 新人物往来社 2009.3 〇

210.42/ｼﾖ 承久の乱の構造と展開 野口　実 ／編 戎光祥出版 2019.4

210/ｾ 戦乱日本の歴史 ４ 蒙古来たる 小学館 1977.3

210.1/ﾆﾎ 日本の時代史 ８ 京・鎌倉の王権 石上英一 ／〔ほか〕編 吉川弘文館 2003.1 〇

210.1/ﾊｲ 敗者の日本史 ６ 承久の乱と後鳥羽院 関幸彦 ／企画編集 吉川弘文館 2012.1 〇

雑誌 歴史読本　別冊　1990年11月号 新人物往来社 1990.11 〇

210.42/ﾛｸ 六波羅探題 森幸夫 ／著 吉川弘文館 2021.11 〇
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