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原典を現代語で読む

 

歴史小説への展開

 

～主人公別～

 

物語を深く理解するために 

 

タイトル 著者名 出版社 出版年 資料バーコード

平家物語 大橋 忍／著 静岡新聞社 2010 1110210935

双調平家物語1～15 橋本 治／著 中央公論社 1998他 1101849626他

完訳源平盛衰記　現代語で読む歴史文学1~8 勉誠出版 2005 1108298579他

義経記  現代語で読む歴史文学 西津 弘美／訳 勉誠出版 2004 1108293059

新・平家物語1~5、7~9、12、13（吉川英治文庫）※単行本でも有り 吉川 英治／著 講談社 1986他 1107801175他

平家物語　巻之1~巻之8　（カドカワノベルズ） 光瀬 竜／著 角川書店 1983他 1106304262他

女人平家　前篇・後編 吉屋 信子／著 朝日新聞社 1971 1100899192他

平家　上巻・中巻・下巻 池宮 彰一郎／著 角川書店 2002他 1108159177他

宮尾本平家物語１~4 宮尾 登美子／著 朝日新聞社 2001他 1105587172他

波のかたみ　清盛の妻　（中公文庫） 永井 路子／著 中央公論社 1989 1107305193

源 頼朝 山岡 荘八／著 講談社 1979 1100813375

源頼朝　（六興版吉川英治人物選集） 吉川 英治／著 六興出版 1982 1100577095

日本歴史文学館6　北条政子 炎環 永井 路子／著 講談社 1987 1107893719

修羅の都 伊東潤／著 文藝春秋 2018 1110885553

義経　上・下　（文春文庫） 司馬 遼太郎／著 文藝春秋 2004 1110614417他

生きよ義経 三好 京三／著 新潮社 1990 1106109471

零落す　上・下巻 光野志のぶ／著 青娥書房 2014他 1110806880他

ギケイキ　1、2 町田康／著 河出書房新社 2016他 1110805569他

天馬、翔ける　上・下巻 安部 龍太郎／著 新潮社 2004 1108253954他

武蔵坊弁慶1～10 富田 常雄／著 講談社 1985他 1106371469他

武蔵坊弁慶１～4 今 東光／[著] 学研 1979 1100418332他

静の慟哭 山中 正英／著 新風舎 2006 1107180802

浄土の帝 安部 龍太郎／著 角川書店 2005 1108297134

後白河院（新潮文庫） 井上 靖／著 新潮社 1979 1100512852

絵巻（新潮文庫） 永井 路子／著 新潮社 1984 1107305094

蒼き蝦夷の血1～5 今 東光／著 新人物往来社 1992 1100388659他

炎立つ　巻の1～5 高橋 克彦／著 日本放送出版協会 1992他 1106805128他

平家物語 犬王の巻 古川日出男／著 河出書房新社 2017 1110731856

いくさ物語の語りと批評 山下 宏明／著 世界思想社 1997 1106142548

平家物語を読む（歴史と古典） 川合 康／編 吉川弘文館 2009 1108579895

平家物語創造と享受（三弥井選書） 榊原 千鶴／著 三弥井書店 1998 1106172198

平家物語への旅 西田 直敏／著 人文書院 2001 1105999351



 

芸能への展開 

 

 ～語り物～ 

 ～能・幸若舞～

 

 ～浄瑠璃～

 

 ～歌舞伎～ 

                                           

男は美人の嘘が好き　ひかりと影の平家物語 大塚 ひかり／著 清流出版 1999 1106885740

平家物語の女たち 宮尾 登美子／著 朝日新聞社 2004 1108250414

平家物語と法師たち 山下 正治／著 笠間書院 2007 1108418763

平家物語絵巻 櫻井 陽子／編集 林原美術館 [201-] 1107960468

平家物語・木曾義仲の光芒 武久 堅／著 世界思想社 2012 1108952126

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 1108843069

源平盛衰記の基礎的研究（研究叢書） 岡田 三津子／著 和泉書院 2005 1108329218

文化現象としての源平盛衰記 松尾 葦江／編 笠間書院 2015 1110436910

源平盛衰記絵本をよむ 石川 透／編 三弥井書店 2013 1110160510

絵解く戦国の芸能と絵画 小林健二／編 三弥井書店 2020 1110727987

曽我・義経記の世界（軍記文学研究叢書） 梶原 正昭／編 汲古書院 1997 1104989106

義経記　物語の舞台を歩く 五味 文彦／著 山川出版社 2005 1108292374

義経 宮尾 登美子／著 日本放送出版協会 2004 1108073667

義経伝説 鈴木 健一／編 小学館 2004 1108244748

軍記物語とその劇化（古典講演シリーズ） 国文学研究資料館／編 臨川書店 2000 1105936452

怨霊と鎮魂の日本芸能史 井沢 元彦／著 檜書店 2008 1108801182

作家と楽しむ古典　平家物語 能・狂言 説経節 義経千本桜 古川日出男／著 河出書房新社 2018 1111009278

能の平家物語 秦 恒平／文 朝日ソノラマ 1999 1106069782

『平家物語』の能・狂言を読む 山下宏明／著 汲古書院 2018 1110879499

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 1106057993

能楽名作選　上・下 天野文雄／[訳]著 KADOKAWA 2017 1110877188他

舞の本をよむ 石川 透／編 三弥井書店 2014 1110504410

幸若舞の展開 須田悦生／著 三弥井書店 2018 1111007660

平家物語から浄瑠璃へ 佐谷 真木人／著 慶応義塾大学出版会 2002 1107046763

義太夫節浄瑠璃未翻刻作品集成4･6･9･10･11･32･33･47･57 鳥越 文蔵／監修 玉川大学出版部 2006他 1108375260他

時代浄瑠璃の世界　歌舞伎鑑賞案内 上総 英郎／著 朝文社 1991 1100087541

義経千本桜　（淡交ムック） 金森 和子／編集 淡交社 1998 1106165853

義経千本桜　（上方文化講座） 大阪市立大学文学研究科

「上方文化講座」企画委

員会／編

和泉書院 2013 1110326376

一谷嫩軍記 近江源氏先陣館 絵本太功記 梶原平三誉石切

(歌舞伎オン・ステージ) 小池 章太郎／編著 白水社 1985 1100087582

傾城反魂香 嫗山姥 国性爺合戦 平家女護島 信州川中島合戦

　(歌舞伎オン・ステージ) 鳥越 文蔵／編著 白水社 1989 1100087657

勧進帳　(歌舞伎オン・ステージ) 服部 幸雄／編著 白水社 2001 1108137207

歌舞伎ヒーローの誕生 利根川 裕／著 右文書院 2007 1108518521
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平家の音楽 　当道の伝統 薦田 治子／著 第一書房 2003 1110553730

平家物語の形成と琵琶法師 砂川 博／著 おうふう 2001 1105993248

琵琶法師の『平家物語』と能 山下 宏明／著 塙書房 2006 1108378439

琵琶盛衰記 北川鶴昇／著 風詠社 2016 1110621412

骨董・怪談（個人完訳小泉八雲コレクション）『耳なし芳一』収録 小泉 八雲／著 河出書房新社 2014 1110382924
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