
◆　長村祥知氏おすすめの本
タイトル 著者名 出版者 出版年 資料コード

京都の中世史３ 公武政権の競合と協調 野口実、長村祥知、坂口太郎／著 吉川弘文館 2022 1111304224

光源氏に迫る 源氏物語の歴史と文化 宇治市源氏物語ミュージアム／編 吉川弘文館 2021 1111233225

日本中世の政治と制度 元木 泰雄／編 吉川弘文館 2020 1111071674

京都観音めぐり洛陽三十三所の寺宝 長村 祥知／編 勉誠出版 2019 1111037758

中世公武関係と承久の乱 長村 祥知／著 吉川弘文館 2015 1110458542

◆　承久の乱
よみがえる承久の乱 後鳥羽上皇VS鎌倉北条氏 京都府京都文化博物館／企画・編集 京都府京都文化博物館 2121 1111158752

承久の乱の構造と展開 野口 実／編 戎光祥出版 2019 1110966973

承久の乱　日本史のターニングポイント 本郷 和人／著 文藝春秋 2019 1111017800

承久の乱　真の「武者の世」を告げる大乱 坂井 孝一／著 中央公論新社 2018 1111013056

伏見・戦と街　承久の乱/関ケ原の合戦/幕末戊辰戦争 中川 正照／著 かもがわ出版 2013 1110147327

敗者の日本史６　承久の乱と後鳥羽院 関 幸彦／著 吉川弘文館 2012 1110058037

後鳥羽院のすべて 鈴木 彰、樋口 州男／編 新人物往来社 2009 1108586031

◆ 　鎌倉時代前期ごろの歴史

北条義時の生涯 鎌倉幕府の草創から確立へ 北条氏研究会／編 勉誠出版 2022 1111299473

京都の中世史２ 平氏政権と源平争乱 元木泰雄、佐伯智広、横内裕人／著 吉川弘文館 2022 1111279327

源家滅亡 尼御台所政子と北条義時の時代 菊池 紳一／著 山川出版社 2022 1111291652

六波羅探題 京を治めた北条一門 森 幸夫／著 吉川弘文館 2021 1111251656

頼朝の武士団 鎌倉殿・御家人たちと本拠地「鎌倉」 細川 重男／著 朝日新聞出版 2021 1111259469

都鄙大乱 「源平合戦」の真実 高橋 昌明／著 岩波書店 2021 1111260541

図説 鎌倉北条氏 野口 実／編著 戎光祥出版 2021 1111269492

仏都鎌倉の一五○年 今井 雅晴／著 吉川弘文館 2020 1111063887

鎌倉時代論 五味 文彦／著 吉川弘文館 2020 1110722848

敗者たちの中世争乱 年号から読み解く 関 幸彦／著 吉川弘文館 2020 1110915467

敗者の日本史5　治承・寿永の内乱と平氏 元木 泰雄／著 吉川弘文館 2013 1108967959

平清盛と後白河院 元木 泰雄／著 角川学芸出版 2012 1110006614

日記で読む日本中世史 元木 泰雄、松薗 斉／編著 ミネルヴァ書房 2011 1108745629

日本中世の歴史３ 源平の内乱と公武政権 川合 康／著 吉川弘文館 2009 1108608082

『承久記絵巻』巻５（高野山龍光院／提供：高野山霊宝館）

「 承 久 の 乱 と 京 都 」

富山大学講師 長村 祥知 氏
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鎌倉時代の権力と制度 上横手 雅敬／編 思文閣出版 2008 1108563477

日本の歴史６ 京・鎌倉ふたつの王権 院政から鎌倉時代 本郷 恵子／著 小学館 2008 1108470988

日本の中世８ 院政と平氏、鎌倉政権 上横手雅敬、元木泰雄、勝山清次／著 中央公論新社 2002 1107036483

日本中世政治史研究 上横手 雅敬／著 塙書房 1973 1101554564

日本の歴史７ 鎌倉幕府 石井 進／著 中央公論社 1965 1100075199

◆　関係する人物の伝記、評伝

北条時政 頼朝の妻の父、近日の珍物か 野口 実／著 ミネルヴァ書房 2022 1111299150

北条政子、義時の謀略 鎌倉幕府争乱期を読む 永井 晋／著 ベストブック 2022 1111276844

北条義時 鎌倉殿を補佐した二代目執権 岩田 慎平／著 中央公論新社 2021 1111270045

史伝 北条義時 武家政権を確立した権力者の実像 山本 みなみ／著 小学館 2021 1111275317

源頼朝 すでに朝の大将軍たるなり 川合 康／著 ミネルヴァ書房 2021 1111221949

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 1110907639

源頼朝 武家政治の創始者 元木 泰雄／著 中央公論新社 2019 1111015929

源頼朝 鎌倉幕府草創への道 菱沼 一憲／著 戎光祥出版 2017 1110737119

源実朝 歌と身体からの歴史学 五味 文彦／著 KADOKAWA 2015 1110544242

源実朝 「東国の王権」を夢見た将軍 坂井 孝一／著 講談社 2014 1110386313

治承～文治の内乱と鎌倉幕府の成立 中世の人物第2巻 野口 実／編 清文堂出版 2014 1110170121

公武権力の変容と仏教界 中世の人物第３巻 平 雅行／編 清文堂出版 2014 1110185244

後鳥羽上皇　新古今集はなにを語るか 五味 文彦／著 角川学芸出版 2012 1110016019

大江広元 人物叢書通巻238 上杉 和彦／著 吉川弘文館 2005 1108268978

北条政子 母が嘆きは浅からぬことに候 関 幸彦／著 ミネルヴァ書房 2004 1108171164

北条政子 幕府を背負った尼御台 田端 泰子／著 人文書院 2003 1108283225

史伝 後鳥羽院 目崎 徳衛／著 吉川弘文館 2001 1107040485

北条政子 尼将軍の時代 野村 育世／著 吉川弘文館 2000 1106337999

北条義時 人物叢書通巻82 安田 元久／著 吉川弘文館 1961 1101565545

北条泰時 人物叢書通巻９ 上横手雅敬／著 吉川弘文館 1958 1101554572

◆　平安時代末期～鎌倉時代の主な文学作品、日記など

新訂 吾妻鏡 １（～４） 高橋 秀樹／編 和泉書院 2015 1110845979 他

訓注 明月記　第1巻（～第８巻） 稲村 榮一／訓注 松江今井書店 2003 1107055301 他

新日本古典文学大系43 保元物語・平治物語・承久記 益田 宗ほか／校注 岩波書店 1992 1100314564

新日本古典文学大系44 平家物語　上（下） 梶原 正昭、山下 宏明／校注 岩波書店 1991 1100314572 他

源平盛衰記 １（～６） 市古 貞次ほか／校注 三弥井書店 1991 1100287299 他

訓読 玉葉　第１巻（～第８巻） 高橋 貞一／訓読 高科書店 1988 1106059403 他

日本古典文学大系28 新古今和歌集 久松 潜一ほか／校注 岩波書店 1987 1100342268

日本古典文学大系86 愚管抄 岡見 正雄、赤松 俊秀／校注 岩波書店 1967 1100342797
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