
武士のおこり
資料コード タイトル 著者名 出版社 出版年

1111313662 武者から武士へ 森公章／著 吉川弘文館 2022

1111306831 平氏 倉本一宏／著 中央公論新社 2022

1111156731 中世武士団 人間文化研究機構国立歴史民俗博物館／編集 人間文化研究機構国立歴史民俗博物館 2022

1111290381 甲斐源氏一族 西川広平／編著 戎光祥出版 2021

1111261580 頼朝と義時 呉座勇一／著 講談社 2021

1111222343 武士論 五味文彦／著 講談社 2021

1111073498 中世東国武士と本拠 落合義明／著 同成社 2020

1111058259 武蔵の武士団 安田元久／著 吉川弘文館 2020

1111015887 中世史講義 高橋典幸／編 筑摩書房 2019

1110694047 サムライ 東京都江戸東京博物館／編著 青幻舎 2019

1111006977 武士の起源を解きあかす 桃崎有一郎／著 筑摩書房 2018

1110942701 南北朝「内乱」 悪党研究会／編 岩田書院 2018

1110599089 武士の日本史 高橋昌明／著 岩波書店 2018

1110523881 常陸平氏 高橋 修／編著 戎光祥出版 2015

1110832597 信濃武士 宮下玄覇／著 宮帯出版社 2012

1108944305 中世武士団構造の研究 田中 大喜／著 校倉書房 2011

1108772037 武家政治の源流と展開 笠谷 和比古／著 清文堂出版 2011

1108892769 武力による政治の誕生 本郷 和人／著 講談社 2010

1108581768 武士としては [妬山堂 盛正／著] 雄山閣 2009

1106215443 武士の誕生 関 幸彦／著 日本放送出版協会 1999

武士の生業
資料コード タイトル 著者名 出版社 出版年

1111165518 甲冑の美 森脇 崇文／編集 徳島市立徳島城博物館 2022

1111216477 イラストでわかる日本の甲冑 渡辺信吾／著 マール社 2021

1111130207 語る武具 香川県立ミュージアム／編集 香川県立ミュージアム 2020

1111109698 鎮物(しずめもの)としての武器・武具 元興寺文化財研究所／編集 元興寺文化財研究所 2017

1110546544 日本武術・武道大事典 加来 耕三／編 勉誠出版 2015

1110417969 大東流合気武道百十八カ条 石橋 義久／著 BABジャパン 2015

1110172994 考証日本武芸達人伝 綿谷 雪／著 国書刊行会 2014

1110325915 日本銃砲の歴史と技術 宇田川 武久／編 雄山閣 2013

1110058896 すぐわかる日本の甲冑・武具 棟方 武城／執筆 東京美術 2012

1110015458 武器の歴史大図鑑 リチャード・ホームズ／編 創元社 2012

1106058157 図説剣技・剣術 牧 秀彦／著 新紀元社 1999

1101910642 図録日本の合戦武具事典 笹間 良彦／著 柏書房 1999

1101691978 片山伯耆流居合幣帚自臨伝 伯耆流居合道研究会済寧館道場／編 伯耆流居合道研究会 1997

1105328577 新編武術叢書 武道書刊行会／編 新人物往来社 1995

1104701295 鎌宝蔵院槍術 渡辺 一郎／著 奈良市 1981

1100926474 日本の伝統馬術 馬上武芸篇 金子 有鄰／著 日貿出版社 1975

1100891165 図説日本泳法 白山 源三郎／編著 日貿出版社 1975

1101903894 薙刀要義 園部 繁八／著 寳文館 1944

1102978739 弓術極意教授図解 大日本隆盛会／編纂 東京榎本書房 1927

1102978556 天神真楊流柔術極意教習図解 吉田 千春／合著 大川錠吉 1894
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武士道精神
資料コード タイトル 著者名 出版社 出版年

1111289094 論考日本中世史 細川重男／著 文学通信 2022

1111051585 近世武士道論 中嶋英介／著 東北大学出版会 2019

1110481429 武士道の誤解 清水多吉／著 日本経済新聞出版社 2016

1110359914 武士道 笠谷 和比古／著 NTT出版 2014

1110162789 武士道基本用語事典 北影 雄幸／著 勉誠出版 2014

1108589076 武士の精神(エトス)とその歩み アレキサンダー・ベネット／著 思文閣出版 2009

1108551498 日新館童子訓 松平 容頌／著 三信図書 2008

1108419944 武士道 津本 陽／著 三笠書房 2007

1108408566 武士道考 谷口 眞子／著 角川学芸出版 2007

1108402718 会津武士道 中村 彰彦／著 PHP研究所 2007

1106709833 武士道全書 第11巻 佐伯 有義／[ほか]責任編輯 時代社 1943

1102309836 葉隠武士道精神 松波 治郎／著 一路書苑 1940

1102309638 武士道精神 伊藤 千真三／編 進教社 1937

武士の生活と社会

資料コード タイトル 著者名 出版社 出版年

1111309454 16テーマで知る鎌倉武士の生活 西田友広／著 岩波書店 2022

1111034987 江戸入門 山本博文／監修 河出書房新社 2019

1111031439 中世日本を生きる 新井孝重／著 吉川弘文館 2019

1111017057 院政期武士社会と鎌倉幕府 川合康／著 吉川弘文館 2019

1110901319 幕末の江戸風俗 塚原渋柿園／著 岩波書店 2018

1110761721 中世武家服飾変遷史 山岸裕美子／著 吉川弘文館 2018

1110756127 近世政治社会への視座 高野信治／著 清文堂出版 2017

1110534466 中世社会のはじまり 五味 文彦／著 岩波書店 2016

1110503578 中世の畿内武士団と公武政権 生駒 孝臣／著 戎光祥出版 2014

1108772037 武家政治の源流と展開 笠谷 和比古／著 清文堂出版 2011

1108448323 事典にのらない戦国武将の居城と暮らし 新人物往来社 2008

1108398197 秋田藩の武士社会 半田 和彦／著 無明舎出版 2006

1101555389 幕末志士の生活 芳賀 登／著 雄山閣 1982

1101178430 江戸時代武士の生活 進士 慶幹／編 雄山閣出版 1966

1103030928 中世武士社会の研究 細川 公正／[著] 刀江書院 1941

武将たちの人物像

資料コード タイトル 著者名 出版社 出版年

1111323844 図説徳川家康と家臣団 小川雄／編著 戎光祥出版 2022

1111311872 平将門と藤原純友 下向井龍彦／著 山川出版社 2022

1111282370 坂本龍馬とその時代 佐々木克／著 吉川弘文館 2022

1111280440 徳川家康 柴裕之／編著 戎光祥出版 2022

1111154140 武将たちの風貌 大阪城天守閣／編集 大阪城天守閣 2022

1111270045 北条義時 岩田慎平／著 中央公論新社 2021

1111221949 源頼朝 川合康／著 ミネルヴァ書房 2021

1111122337 秀吉の生涯 大阪城天守閣／編集 大阪城天守閣 2020

1111076806 織田信長 柴裕之／著 平凡社 2020

1110914296 足利義輝・義昭 山田康弘／著 ミネルヴァ書房 2019

1111109680 藤原秀郷 栃木県立博物館／編集 栃木県立博物館 2018

1110894712 素顔の西郷隆盛 磯田道史／著 新潮社 2018

1110861869 真田信繁 黒田基樹／著 戎光祥出版 2016

1110566781 足利尊氏 峰岸純夫／編 戎光祥出版 2016

1108991876 宮本武蔵　人物叢書 新装版通巻279 大倉 隆二／著 吉川弘文館 2015

1108978865 徳川慶喜 家近 良樹／著 吉川弘文館 2014

1108564384 土方歳三 相川 司／著 扶桑社 2008

1108394758 木戸孝允 松尾 正人／著 吉川弘文館 2007

1108044932 新選組局長近藤勇 木村 幸比古／著 淡交社 2003

1105141616 平清盛 五味 文彦／著 吉川弘文館 1999


