
学情センター２Ｆ企画展示

平清盛 展示期間：2012.1.5～1.12

書名 巻号次 配置場所 請求記号

保元の乱・平治の乱 / 河内祥輔著. -- 吉川弘文館, 2002.6.  3F開架新体系 210.38//KO15//5922

保元・平治の乱を読みなおす / 元木泰雄著. -- 日本放送出版協会, 2004.12. -- (NHK
ブックス ; 1017).

 3F開架新体系 210.38//MO85//3456

武士の成立 / 元木泰雄著. -- :新装版. -- 吉川弘文館, 1994.8. -- (日本歴史叢書 / 日
本歴史学会編 ; [49]).

 3F開架新体系 210.38//MO85//3620

平清盛福原の夢 / 高橋昌明著. -- 講談社, 2007.11. -- (講談社選書メチエ ; 400).  3F開架新体系 210.38//TA33//8952

源平争乱と平家物語 / 上横手雅敬著. -- 角川書店, 2001.4. -- (角川選書 ; 322).  3F開架新体系 210.38//U97//3497

武士の王・平清盛 : 改革者の夢と挫折 / 伊東潤著. -- 洋泉社, 2011.10. -- (歴史新書y ;
021).

 4F新書版 210.39//I89//6562

源平合戦の虚像を剥ぐ : 治承・寿永内乱史研究 / 川合康 [著]. -- 講談社, 2010.4. -- (講
談社学術文庫 ; [1988]).

 4F文庫版 210.39//KA93//0303

平清盛の闘い : 幻の中世国家 / 元木泰雄著. -- 角川書店, 2001.2. -- (角川叢書 ; 14).  3F開架新体系 210.39//MO85//2102

平家の群像 : 物語から史実へ / 高橋昌明著. -- 岩波書店, 2009.10. -- (岩波新書 ; 新赤
版 1212).

 4F新書版 210.39//TA33//4260

源平の争乱 / 上杉和彦著. -- 吉川弘文館, 2007.3. -- (戦争の日本史 ; 6).  3F開架新体系 210.39//U47//0539

平清盛 : 「武家の世」を切り開いた政治家 / 上杉和彦著. -- 山川出版社, 2011.5. -- (日
本史リブレット人 ; 025).

 3F開架新体系 210.39//U47//2936

歴史に裏切られた武士平清盛 / 上杉和彦著. -- アスキー・メディアワークス. -- (アスキー
新書 ; 200).

 4F新書版 210.39//U47//6070

平家後抄 : 落日後の平家 / 角田文衛 [著]. -- 上, 下. -- 講談社, 2000.6-9. -- (講談社
学術文庫 ; [1434],[1435]).

上 4F文庫版 210.42//TS82//2273

平家後抄 : 落日後の平家 / 角田文衛 [著]. -- 上, 下. -- 講談社, 2000.6-9. -- (講談社
学術文庫 ; [1434],[1435]).

下 4F文庫版 210.42//TS82//5230

後白河上皇 : 中世を招いた奇妙な「暗主」 / 遠藤基郎著. -- 山川出版社, 2011.1. -- (日
本史リブレット人 ; 024).

 3F開架新体系 288.41//E59//9218

後白河上皇 / 安田元久著. -- 新装版. -- 吉川弘文館, 1986.11. -- (人物叢書 / 日本歴
史学会編 ; 189).

 3F開架新体系 288.41//Y62//1920

変貌する清盛 : 『平家物語』を書きかえる / 樋口大祐著. -- 吉川弘文館, 2011.3. -- (歴史
文化ライブラリー ; 315).

 3F開架新体系 289//H56//9788

藤原忠実 / 元木泰雄著. -- : 新装版. -- 吉川弘文館, 2000.3. -- (人物叢書 / 日本歴史
学会編 ; [通巻224]).

 3F開架新体系 289//MO85//8960

大河ドラマ入門 / 小谷野敦著. -- 光文社, 2010.1. -- (光文社新書 ; 442).  4F新書版 778.8//KO97//6648

大河ドラマの50年 : 放送文化の中の歴史ドラマ / 鈴木嘉一著. -- 初版. -- 中央公論新
社, 2011.5.

 3F開架新体系 778.8//SU96//6782

平家物語と法師たち : 中世の仏教文学的展開 / 山下正治著. -- 笠間書院, 2007.3.  3F開架新体系 910.24//Y44//2296

吉川英治 : ものがたりの時代 : 『新・平家物語』『私本太平記』の世界 / 中島誠著. -- 論創
社, 2004.5.

 3F開架新体系 910.268//N34//6855

西行 : その歌その生涯 / 松本章男著. -- 平凡社, 2008.6.  3F開架新体系 911.142//MA81//0923

源氏将軍神話の誕生 : 襲う義経、奪う頼朝 / 清水眞澄著. -- 日本放送出版協会, 2009.2.
-- (NHKブックス ; 1129).

 3F開架新体系 913.43//SH49//5838

平家物語図典 / 五味文彦, 櫻井陽子編. -- 小学館, 2005.4.  3F開架新体系 913.434//G62//5741

平家物語を読む : 成立の謎をさぐる / 早川厚一著. -- 和泉書院, 2000.3. -- (和泉選書 ;
120).

 3F開架新体系 913.434//H46//0905
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平家物語 / 梶原正昭, 山下宏明校注. -- 1 - 4. -- 岩波書店, 1999.7-10. -- (岩波文庫 ;
黄(30)-113-1-4).

1 4F文庫版 913.434//H51//3238

平家物語 / 梶原正昭, 山下宏明校注. -- 1 - 4. -- 岩波書店, 1999.7-10. -- (岩波文庫 ;
黄(30)-113-1-4).

2 4F文庫版 913.434//H51//0010

平家物語 / 梶原正昭, 山下宏明校注. -- 1 - 4. -- 岩波書店, 1999.7-10. -- (岩波文庫 ;
黄(30)-113-1-4).

3 4F文庫版 913.434//H51//1005

平家物語 / 梶原正昭, 山下宏明校注. -- 1 - 4. -- 岩波書店, 1999.7-10. -- (岩波文庫 ;
黄(30)-113-1-4).

4 4F文庫版 913.434//H51//1799

平家物語の女たち : 大力・尼・白拍子 / 細川涼一著. -- 講談社, 1998.10. -- (講談社現
代新書 ; 1424).

 4F新書版 913.434//H94//8796

平家物語 : 「語り」のテクスト / 兵藤裕己著. -- 筑摩書房, 1998.9. -- (ちくま新書 ; 173).  4F新書版 913.434//H99//8562

平家物語の読み方 / 兵藤裕己著. -- 筑摩書房, 2011.10. -- (ちくま学芸文庫 ; [ヒ14-1]).  4F文庫版 913.434//H99//6296

平家物語 / 石母田正著. -- 岩波書店, 1957.11. -- (岩波新書 ; 青版-294).  4F新書版 913.434//I78//9566

平家物語 / 梶原正昭著. -- 岩波書店, 1992.6. -- (岩波セミナーブックス ; 101 . 古典講
読シリーズ).

 3F開架新体系 913.434//KA22//0622

平家物語を読む / 川合康編. -- 吉川弘文館, 2009.1. -- (歴史と古典).  3F開架新体系 913.434//KA93//3084

平家物語 : 古典を読む / 木下順二著. -- 岩波書店, 2003.10. -- (岩波現代文庫 ; 文芸 ;
77).

 4F文庫版 913.434//KI46//4506

平家物語を知る事典 / 日下力, 鈴木彰, 出口久徳著. -- 東京堂出版, 2005.6.  3F開架新体系 913.434//KU82//8273

平家物語転読 : 何を語り継ごうとしたのか / 日下力著. -- 笠間書院, 2006.4. -- (古典ル
ネッサンス).

 3F開架新体系 913.434//KU82//9500

異形の平家物語 : 竜と天狗と清盛と / 松尾美恵子著. -- 和泉書院, 1999.6.  3F開架新体系 913.434//MA85//8912

平家物語を読む : 古典文学の世界 / 永積安明著. -- 岩波書店, 1980.5. -- (岩波ジュニ
ア新書 ; 16).

 4F新書版 913.434//N25//0190

平家物語 / 西沢正史訳・監修. -- 1. -- 勉誠出版, 2005.1-. -- (現代語で読む歴史文
学).

1 3F開架新体系 913.434//N87//3991

平家物語 / 佐伯真一著. -- 山川出版社, 2005.2. -- (物語の舞台を歩く). 3F開架新体系 913.434//SA14//2157

建礼門院という悲劇 / 佐伯真一著. -- 角川学芸出版. -- (角川選書 ; 445). 3F開架新体系 913.434//SA14//9202

平家物語の死生学 / 佐伯雅子著. -- 上巻, 下巻. -- 新典社, 2008.8. -- (新典社新書 ;
16, 17).

上巻 4F新書版 913.434//SA14//2546

平家物語の死生学 / 佐伯雅子著. -- 上巻, 下巻. -- 新典社, 2008.8. -- (新典社新書 ;
16, 17).

下巻 4F新書版 913.434//SA14//2547

90分でわかる平家物語 / 桜井陽子著. -- 小学館, 2011.10. -- (小学館101新書 ; 121).  4F新書版 913.434//SA47//6565

平家物語 : 無常を聴く / 杉本秀太郎 [著]. -- 講談社, 2002.8. -- (講談社学術文庫 ;
[1560]).

 4F文庫版 913.434//SU38//5444

「死の美学化」に抗する : 『平家物語』の語り方 / 高木信著. -- 青弓社, 2009.3.  3F開架新体系 913.434//TA29//6492

平家物語は何を語るか / 武久堅著. -- 和泉書院, 2010.10. -- (和泉選書 ; 168 . 平家物
語の全体像 ; Part 2).

 3F開架新体系 913.434//TA61//6705

平家物語の虚構と真実 / 上横手雅敬著. -- 上, 下. -- 塙書房, 1985.11. -- (塙新書 ;
61-62).

上 4F新書版 913.434//U97//1806

平家物語の虚構と真実 / 上横手雅敬著. -- 上, 下. -- 塙書房, 1985.11. -- (塙新書 ;
61-62).

下 4F新書版 913.434//U97//1807

平清盛と平家物語 : 地図とあらすじでわかる! : 図説 / 日下力監修. -- 青春出版社,
2011.10. -- (青春新書INTELLIGENCE ; PI-336).

 4F新書版 913.434//Z8//6566

吉川英治 : 人と世界 / 池田大作著. -- 六興出版, 1989.9. 3F開架N N289.1//I5//1


