
NO                書名     著者      出版社     資料ＩＤ   請求記号 所蔵館 武将名
1 大坂入城 池波　正太郎 新潮社 10101500508132 /新潮文庫//S 多摩 真田　幸村
2 大坂夏の陣 池波　正太郎 新潮社 10101532067638 /新潮文庫//S 多摩 真田　幸村
3 島津奔る　上 池宮　彰一郎 新潮社 10101531458919 /新潮文庫//S 多摩 島津　義弘
4 島津奔る　下 池宮　彰一郎 新潮社 10101531458927 /新潮文庫//S 多摩 島津　義弘
5 王の挽歌　上 遠藤　周作 新潮社 10101531084920 /新潮文庫//S 多摩 大友　宗麟
6 王の挽歌　下 遠藤　周作 新潮社 10101531084938 /新潮文庫//S 多摩 大友　宗麟
7 悪霊 : 松永弾正久秀 早乙女　貢 新潮社 10101530053028 /新潮文庫//S 多摩 松永　久秀
8 花落ちる : 智将・明智光秀 笹沢　左保 新潮社 10101530084101 /新潮文庫//S 多摩 明智　光秀
9 関ケ原　上 司馬　遼太郎 新潮社 10101531623731 /新潮文庫//S 多摩 石田　三成

10 関ケ原　中 司馬　遼太郎 新潮社 10101531627567 /新潮文庫//S 多摩 石田　三成
11 関ケ原　下 司馬　遼太郎 新潮社 10101531623740 /新潮文庫//S 多摩 石田　三成
12 覇王の家　上 司馬　遼太郎 新潮社 10101531526043 /新潮文庫//S 多摩 徳川　家康
13 覇王の家　下 司馬　遼太郎 新潮社 10101531526051 /新潮文庫//S 多摩 徳川　家康
14 密謀　上 藤沢　周平 新潮社 10101500540699 /新潮文庫//S 多摩 直江　兼続
15 密謀　下 藤沢　周平 新潮社 10101500540680 /新潮文庫//S 多摩 直江　兼続
16 加藤清正　上 海音寺　潮五郎 文藝春秋 10101532152155 /文春文庫//S 多摩 加藤　清正
17 加藤清正　下 海音寺　潮五郎 文藝春秋 10101532152163 /文春文庫//S 多摩 加藤　清正
18 天と地と　上 海音寺　潮五郎 文藝春秋 10101532138616 /文春文庫//S 多摩 上杉　謙信
19 天と地と　中 海音寺　潮五郎 文藝春秋 10101532138020 /文春文庫//S 多摩 上杉　謙信
20 天と地と　下 海音寺　潮五郎 文藝春秋 10101532130623 /文春文庫//S 多摩 上杉　謙信
21 真田幸村 柴田　錬三郎 文芸春秋 10101532150950 /文春文庫//S 多摩 真田　幸村
22 夏草の賦 司馬　遼太郎 文藝春秋 10101532128963 /文春文庫//S 多摩 長宗我部　元親
23 夏草の賦 司馬　遼太郎 文藝春秋 10101532138233 /文春文庫//S 多摩 長宗我部　元親
24 流星 : お市の方　上 永井　路子 文藝春秋 10101532138039 /文春文庫//S 多摩 お市の方
25 流星 : お市の方　下 永井　路子 文藝春秋 10101532144322 /文春文庫//S 多摩 お市の方
26 武田信玄　風の巻 新田　次郎 文藝春秋 10101532133843 /文春文庫//S 多摩 武田　信玄
27 武田信玄　林の巻 新田　次郎 文藝春秋 10101532133851 /文春文庫//S 多摩 武田　信玄
28 武田信玄　火の巻 新田　次郎 文藝春秋 10101532130879 /文春文庫//S 多摩 武田　信玄
29 武田信玄　山の巻 新田　次郎 文藝春秋 10101532133860 /文春文庫//S 多摩 武田　信玄
30 秀吉 : 夢を超えた男　上 堺屋　太一 日本放送出版協会 10101531078768 913.6/SA/1 多摩 豊臣　秀吉
31 秀吉 : 夢を超えた男　下 堺屋　太一 日本放送出版協会 10101531105714 913.6/SA/2 多摩 豊臣　秀吉
32 尻啖え孫市 司馬　遼太郎 文藝春秋 10101500259051 918.7/SH/8 多摩 雑賀　孫市
33 下天は夢か 1 津本　陽 日本経済新聞社 10101530096622 913.6/TS/1 多摩 織田　信長
34 下天は夢か 2 津本　陽 日本経済新聞社 10101530096614 913.6/TS/2 多摩 織田　信長
35 下天は夢か 3 津本　陽 日本経済新聞社 10101530096606 913.6/TS/3 多摩 織田　信長
36 下天は夢か 4 津本　陽 日本経済新聞社 10101530076370 913.6/TS/4 多摩 織田　信長
37 名将大谷刑部 南原　幹雄 新潮社 10101221462667 ///S 市ヶ谷 大谷　吉継
38 一夢庵風流記 隆　慶一郎 新潮社 10101220164735 ///S 市ヶ谷 前田　慶次郎
39 伊達政宗　朝明けの巻 山岡　荘八 毎日新聞社 10502020635502 913.6/Y42b/1 小金井 伊達　政宗
40 伊達政宗　人取られの巻 山岡　荘八 毎日新聞社 10502020635626 913.6/Y42b/2 小金井 伊達　政宗
41 伊達政宗　夢は醍醐の巻 山岡　荘八 毎日新聞社 10502020635472 913.6/Y42b/3 小金井 伊達　政宗
42 伊達政宗　黄金日本島の巻 山岡　荘八 毎日新聞社 10502020635480 913.6/Y42b/4 小金井 伊達　政宗
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