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書名 巻次 著者名 出版者
「司馬遼太郎」で学ぶ日本史 磯田 道史∥著 NHK出版
星夜航行 下巻 飯嶋 和一∥著 新潮社
アレクサンドロス大王征服記 赤羽／尭∥著 光文社
ジョン万次郎 マーギー　プロイス∥ 集英社
図説「侍」入門 学研パブリッシング
図録・近世武士生活史入門事典 武士生活研究会∥編 柏書房

図説世界史を変えた５０の指導者（リーダー）
チャールズ  フィリッ
プス∥著

原書房

忠直卿行状記 森　一生∥監督 角川書店

アントニーとクレオパトラ
ﾁｬｰﾙﾄﾝ･ﾍｽﾄﾝ∥監督 脚
本 出演

アネック

塩野七生ルネサンス著作集 2 塩野／七生∥著 新潮社

中世兵士の服装
ゲーリー　エンブルト
ン∥著

マール社

バスティーユの陰謀 藤本／ひとみ∥著 文芸春秋
ミノタウロス 佐藤　亜紀∥著 講談社
ペリー 佐藤　賢一∥著 角川書店
おじさんはなぜ時代小説が好きか 関川／夏央∥著 岩波書店
歴史・時代小説ベスト１１３ 大衆文学研究会∥編 中央公論新社
剣闘士スパルタクス 佐藤／賢一∥著 中央公論新社
ドン・フアン ペーター　ハントケ∥ 三修社

名作時代小説１００選 杉江　松恋∥編
アスキー・メディア
ワークス

時代小説作家ベスト１０１ 向井／敏∥編 新書館
時代小説の勘どころ 寺田　博∥著 河出書房新社
歴史小説・時代小説総解説 東京：自由国民社
愛と残酷のギリシア神話 桐生／操∥著 大和書房
ナポレオン千一夜物語 藤本　ひとみ∥著 潮出版社
奇説無惨絵条々 谷津 矢車∥著 文藝春秋
江戸の台所 人文社
この時代小説がおもしろい 桜井／秀勲∥著 編書房
くせものの譜 簑輪  諒∥著 学研プラス
日本服飾史 女性編 井筒  雅風∥著 光村推古書院
池波正太郎を“江戸地図”で歩く 壬生  篤∥著 誠文堂新光社
うつくしく、やさしく、おろかなり 杉浦　日向子∥著 筑摩書房
平蔵の首 逢坂　剛∥著 文芸春秋
夜去り川 志水　辰夫∥著 文芸春秋
図解江戸の暮らし事典 河合　敦∥監修 学研
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U 皆川 博子∥著 文藝春秋
一路 上 浅田　次郎∥著 中央公論新社
兵 木下 昌輝∥著 講談社
カレーソーセージをめぐるレーナの物語 ウーヴェ・ティム∥著 河出書房新社
博物館のファントム 伊与原  新∥著 集英社
利休にたずねよ 山本　兼一∥著 ＰＨＰ研究所
戦国２４時 木下  昌輝∥著 光文社
会津執権の栄誉 佐藤 巖太郎∥著 文藝春秋
満つる月の如し 澤田  瞳子∥著 徳間書店
一路 下 浅田　次郎∥著 中央公論新社
魔王 伊坂／幸太郎∥著 講談社

ルートヴィヒ
ルキーノ　ヴィスコン
ティ∥監督

紀伊国屋書店

アイネクライネナハトムジーク 伊坂  幸太郎∥著 幻冬舎
信長が宿敵本願寺顕如 鈴木／輝一郎∥著 毎日新聞社
白村江 荒山  徹∥著 ＰＨＰ研究所
星夜航行 上巻 飯嶋 和一∥著 新潮社
楊貴妃 溝口　健二∥監督 角川映画
陽気なギャングが地球を回す 伊坂／幸太郎∥著 祥伝社
知識ゼロからのエジプト入門 近藤　二郎∥著 幻冬舎
童の神 今村 翔吾∥[著] 角川春樹事務所
江戸のきものと衣生活 丸山　伸彦∥編著 小学館
知識ゼロからのローマ帝国入門 阪本　浩∥監修 幻冬舎
中国美人伝 陳／舜臣∥著 新潮社

実録忠臣蔵
牧野　省三∥監督　総
指揮

シーソーモンスター 伊坂 幸太郎∥著 中央公論新社

ヘンリー八世の私生活
アレクサンダー　コル
ダ∥監督

アイ・ヴィー・シー

千鳥舞う 葉室　麟∥著 徳間書店
歳三の剣 小松 エメル∥著 講談社
いまこそ読みたい藤沢周平 宝島社
レストラン「ドイツ亭」 アネッテ  ヘス∥著 河出書房新社
日本服飾史 男性編 井筒  雅風∥著 光村推古書院
バシレウス 塚本 青史∥著 NHK出版

アウグストゥス
ジョン  ウィリアムズ
∥著

作品社

クリスマスを探偵と 伊坂 幸太郎∥文 河出書房新社
花鳥の夢 山本　兼一∥著 文芸春秋
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総統の子ら 皆川／博子∥著 集英社
世界一わかりやすい日本史の授業 相沢　理∥著 中経出版

サンソン回想録
オノレ  ド  バルザック
∥著

国書刊行会

囲碁小町嫁入り七番勝負 犬飼　六岐∥著 講談社
大江戸武士の作法 小和田 哲男∥監修 G.B.
戦国十二刻 木下 昌輝∥著 光文社
史実を歩く 吉村／昭∥著 文芸春秋
世界史大図鑑 レグ  グラント∥ほか 三省堂
黒王妃 佐藤　賢一∥著 講談社
黒南風の海 伊東　潤∥著 ＰＨＰ研究所
日蝕 平野／啓一郎∥著 新潮社
葵の残葉 奥山 景布子∥著 文藝春秋
恋歌 朝井　まかて∥著 講談社
八本目の槍 今村 翔吾∥著 新潮社
ともえ 諸田　玲子∥著 平凡社
室町無頼 垣根  涼介∥著 新潮社
世界全戦争史 柘植  久慶∥著 ＰＨＰ研究所
ヨイ豊 梶  よう子∥著 講談社
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