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◆書店様はぜひコーナー展開下さい。注文数を記入して番線印を押してＦＡＸして下さい。各社に連絡します。

◆図書館、読者の皆様お取り付けの書店にお渡し下さい。お名前の記入をお忘れなく。

「平清盛とその時代」　大河ドラマをより楽しむために

出版社名 ISBN  書名／コメント  編 著 者 名 判型 発行年(月) 注文数

平家物語の成立
中世軍記物語は、どのような状況のもとで成立したか。

源平盛衰記の基礎的研究
盛衰記の本文および伝本の研究論文集

平家物語は何を語るか　平家物語の全体像〈ＰＡＲＴⅡ〉
物語を貫く原理的思考「流人頼朝謀叛への共鳴」を剔抉し、抗う清盛の悲劇

校注 平家物語選
『平家物語』の中から有名な場面を選んda、大学、中学 ・高校でも使用できるテキス

京都大学附属図書館蔵 保元物語
保元物語諸本の中から京図本を底本に、頭注、補注、解説等を付して刊行

金刀比羅宮蔵　保元平治物語とその流伝
保元平治物語金刀比羅宮蔵本を詳論してその特性を示す

平家物語（全）改訂版
早稲田大学図書館蔵の元和七年刊・片仮名交り整版本を底本とする。

カラー版平家・義経記・太平記
各物語に関わりのある場所等の写真を視覚的資料とし、平家物語10編／義経記10

平家物語発生考
輻輳するこの物語の発生事情の解明に取り組んだ、生成平家物語論

平家物語の形成と琵琶法師
琵琶法師と平家物語（琵琶法師とは何者か／琵琶法師の歴史と伝承／他） 

平家物語<伝統>の受容と再創造
『平家物語』がいかに「伝統」なるものを受容し、自らを形成していったのか

平家物語転読
全１２巻のエッセンスをこの１冊で読む。

平家物語流伝考
中世の軍記物・説話集に関連する「日蓮遺文」を抄出

FAX：03-3812-3528 ご担当：　　　　　　　様

国語・国文学出版会／歴史書懇話会
貴店印

大河ドラマは「平清盛」もいよいよ面白くなってきました。歴史を知ればさらに楽しめます。歴懇各社
の選りすぐり関連書を硬軟とり混ぜてご紹介します。

書店様／ご出荷条件：返品条件付注文扱い

★読者の皆様／定価販売になります！

◆お名前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お電話／ ご注文は吉川弘文館 歴史書懇話会担当

今成元昭著 A5判 \4,800 1980.8

笠間書院 9784305002747 日下力著 四六判 \1,900 2006.4

風間書房 9784759903669

おうふう 9784273032081

1995.5

おうふう

9784273032081

鈴木則郎編 A5判 \6,000 2011.5

砂川博著

おうふう 武久堅著 A5判 \15,000

\3,689 1984

A5判 \15,000 2001.1

おうふう 9784273009335 梶原正昭編 A5判

おうふう 9784273028336
石黒吉次郎・加美宏他

編
四六判 \1,500 1995.6

和泉書院

\1,900 1982.1

9784762935008 高橋貞一著 四六判 \3,800 1995.1

和泉書院 9784900137479
早川厚一・弓削繁・
原水民樹編

A5判

\2,500 2010

和泉書院 9784757604117
近藤政美・濱千代いづ

み編著
A5判 \1,500 2007.4

和泉書院 9784757600423

武久堅著 四六判和泉書院 9784762935008

和泉書院 9784757603011 岡田三津子著 A5判 \8,500 2005.2

小林美和著 A5判 \10,000 2000.3

本体価格

9784273036331
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出版社名 ISBN  書名／コメント  編 著 者 名 判型 発行年(月) 注文数本体価格

延慶本平家物語の世界
平家物語成立時に最も近いといわれる「延慶本」を理解するための案内書

院政期政治史研究　思文閣史学叢書（美本なし）
平氏政権をとりあげ、諸権門の相剋・対立、権門の鼎立に至る過程に迫る。

院政とその時代　鷹陵文化叢書（美本なし）
院政期をかたちづくった各権門の動向についての論考をまとめる。

延慶本『平家物語』の説話と学問
応永書写（延慶書写奥書）『平家物語』を対象に、「説話」を開いて解く試み。

崇徳院怨霊の研究
崇徳院の怨霊を記す『保元物語』の成立過程を、文書・記録・物語から解明。

平清盛
最新刊！極悪非道の独裁者として描かれ続けた英傑「清盛」の真実とは。

平清盛ガイドブック
特別付録ＣＤ付き（「平清盛歴史に学ぶ」語り童門冬二）

中世王権と王朝儀礼
清盛の生きた時代の王権の実像を描きだす。

日本の世界文化遺産を歩く
厳島神社や京都の社寺など日本全国の世界遺産を豊富な写真ととも紹介。

初期鎌倉政権の政治史
従来の頼朝中心の「吾妻鏡」史観を批判しつつ、武家政権成立の過程を検証する

平家の群像 （はなわ新書）
平家の盛衰を概観しつつ、清盛の諸弟や子息らの実像を明らかにする。

平家物語の虚構と真実〈上〉 （はなわ新書）
清盛、重盛、源頼政、文覚、小督、源義仲を取り上げ、６人の実像・時代の実相に迫

平家物語の虚構と真実〈下〉 （はなわ新書）
宗盛、熊谷直実、重衡、義経、頼朝、建礼門院を取り上げ、実像・時代の実相に迫

琵琶法師の『平家物語』と能
琵琶法師の語りと能との関係に着目し、『平家物語』を能の側から読み直す。

いくさ物語と源氏将軍
描き出された〈源氏将軍〉の光と影をよむ。

いくさの物語と諧謔の文学史
悲劇に仕組まれた笑いの精神世界

平治物語
本書は、語り本と古本を一書に収載

海王宮　壇之浦と平家物語
歴史・文学・有職故実など多分野における第一線の研究者が考察

平家物語　創造と享受
古典の有する解釈の可能性を諸本創造と享受から論じ、『平家物語』を希求した社会の諸相をも探究

三弥井書店 9784838210367 山下宏明校注 Ａ５判 \9,800 2010.6

三弥井書店  9784838231416

三弥井書店 9784838290451 榊原千鶴著 四六判

三弥井書店  9784838231980

三弥井書店 9784838210367

新人物往来社 69656-55 「歴史読本」編集部編 Ｂ５判 \1,500 2011

\8,800 2006

2009.5

2011

山下宏明著 Ａ５判 \9,800 2010.6

Ａ５判

塙書房 9784827300994

\9,800 2003

松尾葦江編 Ａ５判 \8,900 2005

山下宏明著

\2,800 1998

同成社 9784886215796

牧野和夫著 A5判4784212582

山田雄司著 A5判思文閣出版 4784210601

\2,200

\7,600

\3,500

\6,000

\7,800

\12,000

\1,500

2003

2010

1967

A5判 \5,700 2011

2001

2008

\1,800四六判

四六判

19859784827340617 上横手雅敬著

四六判

木村茂光

岩田慎平

同成社 9784886215420 藤本　強

思文閣出版 4784211497  田中文英著

思文閣出版

Ａ５判

A5判東京大学出版会 9784130262187 遠藤基郎

塙書房

山下宏明著

塙書房

上横手雅敬著

新書判

塙書房 9784827340624

9784827340099 安田元久著

新人物往来社 9784404040879

Ａ４判

新書判

\900

A5判

新書判 1985

1996

\900

\900

栃木孝惟・松尾葦江汲古書院 9784762935008

4784209018思文閣出版 元木泰雄著

2005
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出版社名 ISBN  書名／コメント  編 著 者 名 判型 発行年(月) 注文数本体価格

平 清盛　―「武家の世」を切り開いた政治家―　（リブレット人）
虚像と実像を見極め、「武家の世」の幕を開けた清盛の姿を描く。

平家物語　（物語の舞台を歩く）
平家物語の舞台を実際に訪れるための歴史・文学の案内書。

後白河上皇　－中世を招いた奇妙な「暗主」－（リブレット人）
波瀾万丈の生涯を追いながら、中世の幕開け時代を考える。

変貌する清盛　（歴史文化ライブラリー315）
おごる平家は久しからず―悪行の因果で滅んだとされる清盛。悪人のイメージはどう創られたのか。

平清盛　（人物叢書）
ロングセラー、決定版の清盛伝！　新作カラー帯付きで重版が出来ました！

後白河上皇　（人物叢書）
ロングセラー、決定版の後白河伝！　周辺人物も固めていきましょう！　＝松田翔太

西行　（人物叢書）
ロングセラーです！　清盛の親友としてドラマでもいいキャスト！＝藤木直人

源義経　（人物叢書）
ロングセラー！重版出来ました。　ドラマの前半には全く登場しないでしょう。

平家物語を読む　（歴史と古典）
祇園精舎の鐘の声…　軍記物の最高傑作『平家物語』の、虚像と史実に迫る！

保元の乱・平治の乱
複雑に絡み合う人間模様と不可解な謎。「武者の世」を誕生させた事件の真相に迫る。

源平の内乱と公武政権　（日本中世の歴史３）
平氏政権、鎌倉幕府…。保元の乱後の日本は本当に武士の時代になったのか。

源平合戦事典
源平時代の全貌に迫る画期的事典。『平家物語』など、文学研究にも最適。

源平の争乱　（戦争の日本史６）
源氏武士団のリベンジ！“源平合戦”の歴史的意味を問う。

頼朝の挙兵　（現代語訳吾妻鏡　１　）
全国で蜂起する源氏、頼朝の挙兵から、鎌倉武家政権誕生までを生き生きと描く。

平氏滅亡　（現代語訳吾妻鏡　２　）
源平合戦は多くの人々を翻弄しながら、壇ノ浦で平氏は滅亡のときを迎える。

遠藤基郎 A5変 \800

品切

吉川弘文館

2007

2008

吉川弘文館 9784642027083
五味文彦・本郷和人他

編
四六判 \2,200

9784642027090
五味文彦・本郷和人他

編
四六判 \2,300

四六判 \2,500 2007

四六判 \1,700 1986

四六判 \1,800 1980

吉川弘文館 9784642050791 安田元久

吉川弘文館 9784642063166 上杉和彦

吉川弘文館 9784642051781 目崎徳衛

吉川弘文館 9784642052122 \2,100

吉川弘文館 9784642071574 川合　康 四六判

菊判 \7,000 2006

吉川弘文館 9784642077873 \2,500 2002

吉川弘文館

河内祥輔

9784634548251

吉川弘文館 9784642014359 福田豊彦・関　幸彦編

吉川弘文館 9784642050425 渡辺　保

山川出版社

吉川弘文館

9784634224506

四六判 \1,900

\1,800

9784634548244

9784642057158 樋口大祐 四六判 \1,700

四六判

9784642064033 川合　康 四六判 \2,600

四六判

2011

1999

1966

2008

2011

\800

\2,800

2009

2011A5変上杉和彦

2005佐伯真一 四六

五味文彦

山川出版社

山川出版社
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