
No. 書名 者名 出版者名 出版年 場所 貸出

1 明智光秀・秀満 小和田 哲男 ミネルヴァ書房 2019 清流文庫 289.1 ア 可能

2 明智光秀　（シリーズ・織豊大名の研究） 柴裕之編著 戎光祥出版 2019 清流文庫 289.1 ア 可能

3 明智光秀と近江・丹波 福島 克彦 サンライズ出版 2019 清流文庫 289.1 ア 可能

4 図説　明智光秀 柴裕之編 戎光祥出版 2018 清流文庫 289.1 ア 可能

5 光秀からの遺言　本能寺の変436年後の発見 明智 憲三郎 河出書房新社 2018 清流文庫 289.1 ア 可能

6 明智光秀の生涯と丹波福知山 小和田 哲男監修 福知山市役所 2017 清流文庫 289.1 ア 可能

7 ここまでわかった本能寺の変と明智光秀 洋泉社編集部編 洋泉社 2016 清流文庫 210.4 コ 可能

8 明智一族三宅家の史料 三宅家史料刊行会編 清文堂出版 2015 清流文庫 210.4 ア 可能

9 明智光秀公家譜古文書 田中 豊［編］ 田中豊 2015 郷土２階 288.2 ア 可能

10 明智軍記 二木 謙一校注 KADOKAWA 2015 清流文庫 289.1 ア 可能

11 兼見卿記 第1　第2 吉田 兼見 八木書店古書出版部 2014 ９書庫 210.08 ゾ 可能

12 明智光秀　浪人出身の外様大名の実像 谷口 研語 洋泉社 2014 郷土２階 289 ア 可能

13 織田信長家臣人名辞典 谷口 克広 吉川弘文館 2010 郷土２階 280.3 オ 可能

14 細川ガラシャ 田端 泰子 ミネルヴァ書房 2010 郷土２階 289 ホ 可能

15 だれが信長を殺したのか 桐野 作人 PHP研究所 2007 郷土２階 289 オ 可能

16 明智氏一族宮城家相伝系図書 田中 豊[編] 歴史伝承フォーラム 2006 郷土２階 288.2 ア 可能

17 信長公記  上下 太田 牛一 新人物往来社 2006 郷土２階 289 オ 可能

18 信長軍の司令官 谷口 克広 中央公論新社 2005 郷土書庫 289 オ 可能

19 明智軍記 第1～10 [岐阜県図書館] 2004 郷土書庫 214.8 ア 禁

20 真説本能寺の変 安部 竜太郎ほか筆 集英社 2002 郷土２階 289 オ 可能

21 完訳フロイス日本史 3
ルイス・フロイス
松田毅一・川崎桃太訳

中央公論新社 2000 郷土２階 289 オ 可能

22 明智城(長山城)と明智光秀 可児市 可児市観光協会編 可児市 1999 郷土２階 289 ア 可能

23 美濃・土岐一族 谷口 研語 新人物往来社 1997 郷土書庫 288.3 ト 可能

24 美濃源氏の発祥と土岐氏の研究 三浦 登子郎 瑞浪市文化協会 1997 郷土２階 288.3 ミ 可能

25 明智物語 関西大学中世文学研究会編 和泉書院 1996 郷土２階 289 ア 可能

26 明智光秀文書目録 明智光秀文書研究会[編]
[明智光秀文書研究
会]

1996 郷土書庫 289 ア 禁

27 明智凞子を訪ねて 土岐市郷土史同好会編 土岐市郷土史同好会 1995 郷土２階 289 ア 可能

28 明智光秀のすべて 二木 謙一編 新人物往来社 1994 郷土２階 289 ア 可能

29 明智光秀 高柳 光寿 吉川弘文館 1986 清流文庫 289.1 ア 可能

30 織田信長　明智光秀（小泉三申全集 第1巻） 小泉 策太郎 岩波書店 1984 清流文庫 208 コ 可能

31 土岐系図　明智系図（続群書類従 第5輯 下） 塙 保己一編 続群書類従完成会 1979 一般１階 81 ク゛ 可能

32 惟任退治記（続群書類従 第20輯 下） 塙 保己一編 続群書類従完成会 1979 一般１階 81 ク゛ 可能

33 決戦！本能寺 伊東 潤［ほか］ 講談社 2015 清流文庫 913.6 ケツ 可能

34 明智光秀の密書 井沢元彦 祥伝社 1996 郷土２階 936.9 イ 可能

35 戦国美濃の群像 濃姫・蘭丸・光秀 その生涯
影丸穰也[他]作画 里中満智
子構成

岐阜県 2001 郷土２階 280.1 セ 可能

36 明智左馬助の恋 加藤 廣 日本経済新聞出版社 2007 清流文庫 913.6 カト 可能

37 光秀曜変 岩井 三四二 光文社 2012 清流文庫 936 イ 可能

38 鬼と人と　（上下） 堺屋 太一 PHP研究所 1989 郷土２階 936.9 サ 可能

39 明智光秀と斎藤利三 山元 泰生 学陽書房 2013 郷土２階 936.9 ヤ 可能

40 信長死すべし 山本 兼一 角川書店 2012 郷土２階 936.9 ヤ 可能

41 国盗り物語１～４ 司馬 遼太郎 新潮社 2004 郷土２階 936.9 シ 可能

42 光秀の夢信長の夢 重徳 良彦 文芸社 2007 郷土２階 936.9 シ 可能

43 明智光秀 早乙女 貢 広済堂出版 1992 清流文庫 913.6 サオ 可能

44 明智光秀 早乙女貢 成美堂出版 1996 郷土２階 289 ア 可能

45 明智光秀 村田 武 鳥影社 2010 郷土２階 936.9 ム 可能

46 本能寺 （上下） 池宮 彰一郎 毎日新聞社 2000 郷土２階 936.9 イ 可能

47 信長殺し､光秀ではない 八切 止夫 講談社 1967 郷土書庫 289 ア 可能

48 謀殺 八切 止夫 作品社 2002 郷土書庫 936.9 ヤ 可能

49 光秀の誤算 富田 源太郎 三九出版 2005 郷土２階 936.9 ト 可能

50 明智光秀 鷲尾 雨工 恒文社 1995 郷土２階 936.9 ワ 可能

※1　場所は展示期間後の配架場所を示しています。　※２　貸出中の図書など、展示されていないものを含みます。

物語の中の明智光秀

分類

歴史の中の明智光秀

麒麟がくる　～明智光秀関係資料展示～

　令和２年大河ドラマ『麒麟が来る』の主人公・明智光秀は、美濃の名族・土岐氏の一族とされています。
　著名な人物にもかかわらず謎の多いその生涯を、歴史と物語で追う本を紹介します。


