
真田丸展(2016/4/29~6/19)関連図書リスト 江戸東京博物館図書室

資料名 発行所 西暦 請求記号/資料番号

歴史誕生 11 角川書店 1991年8月 2100/23/11

物語日本の歴史 その時代を見た人が語る 19 関ヶ原の戦い前夜 木耳社 1992年5月 2100/461/19

物語日本の歴史 その時代を見た人が語る 21 大坂落城 木耳社 1992年7月 2100/461/21

史談の広場 3 ~5 富士見書房 1994年2月 2100/479/3~5

ライバル日本史 4 角川書店 1995年4月 2100/498/4

堂々日本史 第4巻 KTC中央出版 1997年3月 2100/619/4

戦国大名論集 1～18 吉川弘文館 1983年7月  2104/3/1~18

戦国武家事典 青蛙房 1985年9月 2104/72/85

戦国逸話事典 新人物往来者 1989年1月 2104/76/89

戦国大名家臣団事典  東国編・西国編 新人物往来社 1985年8月 2104/77/1 ~2

大名列伝 2 武功篇 人物往来社 1967年1月 2810/162/2

地方別日本の名族 5  中部編 新人物往来社 1989年4月 2882/9/5

織田信長事典 新人物往来社 1991年8月 2890/1/91 

徳川家康事典 新人物往来社 1990年5月 2890/2/90

豊臣秀吉事典 新人物往来社 1990年9月 2890/3/90

戦国大名とナンバー2 直江兼続生誕450年 初夏の特別展 米沢市上杉博物館 2010年5月 M25/YO-1/34

北条安房守と真田安房守 鉢形城歴史館開館5周年記念特別展 鉢形城歴史館 2009年10月 M34/HA-5/2

信濃国松代真田家文書目録 その7~12 史料目録 第86~91集 国文学研究資料館 M3651/KO-1/15-7～12

描かれた武士たち 武者絵の世界 長野県信濃美術館 2008年4月 M52/NA-4/L50-S00

信濃武士の決断 --信長・秀吉・家康の時代-- 長野県立歴史館 2014年9月 M52/NA-9/44-S00

松代 真田の歴史と文化 第10～16号 長野市教育委員会 M52/SA-4/1-10～16

松代(付・年報) 17～28号 長野市教育委員会 M52/SA-4/1-17～28

真田宝物館収蔵品目録 1 真田家旧蔵資料目録 絵画 (1)~(4) 長野市教育委員会 M52/SA-4/2-1

真田宝物館収蔵品目録 真田家旧蔵資料目録 書跡(1)~(2) 長野市教育委員会 M52/SA-4/3-1

真田宝物館収蔵品目録 真田家旧蔵資料目録 墨跡(3) 長野市教育委員会 2003年3月 M52/SA-4/3-3

真田宝物館収蔵品目録 長野県宝 真田家文書(1)~(4) 長野市教育委員会 M52/SA-4/4-1

真田宝物館収蔵品目録  精選絵図集成 長野市教育委員会 2009年3月 M52/SA-4/5

真田宝物館収蔵品目録 真田家旧蔵資料目録 香道具・遊具 長野市教育委員会 2011年3月 M52/SA-4/6

真田宝物館収蔵品目録 真田家旧蔵資料目録 服飾 長野市教育委員会 2012年3月 M52/SA-4/7

真田宝物館収蔵品目録 真田家旧蔵資料目録 能楽・楽器 長野市教育委員会 2013年3月 M52/SA-4/8

真田宝物館収蔵品目録 真田家旧蔵資料目録 茶器 長野市教育委員会 2014年3月 M52/SA-4/9

城下町・松代 真田宝物館開館三〇周年記念 長野市教育委員会 1999年10月 M52/SA-4/11

真田三代 関ヶ原の戦い・大坂の陣 企画展 長野市教育委員会 2000年 M52/SA-4/12

真田三代 近世大名への道 長野市教育委員会 2000年11月 M52/SA-4/13

真田家の名宝 お嫁入り道具 長野市教育委員会 2001年10月 M52/SA-4/14

備え 真田家の武具・甲冑 [企画展示] 長野市教育委員会 2002年11月 M52/SA-4/15
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真田宝物館への招待 長野市教育委員会 2003年3月 M52/SA-4/16

真田家の茶の湯と能 長野市教育委員会 2003年11月 M52/SA-4/17

探検しよう!松代城 長野市教育委員会 M52/SA-4/19

真田家の科学技術 長野市教育委員会 2005年5月 M52/SA-4/23

松代城絵図集成 長野市教育委員会 2006年3月 M52/SA-4/24

長国寺調査報告書 真田家の菩提寺 長野市教育委員会 2008年2月 M52/SA-4/28

真田家伝来古銭拓本集 ボランティアの会報告書(2007年版) 長野市教育委員会 2008年3月 M52/SA-4/29

真田家の衣服 長野市教育委員会 2009年9月 M52/SA-4/32

松代新御殿(真田邸) 長野市教育委員会 2010年10月 M52/SA-4/33

こども松代みて歩き --真田宝物館・文武学校・真田邸-- 真田宝物館 2010年10月 M52/SA-4/34

文人大名 真田幸弘とその時代 真田宝物館 2012年9月 M52/SA-4/36

大名の旅 松代藩の参勤交代 真田宝物館 2011年10月 M52/SA-4/37

松代藩と黒船来航 真田宝物館特別企画展 真田宝物館 2013年9月 M52/SA-4/38

松代藩の国絵図・城下絵図・町絵図 真田宝物館特別企画展 真田宝物館 2014年6月 M52/SA-4/39-S00

真田宝物館収蔵品目録 近山家旧蔵佐久間象山関係資料 真田宝物館 2015年3月 M52/SA-4/43

秀吉と真田 大阪城・上田城友好城郭提携記念特別展 上田市立博物館 2007年10月 M52/UE-2/14

真田幸村と大阪の陣 大阪城・上田城友好城郭締結記念 特別展 大阪城天守閣 2006年10月 M63/OS-5/29-S00

文藝春秋 SPECIAL (2016.春) 決戦真田丸！大戦国史 文藝春秋 2016年4月 15500544

歴史への招待 7 日本放送出版協会 1980年5月 14601810

歴史街道 通巻第255号(2009.7) 真田幸村 「誇り」を賭けて挑む PHP研究所 2009年7月 09500150

歴史街道 通巻第296号(2012.12) 真田信之と幸村 PHP研究所 2012年11月 12500380

歴史街道 通巻第320号(2014.12) 真田信繁と冬の陣 PHP研究所 2014年11月 14500388

歴史街道 通巻第330号(2015.10) 真田幸隆と昌幸 PHP研究所 2015年9月 15500286

歴史街道 通巻第334号(2016.2) 真田信繁 PHP研究所 2016年1月 15500492

歴史街道 通巻第335号(2016.3) 真田昌幸と関東三国志 PHP研究所 2016年2月 15500545

歴史研究 第554号,第49巻第9号(2007.9) 真田一族の謎 歴研 2007年9月 07602149

歴史研究 第637号,第57巻第12号(2015.12) 大坂城真田丸の謎 歴研 2015年12月 15603123

歴史読本 第55巻第3号,849(2010.3) 戦国武将の美学 新人物往来社 2010年3月 09605968

歴史読本 第56巻第12号,870(2011.12) 戦国武将の兄弟 新人物往来社 2011年12月 11603402

歴史読本 第57巻第11号,881(2012.11) 日本の名族・名将 新人物往来社 2012年11月 12602523

歴史読本 第58巻第9号,891(2013.9) 戦国名門20家の成功と失敗 中経出版 2013年9月 13603093

＊図書室開室時間9:30～17:30（休室日は毎週月曜、月曜が祝日の場合はその翌日）

閲覧・複写(コピー)請求受付時間9:30～11:30、13:00～16:30

複写料金30円/1枚白黒、100円/１枚カラー

(当館蔵書を著作権法の範囲内で可能。資料の状態によってはお断りする場合もあります。)

◆入室料無料◆座席約40席◆収蔵図書約20万冊

※江戸東京の歴史文化についての専門図書室です。

※どなたでもご利用になれます。貸出は行っていません。

※貴重品・筆記用具以外のお荷物はロッカーにお預けください。

※資料の状態によっては閲覧いただけない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

★図書室小展示『語り継がれる真田ものがたり』も同時開催しています。
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