
No 書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 貸出

1
岩手をつくる人々
古代－近世篇上巻

森 嘉兵衛∥著 法政大学出版局 1983.4 K/201/ﾓ1/1-3-1 ○

2
いわて未来への遺産
古代・中世を歩く

岩手日報社出版部∥編 岩手日報社 2001.9 K/708.7/ｲﾜ/4 ○

3 いわて歴史探訪 岩手日報社出版部∥編 岩手日報社 1998.12 K/291.2202/ｲﾜ ○

4
岩手県史 第1巻
上古篇、上代篇

岩手県∥編 杜陵印刷 1961.1 K/201/ｲ3/1-1 ○

5 岩手県の不思議事典 金野 静一∥ほか編 新人物往来社 2003.5 K/291.22/ｲﾜ ○

6 岩手県の歴史 森 嘉兵衛∥著 山川出版社 1988 K/201/ﾓ1/5B ○

7 奥羽沿革史論 日本歴史地理学会∥編 歴史図書社 1972.5 K/201/ﾆ1/1

8 奥州藤原史料
東北大学東北文化研究
会∥編

吉川弘文館 1959.11 K/203/ﾄ2/1 ○

9 古戦場の旅 泰山 哲之∥著 人物往来社 1963.12 K/290/ﾔ2/1

10 古代アテルイの里 延暦八年の会∥編 水沢地方振興局 1997 K/210.2/ｺﾀﾞ ○

11 古代蝦夷と律令国家 蝦夷研究会∥編 高志書院 2004.9 K/212.2/ｺﾀﾞ ○

12 古代国家と東北 熊田 亮介∥著 吉川弘文館 2003.6 212/ｸﾏ ○

13 古代東北の開拓 新野 直吉∥著 塙書房 1969 210.3/ﾆ3/1 ○

14 古代東北の覇者
史実の中の安倍・清原・藤原氏

新野 直吉∥著 中央公論社 1974.3 K/203/ﾆ1/1

15 古代東北の兵乱 新野 直吉∥著 吉川弘文館 1995.12 K/203/ﾆ1/6B ○

16 古代の蝦夷と城柵 熊谷 公男∥著 吉川弘文館 2004.7 212/ｸﾏ ○

17
古代の地方史 第6巻
奥羽編

高橋 崇∥編 朝倉書店 1983.10 K/203/ﾀ2/2 ○

18
古代の日本 8
東北

伊藤 信雄∥編 角川書店 1977.5 K/203/ｲ7/1 ○

19 古代北方世界に生きた人びと
「古代北方世界に生きた
人びと－交流と交易－」
実行委員会∥編集

「古代北方世界に生きた
人びと－交流と交易－」
実行委員会

2008.4 211/ｺﾀﾞ ○

20 古代末期の反乱 林 陸朗∥著 教育社 1977 210.36/ﾊ1/1 ○

21 ジュニア版古代東北史 新野 直吉∥著 文献出版 1998.3 K/203/ﾆｲ ○

22 城柵と蝦夷 工藤 雅樹∥著
ニュー・サイエン
ス社

1989.7 K/200.5/ｸ6/1 ○

23 史料にみる岩手のあゆみ
岩手県高等学校教育研究会
社会部会日本史部会∥編

岩手県高等学校教育研究
会社会部会日本史部会 1987.4 K/200/ｲ2/1 ○

24
新・みちのく物語
前九年・延久・後三年合戦

金野 静一∥著 盛岡タイムス社 2005.3 K/212/ｷﾝ ○

25
新視点日本の歴史
古代編

吉村 武彦∥ほか編 新人物往来社 1993.5 210.08/ｼ14/3 ○

26 東北の争乱と奥州合戦 関 幸彦∥著 吉川弘文館 2006.11 K/210.38/ｾｷ ○

27 平泉への道
国府多賀城･胆沢鎮守府･平泉藤原氏

工藤 雅樹∥著 雄山閣 2005.12 K/212/ｸﾄﾞ ○

岩手の古代史に関する資料
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No 書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 貸出

28 北奥の古代中世 石橋 勝三∥著 伊吉書院 1987.8 K/203/ｲ6/1 ○

29 みちのく戦乱物語 名久井 貞美∥著 伊吉書院 1996.6 K/201/ﾅ1/1 ○

30 みちのく文化論 森 嘉兵衛∥著 法政大学出版局 1974.1 K/201/ﾓ1/6 ○

31 陸奥への道 堤 紫海∥著 文化総合出版 1979.4 K/203/ﾂ1/1 ○

32 蘇る中世の英雄たち 関 幸彦∥著 中央公論社 1998.10 B/281.04/ｾｷ ○

No 書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 貸出

33 アテルイ研究入門 及川 洵∥著 アテルイ研究会 2002.12 K/210.5/ｵｲ ○

34 安倍貞任絵巻 ｰ 盛岡タイムス社 1991.3 K/203/ｱ7/1

35 安倍宗任 安川 浄生∥著 みどりや仏壇店出版部 1983.6 K/203/ﾔ2/1

36
安倍頼任伝
安倍宗任一族の研究

安川 浄生∥著 省文堂書店 1973.4 K/288/ﾔ1/1

37
胆沢城
鎮守府の国物語

高橋 富雄∥著 学生社 1971.11 K/203/ﾀ1/4 ○

38 岩手の巨人貞任 矢橋 利一∥著 貞任顕彰会出版部 1969.2 K/203/ﾔ1/1 ○

39
蝦夷（えみし）
古代東北人の歴史

高橋 崇∥著 中央公論社 1986.6 K/203/ﾀ2/3 ○

40 蝦夷の古代史 工藤 雅樹∥著 平凡社 2001.1 K/203/ｸﾄﾞ ○

41
蝦夷の末裔
前九年・後三年の役の実像

高橋 崇∥著 中央公論社 1991.9 K/203/ﾀ2/6 ○

42 奥羽戦乱と東国源氏 奥富 敬之∥著 新人物往来社 1988.11 K/288/ﾅ2/5 ○

43 桓武天皇 井上 満郎∥著 ミネルヴァ書房 2006.8 288.41/ｶﾝ ○

44
巨人貞任
安倍氏一門之事蹟

小西 勝次郎∥著 岩手日報社 1918.3 K/203/ｺ1/1

45
後三年合戦絵詞
(『日本絵巻大成 15』所収)

小松 茂美∥編 中央公論社 1977 721.2/ﾆ4/1-15 ○

46 古代蝦夷を考える 高橋 富雄∥著 吉川弘文館 1991.12 K/203/ﾀ1/12 ○

47 古代蝦夷の英雄時代 工藤 雅樹∥著 平凡社 2005.10 K/210.3/ｸﾄﾞ ○

48 古代東北まつろわぬ者の系譜 武光 誠∥著 毎日新聞社 1994.2 K/203/ﾀ6/2 ○

49 坂上田村麻呂 亀田 隆之∥著 人物往来社 1967.2 K/203/ｶ2/1

50 坂上田村麻呂伝説 大塚 徳郎∥著 宝文堂出版 1980.11 K/203/ｵ2/1

51 坂上田村麻呂 高橋 崇∥著 吉川弘文館 1964 280.8/ｼﾞ1/25 ○

52 志波城・徳丹城跡 西野 修∥著 同成社 2008.10 K/210.3/ﾆｼ ○

53 前九年合戦絵詞
(『続日本絵巻大成 17』所収)

小松 茂美∥編 中央公論社 1983.9 721.2/ﾆ4/2-17 ○

奥州藤原氏以前
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No 書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 貸出

54 前九年の役と安倍一族 上野 昭夫∥著 盛岡タイムス社 1992.9 K/203/ｳ2/2 ○

55 前九年の役
盛岡市文化財シリーズ 第21集

草間 俊一∥著 盛岡市教育委員会 1993.3 K/209/ﾓ7/21 ○

56 多賀城と古代東北 青木 和夫∥ほか編 吉川弘文館 2006.9 212/ﾀｶﾞ ○

57 田村麻呂と阿弖流為 新野 直吉∥著 吉川弘文館 2007.10 K/212/ﾆｲ ○

58
平泉と東北古代史 第1編
『続日本紀』の世界

佐々木 博康∥著 岩手出版 1991 K/212/ｻｻ/1 ○

59
平泉と東北古代史 第2編
坂上田村麻呂とその周辺

佐々木 博康∥著 岩手出版 1991 K/212/ｻｻ/2 ○

60
平泉と東北古代史 第5編
東北古代城柵

佐々木 博康∥著 岩手出版 1991 K/212/ｻｻ/5 ○

61
平泉の原像
エミシから奥州藤原氏への道

北上川流域の歴史と
文化を考える会∥編

三一書房 1994.3 K/203/ｷ6/1 ○

62 辺境の争乱 庄司 浩∥著 教育社 1977.10 Ｋ/203/ｼ2/1 ○

63 源義家 安田 元久∥著 吉川弘文館 1978 280.8/ｼﾞ1/130 ○

64 陸奥話記
平泉藤原氏の祖･安倍氏の戦い

板橋 源∥著 盛岡ひストリー 1991.11 Ｋ/203/ｲ3/5

65 陸奥話記 梶原 正昭∥校注 現代思潮社 1982.12 Ｋ/203/ｶ5/1 ○

66
陸奥話記・奥州後三年記
現代語釈

西田 耕三∥著 耕風社 1993.10 K/210.38/ﾆｼ

67 大和政権と蝦夷の確執 高橋 敏男∥編著 北天会 1996.12 K/203/ﾀｶ ○

No 書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 貸出

68
英傑の日本史
源平争乱編

井沢 元彦∥著 角川書店 2006.2 210.38/ｲｻﾞ ○

69 奥州・秀衡古道を歩く 相沢 史郎∥著 光文社 2002.8 K/241.3/ｱｲ ○

70 奥州平泉 板橋 源∥著 至文堂 1961 K/241.3/ｲ2/1 ○

71 奥州藤原氏物語 ｰ 悠思社 1993.2 K/241.3/ｵ3 ○

72 奥州藤原王朝の謎 中江 克己∥著 河出書房新社 1993.8 K/203/ﾅ1/1 ○

73
奥州藤原氏
平泉の栄華百年

高橋 崇∥著 中央公論新社 2002.1 K/288.3/ﾀｶ ○

74
奥州藤原氏
その光と影

高橋 富雄∥著 吉川弘文社 1993.7 K/203/ﾀ1/13 ○

75
奥州藤原氏五代
みちのくが一つになった時代

大矢 邦宣∥著 河出書房新社 2001.7 K/288.3/ｵｵ ○

76 奥州藤原氏の栄光と挫折 今 東光∥著 講談社 1993.3 K/203/ｺ2/2 ○

77 奥州藤原氏の時代 大石 直正∥著 吉川弘文館 2001.2 K/203/ｵｵ ○

78 奥州藤原氏四代 高橋 富雄∥著 吉川弘文館 1987.10 K/203/ﾀ1/11 ○

79 奥州藤原四代甦る秘宝 遠山 崇∥著 岩手日報社 2005.6 K/241.31/ｲ4/1C ○

奥州藤原氏と平泉
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No 書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 貸出

80 季刊東北学 第16号
特集平泉 一万年の系譜のもとに

東北文化研究セン
ター∥編

柏書房 2008.7 K/241.3/ｷｶ/16 ○

81
北の平泉、南の琉球
（日本の中世 5 所収）

入間田 宣夫∥著 中央公論新社 2002.8 K/241.3/ﾆﾎ ○

82 源氏と奥州藤原四代の興亡 緒形 隆司∥著 光風社出版 1993.6 K/203/ｵ3/1 ○

83
現代語訳吾妻鏡 4
奥州合戦

五味 文彦∥ほか編 吉川弘文館 2008.9 K/210.42/ｹﾞﾝ/4 ○

84
源平時代人物関係写真集
清盛 頼朝 義経 義仲

志村 有弘∥解説撮影 勉誠社 1998.5 210.38/ｼﾑ ○

85 金色堂はなぜ建てられたか 高井 ふみや∥著 勉誠出版 2004.6 K/288.3/ﾀｶ ○

86 図説 奥州藤原氏と平泉 高橋 富雄∥ほか編 河出書房新社 1993.7 K/203/ﾀ1/14 ○

87 平清盛の闘い 元木 泰雄∥著 角川書店 2001.2 210.39/ﾓﾄ ○

88 中世武士団の自己認識 入間田 宣夫∥著 三弥井書店 1998.12 K/210.4/ｲﾙ ○

89
中尊寺御遺体学術調査最終報
告書

中尊寺∥編 中尊寺 1994.7 K/241.31/ﾁ3/5 ○

90 中尊寺千二百年の真実 佐々木 邦世∥著 祥伝社 2005.9 K/188.45/ｻｻ ○

91
中尊寺と藤原四代
中尊寺学術調査報告

朝日新聞社∥編 朝日新聞社 1950.8 K/241.31/ｱ1/2

92 都市平泉の遺産 入間田 宣夫∥著 山川出版社 2003.7 K/212.2/ｲﾙ ○

93
平泉
奥州藤原氏黄金の夢

荒木 伸介∥著 プレジデント社 1993.6 K/203/ｱ8/1 ○

94
平泉
中尊寺・毛越寺の全容

内海 隆一郎∥編 川嶋印刷 1980.3 K/241.3/ｳ2/1 ○

95
平泉
自然美の浄土

大矢 邦宣∥著 里文出版 2008.8 K/241.3/ｵｵ ○

96
平泉
よみがえる中世都市

斉藤 利男∥著 岩波書店 1992.2 K/241.3/ｻ3/1 ○

97 平泉関係文書の研究 佐々木 博康∥著 国書刊行会 1987.9 K/241.3/ｻ2/１

98 平泉建築文化研究 藤島 亥治郎∥著 吉川弘文館 1995.10 K/200.5/ﾌ3/1 ○

99 平泉今昔
読売新聞社盛岡支
局∥編

川嶋印刷 1980.3 K/241.3/ﾖ1/1 ○

100
平泉中尊寺
金色堂と経の世界

佐々木 邦世∥著 吉川弘文館 1999.2 K/188.45/ｻｻ ○

101
平泉と東北古代史 第3編
平泉とその文化

佐々木 博康∥著 岩手出版 1991 K/212/ｻｻ/3 ○

102
平泉と東北古代史 第4編
平泉地名・遺跡名索引

佐々木 博康∥著 岩手出版 1991 K/212/ｻｻ/4 ○

103
平泉の世紀
古代と中世の間

高橋 富雄∥著 日本放送出版協会 1999.5 K/203/ﾀｶ ○

104 平泉の世界 入間田 宣夫∥編 高志書院 2002.6 K/212/ﾋﾗ ○

105 平泉の謎 小池 平和∥著 岩手銀行 1993.2 K/241.3/ｺｲ

106 平泉の文化遺産を語る 佐々木 邦世∥著 大正大学出版会 2006.4 K/709.122/ｻｻ ○
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107
平泉藤原氏と南奥武士団の成
立

入間田 宣夫∥著 歴史春秋出版 2007.2 K/212.6/ｲﾙ ○

108 平泉物語 金野 静一∥著 熊谷印刷出版部 2006.8 K/288.3/ｷﾝ ○

109 武士の誕生 関 幸彦∥著 日本放送出版協会 1999.9 210.36/ｾｷ ○

110 藤原清衡 高橋 富雄∥著 清水書院 1971.9 K/203/ﾀ1/3

111 藤原秀衡 高橋 崇∥著 人物往来社 1993.8 K/203/ﾀ2/7 ○

112 藤原四代のすべて 七宮 涬三∥編 新人物往来社 1993.6 K/203/ｼ7/1 ○

113 藤原四代ものしり帖 杉田 幸三∥著 広済堂出版 1993.7 K/203/ｽ2/1 ○

114 保元・平治の乱を読みなおす 元木 泰雄∥著 日本放送出版協会 2004.12 210.38/ﾓﾄ ○

115
謀略家頼朝と武将たち
源平合戦の遺跡探訪

小林 林平∥著 共栄書房 1982.1 210.38/ｺ1/1 ○

116
北方の王者
平泉藤原氏

板橋 源∥著 秀英出版 1976 K/203/ｲ3/3 ○

117 炎立つ
日本放送出版協会
∥編集

日本放送出版協会 1993 K/203/ﾆ2/1

118 源義経 近藤 好和∥著 ミネルヴァ書房 2005.9 289.1/ﾐﾅ ○

119 夢のあと発掘された平泉 藤島 亥治郎∥著 川嶋印刷 1981.3 K/241.3/ﾌ1/2 ○

120 義経残照 読売新聞社∥編 読売新聞社 1990.4 K/290.9/ﾖ1/1 ○

121 義経伝説 高橋 富雄∥著 中央公論社 1977.9 K/203/ﾀ1/7 ○

122 義経伝説物語 岩渕 実∥著 新風舎 2006.4 K/203/ｲ4/2 ○

123 義経とみちのく 関河 惇∥著
講談社出版サービ
スセンター

2006.8 289.1/ﾐﾅ ○

124 義経の登場 保立 道久∥著 日本放送出版協会 2004.12 210.38/ﾎﾀ ○

125 義経北行 上・下 金野 静一∥著 ツーワンライフ 2005.3-5 K/289.1/ﾐﾅ/1 ○

126 わが朝無双毛越寺 板橋 源∥著 毛越寺 1973.7 K/241.32/ｲ1/1 ○

No 書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 貸出

127 奥州安達原
(『名作歌舞伎全集 第5巻』所収)

戸板 康二∥ほか監修 東京創元社 1970 912.5/ﾒ1/5 ○

128 奥の細道 松尾 芭蕉∥著 岩波書店 1938 915.5/ｵ1/7

129
西行・山家集
現代語訳 日本の古典 9

井上 靖∥訳 学研 1981.7 918/ｹﾞﾝ/9 ○

130 山家集 西行∥著 朝日新聞社 1954 911.148/ｻｲ

131
七宝の柱
(『鏡花全集 巻の27』所収)

泉 鏡花∥著 岩波書店 1942 918.6/ｲ1/1-27

132 菅江真澄遊覧記 ２ 菅江 真澄∥著 平凡社 1978 915.5/ｽ1/1-2 ○

平泉と文学作品
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No 書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 貸出

133
東遊雑記
奥羽・松前巡見私記

古川 古松軒∥著 平凡社 1975 291.2/ﾌ2/1 ○

134 義経の周囲 大仏 次郎∥著 徳間書店 1993.5 K/993/ｵ7/1

No 書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 貸出

135
蒼き蝦夷の血
藤原四代・清衡の巻

今 東光∥著 新人物往来社 1972.1 K/913.6/ｺﾝ/1 ○

136
蒼き蝦夷の血
藤原四代・基衡の巻

今 東光∥著 新人物往来社 1972.11 K/913.6/ｺﾝ/2 ○

137 蒼き蝦夷の血
藤原四代･秀衡の巻 上･中･下

今 東光∥著 新人物往来社 1974ｰ1978 K/913.6/ｺﾝ/3-1～3 ○

138
朱の流れ
女人平泉

三好 京三∥著 中央公論社 1985.4 K/913/ﾐ2/57 ○

139 黄金浄土 佐藤 清正∥著 牧歌舎 2008.1 K/913.6/ｻﾄ ○

140 奥州藤原四代記 土橋 治重∥著 ＰＨＰ研究所 1993.6 K/993/ﾄﾞ1/1 ○

141 火怨 上・下 高橋 克彦∥著 講談社 1999.10 K/913.6/ﾀｶ/1 ○

142 義経記 須知 徳平∥著 ポプラ社 1977.4 K/090/ｽ12/3

143
衣川のやかた
源平絵巻物語 第10巻

赤羽 末吉∥絵
今西 祐行∥文

偕成社 1979.4 K/913.6/ｹﾞﾝ/10 ○

144 金色の棺 内海 隆一郎∥著 筑摩書房 1985.6 K/993/ｳ2/1 ○

145
白鳥城物語
安倍一族興亡の歴史

長尾 まり子∥著 長尾美術研究所 1980.6 K/993/ﾅ3/1 ○

146 経清記 江宮 隆之∥著 新人物往来社 1993.11 K/993/ｴ1/2

147
野火
篠崎八郎と坂上田村麻呂

山本 重孝∥著 まつやま書房 2002.4 K/913.6/ﾔﾏ ○

148 平泉最後の日 安部 宗男∥著 宝文堂 1990.9 K/993/ｱ5/1 ○

149 平泉落日 小野寺 公二∥著 三一書房 1968.7 K/913/ｵ3/1 ○

150 藤原三代記 久板 栄二郎∥著 三一書房 1975.7 K/993/ﾋ1/1 ○

151
平安の嵐
柳之御所物語

三好 京三∥著 実業之日本社 1991.3 K/913/ﾐ2/70 ○

152
北天の巨星
前九年物語

佐藤 清正∥著 牧歌舎 2006.12 K/913.6/ｻﾄ ○

153
北天の魁
安倍貞任伝

菊池 敬一∥著 岩手日報社 1985 K/913/ｷ1/4 ○

154
北方の王者
奥州藤原氏の盛衰

邦光 史郎∥著 広済堂 1993.3 K/993/ｸ2/1

155 炎立つ 巻の1～5 高橋 克彦∥著 日本放送出版協会 1992-1994 K/913/ﾀ5/60-1～5 ○

156
陸奥黄金街道
小説金売り吉次

三好 京三∥著 学陽書房 1999.5 K/913.6/ﾐﾖ ○

157 源頼朝 須知 徳平∥著 さ・え・ら書房 1982.5 K/090/ｽ12/7

158 陸奥太平記 前・後編 佐藤 孝一∥著 佐藤孝一 1988.8 K/913/ｻ6/6 ○

関連小説など
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No 書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 貸出

159
陸奥の王者
藤原清衡物語

佐藤 孝一∥著 杜陵印刷 1983. K/913/ｻ6/4 ○

160
陸奥の興亡
藤原秀衡物語

佐藤 孝一∥著 佐藤孝一 1984.6 K/913/ｻ6/5 ○

161
夢・炎上
平泉滅亡物語

小池 平和∥著 青磁社 1986.2 K/993/ｺ3/1 ○
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