
家督争い
No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

1 物語三戸城 佐藤 嘉悦∥著 東奥日報社 1982.10 K/278/ｻ4/1

2 盛岡南部氏物語 吉田 政吉∥著 国書刊行会 1975.6 K/204/ﾖ2/1 ○

3 私たちのまちと南部氏
南部氏歴史書編集
委員会∥編

南部首長会議 1994.3 K/204/ﾅ4/1 ○

奥羽仕置
No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

4 奥羽仕置と豊臣政権 小林 清治∥著 吉川弘文館 2003.9 210.48/ｺﾊﾞ ○

5 奥羽仕置の構造 小林 清治∥著 吉川弘文館 2003.10 210.48/ｺﾊﾞ ○

6 九戸の戦関係 文書集
二戸市歴史民俗資
料館∥編

二戸市教育委員会 1991.8 K/200.9/ﾆ1/1-1 ○

7 秀吉の天下統一戦争 小和田 哲男∥著 吉川弘文館 2006.10 210.48/ｵﾜ ○

九戸の乱
No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

8 青森県史研究　第6号 ー
青森県環境生活部文
化・スポーツ振興課
県史編さん室

2002.2 S/212/ｱ1

9 奥浄瑠璃の研究 成田 守∥著 桜楓社 1985.1 K/768/ﾅ2/1

10 奥浄瑠璃集　翻刻と解題 阪口 弘之∥編 和泉書院 1994.2 912.4/ｻ2/1 ○

11 九戸軍記・東方朔
軽米町教育委員会
∥編

軽米町教育委員会 1996.2 K/200.9/ｶ4/1

12 九戸乃乱 永井 正義∥著 二戸信用金庫 2001.6 K/275.1/ﾅｶﾞ ○

13 九戸之乱　小・中学生版 永井 正義∥著 永井正義 2002.12 K/210.48/ﾅｶﾞ ○

14 九戸の乱と姉帯城の人々 稲葉 浅吉∥著 稲葉浅吉 1994.1 K/204/ｲ3/1 ○

15 九戸政実　再考 岩淵 五助∥著 九戸村教育委員会 1982.9 K/289/ｸ4/1

16 九戸城 語りぐさ 1 黒沢 恒夫∥編 二戸タイムス社 1966.6 K/275.1/ｸ1/1-1 ○

17
国史叢書
関侍伝記／天正南部軍記

矢野 太郎∥編 国史研究会 1917.12 K/204/ﾔ2/1

18 城郭史研究 14号 ー 日本城郭史学会 1994.3 K/520/ｼﾞ1/1 ○

19
戦乱の日本史〔合戦と人物〕8

戦国の群雄〈西国・奥羽〉
小林 清治∥著 第一法規出版 1988.6 K/204/ｺ2/3

20 東北の城 ー 小学館 1981.1 K/520/ﾄ1/1

21 東北文学の世界　第11号
盛岡大学文学部日
本文学科∥編

盛岡大学文学部
日本文学科

2003.3 K/902/ﾓ1/2-11

22 南部諸城の研究 沼舘 愛三∥編著 伊吉書院 1981.3 K/520/ﾇ1/2 ○

23 南部戦記 前沢 隆重∥著 檸檬社 1981.6 K/204/ﾏ2/1 ○
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No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

24 南部叢書　第2冊
南部叢書刊行会∥
編

南部叢書刊行会 1928.2 K/080/ﾅ1/2 ○

25 南部叢書　第9冊
南部叢書刊行会∥
編

南部叢書刊行会 1928.7 K/080/ﾅ1/9 ○

26
日本城郭大系 2
青森・岩手・秋田

ー 新人物往来社 1980.7 K/520/ﾆ4/2

27
ふるさと歴史舞台　3
辺境に賭けた男たちの相剋

栗原 隆一∥〔ほ
か〕著

ぎょうせい 1991.6 210/ﾌ1/3 ○

28 骨が語る奥州戦国九戸落城

百々 幸雄∥著
竹間 芳明∥著
関 豊∥著
米田 穣∥著

東北大学出版会 2008.3 K/210.48/ﾎﾈ ○

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 陸奥南部一族 七宮 涬三∥著 新人物往来社 1987.12 K/201/ｼ3/1 ○

31
よみがえる日本の城 9
盛岡城  五稜郭  弘前城

ー 学研 2004.12 K/521.823/ﾖﾐ/9 ○

32
歴史読本　第48巻 第9号
通巻766号

ー 新人物往来社 2003.9 S/205/ﾚ6

南部盛岡藩へ
No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

33 岩手公園
盛岡タイムス社∥
編集

盛岡タイムス社 2006.9 K/211/ﾓﾘ ○

34 次の百年へ受け継ぐもの
岩手公園開園100周
年記念事業実行委員
会∥編集

岩手公園開園100周
年記念事業実行委員
会

2007.3 K/629.3/ｲﾜ ○

35 盛岡藩 佐藤 竜一∥著 現代書館 2006.11 K/212.2/ｻﾄ ○
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概  説
No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

36 九戸政実 語りぐさ 2 黒沢 恒夫∥著 二戸タイムス社 1970.9 K/275.1/ｸ1/1-2 ○

37 九戸政実考 語りぐさ 4 黒沢 恒夫∥著
デーリー東北新聞
社

1988.7 K/275.1/ｸ1/1-4 ○

38 図説岩手県の歴史 細井 計∥著 河出書房新社 1995.10 K/201/ﾎ1/1 ○

39
図説  久慈・二戸・九戸の
歴史

酒井 久男∥監修 郷土出版社 2004.12 K/212.2/ｽﾞｾ ○

40
トリコロール vol.2
2003.8

ー 二戸市 2003.8 KS/29/ﾄ1 ○

41
トリコロール vol.3
2004.2

ー 二戸市 2004.2 KS/29/ﾄ1 ○

42
トリコロール vol.4
2004.8

ー 二戸市 2004.8 KS/29/ﾄ1

43
トリコロール Vol.10
2010.3

ー 二戸市 2010.3 KS/29/ﾄ1 期限付禁帯

44
二戸史料叢書 別冊第3巻
二戸歴史物語

市史編さん室∥編
集

二戸市教育委員会 2009.1 K/275.1/ﾆﾉ/3 ○

関連人物
No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

45 奥羽・津軽一族 白川 亨∥著 新人物往来社 2000.7 K/288.3/ｼﾗ ○

46 蒲生氏郷 池内 昭一∥著 新人物往来社 1986.5 289.1/ｶﾞ3/2 ○

47 津軽為信
成田 末五郎∥話し手
楠美 鉄二∥聞き手

東奥日報社 1975.11 K/204/ﾅ3/1 ○

48 津軽南部の抗争 森 嘉兵衛∥著 人物往来社 1967 K/205/ﾓ1/2 ○

49 南部と津軽の争乱 名久井 貞美∥著 伊吉書院 2000.1 K/201/ﾅｸ ○

50 日本の名族 1 オメガ社∥編 新人物往来社 1989.2 K/204/ｵ6/1-1 ○

軍記物
No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

51
会津四家合考
南部根元記

黒川 真道∥編 国史研究会 1915.10 K/204/ﾅ1/1

52 奥羽永慶軍記 上
戸部 正直∥著
今村 義孝∥校注

人物往来社 1966.5 K/204/ﾄ2/1-1

53 奥羽永慶軍記 下
戸部 正直∥著
今村 義孝∥校注

人物往来社 1966.5 K/204/ﾄ2/1-2

54 九戸戦史 岩舘 武敏∥著 九皐堂 1907.6 K/204/ｲ2/1

55
九戸の戦関係
軍記・記録集

二戸市歴史民俗資
料館∥編

二戸市教育委員会 1991.8 K/200.9/ﾆ1/1-2 ○

56 戦国南部軍記集 ー 歴史図書社 1980.7 K/204/ｾ1

57 二戸志　九戸戦史 岩館 武敏∥著 歴史図書社 1978.1 K/275/ｲ2/1
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No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

58
陸奥中世豪族和賀氏
一揆集

司東 真雄∥編 北上市史刊行会 1976.7 K/204/ｼ4/1

関連小説
No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

59 To tempt heaven
[『天を衝く』英語版]

Katsuhiko Takahashi
Yoshitaro Nishimura
Peter W.Walker

Hassaku-Sha 2009 KF/913.6/TA ○

60 津軽太平記 獏 不次男∥著 河出書房新社 2005.12 K/913.6/ﾊﾞｸ ○

61 天を衝く 1 (講談社文庫) 高橋 克彦∥〔著〕 講談社 2004.11 K/913.6/ﾀｶ/1 ○

62 天を衝く 2 (講談社文庫) 高橋 克彦∥〔著〕 講談社 2004.11 K/913.6/ﾀｶ/2 ○

63 天を衝く 3 (講談社文庫) 高橋 克彦∥〔著〕 講談社 2004.11 K/913.6/ﾀｶ/3 ○

64 天を衝く 上 高橋 克彦∥著 講談社 2001.10 K/913.6/ﾀｶ/1 ○

65 天を衝く 下 高橋 克彦∥著 講談社 2001.10 K/913.6/ﾀｶ/2 ○

66 南部九戸落城 渡辺 喜恵子∥著 毎日新聞社 1989.8 K/913/ﾜ2/1 ○

67 南部女人抄 渡辺 喜恵子∥著 光風社 1975.8 K/993/ﾜ1/3
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和本資料
No 資料名 編著者名 年 代 請求記号

1 奥南舊指録　天・地・人 ー ー 21.4-4

2 九戸軍談記 ー 安政6年（1859） 21.4-7

3 九戸館図 ー 江戸時代 22.3-12

4 南部根元記　 ー 享保12年（1727） 21.4-35

5 信直記 ー ー 新21.4-5

6 九戸軍記　中・下 中山鉄之助 文化9年（1838） 新92-2
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参考資料　関連する県史・市町村史など

No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

1
岩手県史　第３巻
中世篇下

岩手県∥編 杜陵印刷 1961.10 K/201/ｲ3/1-3 ○

2
岩手県史　第５巻
近世篇２

岩手県∥編 杜陵印刷 1963.1 K/201/ｲ3/1-3 ○

3
聞き書きによる知恵シリー
ズ岩手 人づくり風土記

ー 農山漁村文化協会 1988.6 K/205/ｷ4/1 ○

4 九戸村史 第１巻
九戸村史編集委員
会∥編

九戸村 1993.5 K/271.7/ｸ1/1 ○

5 九戸地方史 上巻
森 嘉兵衛∥著
九戸地方史編纂委員
会∥編

九戸地方史刊行会 1969.8 K/271/ﾓ1/1-1

6 三戸町史 上
三戸町史編集委員
会∥編

三戸町 1997.3 K/278/ｻﾝ/1

7 浄法寺町史 上巻
細井 計∥監修
浄法寺町史編纂委員
会∥編集

浄法寺町 1997.3 K/275.2/ｼﾞｮ/1 ○

8 田子町誌 上巻
小井田 幸哉∥
〔ほか〕編

小井田幸哉 1983.5 K/278/ｺ2/1-1 ○

9 南部盛岡藩史略 大正 十三造∥著 杜陵印刷 1983.5 K/205/ﾀ2/1 ○

10 南部史要 菊池 悟朗∥編輯 熊谷印刷出版部 1998.10 K/201/ﾅﾝ ○

11 南部藩落日の譜 太田 俊穂∥著 新人物往来社 1987.9 K/201/ｵ1/2 ○

12 二戸郡誌
二戸郡誌編集委員
会∥編

二戸郡誌編集委員
会

1968.3 K/275/ﾆ1/1

13 二戸市史 第１巻
二戸市史編さん委
員会∥編集

二戸市 2000.6 K/275.1/ﾆﾉ/1 ○

14
みちのく南部八百年
天の巻

正部家 種康∥編 伊吉書院 1992.5 K/203/ｼ6/1-1

※ここに掲載している資料は展示しておりません。閲覧希望の方は3階郷土資料カウンター
　までお問い合わせください。
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九戸の乱 関連略年表 
 

「*」は、日本の主な出来事 

天文 5 年（1536） 

九戸政実誕生。 
 

天文 15 年（1546） 

3 月 岩手郡一方井
い っ か た い

に南部信直誕生。 
 

天正元年（1573） 
* 7 月 織田信長、将軍足利義昭を追放する。室町幕府滅亡。安土桃山時代（織豊時代）幕開け。 

 

天正 10 年（1582） 

1 月 三戸南部家当主･南部晴政死去。長男･晴継が跡を継ぐが、急死する。一族重臣会議の

末、田子城主･南部信直が三戸南部の家督となる。 
* 6 月 本能寺の変 

天正 13 年（1585） 
* 7 月 豊臣秀吉、関白になる。 

天正 14 年（1586） 
9 月 信直、斯波

し ば

氏を攻撃して岩手郡を手に入れる。 

天正 16 年（1588） 

信直、志和郡に侵入し高水寺
こ う す い じ

城を落とす。斯波氏滅亡。 

この頃、南部氏の勢力津軽から駆逐され、津軽一円は大浦（津軽）為信が掌握する。 

天正 18 年（1590） 

3 月 秀吉、小田原城の北条氏を攻める。信直、小田原参陣し秀吉に謁見する。 

7 月 信直、秀吉から「南部内七郡」安堵の朱印状を受ける。 

この秋、葛西・大崎・和賀・稗貫領に一揆が起こる。 

政実、三戸南部に反抗の態度を取る。 

天正 19 年（1591） 

3 月 政実と信直勢、交戦。 

7 月 奥州再仕置発令。討閥軍下向。 

9 月 討閥軍、政実方の諸城（姉帯城、根曽利城、一戸城）を攻撃する。 

討閥軍、九戸城を囲み激しく攻撃、政実及び籠城の将、降伏する。 

政実、打ち首となる。 

この後、蒲生氏郷、九戸城を修築する。 

12 月 信直、九戸城を改めた福岡城に移る。 

慶長 2 年（1597） 

3 月 盛岡城築城並びに城下町造営工事始まる。（築城時期は諸説あり、ここでは『内史略』による） 
 

参考：二戸市史編さん委員会編『二戸市史』第 1 巻（二戸市 2000） 

細井計[ほか]著『岩手県の歴史』（山川出版社 1999） 
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