
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 『太平記』は、軍記物語としては『平家物語』と並んで知名度の高い作品です。 

 しかしその知名度とは裏腹に、実際には読まれることが少ない古典文学の代表の

ような存在となっていますが、吉川英治の『私本太平記』をはじめとして、多くの

文学作品の題材となってきました。 

 岩波文庫で古典『太平記』の刊行が始まったのは、２０１４年４月のことです。 

 以後、半年に１巻のペースで刊行され、今年１０月、ついに全６巻完結しました。 

 そこで今回は、戦後に研究が深化したこの時代に関する本、動乱の時代を描いた

小説を集めてみました。 

 

 

 

 

 

 

 

若葉図書館 企画展示 

太平記とその時代 
平成２８年１１月１８日（金）～平成２９年１月１５日（日） 

『太平記』の古戦場のひとつ、 

東海道・薩埵峠からの眺め。 

広重の『東海道五十三次』にも

描かれた富士見の名所です。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

展示の様子 

前ページの『東海道・薩埵峠からの眺め』をはじめ、『太平記』の舞台

となった場所を写真で紹介しています。京都や鎌倉だけでなく、東は

福島の霊山から、西は熊本の阿蘇神社まで。『太平記』ゆかりの地は

全国に存在しますが、展示できたのはそのほんの一部です。 

特別編集 

『太平記の舞台と名場面』 

展示している写真に対応する

『太平記』の名場面を紹介して

います。 



№ 書　　　　名 著　　　者 出版者・出版年月 記号 資料番号

1 太平記　1　岩波文庫 兵藤 裕己／校注 岩波書店　2014.4 B913.4// 5101986978

2 太平記　2　岩波文庫 兵藤 裕己／校注 岩波書店　2014.10 B913.4// 5101992779

3 太平記　3　岩波文庫 兵藤 裕己／校注 岩波書店　2015.4 B913.4// 5101998772

4 太平記　4　岩波文庫 兵藤 裕己／校注 岩波書店　2015.10 B913.4// 5102004950

5 太平記　5　岩波文庫 兵藤 裕己／校注 岩波書店　2016.4 B913.4// 5102011613

6 太平記　6　岩波文庫 兵藤 裕己／校注 岩波書店　2016.10 B913.4// 5102016398

7 高野聖　角川ソフィア文庫 五来 重／[著] 角川学芸出版　2011.6 B188// 5180262650

8 一遍聖絵　岩波文庫 聖戒／編 岩波書店　2000.7 B188// 5101973700

9 世界の辺境とハードボイルド室町時代 高野 秀行／著 集英社インターナショナル　2015.8 204// 5102003836

10 中世房総の政治と文化 小笠原 長和／著 吉川弘文館　1985.11 C204// 5100930388

11 日本の歴史　10　蒙古襲来 網野 善彦／[著] 小学館　1977 210// 5180078480

12 日本の歴史　11　南北朝内乱 佐藤 和彦／[著] 小学館　1977 210// 5100339030

13 日本の歴史　9　南北朝の動乱 佐藤 進一／著 中央公論社　1978 210// 5180212317

14 大人のための修学旅行　京都の歴史・上 武光 誠／著 河出書房新社　2002.11 210// 5101791888

15 大人のための修学旅行　京都の歴史・下 武光 誠／著 河出書房新社　2003.1 210// 5101795751

16 逆説の日本史　6　中世神風編 井沢 元彦／著 小学館　1998.7 210// 5101205247

17 逆説の日本史　7　中世王権編 井沢 元彦／著 小学館　1999.10 210// 5101624790

18 逆説の日本史　8　中世混沌編 井沢 元彦／著 小学館　2000.12 210// 5101472410

19 激録 日本大戦争　第9巻　楠木正成と足利尊氏 原 康史／著 東京スポーツ新聞社　1981.5 210.1// 5100666061

20 新編歴史と人物　岩波文庫 三浦 周行／著 岩波書店　1990.10 B210.1// 5100225989

21 僧侶と海商たちの東シナ海 榎本 渉／著 講談社　2010.10 210.3// 5101909039

22 中世社会のはじまり　岩波新書  シリーズ日本中世史 1 五味 文彦／著 岩波書店　2016.1 210.3// 5102007183

23 鎌倉幕府と朝廷　岩波新書  シリーズ日本中世史 2 近藤 成一／著 岩波書店　2016.3 210.4// 5102010106

24 室町幕府と地方の社会　岩波新書  シリーズ日本中世史 3 榎原 雅治／著 岩波書店　2016.5 210.4// 5102011800

25 図説太平記の時代 佐藤 和彦／編 河出書房新社　1990.12 210.4// 5100020408
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№ 書　　　　名 著　　　者 出版者・出版年月 記号 資料番号

26 日本の歴史をよみなおす 網野 善彦／著 筑摩書房　1991.1 210.4// 5180011300

27 日本の歴史をよみなおす　続 網野 善彦／著 筑摩書房　1996.1 210.4// 5100981304

28 日本中世の民衆像　平民と職人　岩波新書 網野 善彦／著 岩波書店　1980.10 210.4// 5100669036

29 中世商人の世界　市をめぐる伝説と実像 国立歴史民俗博物館／編 日本エディタースクール出版部　1998.4 210.4// 5101202648

30 室町の王権　足利義満の王権簒奪計画 今谷 明／著 中央公論社　1990.7 210.4// 5100669214

31 鎌倉武士の実像　合戦と暮しのおきて 石井 進／著 平凡社　2002.11 B210.4// 5180268457

32 無縁・公界・楽　日本中世の自由と平和 網野 善彦／著 平凡社　1996.6 B210.4// 5180323998

33 闇の歴史、後南朝　後醍醐流の抵抗と終焉　角川ソフィア文庫 森 茂暁／[著] 角川学芸出版　2013.6 B210.4// 5180327226

34 動乱の東国史　3　蒙古合戦と鎌倉幕府の滅亡 池 享／企画編集委員 吉川弘文館　2012.11 213// 5101965978

35 動乱の東国史　4　南北朝内乱と東国 池 享／企画編集委員 吉川弘文館　2012.12 213// 5101964783

36 里の国の中世　常陸・北下総の歴史世界 網野 善彦／著 平凡社　2004.9 B213.1// 5180262874

37 中世都市鎌倉を歩く　源頼朝から上杉謙信まで　中公新書 松尾 剛次／著 中央公論社　1997.11 213.7// 5101118740

38 京の歴史と文化　3　乱 村井 康彦／編 講談社　1994.5 216.2// 5100259619

39 高一族と南北朝内乱　室町幕府草創の立役者 亀田 俊和／著 戎光祥出版　2016.3 288.3// 5102010868

40 新田岩松氏　中世武士選書 7 峰岸 純夫／著 戎光祥出版　2011.9 288.3// 5101945901

41 菊池氏三代　人物叢書 新装版 杉本 尚雄／著 吉川弘文館　1988.4 288.3// 5100295544

42 後醍醐天皇　南北朝動乱を彩った覇王 森 茂暁／著 中央公論新社　2000.2 288.4// 5101282980

43 赤松円心・満祐 高坂 好／著 吉川弘文館　1988.9 289.1/ｱｶ/ 5100295535

44 足利尊氏と関東 清水 克行／著 吉川弘文館　2013.11 289.1/ｱｼ/ 5101980722

45 足利義満 臼井 信義／著 吉川弘文館　1989.4 289.1/ｱｼ/ 5100296292

46 今川了俊　人物叢書 新装版 川添 昭二／著 吉川弘文館　1988.7 289.1/ｲﾏ/ 5100613863

47 細川頼之 小川 信／著 吉川弘文館　1989.11 289.1/ﾎｿ/ 5100325296

48 中世の東海道をゆく　京から鎌倉へ、旅路の風景　中公新書 榎原 雅治／著 中央公論新社　2008.4 291.5// 5101881303

49 京都ぎらい 井上 章一／著 朝日新聞出版　2015.9 361.4// 5102009212

50 日本歴史の中の被差別民　部落差別発生のメカニズム　新人物文庫 奈良人権・部落解放研究所／編 新人物往来社　2010.3 B361.8// 5180272020

51 異形の王権 網野 善彦／著 平凡社　1993.6 B382// 5180323989

52 日本の絵巻　20　一遍上人絵伝 小松 茂美／編 中央公論社　1988.11 721// 5100360947



№ 書　　　　名 著　　　者 出版者・出版年月 記号 資料番号

53 七十一番職人歌合 前田育徳会尊経閣文庫／編 勉誠出版　2013.5 G721// 5101996099

54 琵琶法師　<異界>を語る人びと 兵藤 裕己／著 岩波書店　2009.4 768// 5101895425

55 岩波講座 能・狂言　1　能楽の歴史 岩波書店　1987.3 773// 5100370578

56 観阿弥と世阿弥 戸井田 道三／著 岩波書店　1979 773// 5100370620

57 卜部兼好　人物叢書 新装版 富倉 徳次郎／著 吉川弘文館　1987.12 910.2/ｳﾗ/ 5100711425

58 太平記の群像　南北朝を駆け抜けた人々　角川ソフィア文庫 森 茂暁／[著] KADOKAWA　2013.12 B913.4// 5180327217

59 太平記紀行　鎌倉・吉野・笠置・河内　中公文庫 永井 路子／著 中央公論社　1990.12 B913.4// 5100594534

60 暁闇にうごめく　歴史小説名作館 3 南北朝・室町 池波 正太郎／ほか著 講談社　1992.4 913.6// 5100577829

61 太平記残照 阿井 景子／著 講談社　1991.11 ｱｲ// 5100536989

62 後南朝史神璽喪失 赤松 光夫／著 実業之日本社　1998.11 ｱｶ// 5700227139

63 室町花伝 安部 竜太郎／著 文芸春秋　1995.5 ｱﾍﾞ// 5100013771

64 道誉と正成 安部 龍太郎／著 集英社　2009.8 ｱﾍﾞ// 5101897617

65 義貞の旗 安部 龍太郎／著 集英社　2015.10 ｱﾍﾞ// 5102005133

66 楠木正成 北方 謙三／著 中央公論新社　2000.6 ｷﾀ// 5101294200

67 道誉なり　上巻　中公文庫 北方 謙三／著 中央公論新社　1999.2 Bｷﾀ// 5180128151

68 道誉なり　下巻　中公文庫 北方 謙三／著 中央公論新社　1999.2 Bｷﾀ// 5180128160

69 時の旅人　5の巻　小説日本通史　野望の帝後醍醐 邦光 史郎／著 祥伝社　1994.10 ｸﾆ// 5100205770

70 南朝の日輪　北畠親房 志茂田 景樹／著 秋田書店　1991.10 ｼﾓ// 5100698118

71 風の群像　上 杉本 苑子／著 日本経済新聞社　1997.6 ｽｷﾞ// 5180092120

72 風の群像　下 杉本 苑子／著 日本経済新聞社　1997.6 ｽｷﾞ// 5180092110

73 楠木正成 祖田 浩一／著 学研　1990.11 ｿﾀﾞ// 5101356850

74 ばさらの群れ 童門 冬二／著 日本経済新聞社　1990.5 ﾄﾞｳ// 5100618162

75 南北朝の梟 童門 冬二／著 日本経済新聞社　1991.3 ﾄﾞｳ// 5100618019

76 楠木正成　歴史ノベルズ 直木 三十五／著 鱒書房　1990.12 ﾅｵ// 5100620993

77 夢法師　徒然草異聞 永峯 清成／著 新人物往来社　1989.11 ﾅｶﾞ// 5101330540

78 獅子の座　足利義満伝 平岩 弓枝／著 文芸春秋　2003.10 Bﾋﾗ// 5180125866

79 二天を戴かず　禁島の世阿弥 藤川 桂介／著 東京書籍　1993.11 ﾌｼﾞ// 5100407856



№ 書　　　　名 著　　　者 出版者・出版年月 記号 資料番号

80 足利尊氏　書きおろし歴史小説シリーズ 村上 元三／著 学研　1981 ﾑﾗ// 5180010750

81 廃帝 森 真沙子／[著] 角川春樹事務所　2004.4 ﾓﾘ// 5101822483

82 太平記　巻ノ1　百鬼夜行 森村 誠一／著 角川書店　1991.10 ﾓﾘ// 5100084209

83 太平記　巻ノ2　疾風怒濤 森村 誠一／著 角川書店　1991.12 ﾓﾘ// 5100084316

84 太平記　巻ノ3　不撓不屈 森村 誠一／著 角川書店　1992.3 ﾓﾘ// 5100084272

85 新編太平記　巻ノ4　有為転変 森村 誠一／著 角川書店　1992.12 ﾓﾘ// 5100084236

86 新編太平記　巻ノ5　危急存亡 森村 誠一／著 角川書店　1993.3 ﾓﾘ// 5100084192

87 新編太平記　巻ノ6　七生報国 森村 誠一／著 角川書店　1994.8 ﾓﾘ// 5100084307

88 征西府秘帖　村上義弘と南海水軍王国 森本 繁／著 学研　1995.11 ﾓﾘ// 5100957630

89 新太平記　1　笠置山の巻 山岡 荘八／[著] 講談社　1986.8 Bﾔﾏ// 5100549539

90 新太平記　2　鎌倉攻めの巻 山岡 荘八／[著] 講談社　1986.8 Bﾔﾏ// 5100549495

91 新太平記　3　建武中興の巻 山岡 荘八／[著] 講談社　1986.10 Bﾔﾏ// 5100549459

92 新太平記　4　湊川の巻 山岡 荘八／[著] 講談社　1986.10 Bﾔﾏ// 5100549584

93 新太平記　5　義貞戦死の巻 山岡 荘八／[著] 講談社　1986.11 Bﾔﾏ// 5100549548

94 私本太平記　1 吉川 英治／著 講談社　1990.2 Bﾖｼ// 5102007817

95 私本太平記　2 吉川 英治／著 講談社　1990.2 Bﾖｼ// 5102007826

96 私本太平記　3 吉川 英治／著 講談社　1990.3 Bﾖｼ// 5102007835

97 私本太平記　4 吉川 英治／著 講談社　1990.3 Bﾖｼ// 5102007844

98 私本太平記　5 吉川 英治／著 講談社　1990.4 Bﾖｼ// 5102007853

99 私本太平記　6 吉川 英治／著 講談社　1990.4 Bﾖｼ// 5102007862

100 私本太平記　7 吉川 英治／著 講談社　1990.4 Bﾖｼ// 5102007871

101 私本太平記　8 吉川 英治／著 講談社　1990.5 Bﾖｼ// 5102007880

102 徒然草講座　第1巻　兼好とその時代 有精堂　1974 914.4// 5100776448

103 徒然草　岩波文庫 [吉田 兼好／著] 岩波書店　1985.1 B914.4// 5101971456

104 徒然草を読む　講談社学術文庫 上田 三四二／[著] 講談社　1986.1 B914.4// 5100551546

105 随筆私本太平記 吉川 英治／著 六興出版　1990.10 914.6/ﾖｼ/ 5101350927

106 日本古典文学大系　87　神皇正統記　増鏡 岩波書店　1977 918// 5100051469


