
専門書 
著者 初版発行 

Math Math ん！おもしろビタミン数学 秋山 仁 日本数学検定協会 
漢字の知恵 阿辻哲次 ちくま新書 筑摩書房 2003/12/10 
韓非子　上 乱世の君主論 安能　務 文春文庫 文芸春秋 2999/6/10 
まるごと　にんじゃ アフタフ・バーバン 草土文化 2002/3/31 
乱太郎の忍者の世界 尼子騒兵衛 朝日新聞社 1996/4/5 
忍者のラビリンス 天野　仁 創土社 2001/11/12 
黒田悪党たちの中世史 新井孝重 NHKブック 日本放送出版協会 2005/7/30 
最強！戦略書徹底ガイド 有坪民雄 ソフトバンククリエイティブ 2005/12/8 
逆説の日本史 太平記と南北朝の謎 井沢元彦 小学館 1999/10/1 
一騎主義宣言 池田啓晶 実業之日本社 2003/9/26 
信用調査マン日誌 石倉　潔 日経BP社 1998/8/3 
離島の名物トカゲさんと会う方法 伊藤洋文 新風社 2003/7/25 
リーダーと情報力 21世紀戦略情報戦時代を生き残る指標 岩島久夫 五月書房 2002/5/28 
昆虫の擬態 海野和男 平凡社ライブラリー 平凡社 2003/6/9 
図説 密教入門 大栗道榮 すずき出版 2000/6/20 
手裏剣術のススメ 明府真影流 大塚保之 BABジャパン出版局 2004/7/10 
兵法 徳川家康 弱者の戦法 強者の戦法 大橋武夫 マネジメント社 1982/11/25 
兵法 項羽と劉邦 漢楚の兵法に学ぶ 大橋武夫 PHP文庫 PHP研究所 2004/11/19 
参考 伊乱記 入交省斎稿本参考伊乱記 沖森直三郎 沖森文庫 1975/10/1 
忍秘伝 服部半蔵所伝 沖森直三郎 沖森直三郎 1971/1/20 
忍術 その歴史と忍者 奥瀬平七郎 人物往来社 1963/9/9 
忍法皆伝（上） 処世の哲理 奥瀬平七郎 上野市観光協会 1978/12/30 
忍法皆伝（下） 処世の哲理 奥瀬平七郎 上野市観光協会 1979/5/10 
忍術の歴史 伊賀流忍術のすべて 奥瀬平七郎 上野市観光協会 1992/6/1 
「急所」で読む中国の古典 小川義男 ＫＫベストセラーズ 2004/5/5 
呪術・霊符の秘儀秘伝 実践講座1 大宮司朗 天龍社 2001/1/7 
義経の謎 徹底検証 加来耕二 講談社文庫 講談社 2004/10/15 
韓非子 第一冊 金谷　治 岩波文庫 岩波書店 1994/4/18 
韓非子 第二冊 金谷　治 岩波文庫 岩波書店 1994/5/16 
韓非子 第三冊 金谷　治 岩波文庫 岩波書店 1994/6/16 
韓非子 第四冊 金谷　治 岩波文庫 岩波書店 1994/9/16 
孫子 金谷　治 岩波文庫 岩波書店 2000/4/14 
韓非子の知恵 現代に生かす帝王学 狩野直禎 PHP文庫 PHP研究所 2000/8/15 
家康と伊賀越えの危難 川崎記孝 近代文芸社 2002/11/10 
忍者にであった子どもたち 遊びの中間形態論 加用文男 ミネルヴァ書房 1994/10/15 
唐沢俊一の裏モノ見聞録 唐沢俊一 講談社 2001/7/10 
カラサワ堂書目録 唐沢俊一 知恵の森文庫 光文社 2004/12/15 
図説 源 義経 河出書房新社編集部 ふくろうの本 河出書房新社 2004/10/20 
正忍記 蘇った忍術伝書 木村山治郎 紀尾井書房 1988/3/15 
修験道・実践宗教の世界 久保田展弘 新潮選書 新潮社 1988/5/10 
伊賀流忍術秘伝之書・煙りの末 黒井宏光 上野市観光協会 1999/3/20 
忍者図鑑 黒井宏光 ブロンズ新社 2000/6/25 
武術を語る 身体を通しての「学び」の原点 甲野善紀 徳間文庫 徳間書店 2003/5/15 
真説・日本忍者列伝 忍法入門の書 小山龍太郎 荒地出版社 1964/10/15 
完全図解！兵法のすべてがわかる 是本信義 知的生きかた文庫 三笠書房 2001/11/10 
毛利元就 知将の戦略･戦術 小和田哲男 知的生きかた文庫 三笠書房 1984/10/1 
司馬遼太郎の日本史探訪 司馬遼太郎 角川文庫 角川書店 1999/6/25 
爆笑忍者伝 シブサワコウ 光栄 1992/9/30 
手裏剣技法 染谷親俊 愛隆堂 2002/9/25 
一冊で読む 剣豪宮本武蔵 Q&Aで知る不敗伝説101の謎 菅井靖雄 成美文庫 成美堂出版 2002/12/20 
河童が語る舞台裏おもて 妹尾河童 文春文庫 文芸春秋 1998/12/10 
忍法・超人の世界 忍法に見る日本人の合理性と知恵 太平陽介 池田書店 1975/10/20 
DSが解く達人のメカニズム 高岡英夫 BABジャパン出版局 2002/3/1 
韓非子悪の管理学 自分を徹底的に鍛え、人生に勝利する秘訣 高畠　穣 知的生きかた文庫 三笠書房 1991/8/10 
考証忍者物語 田村栄太郎 
戦略戦術の「三国志」 柘植久慶 中公文庫 中央公論新社 2002/1/15 
新装版 不確定性原理 運命への挑戦 都筑卓司 ブルーバックス 講談社 2002/9/20 
忍者の履歴書 戸部新十郎 朝日文庫 朝日新聞社 1989/4/20 
忍者 戦国影の軍団 隠密と奇襲に暗躍した特殊部隊 戸部新十郎 PHP研究所 1995/10/25 
忍者の謎 戦国影の軍団の真実 戸部新十郎 PHP文庫 PHP研究所 2000/1/19 
忍者と忍術 戸部新十郎 中公文庫 中央公論新社 2001/5/25 
忍者と盗賊 日本史・陰の人物誌 戸部新十郎 河出文庫 河出書房新書 1986/1/1 
秘伝兵法二十七番 戸部新十郎 読売新聞社 1988/3/11 
二十五人の剣豪 戸部新十郎 PHP文庫 PHP研究所 2002/10/15 

日本異譚太平記 戸部新十郎 徳間文庫 徳間書店 2004/12/15 
陰陽道とは何か 日本史を呪縛する神秘の原理 戸矢　学 PHP新書 PHP研究所 2006/1/9 
図解 日本呪術全書 豊島泰国 原書房 1998/9/24 
悪霊列伝 新装版 永井路子 角川文庫 角川書店 1999/9/25 
忍術秘伝の書 中島篤巳 角川選書 角川書店 1994/2/25 
忍術伝書 正忍記 中島篤巳 新人物往来社 1996/8/20 
国際シネマ獄門帖 中野貴雄 有学書林 2003/6/24 
甲賀武士と甲賀・知多大野の佐治一族 長坂益雄 星雲社 2005/4/20 
萬川集海　忍器篇 甲賀・伊賀流忍術虎の巻 名和弓雄 誠秀堂 1976/9/10 
西堀流新商品開発 忍術でもええで 西堀栄三郎 日本規格協会 1979/10/12 
超・会社力 力強く利益を出し続けるために 長谷川和廣 かんき出版 2004/6/28 
いま忍者 この知的変身術 初見良昭 潮文社 2001/2/15 
秘伝戸隠流忍術 戸隠忍法流・生きる知恵 初見良昭 土屋書店 1991/6/30 
呉子起つ 流転の天才将軍 伴野　朗 祥伝社 1999/6/10 
怪しいクスリの力 ビタミン・マニア倶楽部双葉文庫 双葉社 1994/9/15 
上野城址 福井健二 上野城址研究会 1968/11/10 
空想科学漫画読本3 柳田理科雄 日本文芸社 2003/11/25 
ビジネスに活かす孫子の兵法 経営者が見につけるべき6つの戦略 マーク・マクニーリイ PHP研究所 2003/1/8 
韓非子 上 町田三郎 中公文庫 中央公論社 1992/6/25 
韓非子 下 町田三郎 中公文庫 中央公論社 1992/11/25 
日本史を走れ！ 日本列島ウルトラ・ラン 松尾秀助 晶文社 2001/1/20 
青春ノイローゼ みうらじゅん 双葉社 1999/12/5 

書籍名 出版社



修験道 その歴史と修行 宮家　準 講談社学術文庫 講談社 2001/4/10 
孫子の兵法 応用自在！ライバルに勝つ知恵と戦略 守屋　洋 知的生きかた文庫 三笠書房 1984/11/10 
中国古典「一日一語」 世界が学んだ人生の”参考書” 守屋　洋 知的生きかた文庫 三笠書房 1997/2/10 

中国古典のリーダー学 守屋　洋 徳間文庫 徳間書店 2001/9/15 
概説 忍者・忍術 山北　篤 新紀元社 2004/12/7 
忍びと忍術 山口正之 雄山閣 2003/7/25 
風々院風々風々居士 山田風太郎 ちくま文庫 筑摩書房 2005/6/10 
伊賀流忍術 山本茂貴 上野市観光協会 1979/7/5 
ほんとはどうなの？戦国武将への大質問 歴史の謎研究会 青春文庫 青春出版社 2002/11/20 
エピソードで楽しくわかる故事成語 渡邊義浩 PHP文庫 PHP研究所 2004/5/24 
にっぽんほら話 和田　誠 講談社文庫 講談社 1988/9/15 
忍者展 新宿ステーションビル6F 報知新聞社 1966/8/6 
天正伊賀乱四百年記念略誌 伊賀郷土史研究会 1981/11/8 
観光100問百答 上野市ものしりガイド 上野市観光協会 1983/6/20 
決定版「忍者のすべて」 歴史ロマンシリーズ 歴史読本臨時増刊 新人物往来社 1991/12/7 
歴史グラフィティー 忍者 主婦と生活社 1993/12/1 
忍の達人 影の奥義書 歴史読本特別増刊 新人物往来社 1995/8/5 
忍びの者132人データファイル 別冊歴史読本 新人物往来社 2001/4/12 
観光100問百答 伊賀上野ガイドブック 社団法人 伊賀上野観光協会 2004/3/1 
古の武術を知れば動きが変わるカラダが変わる MCプレス 2004/3/12 
歴史読本 2004年8月号 特集 忍びの戦国誌 新人物往来社 2004/8/1 
司馬遼太郎 新しい日本の発見 別冊太陽 平凡社 2004/8/20 
伊賀甲賀 忍びの謎 影の戦士の真実を暴く 別冊歴史読本 新人物往来社 2005/3/24 
全国忍ジャーズダンスコンクール 上野市観光協会 2000/4/2 
上野市観光協会30周年記念誌 上野市観光協会 1987/8/17 
特集 人物往来 昭和32年9月号 人物往来社 1957/9/1 
猿飛佐助 少年講談全集2 講談社 1954/12/15 
忍者・忍法大百科 大百科 勁文社 1983/10/20 
THE NINJA MOVIES ニンジャ・ムービー 徳間ジャパン 1987/4/1 
忍術・手品の秘密 学研まんが 学研 1973/7/15 
ドラえもん 日本のなぞとふしぎ ドラえもん・ふしぎシリーズ 学研 1977/7/20 
日本「霊能者」列伝 「霊能力の全貌」と「数奇な運命」 別冊宝島 宝島社 2005/10/2 
伊賀百筆 9 伊賀百筆編集委員会 2000/6/15 
伊賀百筆 10 伊賀百筆編集委員会 2002/9/1 
伊賀百筆 11 伊賀百筆編集委員会 2003/3/1 
伊賀百筆 13 伊賀百筆編集委員会 2004/3/25 
その時 歴史が動いた　29 NHK取材班編 KTC中部出版 2004/11/9 
真説　本能寺の変 集英社 2002/6/10 
図説・日本武器集成 歴史群像シリーズ 学習研究社 2005/12/10 
誰だっ!!科学忍者隊ガッチャマン 辰巳出版 2000/5/10 

国民の知らない歴史 ＫＫベストセラーズ 2001/5/5 
赤影大辞典 たちばな出版 2004/12/30 

健康力 戦国武将たちに学ぶ 植田美津江 ＫＴＣ中央出版 2006/1/17 
まるわかり！戦国時代 コーエー出版部 光栄 2006/6/28 
服部半蔵と影の一族 橋場日明 学研Ｍ文庫 学習研究社 2006/10/19 
最後の御所忍 二本木由夫 文芸社 文芸社 2007/1/15 
廰事類編　　下巻 藤堂藩伊賀城代家老日誌 上野市古文献刊行会 上野市立図書館 1977/4/15 
伊賀産湯・智周発句集 沖森直三郎 沖森文庫 沖森書店 1984/6/10 
伊水温故 上野市古文献刊行会 上野市 上野市立図書館 1983/5/31 
藤堂藩大和山城奉行記録 上野市古文献刊行会 清文堂史料叢書 1996/2/29 
参考　伊乱記 沖森直三郎 沖森文庫 沖森書店 1975/10/1 
定本　三國地志　上下 上野市古文献刊行会 上野市 上野市立図書館 1987/12/20 
上野町旧記目録 上野市古文献刊行会 上野市 上野市立図書館 1990/3/31 
宗國史 上巻 上野市古文献刊行会 上野市 上野市立図書館 1979/3/1/31 
宗國史 下巻 上野市古文献刊行会 上野市 上野市立図書館 1981/5/31 
上野市史 自然編 上野市 ぎょうせい 2004/8/31 
上野市史 考古編 上野市 ぎょうせい 2005/3/31 
上野市史 芭蕉編 上野市 ぎょうせい 2003/3/31 
上野市史 文化財編 上野市 ぎょうせい 2004/8/31 
上野市史 民俗編　上 上野市 ぎょうせい 2001/7/31 
上野市史 民俗編　下 上野市 ぎょうせい 2002/6/30 
全国博覧会誌 伊賀文化産業城落城記念 上野町 秀文社 1938/5/25 
藤堂高虎文書の研究 久保文武 清文堂史料叢書 2005/5/25 
文化財上野市 上野市教育委員会 上野市観光協会 1977/3/31 
芭蕉研究 菊山當年男 角川書店 1962/11/10 
忍秘伝 沖森直三郎 沖森文庫 沖森書店 1971/1/20


