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昭和の宰相たち 
 

 

◎若槻礼次郎（大正１５．１．３０～昭和２．４．２０、昭和６．４．１４～６．１２．

１３） 

若槻礼次郎；ロンドン軍縮会議主席全権  豊田穣著  講談社 １９９０年 

古風庵回顧録  若槻礼次郎著  読売新聞社 １９７５年 

明治・大正・昭和政界秘史；古風庵回顧録（講談社学術文庫） 

   若槻礼次郎著  講談社 １９８３年 

 

◎田中義一（昭和２．４．２０～昭和４．７．２) 

田中義一；総力戦国家の先覚者  纐纈厚著  芙蓉書房出版  ２００９年 

田中義一（三代宰相列伝）  細川隆元著  時事通信社 １９５８年 

 

◎浜口雄幸（昭和４．７．２～昭和６．４．１０） 

浜口雄幸 日記・随感録  浜口雄幸著 池井優他編  みすず書房 １９９１年 

随感録（講談社学術文庫）  浜口雄幸著  講談社 ２０１１年 

激動昭和と浜口雄幸（歴史文化ライブラリー）  川田稔著  吉川弘文館 ２００４年 

浜口雄幸；たとえ身命を失うとも（ミネルヴァ日本評伝選）  川田稔著 

   ミネルヴァ書房 ２００７年 

浜口雄幸；政党政治の経験時代（中公新書）  波多野勝著  中央公論社 １９９３年 

浜口雄幸と永田鉄山（講談社選書メチエ）  川田稔著  講談社 ２００９年 

濱口雄幸伝 上・下  今井清一著  朔北社 ２０１３年 

 

◎犬養毅（昭和６．１２．１３～昭和７．５．１６） 

話せばわかる；犬養毅とその時代 上・下  山陽新聞社編  山陽新聞社 １９８２年 

犬養毅；リベラリズムとナショナリズムの相剋  時任英人著  論創社 １９９１年 

明治期の犬養毅  時任英人著  芙蓉書房出版 １９９６年 

犬養毅；党派に殉ぜず、国家に殉ず（ミネルヴァ日本評伝選）  小林惟司著 

   ミネルヴァ書房 ２００９年 

 

 



◎斎藤実（昭和７．５．２６～昭和９．７．８） 

斎藤実（三代宰相列伝）  有竹修二著  時事通信社 １９５８年 

惨殺；提督斎藤実「二・二六」に死す  高橋文彦著  光人社 １９９９年 

 

◎岡田啓介（昭和９．７．８～昭和１１．３．９） 

岡田啓介回顧録（中公文庫）  岡田啓介著 岡田貞寛編  中央公論新社 ２００１年 

父と私の二・二六事件  岡田貞寛著  講談社 １９８９年 

最後の重臣岡田啓介；終戦和平に尽瘁した影の仕掛人の生涯  豊田穣著 

  講談社 １９９４年 

宰相岡田啓介の生涯；２・２６事件から終戦工作  上坂紀夫著 

  東京新聞出版局 ２００１年 

 

◎広田弘毅（昭和１１．３．９～昭和１２．２．２） 

落日燃ゆ 改版（新潮文庫）  城山三郎著 新潮社 ２００９年 

黙してゆかむ；広田弘毅の生涯  北川晃二著  講談社 １９７５年 

秋霜の人広田弘毅  渡辺行男著  葦書房 １９９８年 

広田弘毅；「悲劇の宰相」の実像（中公新書） 服部龍二著  中央公論新社 ２００８年 

 

◎林銑十郎（昭和１２．２．２～昭和１２．６．４） 

満洲事件日誌  林銑十郎著  みすず書房 １９９６年 

 

◎近衛文麿（昭和１２．６．４～昭和１４．１．５、昭和１５．７．２２～昭和１６．１０．

１８） 

近衛日記  近衛文麿著 共同通信社「近衛日記」編集委員会編 

  共同通信社開発局 １９６８年 

最後の御前会議／戦後欧米見聞録；近衛文麿手記集成（中公文庫）  近衛文麿著 

中央公論新社 ２０１５年 

大統領への証言  近衛文麿著  毎日ワンズ ２００８年 

濁流；雑談近衛文麿  山本有三著  毎日新聞社 １９７４年 

近衛文麿  矢部貞治著  読売新聞社 １９７６年 

近衛文麿  杉森久英著  河出書房新社 １９８６年 

近衛文麿；「運命」の政治家（岩波新書評伝選）  岡義武著  岩波書店 １９９４年 

われ巣鴨に出頭せず；近衛文麿と天皇  工藤美代子著  日本経済新聞社 ２００６年 

近衛文麿「黙」して死す；すりかえられた戦争責任  鳥居民著  草思社 ２００７年 

近衛家七つの謎；誰も語らなかった昭和史  工藤美代子著 ＰＨＰ研究所 ２００９年 

 



近衛文麿；教養主義的ポピュリストの悲劇（岩波現代文庫）  筒井清忠著 

 岩波書店 ２００９年 

無念なり；近衛文麿の戦い  大野芳著  平凡社 ２０１４年 

近衛文麿（人物叢書 新装版）  古川隆久著  吉川弘文館 ２０１５年 

「近衛新体制」の研究（日本政治学会年報） 日本政治学会編  岩波書店 １９７３年 

近衛新体制；大政翼賛会への道（中公新書）  伊藤隆著  中央公論社 １９８３年 

近衛新体制と大政翼賛会  赤木須留喜著  岩波書店 １９８４年 

 

◎平沼騏一郎（昭和１４．１．５～昭和１４．８．３０） 

 

◎阿部信行（昭和１４．８．３０～昭和１５．１．１６） 

 

◎米内光政（昭和１５．１．１６～昭和１５．７．２２） 

米内光政  阿川弘之著  新潮社 １９９４年 

不戦海相米内光政  生出寿著  徳間書店 １９８９年 

静かなる楯・米内光政 上・下  高田万亀子著  原書房 １９９０年 

米内光政；山本五十六が最も尊敬した一軍人の生涯  実松譲著  光人社 １９９０年 

米内光政の手紙  高田万亀子著  原書房 １９９３年 

米内光政のすべて  七宮涬三編  新人物往来社  １９９４年 

海軍一軍人の生涯；最後の海軍大臣米内光政  松田十刻著  光人社 ２００６年 

神の国に殉ず；小説東条英機と米内光政 上・下 阿部牧郎著  祥伝社 ２０１０年 

 

◎東條英機（昭和１６．１０．１８～昭和１９．７．２２） 

東条英機  東条英機刊行会編  芙蓉書房 １９７４年 

東条秘書官機密日誌  赤松貞雄著  文藝春秋 １９８５年 

東条内閣総理大臣機密記録；東条英機大将言行録  伊藤隆他編 

   東京大学出版会 １９９０年 

戦争責任我に在り；東条英機夫人メモの真実  平野素邦著  光文社 １９９５年 

東条英機封印された真実  佐藤早苗著  講談社 １９９５年 

正義を貫いた東條英機東京裁判供述書  東条英機述 高原大学編 

   高原大学総本部 １９９８年 

にっぽんのヒトラー東条英機；その等身大の生涯と軍国日本 上・下 

   亀井宏著  光人社 １９８１年 

東条英機と天皇の時代 上・下（文春文庫）  保阪正康著  文藝春秋  １９８８年 

東条英機 天皇を守り通した男  福富健一著  講談社 ２００８年 

東条英機；阿片の闇満州の夢  太田尚樹著  角川学芸出版 ２００９年 



東条英機；太平洋戦争を始めた軍人宰相（日本史リブレット）  古川隆久著 

   山川出版社 ２００９年 

東条英機内閣の１０００日；権力が集中した時代の悲劇  森山康平著 

   ＰＨＰ研究所 ２０１０年 

 

 

◎小磯国昭（昭和１９．７．２２～昭和２０．４．７） 

 

◎鈴木貫太郎（昭和２０．４．７～昭和２０．８．１７） 

鈴木貫太郎自伝（中公クラシックス）  鈴木貫太郎著  中央公論新社 ２０１３年 

聖断；天皇と鈴木貫太郎  半藤一利著  文藝春秋 １９８５年 

終戦時宰相鈴木貫太郎；昭和天皇に信頼された海の武人の生涯  小松茂朗著 

   光人社 １９９５年 

終戦宰相鈴木貫太郎  花井等著  広池学園出版部 １９９７年 

鈴木貫太郎；昭和天皇から最も信頼された海軍大将（ＰＨＰ文庫）  立石優著 

   ＰＨＰ研究所 ２０００年 

宰相鈴木貫太郎の決断；「聖断」と戦後日本（岩波現代全書）  波多野澄雄著 

   岩波書店 ２０１５年 

 

◎東久邇稔彦（昭和２０．８．１７～昭和２０．１０．９） 

不思議な宮さま；東久邇宮稔彦王の昭和史（文春文庫）  浅見雅男著 

  文藝春秋 ２０１４年 

 

◎幣原喜重郎（昭和２０．１０．９～昭和２１．５．２２） 

外交五十年（中公文庫）  幣原喜重郎著  中央公論社 １９８７年 

幣原喜重郎（三代宰相列伝）  宇治田直義著  時事通信社 １９５８年 

平和憲法秘話；幣原喜重郎その人と思想  平野三郎著  講談社 １９７２年 

最後の御奉公；宰相幣原喜重郎  塩田潮著  文藝春秋 １９９２年 

幣原喜重郎とその時代  岡崎久彦著  ＰＨＰ研究所 ２０００年 

幣原喜重郎と二十世紀の日本；外交と民主主義  服部龍二著  有斐閣 ２００６年 

 

 

 

 

 

 



◎吉田茂（昭和２１．５．２２～昭和２２．５．２４、昭和２３．１０．１５～昭和２９．

１２．１０） 

回想十年 上・中・下（中公文庫）  吉田茂著  中央公論新社 ２０１４年 

大磯随想（中公文庫）  吉田茂著  中央公論新社 ２００１年 

父吉田茂（新潮文庫）  麻生和子著  新潮社 ２０１２年 

祖父・吉田茂の流儀  麻生太郎著  ＰＨＰ研究所 ２０００年 

吉田茂書翰  吉田茂著 吉田茂記念事業財団編  中央公論社 １９９４年 

吉田茂＝マッカーサー往復書簡集；１９４５－１９５１（講談社学術文庫） 

  吉田茂、マッカーサー著 袖井林二郎編訳  講談社 ２０１２年 

宰相吉田茂（中公クラシックス）  高坂正堯著  中央公論新社  ２００６年 

評伝吉田茂 １－４（ちくま学芸文庫）  猪木正道著  筑摩書房 １９９５年 

吉田茂（中公文庫）  今日出海著  中央公論社 １９８３年 

人間吉田茂  吉田茂記念事業団編  中央公論社 １９９１年 

吉田茂とその時代 上・下（中公文庫） ジョン・ダワー著  中央公論社 １９９１年 

吉田茂とサンフランシスコ講和 上・下  三浦陽一著  大月書店 １９９６年 

私は吉田茂のスパイだった  東輝次著 保阪正康編  光人社 ２００１年 

吉田茂という逆説（中公文庫）  保阪正康著  中央公論新社 ２００３年 

吉田茂とその時代（ＰＨＰ文庫）  岡崎久彦著  ＰＨＰ研究所 ２００３年 

吉田茂；尊王の政治家（岩波新書）  原彬久著  岩波書店 ２００５年 

昭和天皇と田島道治と吉田茂；初代宮内庁長官の「日記」と「文書」から 

   加藤恭子著  人文書館 ２００６年 

戦後政治体制の起源；吉田茂の官邸主導  村井哲也著  藤原書店 ２００８年 

吉田茂ポピュリズムに背を向けて  北利康著  講談社 ２００９年 

吉田茂と安全保障政策の形成；日米の構想とその相互作用、１９４３～１９５２年 

   楠綾子著  ミネルヴァ書房 ２００９年 

赫奕たる反骨吉田茂  工藤美代子著  日本経済新聞社 ２０１０年 

吉田茂と昭和史（講談社現代新書）  井上寿著  講談社 ２００９年 

 

◎片山哲（昭和２２．５．２４～昭和２３．３．１０） 

 

◎芦田均（昭和２３．３．１０～昭和２３．１０．１５） 

芦田均日記 １－７  芦田均著 進藤栄一他編  岩波書店 １９８６年 

最後のリベラリスト・芦田均  宮野澄著  文藝春秋 １９８７年 

第二次世界大戦前史  芦田均著  時事通信社 １９６０年 

第二次世界大戦外交史 上・下（岩波文庫）  芦田均著  岩波書店 ２０１５年 

バルカン（岩波新書）  芦田均著  岩波書店 １９３９年 



◎鳩山一郎（昭和２９．１２．１０～昭和３１．１２．２３） 

鳩山一郎・薫日記 上・下  鳩山一郎、鳩山薫著 伊藤隆、季武嘉也編 

   中央公論新社 １９９９―２００５年 

若き血の清く燃えて；鳩山一郎から薫へのラブレター  鳩山一郎著 川手正一郎編 

  講談社 １９９６年 

英才の家系；鳩山一郎と鳩山家の人びと  豊田穣著  講談社 １９９６年 

さよなら、みなさん；鳩山日ソ交渉５０年目の真相 北方領土返還はなぜ実現しないのか 

   堀徹男  木本書店 ２００７年 

 

◎石橋湛山（昭和３１．１２・２３～昭和３２．２．２５） 

石橋湛山著作集 １－４  石橋湛山著  東洋経済新報社 １９９５－６年 

石橋湛山日記；昭和２０－３１年 上・下  石橋湛山著 石橋甚一、伊藤隆編 

   みすず書房 ２００１年 

石橋湛山評論集（ワイド版岩波文庫） 石橋湛山著 松尾尊兌編 岩波書店 １９９１年 

湛山回想（岩波文庫）  石橋湛山著  岩波書店 １９８５年 

湛山座談（同時代ライブラリー）  石橋湛山著  岩波書店 １９９４年 

異端の言説石橋湛山 上・下  小島直記著  新潮社 １９７８年 

石橋政権・七十一日  石田博英著  行政問題研究所 １９８５年 

石橋湛山；一自由主義政治家の軌跡（中公叢書） 筒井清忠著 中央公論社 １９８６年 

石橋湛山占領政策への抵抗  増田弘著  草思社 １９８８年 

石橋湛山研究；「小日本主義者」の国際認識  増田弘著  東洋経済新報社 １９９０年 

石橋湛山；自由主義の背骨（丸善ライブラリー）  姜克実著  丸善 １９９４年 

石橋湛山の戦後；引き継がれゆく小日本主義  姜克実著 東洋経済新報社 ２００３年 

日本リベラルと石橋湛山；いま政治が必要としていること  田中秀征著 

   講談社 ２００４年 

湛山除名；小日本主義の運命（岩波現代文庫）  佐高信著  岩波書店 ２００４年 

戦う石橋湛山；昭和史に異彩を放つ屈服なき言論  半藤一利著 

   東洋経済新報社 ２００８年 

石橋湛山論；言論と行動  上田美和著  吉川弘文館 ２０１２年 

近代日本と石橋湛山；『東洋経済新報』の人びと  松尾尊兌著 

 東洋経済新報社 ２０１３年 

石橋湛山（人物叢書 新装版）  姜克実著  吉川弘文館 ２０１４年 

思想家としての石橋湛山；人と時代  山口正著  春風社 ２０１５年 

湛山読本；今こそ、自由主義、再興せよ  船橋洋一著  東洋経済新報社 ２０１５年 

 

 



◎岸信介（昭和３２．２．２５～昭和３５７．１９） 

岸信介回顧録；保守合同と安保改定  岸信介著  広済堂出版 １９８３年 

岸信介の回想（文春学芸ライブラリー）  岸信介、矢次一夫、伊藤隆著 

   文藝春秋 ２０１４年 

岸信介証言録（中公文庫）  岸信介著 原彬久編  中央公論新社 ２０１４年 

二十世紀のリーダーたち  岸信介著  サンケイ出版 １９８２年 

岸政権・一二四一日  大日向一郎著  行政問題研究所 １９８５年 

昭和の巨魁岸信介と日米関係通史  高橋正則著  三笠書房 ２０００年 

岸信介と高度成長  中村隆英、宮崎正康編  東洋経済新報社 ２００３年 

昭和の妖怪岸信介  田尻育三著  学陽書房 １９７９年 

岸信介；権勢の政治家（岩波新書）  原彬久著  岩波書店 １９９５年 

満洲裏史；甘粕正彦と岸信介が背負ったもの  太田尚樹著  講談社 ２００５年 

巨魁；岸信介研究（ちくま文庫）  岩川隆著  筑摩書房 ２００６年 

「昭和の怪物」岸信介の真実（WAC BUNKO）  塩田潮著  ワック ２００６年 

昭和の妖怪岸信介（中公文庫）  岩見隆夫著  中央公論新社 ２０１２年 

叛骨の宰相岸信介  北康利著  KADOKAWA ２０１４年 

絢爛たる醜聞 岸信介伝（幻冬舎文庫）  工藤美代子著  幻冬舎 ２０１４年 

悪と徳と 岸信介と未完の日本  福田和也著  扶桑社 ２０１５年 

満洲と岸信介；巨魁を生んだ幻の帝国  太田尚樹著  KADOKAWA ２０１５年 

 

◎池田勇人（昭和３５．７．１９～昭和３９．１１．９） 

均衡財政（中公文庫）  池田勇人著  中央公論新社 １９９９年 

人間池田勇人  土師二三生著  講談社 １９６７年 

花も嵐も；宰相池田勇人の男の本懐  小林吉弥著  講談社 １９８９年 

危機の宰相  沢木耕太郎著  魁星出版  ２００６年 

池田勇人；所得倍増でいくんだ（ミネルヴァ日本評伝選）  藤井信幸著 

  ミネルヴァ書房 ２０１２年 

この日のために；池田勇人・東京五輪への軌跡 上・下  幸田真音著 

   KADOKAWA ２０１６年 

池田勇人政権の対外政策と日韓交渉；内政外交における「政治経済一体路線」 

   金斗昇著  明石書店 ２００８年 

 

◎佐藤栄作（昭和３９．１１．９～昭和４７．７．７） 

佐藤栄作日記 １－６  佐藤栄作著  朝日新聞社 １９９７―１９９９年 

鉄道人佐藤栄作  鉄道人佐藤栄作刊行会編  鉄道人佐藤栄作刊行会 １９７７年 

宰相佐藤栄作  宮崎吉政著  新産業経済研究会 １９８０年 



正伝佐藤栄作 上・下  山田栄三著  新潮社 １９８８年 

佐藤寛子泣いて笑って  佐藤早苗著  山手書房 １９８４年 

佐藤政権；八年にわたる長期政権の記録  岡本文夫著  白馬出版 １９７２年 

佐藤内閣回想（中公新書）  千田恒著  中央公論社 １９８７年 

戦後政治裏面史；「佐藤栄作日記」が語るもの  堀越作治著 岩波書店 １９９８年 

楠田実日記；佐藤栄作総理首席秘書官の二〇〇〇年  楠田実著 和田純、五百旗頭真編 

   中央公論新社 ２００１年 

衛藤新瀋吉著作集 １０：佐藤栄作  衛藤瀋吉著  東方書店 ２００３年 

 

◎田中角栄（昭和４７．７．７～昭和４９．１２．９） 

田中角栄私の履歴書  田中角栄著  日本経済新聞社 １９６６年 

日本列島改造論  田中角栄著  日刊工業新聞社 １９７２年 

田中角栄猛語録  戸川猪佐武著  昭文社出版部 １９７２年 

私の田中角栄日記 決定版（新潮文庫）  佐藤昭子著  新潮社 ２００１年 

熱情；田中角栄をとりこにした芸者  辻和子著  講談社 ２００４年 

昭；田中角栄と生きた女（講談社文庫）  佐藤あつ子著  講談社 ２０１４年 

田中政権・八八六日  中野士朗著  行政問題研究所 １９８２年 

越山田中角栄  佐木隆三著  朝日新聞社 １９７７年 

田中角栄研究；全記録 上・下（講談社文庫）  立花隆著  講談社 １９８２年 

ロッキード裁判とその時代 １－４（朝日文庫） 立花隆著  朝日新聞社 １９９４年 

政治家田中角栄  早川茂三著  中央公論社 １９８７年 

田中角栄失脚（文春新書）  塩田潮著  文藝春秋 ２００２年 

異形の将軍；田中角栄の生涯 上・下（幻冬舎）  津本陽著  幻冬舎 ２００４年 

角栄伝説；番記者が見た光と影  増山栄太郎著  出窓社 ２００５年 

田中角栄の昭和（朝日新書）  保阪正康著  朝日新聞社 ２０１０年 

田中角栄と自民党政治；列島改造への道」  下村太一著  有志舎 ２０１１年 

田中角栄；戦後日本の悲しき自画像（中公新書） 早野透著 中央公論新社 ２０１２年 

未完の敗者田中角栄  佐高信著  光文社 ２０１４年 

丸山眞男と田中角栄；「戦後民主主義の逆襲」（集英社新書）  佐高信、早野透著 

  集英社 ２０１５年 

「角栄」の「遺言」；「田中軍団」最後の秘書朝賀昭（講談社+α文庫）  中澤雄大著 

   講談社 ２０１５年 

天才  石原慎太郎著  幻冬舎 ２０１６年 

田中角栄巨魁伝（朝日文庫）  大下英治著  朝日新聞社 ２０１６年 

田中角栄魂の言葉（知的生きかた文庫）  昭和人物研究会著  三笠書房 ２０１６年 

田中角栄の青春  栗原直樹著  青志社 ２０１６年 



◎三木武夫（昭和４９．１２．９～昭和５１．１２．２４） 

信なくば立たず；夫・三木武夫との５０年  三木睦子著  講談社 １９８９年 

三木と歩いた半世紀  三木睦子著  東京新聞出版局 １９９３年 

総理の妻；三木武夫と歩いた生涯  三木睦子述 明治大学三木武夫研究会編 

   日本経済評論社 ２０１１年 

三木政権・七四七日；戦後保守政治の曲がり角  中村慶一郎著 

  行政問題研究所 １９８１年 

われは傍流にあらず；政治記者の記録 政治改革に生涯をかけた三木武夫の軌跡 

   一七会編  人間の科学社 １９９１年 

操手ある保守政治家三木武夫  国広正雄著  たちばな出版 ２００５年 

 

◎福田赳夫（昭和５１．１２．２４～昭和５３．１２．７） 

回顧九十年 福田赳夫著  岩波書店 １９９５年 

父・福田赳夫；その人間・その財政  越智通雄著 サンケイ新聞社出版局 １９７３年 

評伝福田赳夫  浦田進著  国際商業出版 １９７８年 

福田政権・七一四日  清宮竜著  行政問題研究所 １９８４年 

 

◎大平正芳（昭和５３．１２．７～昭和５５．６．１２） 

大平正芳全著作集 １－５  大平正芳著  講談社 ２０１０－２０１１年 

大平正芳回想録  大平正芳回想録刊行会編著  鹿島出版会 １９８３年 

私の履歴書  大平正芳著  日本経済新聞社 １９７８年 

祖父大平正芳  渡邊満子著  中央公論新社 ２０１６年 

権力の病室；大平総理最期の１４日間  国正武重著  文藝春秋 ２００７年 

総理殉職；四十日抗争で急逝した大平正芳  杉田望著  大和書房 ２００８年 

大平正芳；「戦後保守」とは何か（中公新書） 福永文夫著  中央公論新社 ２００８年 

心の一燈；回想の大平正芳その人と外交  森田一著  第一法規 ２０１０年 

茜色の空；哲人政治家・大平正芳の生涯（文春文庫） 辻井喬著 文藝春秋 ２０１３年 

大平正芳；理念と外交（岩波現代全書）  服部龍二著  岩波書店 ２０１４年 

 

◎鈴木善幸（昭和５５．７．１７～昭和５７．１１．２７） 

濤魂の総理鈴木善幸  菊池久著  山手書房 １９８０年 

総理大臣・鈴木善幸；政治家５２３人がつくりあげる８０年代権力構造の全容 

   読売新聞社政治部編  現代出版 １９８０年 

鈴木政権・八六三日  宇治敏彦著  行政問題研究所 １９８３年 

 

 



◎中曽根康弘（昭和５７．１１．２７～昭和６２．１１．６） 

波濤を超えて；二十一世紀をひらく文化と政治  中曽根康弘著 

  政策科学研究所 １９８６年 

政治と人生；中曽根康弘回顧録  中曽根康弘著  講談社 １９９２年 

天地有情；五十年の戦後政治を語る  中曽根康弘著  文藝春秋 １９９６年 

リーダーの条件  中曽根康弘著  扶桑社 １９９７年 

対論改憲・護憲  中曽根康弘、宮沢喜一著  朝日新聞社 １９９７年 

二十一世紀日本の国家戦略  中曽根康弘著  ＰＨＰ研究所 ２０００年 

自省録；歴史法廷の被告として  中曽根康弘著  新潮社 ２００４年 

日本の総理学（ＰＨＰ新書）  中曽根康弘著  ＰＨＰ研究所 ２００４年 

保守の遺言（角川 oneテーマ２１）  中曽根康弘著  角川書店 ２０１０年 

青山常運歩；中曽根康弘対談集  中曽根康弘著  毎日新聞社 ２０１２年 

中曽根康弘が語る戦後日本外交  中曽根康弘著  新潮社 ２０１２年 

なかそね荘；賢人たちは激動の１０年をどう見つめてきたのか  中曽根康弘著 

   世界文化社 ２０１５年 

宰相中曽根康弘；内閣総理大臣への足跡  小林正雄編  伊勢新聞社 １９８５年 

王道の孤独；小説・中曽根康弘  氷川順著  行政問題研究所 １９８５年 

巨悪人脈；中曽根「政治」解剖  塩田潮著  悠飛社 １９８９年 

中曽根政治の検証；禍いの政治の行方  川内康範著  サイマル出版会 １９８９年 

中曽根康弘の肖像；蛭田有一写真集  蛭田有一著  求竜堂 １９９９年 

大勲位・中曽根康弘；平成の妖怪  本沢二郎著  健友館 ２００３年 

首相秘書官が語る中曽根外交の舞台裏；米・中・韓との相互信頼はいかに構築されたか 

   長谷川和年著 瀬川高央他編  朝日新聞出版 ２０１４年 

中曽根康弘；「大統領的首相」の軌跡（中公新書）  服部龍二著 

  中央公論新社 ２０１５年 

 

◎竹下登（昭和６２．１１．６～平成１．６．３） 

証言保守政権  竹下登著  読売新聞社 １９９１年 

政治とは何か；竹下登回顧録  竹下登著 講談社 ２００１年 

竹下登・全人像  花岡信昭、小林静雄著  行研 １９８７年 

実録竹下登  塩田潮著  講談社 １９８７年 

竹下政権・五七六日  後藤謙次著  行研出版局  ２０００年 

竹下登不敗の人間収攬術  小林吉弥著  講談社 ２００１年 

われ万死に値す；ドキュメント竹下登（新潮文庫） 岩瀬達哉著  新潮社 ２００２年 

知と情；宮澤喜一と竹下登の政治観  御厨貴著  朝日新聞出版 ２０１１年 


