
平成２３年３月９日(水)～５月１９日(木)千葉県立西部図書館　　展示

　天守閣は城の一部であり、逆に天守閣がなくても立派な城です。歴史的に城
は戦闘用の砦として始まり、権力の象徴として、政治の中心地として、発展し
てきました。記録に残っている日本の城は、なんと２５，０００にも達すると
も言われています。
　その中には天守閣を備えた立派な城もあれば、柵で囲っただけの砦もありま
す。江戸時代の末期には、すでにその数は２００を切り、その内天守閣があっ
た城は、７０程しかなかったのです。
　その中で、現在も残っているのはたったの１２か所です。古くからの形をと
どめているのはそれだけで、あとは復元、復興など後から建てられたものとな
ります。
　今回の展示では、全国各地の城郭について、歴史、建築、文化、風俗にわた
る様々な角度から探訪してみたいと思います。



No. 書　　　名 著者等 出版者 請求記号

1 日本城郭史 鈴木　亨／著 東洋書院 2101   / 6 中央 一般書庫

2 城郭 西ケ谷　恭弘／著 東京堂出版 5218   /19 西部 一般開架

3 日本城郭事典 秋田書店 5218   /40 西部 書庫参考

4 定本日本城郭事典 西ケ谷　恭弘／編 秋田書店 52182  / 6 西部 開架参考

5 日本の名城・古城もの知り事典 小和田　哲男／監修 主婦と生活社 52182  /29 東部 一般書庫

6 城郭・陣屋 西ケ谷　恭弘／編 東京堂出版 52182  /35 東部 一般開架

No. 書　　　名 著者等 出版者 請求記号

7 復原図譜日本の城 西ケ谷　恭弘／著 理工学社 5218   /51 西部 一般書庫

8 日本名城図鑑 日本城郭史学会／著 理工学社 5218   /69 西部 一般書庫

9 城郭古写真資料集成 西ケ谷　恭弘／編著 理工学社 5218   /72 /1 西部 一般書庫

10 城郭古写真資料集成 西ケ谷　恭弘／編著 理工学社 5218   /72 /2 西部 一般書庫

No. 書　　　名 著者等 出版者 請求記号

11 中世の城と考古学 石井　進／編 新人物往来社 2104  /151 西部 一般開架

12 中世の武力と城郭 中沢　克昭／著 吉川弘文館 2104  /129 東部 一般書庫

13 中世城郭史の研究 小和田　哲男／著 清文堂出版 2104  /195 東部 一般書庫

14 中世の合戦と城郭 峰岸　純夫／著 高志書院 2104  /317 東部 一般開架

No. 書　　　名 著者等 出版者 請求記号

15 ドキュメント戦国の城 藤井　尚夫／著 河出書房新社 21047 /108 東部 一般開架

16 戦国城郭の考古学 鈴木　重治／編著 ミネルヴァ書房 21047 /115 東部 一般開架

17 戦国武田の城 中田　正光／著 洋泉社 21047 /160 東部 一般開架

18 写真と地図で歩く戦国武将の城跡 新人物往来社／編 新人物往来社 28104 /294 東部 一般開架

No. 書　　　名 著者等 出版者 請求記号

19 近江城郭探訪 滋賀県教育委員会／編
滋賀県文化財
保護協会

29161/5 中央 一般開架

20 安土城再見 兵頭　与一郎／著 西田書店 52182/H99 中央 一般書庫

21 天下統一と城 千田　嘉博／編 塙書房 21047/7 西部 一般開架

22 大坂城の歴史と構造 松岡　利郎／著 名著出版 5218 /24 西部 一般書庫

23
幻の安土城天守復元
　　　　　信長天下統一の象徴

日本経済新聞社 5218 /58 西部 一般書庫

24 豊臣の城・徳川の城 白峰　旬／著 校倉書房 21048/54 東部 一般開架

25 天下統一の城・大坂城 中村　博司／著 新泉社 21048/79 東部 一般開架

26 安土信長の城と城下町 滋賀県教育委員会／編著 サンライズ出版 21048/86 東部 一般開架

27 織豊系城郭の形成 千田　嘉博／著 東京大学出版会 52182/25 東部 一般書庫

　其の一　日本の城郭を知る

所蔵場所

所蔵場所

所蔵場所

所蔵場所

　其の二　古写真・図版で見る城郭

　其の三　中世の城郭

所蔵場所

　其の四　戦国時代と城郭

　其の五　織豊政権と城郭



No. 書　　　名 著者等 出版者 請求記号

28 江戸城 西ケ谷　恭弘／著 東京堂出版 52182/28 中央 一般開架

29 日本の遺跡と遺産５　城と城跡 岩崎書店 J210 /ﾆﾎ/5 中央 児童書庫

30 不滅の建築１０　姫路城天守閣 鈴木　嘉吉／責任編集 毎日新聞社 J520 /F87/10 中央 児童開架

31 城下町の記憶 西川　幸治／著 サンライズ出版 2161 /20 東部 一般開架

32 名城の由来 宮元　健次／著 光文社 52182/46 東部 一般書庫

33 名古屋城いまむかし 中日新聞社出版部／編 中日新聞社 52182/62 東部 一般開架

34 城 日竎　貞夫／著 光村推古書院 748  /223 東部 一般書庫

No. 書　　　名 著者等 出版者 請求記号

35 城郭みどころ事典 西ケ谷　恭弘／編 東京堂出版 52182/9 西部 一般開架

36 城下町時代ＭＡＰ 新創社／編 ＰＨＰ研究所 210  /20 東部 一般開架

37 大坂・近畿の城と町 懐徳堂記念会／編 和泉書院 2163 /55 東部 一般開架

38 城下町の古い街並みを歩く 実業之日本社 29109/105 東部 一般開架

39 城と城下町１００選 平凡社 29109/159 東部 一般開架

40 仙台　東北・北海道の城下町 平凡社 2912   /6 東部 一般開架

41 日本の城郭を歩く 西ケ谷　恭弘／著 ＪＴＢ 52182/31 東部 一般書庫

42 城郭みどころ事典 西ケ谷　恭弘／編 東京堂出版 52182/37/2 東部 一般開架

43 フォトグラフ熊本城 熊本日日新聞社 52182/50 東部 一般開架

No. 書　　　名 著者等 出版者 請求記号

44 日本の城の基礎知識 井上　宗和／著 雄山閣出版 2100  /205 西部 一般開架

45 城と城下町 藤岡　通夫／著 中央公論美術出版 5218 /23 西部 一般書庫

46 城と石垣 峰岸　純夫／編 高志書院 52182/8 西部 一般開架

47 石垣が語る江戸城 野中　和夫／編 同成社 52182/12 西部 一般開架

48 城郭の見方・調べ方ハンドブック 西ケ谷　恭弘／編著 東京堂出版 52182/15 西部 一般開架

49
城郭研究最前線　　　　別冊歴史読本
ここまで見えた城の実像

新人物往来社 21004 /12 東部 一般開架

50 城破（わ）りの考古学 藤木　久志／編 吉川弘文館 2104 /170 東部 一般書庫

51 さがしてみよう日本のかたち 日竎　貞夫／写真 山と渓谷社 5218   /11/2 東部 一般開架

52 加藤清正 谷川　健一／編
冨山房
インターナショナル

52182/44 東部 一般開架

53 近世城下町の設計技法 高見　敞志／著 技報堂出版 52182/51 東部 一般開架

所蔵場所

所蔵場所

　其の七　城と城下町を歩く
所蔵場所

　其の八　城郭の設計・建築

　其の六　日本各地の名城



No. 書　　　名 著者等 出版者 請求記号

54 中国の城郭都市 愛宕　元／著 中央公論社 22201/081 中央 一般書庫

55 日本城郭史話 森山　英一／著 新人物往来社 52182/10 中央 一般開架

56 城 池上　正太／著 新紀元社 5202 /22 西部 一般開架

57 世界の城と要塞 アンリ・スティルラン／著 創元社 52087/63 西部 一般開架

58 日本の城郭 ジェニファー・ミッチェルヒル著
講談社
インターナショナル

52182/10 西部 一般開架

59 ヨーロッパの古城 太田　静六／著 吉川弘文館 5233 /39 西部 一般書庫

60 グスク文化を考える
沖縄県今帰仁村
教育委員会／編

新人物往来社 2199 /101 東部 一般書庫

No. 書　　　名 著者等 出版者 請求記号

61 房総の城下町４５ さいとう　はるき／著 崙書房出版 C2902/13 西部 郷土開架

62 房総城下町絵本 さいとう　はるき／著 崙書房出版 C2909/13 東部 郷土開架

63 日本城郭大系  ６  千葉・神奈川 新人物往来社 2910 /53/6 西部 一般開架

64 戦国の争乱と関宿  
千葉県立関宿城
博物館／編集

千葉県立
関宿城博物館

C232/H11-3 西部 郷土開架

65

千葉県松戸市松渡城跡
・殿平賀向堀遺跡
・中芝遺跡・大橋向山遺跡
・紙敷遺跡・登戸遺跡
発掘調査報告書

松戸市教育委員会／編集 
松戸市
教育委員会

C232/H08-47 西部 郷土開架

66 小金城主高城氏の研究 松下　邦夫／著 松下邦夫 C2880/10 西部 郷土開架

67 さとみ物語 館山市立博物館／編集 
館山市立
博物館

C288  /4 西部 郷土開架

68 房総の名城と名家名門を探る 府馬　清／著 関東文芸社 C2880/8 西部 郷土開架

69 中世の佐倉
佐倉市総務部総務課
市史編さん室

佐倉市 C233 /I01-2 西部 郷土開架

70 戦国の房総を語る 房総歴史文学会／編 暁印書館 C2040/7 西部 郷土開架

No. 書　　　名 小特集 出版者

71 千葉城郭研究    第２号  １９９２  千葉城郭研究会 西部 雑誌書庫

72 千葉城郭研究    第３号　１９９４ 千葉城郭研究会 西部 雑誌書庫

73 千葉城郭研究    第４号　１９９６ 千葉城郭研究会 西部 雑誌書庫

74 千葉城郭研究    第５号　１９９８ 千葉城郭研究会 西部 雑誌書庫

75 千葉城郭研究    第６号　２０００ 滝田城跡と平群街道 千葉城郭研究会 西部 雑誌書庫

76 千葉城郭研究    第７号　２００３ 千葉城郭研究会 西部 雑誌書庫

77 千葉城郭研究    第８号　２００４ 東上総の戦国城郭と社会 千葉城郭研究会 西部 雑誌開架

所蔵場所

所蔵場所

　其の九　城郭で見た異文化比較

　其の十　房総各地の城郭

　雑誌
所蔵場所

千葉県立西部図書館

〒２７０－２２５２　松戸市千駄堀６５７－７
TEL　　０４７－３８５－４１３３

http://www.library.pref.chiba.lg.jp/ ＊一般図書はお借りいただけます。
＊雑誌と参考図書は館内でご利用ください。


