※書名の後に、著者名、出版社、出版年、[請求記号]で表記してあります。
パスファインダー
～調べ方の道しるべ～ No.10
所沢市立所沢図書館 2022.3 改訂

鎌倉街道とは、関東地方の各地に残る鎌倉へと続く古道のこ
とです。鎌倉街道には上道・中道・下道とその他の枝道があり
ます。実は所沢にも鎌倉街道の痕跡があることをご存知でしょ
うか。私たちの身近にある歴史の痕跡を調べてみませんか。

① 事典類で調べる
所蔵館内でご覧ください。複写サービスがご利用できます。
（1 枚 10 円）
書
名
著者・編集者 出 版 社 出 版 年 請 求 記 号

日本歴史地名大系
平凡社
11
「鎌倉・南北朝・ 日外アソシエー 日外アソシ
ツ株式会社/編
エーツ
室町」を知る本
国史大辞典
国史大辞典編集
吉川弘文館
委員会/編
第３巻
日本中世史事典

・今回のキーワード･･･鎌倉街道・鎌倉道・鎌倉・古道・街道・
往還・上道・中道・下道・中世・交通史
☆“請求記号”（本の背ラベルの番号）で効率よく資料を探すこ
とができます。
・請求記号にＫが付くものは郷土資料、Ｒが付くものは参考図

名

道路の日本史
中世東国の世界 1
「鎌倉」の時代
鎌倉街道伝説

貸出ができる資料もございますので、カウンターにご相談く

鎌倉街道 中 道 ・

・請求記号の二ケタ表記は児童書、三ケタ以上は一般書です。
・今回の請求記号…210.4(中世)、213.4（埼玉県の歴史）、
291.3(関東地方の地理等)、682(交通史・事情)
☆インターネット情報は各図書館のインターネット端末でご覧
いただけます。契約データベース以外のプリントサービスはご
利用できません。

著者・編集者

武蔵武士と戦乱の
時代

書です。ともに所蔵している図書館内での閲覧になります。

ださい。

K290.34/ﾆ
/11

2009

R210.4/ｶ

1983

R210.033/
ｺ

朝倉書店

2008

R210.4/ﾆ

出 版 社

出版年

請求記号

2009

213.4/ﾀ

2015

S514.092/
ﾀ

2003

213/ﾁ/1

2015

210.42/ｶ

2001

213.65/ﾐ

2017

682.13/ｶ

②鎌倉街道の歴史を調べる
書

☆情報を幅広く集めるには、キーワードが必要です。

阿部猛ほか/
編

1993

田代脩/著
武部健一/著
浅野晴樹ほか/
編
福田豊彦ほか
/編
宮田太郎/著

さきたま出
版会
中央公論新
社
高志書院
山川出版
社
ネット武蔵
野

なかつみち
しもつみち

高橋修ほか/編

高志書院

下道

③鎌倉街道を歩く
『所沢市史研究』第 18 号

所沢市教育委員会文化財保護課/編
所沢市教育委員会 1995 年 [213.4/ﾄ/18]
所沢市内に残る鎌倉街道の歩き方をまとめた「所沢再発見 鎌倉街道を
歩く」を掲載。

『鎌倉街道

上つ道』

所沢市立埋蔵文化財調査センター/編集・出版 2018 年
所沢市内に残る鎌倉街道の道筋を案内したマップ。

[682.134/ｶ]

『鎌倉街道夢紀行』上道コース
テレビ埼玉/編 さきたま出版会 2001 年 [291.3/ｶ]
群馬県高崎市から神奈川県鎌倉市の鶴岡八幡宮・流鏑馬道までをたどる
探索の旅。
『鎌倉街道（上道）』
埼玉県立歴史資料館 1985 年 [K682/ｻ]
埼玉県立歴史資料館が発行したガイドブック。上道とその主要な枝道を
紹介。
『鎌倉街道をゆく』 栗原仲道/著 埼玉新聞社 1998 年 [291.3/ｸ]
鎌倉街道にゆかりのある城址・古文書・碑文・社寺などの資料が豊富。
『鎌倉街道』1～3 巻
有峰書店 1978～1979 年 [K682/ｶ]
1 巻の歴史編では太古～戦国時代までの道の変遷をたどり、2・3 巻の実
地調査史跡編では各地に残る道跡をたどる。城址や社寺等にも詳しい。

『旧鎌倉街道探索の旅』1・2 巻
芳賀善次郎/著 さきたま出版会 2017 年 [682.13/ﾊ]
1 巻が上道・山ノ道編、2 巻が中道・下道編となっている。著者が文献、
史跡、伝承に基づき実際に踏査した記録。

『鎌倉街道平成に歩く』
塩澤裕/著 さきたま出版会 2019 年 [682.13/ｼ]
著者が文献、史跡などに基づき鎌倉街道上道の道筋を実際に踏査した記
録。

『鎌倉街道の歴史探訪』
飯野頼治/著 山里探訪会 2015 年 [291.3/ｲ]
鎌倉街道上道に残る史跡をたどり、
その地に伝わる歴史について解説す
る。

『古道を歩く』
埼玉県立歴史資料館/編 埼玉県教育委員会 2000 年 [291.3/ｻ]
主な史跡の場所とその説明。埼玉だけでなく、鎌倉・東京の史跡につい
ても記載。

『中世を歩く』
北倉庄一/著 テレコム・トリビューン社 1998 年 [K682/ｷ]
武蔵国を通る中道、下道の二つの古道を探索する。

『所沢の歴史［漫画］

鎌倉街道を通して』

所沢青年会議所まちの夢づくり委員会

所沢青年会議所 1993 年
[213.4/ﾄ]
鎌倉街道を通して所沢の歴史をマンガで解説。鎌倉街道の概念図なども
載っている。

『鎌倉街道と中世のみち』
東村山ふるさと歴史館/編 東村山ふるさと歴史館 2010 年 [K682/ｶ]
狭山丘陵にある遺物や文化財等とともに鎌倉街道の歴史を解説。

『歴史の道調査報告書集成』14 巻・16 巻
服部英雄ほか/編 海路書院 2007 年 [K682/ﾚ]
埼玉に残されている道や歴史的遺産等を調査した文化庁の報告書。

『埼玉・歴史の道 50 話』
埼玉県立博物館/編著 埼玉新聞社 2005 年
上道・中道･脇道の解説と地図が付されている。

[682.134/ｻ]

『さいたま歴史街道』
吉本富男/編 土屋晧生/写真 埼玉新聞社 1990 年 [213.4/ｻ]
「平家物語」
「吾妻鏡」
「太平記」などの文学作品も取り上げて、街道の
歴史を探る。

⑤データベースで調べる
所沢図書館内のインターネット端末でご覧いただけるデータベースです。
★朝日新聞社「朝日新聞クロスサーチ」
（1879 年～／本館・分館で利用可）
（旧名称「聞蔵Ⅱ」 2022 年 4 月より名称変更）
★読売新聞社「ヨミダス歴史館」
（1874 年～／本館・分館で利用可）
★日本経済新聞社｢日経テレコン 21｣（過去 30 年分の記事/本館のみ利用可）
★国立国会図書館デジタルコレクション（本館・分館で利用可）

⑥インターネットで調べる
所沢市立所沢図書館

コラム所沢市の足跡－所沢の歴史編－

「所沢を縦断する古(いにしえ)の道」として紹介。
https://www.tokorozawa-library.jp

国土交通省：五街道・歴史街道を活かしたまちづくりに関する調査

④郷土資料で調べる

ホーム>政策・仕事>国土政策> 13、20 頁に「鎌倉街道」の解説あり。
http://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/kokudokeikaku_tk5_000052.html

所蔵館内でご覧ください。複写サービスがご利用できます。（1 枚 10 円）

所沢市まちづくり観光協会

『所沢市史 上』
所沢市史編さん委員会/編 所沢市 1991 年 [213.4/ﾄ/1]
所沢市内に残る鎌倉街道の史跡について記載。

鎌倉街道は「ところざわ百選」に選ばれている。
http://www.tokoro-kankou.jp/select100.html

