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一国一城の主を夢見て戦い続けた戦国武士たち、
国を守るために苦労を重ねた諸藩の殿様、様々な生
き様の舞台になった日本の城を、図書館の本で調べ
てみましょう！

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）
著者・編集
書
名
出 版 社 出版年 請求記号
者

図説日本城郭大事典
1～3
戦国城事典
国別城郭・陣屋・要
害・台場事典
図説中世城郭事典 1
日本城郭辞典

日本図書
センター

2000

R521.823/
ｽﾞ

吉田龍司／著 新紀元社

2012

R210.47/ﾖ

2002

R521.823/ｸ

平井聖／監修

西ケ谷恭弘／
東京堂出版
編
新人物往来
村田修三／編
社
鳥羽正雄／著 東京堂出版

1987
1995

R291.02/ｽﾞ
/1
R521.823/ﾄ

② 郷土の城を調べる
☆情報を幅広く集めるには、キーワードが必要です。
・今回のキーワード･･･ 城･城郭･城跡･城址･城造り･名城
☆“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。
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
ください。また、複写サービスがご利用いただけます。（1 枚
10 円）
・今回の請求記号・・・210.47（日本史：戦国時代）、213.4
（埼玉県の歴史）、521.823（城郭）
☆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。

※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。
※請求記号 K のものは所蔵館内でご覧ください。

『所沢市史 中世史料』
所沢市史編さん委員会/編 所沢市 1979 年 [213.4/ﾄ]
山口城跡、根古屋城跡、大堀山館跡、滝の城跡の航空写真があり、そ
れぞれの所在地・歴史・測量調査の報告も詳しく記載されている。

『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]

『所沢市史 文化財・植物』
所沢市史編さん委員会/編 所沢市 1985 年 [213.4/ﾄ]
文化財として滝の城跡・根古屋城跡・山口城跡などが詳しく記載さ
れている。

『埼玉県指定史跡

滝の城跡』

所沢市教育委員会教育総務部文化財保護課／編集

所沢市 2018 年
[709.134/ﾄ]

『埼玉の城』
梅沢太久夫／著 まつやま書房 2018 年

[213.4/ｳ]

『歴史ロマン・埼玉の城址 30 選』
西野博道／編著

『関東の名城を歩く
峰岸純夫／編

埼玉新聞社

2005 年

[291.34/ﾆ]

南関東編』
齋藤慎一／編

吉川弘文館 2011 年 [K290.2/ｶ]

『日本城郭大系

5』

新人物往来社 1979 年 [291.02/ﾆ/5]
埼玉と東京の城と陣屋・屋敷跡まで、所在地・創築年代・創建者・形
式・遺構・規模・文化財指定の有無・関係主要文献等が調べられる。

『ハンドブック幕末日本の城』

『ところざわ歴史物語』（増補改訂版）

『すぐわかる日本の城』

所沢市教育委員会／編 所沢市教育委員会 2020 年 [213.4/ﾄ]
中世の城館跡として山口城跡・滝の城跡・根古屋城などの記載がある
他、市内地図に場所の記載もあり。

③ 城をめぐる、歩く
『お城の見方・歩き方』
小和田哲男／監修 PHP エディターズ・グループ 2010 年 [521.823/ｵ]

『日本 100 名城めぐりの旅』『続日本 100 名城めぐりの旅』
萩原さちこ／著

学研

2013 年・2018 年 [521.823/ﾊ]

千田嘉博／監修

ナツメ社 2017 年 [521.823/ﾆ]

『日本の城事典』
『大きな縄張図で歩く!楽しむ!完全詳解山城ガイド』
加藤理文／監修 学研プラス 2018 年 [H521.823/ｵ]

『戦国の山城を極める』
加藤理文／著

中井均／著 学研プラス 2019 年 [521.823/ｶ]

『日本の城郭を歩く』
西ケ谷恭弘／著

JTB 2001 年 [521.823/ﾆ]

『お城の地図帳』
辰巳出版 2010 年 [521.823/ｵ]
都道府県別に城の所在地が地図上に表記あり。

來本雅之／編著 小沢健志／監修 三浦正幸／監修 山川出版社
2018 年[521.823/ｸ]
三浦正幸／監修

広島大学文化財学研究室／編

東京美術 2009 年
[521.823/ｽ]

『城のつくり方図典』
三浦正幸／著 小学館 2016 年 [521.823/ﾐ]
城地を定めるところから、石垣・天守の築き方、御殿の建て方、城下
町の役割 まで調べられる。重要文化財建造物一覧つき。

『城と館』
内藤昌／責任編集 世界文化社 1988 年 [H521.82/ｼ]
各時代の城を模型で復元し、写真や図を用いて構造を説明。

『石垣の名城完全ガイド』
千田嘉博／編著 講談社 2018 年 [521.823/ｾ]
石の種類や積み方などの石垣の観点から城の歴史や築城の意図を説明。

『戦国の城の絵事典』
中井均／監修

成美堂出版

2019 年

[521.823/ｾ]

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。城に
関するニュースや最新の情報が得られます。
★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）

➃ 歴史や構造などテーマで調べる

★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）

『日本の城の基礎知識』

★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）

井上宗和／著 雄山閣 2019 年[521.823/ｲ]
城の定義をはじめ、日本の城の発達、種類と分類、機能、構造などにつ
いて説明。「城の用語事典」と「城郭年表」つき。

⑥インターネットで調べる

『日本城郭大系 』

名称や都道府県を指定して検索することができます。また地図から
検索することや、文化財分類ごとに見ることもできます。
https://kunishitei.bunka.go.jp/

全 18 巻別巻１(1 巻欠) 新人物往来社 1979～1981 年 [291.02/ﾆ]
県ごとに城から陣屋・屋敷跡まで番号をつけ網羅している。

『城郭の見方・調べ方ハンドブック』
西ケ谷恭弘／編著 阿部和彦／著 大橋健一／著 笹崎明／著
東京堂出版 2008 年 [521.823/ﾆ]

国指定文化財等データベース（文化庁）

公益財団法人日本城郭協会
「日本 100 名城」のサイトに入り城郭名をクリックするとそれぞれ
のホームページが見られ、詳しい情報を知ることができます。
http://jokaku.jp/

