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No. タイトル 編著者 巻次 出版社 出版年月 所蔵場所 請求記号

1 城下町時代Map 新創社編 関東編 PHP研究所 2010年- 市図開架 210/SH

2 城下町時代Map 新創社編 上方編 PHP研究所 2010年- 市図開架 210/SH

3 図説江戸城の見取り図
 : 失われた「天守閣」から「大奥」の人間模様までが蘇る

中江克己著 青春出版社 2010年1月
市図開架
多図開架

215/NA
215/NA//S

4 将軍と大奥
 : 江戸城の「事件と暮らし」

山本博文著 小学館 2007年7月 市図開架 215/YA

5 図説よみがえる名城白亜の巨郭徳川の城
 : 決定版

学研 2008年7月 市図開架 215/ZU

6 弘前城築城四百年
 : 城・町・人の歴史万華鏡

長谷川成一監修 清文堂出版 2011年1月 市図開架 219.2/HI

7 城下町大坂
 : 絵図・地図からみた武士の姿

大阪大学出版会 2008年2月 市図開架 219.6/JO//L

8 廃城をゆく 1 イカロス出版 2010年7月- 市図開架 291/HA

9 廃城をゆく 2 イカロス出版 2010年7月- 市図開架 291/HA/2

10 古地図で歩く江戸城・大名屋敷
 : 歴史と地形で愉しむ江戸←→東京

平凡社 2011年3月
田町開架
市図開架

291.3/KO
291.3/KO

11 関東の名城を歩く 峰岸純夫, 齋藤慎一編 南関東編 吉川弘文館
2011年6月-
2011年8月

市図開架
多図地域

291.3/MI
291.3/192/2/CHIIKI

12 今に残る魅力をさぐる 石川県金沢城調査研究所編 石川県教育委員会 2009年4月 市図開架 521/IS//L

13 大阪城ふしぎ発見ウォーク 北川央著 フォーラム・A 2011年12月 多図開架 521/KI
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14 夜城  丸々もとお, 丸田あつし著 世界文化社 2011年11月 市図開架 521/MA

15 日本の城
 : 城の歴史と構造、城をめぐる英雄たちの戦略・戦術

中井均著 新星出版社 2009年2月 市図開架 521/NA

16 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, 大橋健一, 笹崎明著

東京堂出版 2008年6月 市図開架 521/NI

17 城と城下町
 : 築城術の系譜

高見敞志著 技報堂出版 2009年7月 田町開架 521/TA

18 日本の城の基礎知識 井上宗和著 新装版 雄山閣 2005年12月 小図閉架 521.82/I57

19 日本名城百選  村田修三総監修 小学館 2008年9月 小図開架 521.82/N71

20 図説「城造り」のすべて
 : 決定版 : 築城にこめられた叡知と技術

学研 2006年12月 小図開架 521.82/Z8//KAI
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1 万里の長城
 : 歴史アルバム : 巨竜の謎を追う 

長城小站編 ; 馮暁佳訳 恒文社 2008年11月 市図開架 222/CH

2 ヴェルサイユ宮殿に暮らす
 : 優雅で悲惨な宮廷生活

ウィリアム・リッチー・ニュートン著 ; 北
浦春香訳

白水社 2010年7月
市図開架
多図開架

288/NE
288/NE

3 王の城と王妃の宮殿物語 井上宗和著 グラフィック社 1998年7月 市図開架 293/IN

4 フランスロワール古城めぐり
 : 絢爛たるロマンと追憶に心解き放たれる 

宮本唯志写真 ; 海野弘文 講談社 1996年4月 市図開架 293/MI

5 ヨーロッパ古城の旅
 : European Romanesque

井上宗和著 みき書房 1994年8月 小図閉架 293.09/I57

6 世界の大宮殿
アンリ・スティルラン著
 ; 森山隆訳

創元社 2007年12月 多図閉架 520/73

7 城 池上正太, ORG著 新紀元社 2003年9月 小図開架 520.2/I33//KAI

8 世界の城と要塞 
アンリ・スティルラン著
 ; 森山隆訳

創元社 2009年3月 小図閉架 520.8/St6

9 紫禁城宮殿 于倬雲主編 本編 商務印書館香港分館 1982年9月 多図閉架 522/12/1

10 紫禁城宮殿 于倬雲主編 解説 商務印書館香港分館 1982年9月 多図閉架 522/12/2

11 ヨーロッパの古城
 : 城郭の発達とフランスの城 

太田静六著 吉川弘文館 1989年3月 市図閉架 523/9

12 フォンテーヌブロー宮殿
 : 見学ガイド

アニック・ノーテル [著] ; エクシム・イ
ンターナショナル翻訳

Art lys c2007年 多図閉架 523/100

13 ヨーロッパ古城物語 ジャン・メスキ著 ; 遠藤ゆかり訳 創元社 2007年10月
市図開架
多図開架

523/ME
523/ME

14 ドイツ・北欧・東欧の古城 太田静六著 新装版 吉川弘文館 2010年11月 市図開架 523/OT
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15 イギリスの古城  太田静六著 新装版 吉川弘文館 2010年12月 田町開架 523/OT

16 スペイン・ポルトガルの古城  太田静六著 新装版 吉川弘文館 2010年10月 市図開架 523/OT

17 図説英国貴族の城館
 : カントリー・ハウスのすべて

田中亮三文 ; 増田彰久写真 新装版 河出書房新社 2008年1月
田町開架
市図開架
小図開架

523/TA
523/TA
523.33/Ta84

18 ルートヴィヒII世の世界
 : オーバーバイエルンとシュワーベンにある城と王宮 

ペーター・O.クリュックマン著
 ; 竹内智子訳

ミュージアム図書 (発売) 2001年 小図開架 523.34/Kr8//KAI

19 中世への旅騎士と城
ハインリヒ・プレティヒャ著
; 平尾浩三訳

白水社 2010年2月 市図開架 ///S

20 中世ヨーロッパの城の生活 
ジョゼフ・ギース, フランシス・ギース
著 ; 栗原泉訳

講談社 2005年6月 市図開架 ///S
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