
特別展「江戸の街道をゆく～将軍と姫君のみち～」関連図書リスト

東京都江戸東京博物館図書室

資料名 著者名 発行所 発行年 請求記号
旅の民俗と歴史 2 大名の旅 宮本常一著 八坂書房 1987年6月 6821/1/2

日本の街道100選 杜山悠 秋田書店 1972年3月 2100/212/72

日本の街道 2 江戸への道 児玉幸多 集英社 1981年5月 2100/295/2

歴史街道を歩く 小松重男 東洋経済新報社 1996年3月 2100/543/96

天璋院篤姫と幕末を旅する 四條たか子 一水社 2008年1月 2105/1298/008

絵が語る知らなかった江戸のくらし 諸国街道の巻 本田豊 遊子館 2009年11月 2105/1364/0009

歩きたくなる大名と庶民の街道物語 新人物往来社 新人物往来社 2009年11月 2105/855/0009

図説歴史の街道・幕末維新 榊原和夫 河出書房新社 1990年11月 2105/967/90

川越街道 宿場をいろどる歴史の残照 笹沼正巳 聚海書林 1986年4月 2134/12/86

成田街道 房総の道 山本光正 聚海書林 1987年3月 2135/5/87

青梅街道 江戸繁栄をささえた道 山本和加子 聚海書林 1986年3月 2136/129/86

多摩と江戸 鷹場・新田・街道・上水 大石学 たましん地域文化財団 2000年2月 2136/617/000

街道の日本史 20 江戸 街道の起点 藤田覚,大岡聡 吉川弘文館 2003年2月 2136/721/0003-S0

五街道細見 新修版 岸井良衞 青蛙房 1973年12月 2910/82/73-S0

歴史街道名所案内 不明 婦人画報社 1996年11月 2910/265/96

今昔三道中独案内 日光・奥州・甲州 新装版 今井金吾 JTB出版事業局 2004年2月 2910/341/004

甲州街道を歩く 日本橋から小仏峠へ 街道シリーズ 2~4 横山吉男 東京新聞出版局 1990年 2913/24/2～4

首都圏旧街道を歩く 歴史探訪ガイド 歴史街道歩きの会 メイツ出版 2010年5月 2913/1160/0010

東京の街道を歩く 今井金吾 実業之日本社 1978年9月 2913/254/78

箱根旧街道石畳と杉並木 伊藤潤,大和田公一 神奈川新聞社 1997年3月 2913/849/97

多摩の街道 上下 清水克悦,津波克明 けやき出版 1999年3月 2913/924/1～2

歩いて楽しむ江戸東京旧街道めぐり 江戸・東京文庫 9 岩垣顕 街と暮らし社 2005年6月 2913/933/09

日光街道展 江戸東京400年記念 東京都 1990年5月 2913/L760/90

参宮街道 中澤正 三重県郷土資料刊行会 1969年10月 2915/10/69

東海道五十三次を歩く 歴史街道ガイド 1～5 児玉幸多 碧水社 講談社 1999年8月 2915/45/1～5

旅風俗 2 道中編 街道で起きる事件の泣き笑い 不明 雄山閣出版 1989年4月 3843/101/2

江戸の宿 三都・街道宿泊事情 深井甚三 平凡社 2000年8月 3843/116/000

きよのさんと歩く大江戸道中記 金森敦子 筑摩書房 2012年2月 3843/B157/0012

江戸の旅人 大名から逃亡者まで30人の旅 高橋千劔破 集英社 2005年9月 3843/B143/5

日光街道繁昌記 補訂版 本間清利 埼玉新聞社 1980年4月 6821/8/80

宿場と街道 五街道入門 児玉幸多 東京美術 1986年12月 6821/12/86

五街道取締書物類寄 上下 児玉幸多 吉川弘文館 1967年3月 6821/13/1

近世交通史料集 6 日光・奥州・甲州道中宿村大概帳 児玉幸多 吉川弘文館 1972年3月 6821/13/6

新修五街道細見 岸井良衞 青蛙房 1983年9月 6821/21/83-S0

五街道風俗誌 1～2 小野武雄著 展望社 1979年12月 6821/23/1～2

宿場と街道 五街道入門 児玉幸多 東京美術 1991年6月 6821/32/91

新修五街道細見 岸井良衛 青蛙房 1973年12月 6821/50/73-S0

鎌倉街道 東京編 阿部正道 そしえて 1983年10月 6821/59/83

東海道と脇街道 小杉達 静岡新聞社 1997年8月 6821/61/97

街道と宿場 歴史が息づく道中と旅宿 日本発見 12号 奈良本辰也 暁教育図書 1980年6月 6821/63/80

道の発達とわたしたちのくらし 4 街道と旅 神崎宣武 鴇田幹 さ・え・ら書房 1988年4月 6821/64/4

目で見る日本風俗誌 6 宿場と街道 今戸榮一 日本放送出版協会 1984年12月 6821/67/84

栃木の日光街道 日光街道ルネッサンス21推進委員会 2003年3月 6821/69/003

古写真で見る街道と宿場町 保存版 児玉幸多ほか 世界文化社 2001年11月 6821/70/001

宿場の日本史 街道に生きる 宇佐美ミサ子 吉川弘文館 2005年9月 6821/75/005

日本の街道ハンドブック 竹内誠 三省堂 2006年6月 6821/76/006

街道の日本史 12～16 吉川弘文館 2002年 6821/95/12～16

街道の日本史 18～19 吉川弘文館 2003年 6821/95/18～19
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資料名 著者名 発行所 発行年 請求記号
街道の日本史 22～23 吉川弘文館 2001年 6821/95/22～23

街道の日本史 29～30 吉川弘文館 2004年 6821/95/29～30

日光街道展 将軍家の道 江戸東京400年記念 [東京都] 1990年5月 C36/6821/L11-S0

中山道 街道と旅展 江戸東京四00年記念 [東京都] 1990年2月 C36/6821/L12-S0

特別展 中山道と皇女和宮 大垣市教育委員会 1999年10月 C53/2884/1

日光社参と古河藩 平成6年秋の企画展 古河歴史博物館 1994年10月 M31/KO-3/3

水戸街道と取手宿本陣 取手市埋蔵文化財センター 2002年10月 M31/TO-5/5

街道物語 日光例幣使の実像に迫る 第42回企画展 佐野市郷土博物館 2004年5月 M32/SA-1/23

みちの世界へ とちぎの歴史街道 栃木県立博物館 2005年7月 M32/TO-4/57

日光参詣の道 第6回企画展 栃木県立博物館 1984年2月 M32/TO-4/70

近世の街道 日光例幣使道と日光脇往還 第18回企画展 東毛歴史資料館 2004年4月 M33/TO-1/2

粕壁宿と日光道中 2 夏季展示(第37回) 春日部市郷土資料館 2008年7月 M34/KA-9/5-2

街道往来 川越街道と大井宿 大井町立郷土資料館 1996年11月 M34/OI-1/6

川越街道yomigaeru大井宿 平成13年度企画展図録 大井町立郷土資料館 2001年11月 M34/OI-1/13

日光道中(街道)と参勤交代 草加市教育委員会 2015年12月 M34/SO-1/1

木下街道展 江戸と利根川を結ぶ道 市立市川歴史博物館 1999年9月 M35/IC-3/15

大名の旅 本陣と街道 企画展 松戸市立博物館 2007年10月 M35/MA-2/35

日光東照宮と将軍社参 企画展 德川記念財団 2011年10月 M3624/TO-3/356-

江戸時代の街道と宿場町 企画展中山道 板橋区立郷土資料館 1996年7月 M3644/IT-2/33

中山道展 街道開設四百年記念 板橋区立郷土資料館 2002年10月 M3644/IT-2/64

中原街道 品川歴史館特別展 品川区立品川歴史館 2010年10月 M3651/SH-1/81-S

多摩の街道と宿場 特別展 東京2000年祭 江戸東京たてもの園 2000年3月 M3666/TO-2/84

甲州街道 府中宿 府中宿再訪展図録 府中文化振興財団 2001年3月 M3667/FU-1/41-1

甲州道中日野宿 企画展 甲州夢街道2001 日野市ふるさと博物館 2001年10月 M3673/HI-1/20

江戸時代の東海道 描かれた街道の姿と賑わい 神奈川県立歴史博物館 2001年9月 M37/KA-6/95

街道を歩く 近世富山町と北陸道 特別展 富山市郷土博物館 2011年9月 M42/TO-8/22

善光寺道 街道を行き来した人・物・文化 長野県立歴史館 2004年7月 M52/NA-9/30

大名の旅 松代藩の参勤交代 真田宝物館 2011年10月 M52/SA-4/37

風まかせ東海道中 江戸時代の旅人と街道 企画展 安城市歴史博物館 2010年7月 M55/AN-1/61

旅と街道 企画展 名古屋市博物館 1990年9月 M55/NA-3/37

姫街道展 豊川市桜ヶ丘ミュージアム 2008年9月 M55/SA-3/2-S0

道中日記展 近世豊橋の旅人たち 豊橋市二川宿本陣資料館 2003年10月 M55/TO-17/26

歴史の道 姫街道展 開館20周年記念 豊橋市二川宿本陣資料館 2011年10月 M55/TO-17/51

近江の街道 市制施行記念展 栗東歴史民俗博物館 2001年10月 M61/RI-1/61

西国街道をゆく 第13回企画展 大山崎歴史資料館 2005年10月 M62/OY-1/12

雲州松平家の大名行列 お殿様の道中と街道 秋の特別展 松江歴史館 2012年10月 M73/MA-1/8

江戸時代の街道と旅 西国街道と広島 広島市教育委員会 2004年10月 M76/HI-8/L7

大名の旅 徳島藩参勤交代の社会史 特別展 徳島市立徳島城博物館 2005年10月 M81/TO-6/44

週刊日本の街道 第1巻第5号,通巻5号(2002.5.28) 日光道中 講談社 2002年5月 04603020

週刊日本の街道 第1巻第33号,通巻33号(2002.12.24) 江戸歴史散策 講談社 2002年12月 04603021

週刊日本の街道 第3巻第10号,通巻93号(2004.3.16) 伊那街道 三河から信濃へ講談社 2004年3月 04603022

週刊日本の街道 第3巻第12号,通巻95号(2004.3.30) 豊後街道と日田往還 講談社 2004年3月 04603023

週刊日本の街道 第1巻第5号,通巻5号(2002.5.28) 日光道中 講談社 2002年5月 04603020

<<7階図書室　入室無料>>
＊開室時間　9:30～17:30（休室日は毎週月曜、月曜が祝日の場合はその翌日）

＊閲覧・複写(コピー)請求受付時間　9:30～11:30　13:00～16:30　複写料金　30円/1枚　白黒、100円/１枚　カラー

2019/4/27
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