
                                     

                 

小田原城を知ろう 　

復興　小田原城天守閣－昭和の天守閣再建－ 小田原城天守閣/偏 小田原城天守閣 Ｋ069.9

復原　小田原城銅門 小田原城天守閣/偏 小田原城天守閣 K069.9

肖像画展 小田原を彩った顔 小田原市郷土文化館 小田原市郷土文化館 K069.9

小田原城甲冑展　戦国から近世の甲冑 小田原城天守閣/偏 小田原市 K069.9

城下町時代MAP　関東編 新創社/編 PHP研究所 K210

史跡小田原城跡八幡山古郭・総構　保存管理計画策定報告書 小田原市教育委員会 K210.2

戦国時代の城 遺跡の年代を考える 峰岸 純夫・ 萩原 三雄/編 高志書院 Ｋ210.2

シンポジウム　中世小田原城と石垣山一夜城、そして近世小田原城へ 小田原市教育委員会/編 小田原市教育委員会 K210.4

シンポジウム　戦国時代の小田原城を考える 八幡山古郭の保存と活用 小田原市教育委員会/編 小田原市教育委員会 K210.4

戦国の城 目で見る築城と戦略の全貌　関東編 西ケ谷 恭弘 学習研究社 210.4

神奈川中世城郭図鑑 西股 総生　ほか 戎光祥出版 K213.7

西さがみ庶民史録 22 （「小田原城を買いとった男」を掲載） 西さがみ庶民史録の会 K213.7

小田原城主　大久保忠世・忠隣 三津木　國輝 名著出版 Ｋ289.1オオク

新・日本名城100選 西ケ谷 恭弘/編著 秋田書店 291

関東の城址を歩く 西野 博道 さきたま出版会 K291.3

東海道の城を歩く 泉 秀樹 立風書房 K291.5

小田原城とその城下 小田原市教育委員会/編 小田原市教育委員会 K521.8

小田原城とその周辺 日本城郭協会/編 国書刊行会 K521.8

かながわの城 三津木 国輝 神奈川新聞社 K521.8

城と城下町 藤岡 通夫 中央公論美術出版 521.8

図説日本の名城 平井 聖　ほか/編 河出書房新社 521.8

天守再現 名城のシンボルを読む 新人物往来社 521.8

日本城郭大系 ６〈千葉・神奈川〉 児玉 幸多/監修 新人物往来社 K521.8

日本の古城・名城100話 鈴木 亨 立風書房 521.8

日本の城郭 築城者の野望 西野 博道 柏書房 521.8

日本の城　原風景 森山　英一 新人物往来社 K521.8

日本の城と城下町 新谷 洋二 同成社 521.8

日本の名城　知識と鑑賞の旅 井上 宗和 雄山閣出版 521.8

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 521.8

ビジュアル・ワイド日本の城 小和田 哲男/監修 小学館 521.8
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5/1、天守閣がリニューアルオープンです。

新しい小田原城を楽しんでいただけるよう小田原城や北条氏にちなんだ本を集めました。

日本１００名城２３番、城跡は国の史跡に指定されている小田原城へ行ってみませんか。

民政に長け善政を敷いた北条氏康と、戦国

の世にあって家督争いもなく本家を支えた

その子供たち。氏政をはじめとする兄弟だ

けだなく、姉妹たちの生涯や小田原城をは

じめとする各々の居城についても述べられ

ています。

2013年に開催された特別展「よみがえる小田

原城 史跡整備30年の歩み」の展示図録です。

これまでの整備により江戸時代の大手登城

ルートの歴史的景観がよみがえりました。史

跡整備の歴史や復元の根拠を発掘調査の出土

品など図版を多用して解説しています。

5/1天守閣リニューアルオープン

『北条氏康の子供たち』
黒田 基樹・浅倉 直美/編

宮帯出版社

『よみがえる小田原城』
諏訪間 順/編

小田原城天守閣
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品など図版を多用して解説しています。

よみがえる小田原城　史跡整備30年の歩み 諏訪間  順/編 小田原城天守閣 K521.8

よみがえる日本の城 学習研究社 K521.8

わたしの城下町　天守閣からみえる戦後の日本 木下 直之 筑摩書房 521.8

北条一族について

ススメ！小田原北条氏 馬の博物館/編 馬事文化財団 K069.9

小田原北条記　上・下 江西 逸志子 教育社 K210.4

乾坤一擲 津本 陽 総合法令出版 210.4

戦国時代 榎本 秋 新星出版社 210.4

戦国時代の終焉　「北条の夢」と秀吉の天下統一 齋藤 慎一 中央公論新社 K210.4

戦国大名の遺宝 五味 文彦/監修 山川出版社 210.4

相模武士秘録　頼朝旗揚げから後北条落日まで 小田 淳 叢文社 K213.7

戦国名将・人物を知る事典 山本 七平・永畑 恭典/監修 有精堂出版 281

戦国大名北条氏とその文書　 神奈川県立歴史博物館/編 神奈川県立歴史博物館 K288.2

真説「戦国北条五代」 早雲と一族、百年の興亡 学習研究社 K288.3

戦国の魁 早雲と北条一族 新人物往来社 K288.3

戦国北条氏五代の盛衰 下山 治久 東京堂出版 K288.3

北条氏康の子供たち 黒田 基樹・浅倉 直美/編 宮帯出版社 K288.3

北条五代戦記　戦国到来を告げる漢・早雲と後継者たちの興亡百年史 晋遊舎 288.3

北条氏年表　宗瑞 氏綱 氏康 氏政 氏直 黒田 基樹/編 高志書院 K288.3

北条早雲とその一族 黒田 基樹 新人物往来社 K289.1ホウジ

北条氏康と東国の戦国世界 山口 博 夢工房 K289.1ホウジ

北条綱成 関東北条氏最強の猛将 江宮 隆之 PHP研究所 K913.6エミヤ

早雲の軍配者 富樫 倫太郎 中央公論新社 913.6トガシ

北条早雲　1～3 富樫 倫太郎 中央公論新社 913.6トガシ

戦国時代の魁 北条早雲 前田 德男 郁朋社 K913.6マエダ

小田原物語　後北条始末記異聞 よしもと たかこ ブイツーソリューション K913.6ヨシモ

小田原合戦について

小田原合戦特別展 小田原合戦特別展企画実行部会/編 小田原合戦特別展企画実行部会 Ｋ069.9

敗者の日本史 10　小田原合戦と北条氏 黒田 基樹 吉川弘文館 K210.1

小田原合戦 豊臣秀吉の天下統一 下山 治久 角川書店 Ｋ210.4

図説・戦国合戦集 歴史群像編集部/編 学研パブリッシング 210.4

戦国　関東三国志　上杉謙信、武田信玄、北条氏康の激闘 学習研究社 Ｋ210.4

戦国１０大合戦の謎 小和田　哲男 ＰＨＰ研究所 210.4

CG日本史シリーズ 6　戦国大攻城戦 双葉社 210.4

歴史を変えた武将の決断 祥伝社 210.4

西さがみ庶民史録 44 （「小田原合戦と徳川家康」を掲載） 西さがみ庶民史録の会 Ｋ213.7

高瀬伝・土の城　戦国の世を終わらせた男 東栄 義彦 郁朋社 913.6トウエ

世渡る橋 小田原合戦秘抄 三宅 孝太郎 学陽書房 913.6ミヤケ

お城を楽しもう

戦国の城 目で見る築城と戦略の全貌　総説編 西ケ谷 恭弘 学習研究社 210.4

ドキュメント戦国の城 藤井 尚夫 河出書房新社 210.4

江戸城のトイレ、将軍のおまる 小川 恭一 講談社 210.5

廃城をゆく　1・2 イカロス出版 291

江戸城のインテリア 小粥 祐子 河出書房新社 521.8

お城へ行こう!　　（岩波ジュニア新書） 萩原 さちこ 岩波書店 YA Ｓ521.8

これだけは知っておきたい国宝・重文の名城 村田 修三/監修 小学館 521.8

城郭研究最前線 ここまで見えた城の実像 新人物往来社 521.8

城歩きハンドブック 新人物往来社 521.8

城の鑑賞基礎知識 三浦 正幸 至文堂 521.8

城の見方　歴史がわかる、腑に落ちる 佐藤 俊一/編 小学館 521.8

図説江戸三百藩「城と陣屋」総覧 東国編・西国編 三浦 正幸/.監修 学習研究社 521.8

世界遺産姫路城を鉄骨でつつむ。 文藝春秋/編 文藝春秋 521.8

日本の城　城めぐりの楽しさが100倍に! 中井　均/.監修 日本実業出版社 521.8

日本の名城解剖図鑑 米澤 貴紀 エクスナレッジ 521.8

日本100名城公式ガイドブック 日本城郭協会/監修 学習研究社 521.8

名城発見 戦国武将たちの知られざる城盗り物語 井沢 元彦 ベストセラーズ 521.8

家康、江戸を建てる 門井 慶喜 祥伝社 913.6カドイ

Ｋ…郷土　ＹＡ…ヤングアダルト　S…新書　　

☆

☆

（請求記号欄の☆は、写真つきでご紹介した資料です）


