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久喜市下早見 85-5 Tel：0480-21-2659  
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埼玉と街道 

 

埼玉県立図書観 
ホームページ 

 

五街道として名高い中山道と日光道中、そしてこれら二つの街道を結んでいた日光御成道。 
かつてこの街道を通って埼玉県にも多くの旅人が往還し、宿場町をにぎわせていました。中山道上

には浦和宿や大宮宿、日光道中上には粕壁宿（現在の春日部）、日光御成道上には川口宿
と、現在においても活気溢れる埼玉の都市が並びます。 
今回の展示では、１１月に予定している文化講座との関連から、中山道を中心に埼玉の街道

に焦点を当ててみました。埼玉県に点在する中山道や日光道中の宿場町について書かれた資料、
中山道を題材として取り扱った文学作品や絵画、そしてそれぞれの街道を通って旅をした人の紀行
文（道中記）などをご紹介します。 
現在の主要交通路のもとになった江戸の五街道。これを機に中山道や日光道中の宿場町を訪

れ、歴史に思いを馳せてみてはいかがでしょう。 
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1 中山道いまむかし

書名 著（編）者 出版社 出版年月 請求記号

※歩いて旅する中山道
六十九次の宿場＆街道歩きを楽しむ

ウエスト・パブリッシ
ング／著 山と溪谷社 2014 〔熊〕S290.9/

ｱﾙ/

ウォークイン・中山道浦和宿
ふるさとガイドさいたま １

さいたま市立浦和
博物館／編

さいたま市立博物
館 2004 S291.1/ｳｵ/

ウォークイン・中山道大宮宿
ふるさとガイドさいたま ２

さいたま市立浦和
博物館／編

さいたま市立博物
館 2005 S291.1/ｳｵ/

絵で旅する五街道　２　中山道・甲州街道 秋山浩子／文
伊藤まさあき／絵 汐文社 2013 児384/ｴﾃ/

江戸の街道（みち）
絵図でたどる宿場と関所　にっぽん歴史街道
特別展

埼玉県立歴史と
民俗の博物館／
編

埼玉県立歴史と
民俗の博物館 2014 S682/ｴﾄ/

おけがわ散策ガイド
いらっしゃいませ中山道桶川宿 桶川市観光協会 2007 S291.96/ｵｹ/

おけがわ散策マップ
いらっしゃいませ中山道桶川宿 桶川市観光協会 2010 S291.96/ｵｹ/

忍の街道をゆく　中山道・館林道・日光脇往
還　テーマ展 第２５回

行田市郷土博物
館／編

行田市郷土博物
館 2015 S682.61/ｵｼ/

開設四百年中山道　武州往来 埼玉県立博物館
／編 埼玉県立博物館 2002 S682/ｶｲ/

※紀要　第６号 埼玉県立歴史と
民俗の博物館 2007 〔熊〕Z

くまがや古文書選　第２集 くまがや古文書学
習・研究会／編

くまがや古文書学
習・研究会 2000 S257/ｸﾏ/

高札　中山道熊谷宿 熊谷市立図書館 1992 S251/ｺ/

■リストは書名順で掲載しています。掲載資料は所蔵資料の一部です
■「請求記号」欄の表示は次のとおりです。
　　（ 〔熊〕の表記がない資料はすべて久喜図書館所蔵です）
　　　〔熊〕・・・熊谷図書館所蔵　　「児」・・・児童和書　　「Ｄ」・・・大型図書　　「B」・・・文庫本
　　　「Ｓ」・・・埼玉資料　　「Ｚ」・・・雑誌
　　　※のついているものは館内利用のみ
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考証中山道六十九次 戸羽山瀚／著 秋田書店 1975 S682/ｺ/

皇女和宮と中山道　特別展
降嫁１５０年記念

埼玉県立歴史と
民俗の博物館／
編

埼玉県立歴史と
民俗の博物館 2011 S682/ｺｳ/

鴻巣の文化財　第７号
中山道鴻巣宿と間の宿吹上

鴻巣市教育委員
会／編

鴻巣市教育委員
会 2007 S709.14/ｺｳ/

埼玉県立博物館紀要　１３ 埼玉県立博物館 1987 〔熊〕S069/ｻ/

埼玉県立博物館紀要　１６ 埼玉県立博物館 1990 〔熊〕S069/ｻ/

埼玉の文化財　第５４号
特集　埼玉の交通史

埼玉県文化財保
護協会／編

埼玉県文化財保
護協会 2014 S709/ｻｲ/

さんぽ・ｉｎおおみや　Ｎｏ．１０
中山道とむかしのみち

大宮市教育委員
会指導部文化財
課

1997 S291.3/ｻﾝ/

※誰でも歩ける中山道六十九次　上巻
（日本橋〜和田宿編） 日殿言成／著 文芸社 2006 〔熊〕S290.9/

ﾀﾚ/

※ちゃんと歩ける中山道六十九次　東
（江戸日本橋…藪原宿） 八木牧夫／著 山と溪谷社 2014 〔熊〕S290.9/

ﾁﾔ/

中山道浦和大宮宿文書
埼玉県史料集 第７集

埼玉県立浦和図
書館文書館／編

埼玉県立浦和図
書館 1975 S211/ﾅ/

中山道浦和宿 浦和市立郷土博
物館／編

浦和市立郷土資
料館 1999 S682.11/ﾅｶ/

中山道・浦和宿かわら版江戸・近世、浦和の
暮らし振り　浦和の歴史・文化シリーズ ４

浦和ガイド会／
編 浦和ガイド会 2010 S291.1/ﾅｶ/

中山道浦和宿を歩く
平成２１年１０月改訂

浦和区文化の小
径づくり推進委員
会／編

浦和区文化の小
径づくり推進委員
会

2009 S291.1/ﾅｶ/

中山道大宮宿　大宮雑誌帳 ９ 秋山喜久夫／著 丸岡書店 1977 〔熊〕S291.3/
ｵ/

中山道　街道開設四百年記念
板橋区立郷土資
料館／［ほか］
編

板橋区立郷土資
料館 2002 〔熊〕682.1/ﾅｶ

/

中山道熊谷駅定助郷古今趣旨書留
埼玉県史料集 第５集

埼玉県立浦和図
書館／編

埼玉県立浦和図
書館 1972 S251/ﾅ/

中山道熊谷宿助郷の展開と変容
埼玉県教育委員会長期研修教員報告 柏浦勝良／著 〔柏浦勝良〕 1984 S251/ﾅ/
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中山道最大の宿『本庄宿』の再発見 中山道街並み調
査班／〔編〕

埼玉県北部地域
振興センター本庄
事務所

2017 S682.51/ﾅｶ/

中山道と蕨宿 蕨市立歴史民俗
資料館 〔2002〕 S682.18/ﾅｶ/

中山道の民話 市川栄一／文 さきたま出版会 1997 S388/ﾅｶ/

中山道の脇往還藤岡道の再発見
再発見シリーズ 第２弾

藤岡道街並み調
査班／〔編〕

埼玉県北部地域
振興センター本庄
事務所

2017 S682.51/ﾅｶ/

中山道吹上間の宿 篠原斉四郎／著 篠原斉四郎 1997 S291.99/ﾅｶ/

中山道　昔と今　カラーブックス ５９９ 稲垣進一／著 保育社 1983
〔熊〕
B291.09/I52
/

中山道　歴史の道調査報告書 第５集 埼玉県立博物館
／編

埼玉県教育委員
会 1986 S682/ﾅ/

※中山道６９次を歩く
究極の歩き方１２０ 岸本豊／著 信濃毎日新聞社 2007 〔熊〕S290.9/

ﾅｶ/

※中山道浪漫の旅　東編 岸本豊／著 信濃毎日新聞社 2016 〔熊〕S290.9/
ﾅｶ/

中山道を歩く 児玉幸多／著 中央公論社 1986 S682/ﾅ/

中山道を行く　１ 荻野悌／著 文献出版 1987 S290.9/ﾅ/

中山道を行く　２ 荻野悌／著 文献出版 1987 S290.9/ﾅ/

※ぶらり中山道 松山達彦／著 松山達彦 1998 〔熊〕S290.9/
ﾌﾗ/

まちかど新風土記　中山道の巻 読売新聞社浦和
支局／編 信陽堂出版部 1977 S290.9/ﾏ/

ようこそ中山道・浦和宿へ
浦和の歴史・文化シリーズ １

浦和ガイド会／
編 浦和ガイド会 2010 S291.1/ﾖｳ/

※歴史の道調査報告書集成　１４
関東地方の歴史の道

服部英雄／編
磯村幸男／編 海路書院 2007 〔熊〕S682/ﾚｷ

/

2 文学に見る中山道
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書名 著（編）者 出版社 出版年月 請求記号

一路　上 浅田次郎／著 中央公論新社 2013 〔熊〕913/ｱｻ/

一路　下 浅田次郎／著 中央公論新社 2013 〔熊〕913/ｱｻ/

栗橋宿の俳諧と俳句 桐生清／著 もじずり叢書刊行
会 2006 S911.3/ｸﾘ/

古典俳文学大系　１５　一茶集 久松潜一／編集
井本農一／編集 集英社 1976 911.3/Ko93/

掌編埼玉文学散歩　さいたま豆本 ４ 榎本了／著 さいたま豆本の会 1977 S902/ｼ/

新埼玉文学散歩　下 榎本了／著 まつやま書房 1981 S902/ｼ/

草加と松尾芭蕉　『おくのほそ道』ミステリー 草加市／編
太田勝／まんが 〔草加市〕 2012 S915/ｿｳ/

芭蕉句碑を歩く
埼玉の１０４基　さきたま双書 小林甲子男／著 さきたま出版会 1983 S911.3/ﾊﾞ/

3　絵画に見る中山道

書名 著（編）者 出版社 出版年月 請求記号

浮世絵大系　１５（別巻・３）
木曾街道六十九次

座右宝刊行会／
編集制作 集英社 1976 D721.8/ｳ/

浮世絵に描かれた人・馬・旅風俗
東海道と木曾街道

橋本健一郎／編
著 神奈川新聞社 2001 〔熊〕384.37/ｳｷ/

※浮世絵に見る中山道
木曽街道六十九次のうち日本橋〜本庄

蕨市立歴史民俗
資料館 1990 〔熊〕S682/ﾜ/

浮世絵にみる中山道と熊谷直実展 立正大学教養部
／編 立正大学教養部 1986 〔熊〕S682/ｳ/

館所蔵浮世絵展
三代歌川豊国の木曽街道六十九駅　第１４回
特別展

蕨市立歴史民俗
資料館 1997 〔熊〕S682/ｶﾝ/

※世界名画全集　別巻
木曽海道六十九次 平凡社 1961 〔熊〕S685/ｾ/

※旅－馬と人
浮世絵にみる東海道と木曾街道の旅

馬事文化財団馬
の博物館／編 馬事文化財団 2000 〔熊〕S721/ﾀﾋ/
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中山道ウォーク＆スケッチ　画文集 伊藤毅／画・文 〔伊藤毅〕 2011 〔熊〕SA723.1/ﾅｶ/

中山道六十九次の旅
広重・英泉珠玉の名品による第１９回特別展図
録

大宮市立博物館
／編 大宮市立博物館 1995 S721/ﾋ/

広重・英泉の木曾街道六拾九次旅景色
天保国絵図で辿る　古地図ライブラリー ８ 堀晃明／著 人文社 2001 〔熊〕291.5/ﾋﾛ/

広重・英泉流木曽街道の歩き方 歌川広重／〔画〕
溪斎英泉／〔画〕 タルイピアセンター 2008 D721.8/ﾋﾛ/

広重の浮世絵風景画と景観デザイン 萩島哲／著
坂井猛／著 九州大学出版会 2004 518.8/ﾋﾛ/

広重風景版画展
東海道五拾三次と木曾街道六拾九次

平塚市美術館
／編 毎日新聞社 1999 D721.8/ﾋﾛ/

北斎と広重　第３　木曽街道六十九次
［北斎，広重／
画］
楢崎宗重／著

講談社 1964 〔熊〕BM721//

※枕旅木曽街道六十九次　前編
浮世絵グラフィック ４ 福田和彦／著 ベストセラーズ 1991 〔熊〕S682/ﾌ/

※枕旅木曽街道六十九次　後編
浮世絵グラフィック ５ 福田和彦／著 ベストセラーズ 1991 〔熊〕S682/ﾌ/

私の描いた中山道　大畑芳夫画文集 大畑芳夫／著 大畑芳夫 1998 〔熊〕S723/ﾜﾀ/

4　旅と街道

書名 著（編）者 出版社 出版年月 請求記号

お伊勢参り
江戸時代の庶民の旅　第１７回特別展

大宮市立博物館
／編 大宮市立博物館 1993 S682/ｵ/

大宮市立博物館研究紀要　第６号 大宮市立博物館 1994 〔熊〕S213/ｵ/

※木曽路紀行藤波の記
江戸開幕５０年中山道の旅 飯塚明／著 日本図書刊行会 1999 〔熊〕S290.9/

ｷｿ/

十返舎一九の坂東秩父埼玉道中記
新版絵草紙シリーズ ７ 鶴岡節雄／校注 千秋社 1983 S913.5/ｼﾞ/

※信濃紀行集　第１巻　木曽街道之記 十返舎一九／
［著］ 郷土出版社 1995 〔熊〕S915/ｼﾂ

/

巡歴中山道 中西慶爾／著 木耳社 1976 S290.9/ｼﾞ/

道中記集成　第１４巻 大空社 1996 〔熊〕
291.093/ﾄｳ/
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道中記集成　第１５巻 大空社 1996 〔熊〕
291.093/ﾄｳ/

戸田の渡しと旅日記 戸田市立郷土博
物館／編

戸田市立郷土博
物館 2002 S684/ﾄﾀ/

中山道道しるべの旅 稲神和子／著 柏書房 1982 〔熊〕BM291//

中山道民家の旅 吉田桂二／画文
木寺安彦／写真 東京堂出版 1989 521.8/ﾅ/

中山道物語　街道に暮らすさまざまな人たち
吉野ろまん新書 １２ 金子兜太／著 吉野教育図書 1981 S290.9/ﾅ/

※久右衛門の旅日記
東海道・中山道および日光街道 出田恒治／著 出田恒治 1988 〔熊〕S290.9/

ｲ/

5　日光道中/日光御成道と埼玉

書名 著（編）者 出版社 出版年月 請求記号

絵図・地図いろいろ　第１７回特別展 春日部市郷土資
料館／編

春日部市郷土資
料館 1998 S297.2/ｴｽ/

粕壁宿と日光道中
夏季展示（第３７回）　２

春日部市郷土資
料館／編

春日部市郷土
資料館 2008 S682.72/ｶｽ/

粕壁宿と日光道中
第３回特別展　展示図録

春日部市郷土
資料館 1991 S297.2/ｶ/

粕壁宿歴史探訪　宿場町ぶらりまち歩き かすかべ元気印の
会 〔2012〕 S297.2/ｶｽ/

近世交通の史的研究 丸山雍成／編 文献出版 1998 〔熊〕682.1/ｷﾝ
/

埼玉県立博物館紀要　１１ 埼玉県立博物館 1985 〔熊〕S069/ｻ/

埼玉ふるさと散歩
日光道・古利根流域編 秋葉一男／編 さきたま出版会 2001 S297/ｻｲ/

杉戸宿（すぎとじゅく）
日光街道宿場めぐりＭＡＰ 杉戸町観光協会 〔2014〕 S297.96/ｽｷ/

出羽奥州坂東日光道中日記
狭山古文書叢書 第１６集

狭山古文書勉強
会／編

狭山古文書勉強
会 1999 S228/ﾃﾜ/

日光御成道観光ルートマップ 川口市経済部産
業振興課 〔2016〕 S291.2/ﾆﾂ/

日光御成道大門宿
浦和歴史文化叢書 １１

浦和市郷土文化
会／編

浦和市郷土文化
会 1995 〔熊〕S682/ﾆ/

日光御成道鳩ヶ谷市宿本陣船戸家文書
船津喜助／〔ほ
か〕
編集校訂

船津喜助 1977 S218.4/ﾆ/

日光御成道
歴史の道調査報告書 第２集

埼玉県立博物館
／編

埼玉県教育委員
会 1984 S682/ﾆ/
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日光街道埼玉六宿四〇〇年の駅
宿場町まち歩きブック

コア／編集・デザイン
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