資料展示

上州の街道
期間：平成２３年１月２１日（金）～３月２７日(日)
会場：群馬県立図書館 ３階展示コーナー

群馬県立図書館では、県内の郷土資料の重点的な収集・保存・利用提供に努めており、
これら貴重な郷土資料の中から、年４回テーマを決めて、特色ある資料を幅広く紹介する
資料展示を行っています。
この資料展示では 、「上州の街道」と題し、中山道や三国街道、足尾銅山街道、日光例
幣使街道などの絵図や写真を中心に、街道に関する資料を紹介します。

【 展示資料について】
本展示は、関連の図書・雑誌等の一端を紹介するもので、全ての資料等を網羅的に紹介するもの
ではありません。ここに示した１０９点の資料は、所蔵資料の一部です。
展示資料は通常主に２階調査相談室の郷土資料コーナーにあり、いつでも閲覧できます。
複本がある場合には 、展示期間中でも貸出のできるものがあります 。
「 ※ 」記号の付いたものは 、
一冊のみ所蔵あるいは雑誌類のため、貸出できない資料です。
なお、展示されていない所蔵資料のことや展示資料の貸出等のご相談は、２階調査相談室で
受け付けておりますので、お申し付けください。

○歴史の道、上州の旧街道
群馬県は、古代より西日本と東日本の政治と文化を結ぶ交通の要衝にありました。古くは奈良時代の東
山道にまでさかのぼることができます。
その後、江戸時代には、中山道をはじめとする多くの街道や脇往還（おうかん）が縦横に発達し、江戸か
ら奥羽、北陸、越後、さらには上方へとたくさんの人や物が行き交い、街道沿いの宿場町は大変なにぎわい
を見せました。今も県内各地に風情ある面影を見ることができます。
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群馬県の歴史の道 群馬県歴史の道シリーズ(1) 群馬県教育委員会〔 199-〕
歴史の道調査報告書集成 11 関東地方の歴史の道 群馬県教育委員会／編 海路書院
交流の地域史 群馬の山・川・道 地方史研究協議会／編 雄山閣 2005
上州の旧街道いま・昔 山内種俊／著 山内種俊 1985
街道の日本史 16 両毛と上州諸街道 吉川弘文館 2002
目で見る上州の道 煥乎堂・企画室／編 煥乎堂 1983
関東の道路史 建設省関東地方建設局『関東の道路史』編集室／編 関東建設弘済会

2008

1998

○東山道

古代律令制における五畿七道の一つ
群馬県は上野国（かみつけのくに）と呼ばれ、東山道の国の一つとされていました。「東山道」とは行政区
画の名称であると同時に、畿内と東山道諸国の国府を結ぶ道の名称です。東山道は、近江国から美濃国
・信濃国・上野国・下野国を経て陸奥国に通じていました。
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東山道 歴史の道調査報告書 第 16 集 群馬県教育委員会文化財保護課／編 1983
完全踏査古代の道 畿内・東海道・東山道・北陸道 武部 健一／著 吉川弘文館 2004
古代のみち たんけん！東山道駅路 第 70 回企画展 群馬県立歴史博物館／編・発行

○鎌倉街道

御家人たちが鎌倉へ参じる交通路
鎌倉時代、幕府のある鎌倉と各地を結んだ街道を総称して「鎌倉街道」と呼んでいます。群馬にも、高
崎から藤岡を経て鎌倉へと結ぶ道が通っていました。新田義貞による鎌倉攻めの進路であったことでも有
名です。
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鎌倉街道 歴史の道調査報告書 第 17 集 群馬県教育委員会文化財保護課／編
鎌倉街道伝説 宮田 太郎／著 ネット武蔵野 2001

1983

○中山道

東海道に次ぐ重要な街道
江戸時代の五街道といえば、東海道、甲州街道、奥州街道、日光街道、そして中山道。日本では、東
海道に次いで重要な街道とされ、戦国末期には既にできあがっていたといわれています。群馬には、新町・
倉賀野・高崎・板鼻・安中・松井田・坂本の７つの宿があります。
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中山道分間延絵図 第 5 巻 高崎・板鼻・安中・松井田 東京美術 1979
中山道 群馬県歴史の道シリーズ(2) 群馬県教育委員会 〔 199-〕
図説中山道歴史散歩 宿駅制定 400 年記念保存版 新人物往来社 2001
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
街道の日本史 17 中山道 武州・西上州・東信州 山田忠雄／編 吉川弘文館 2001
中山道を歩く 児玉 幸多／著 中央公論社 1986
考証 中山道六十九次 戸羽山瀚／著 秋田書店 1975
中山道歴史散歩 宿場と旧道の面影をしのぶ 斎藤 利夫／著 有峰書店新社 1995
中山道名物今昔 サンライズ出版／編 サンライズ出版 1998
江戸時代 上州の図絵 あかぎ出版／編 あかぎ出版 1997
広重・英泉の木曾街道六拾九次旅景色 堀 晃明／著 人文社編集部／編 人文社 2001
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
北斎と広重 [葛飾 北斎／画] [安藤 広重／画] 楢崎 宗重／著 講談社 1964
上野七宿散策絵地図 新町宿から熊野神社まで ぐんま中山道街道ルネッサンス協議会 2001

○信州街道
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信州街道 群馬県歴史の道シリーズ(4) 群馬県教育委員会 〔 199-〕
信州街道 歴史の道調査報告書 第 5 集 群馬県教育委員会文化財保護課／編

○下仁田道
２９
３０
３１

1980

本庄宿から藤岡･甘楽を経て信州に入る脇往還

下仁田道 群馬県歴史の道シリーズ(3) 群馬県教育委員会 〔 199-〕
下仁田道 歴史の道調査報告書 第 10 集 群馬県教育委員会文化財保護課／編 1981
上州姫街道 本宿 本宿まちおこし推進協議会／〔編〕 本宿まちおこし推進協議会 [2005]

○十石街道
３２
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真田氏の上州進出路

信州佐久米の流通路

十石街道 群馬県歴史の道シリーズ(5) 群馬県教育委員会 〔 199-〕
十石街道 歴史の道調査報告書 第 12 集 群馬県教育委員会文化財保護課／編
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○三国街道

江戸と日本海を結ぶ最短の道
三国街道は高崎宿で中山道と分かれて、金古・渋川・金井・北牧・横堀・中山・塚原・布施
・須川・相俣・永井の11の宿を経て、上州と越後の国境にある三国峠を越える街道です。
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三国街道 群馬県歴史の道シリーズ(6) 群馬県教育委員会 〔 199-〕
三国街道を歩く 風ひかる道 上毛新聞社出版局／編 上毛新聞社出版局 1999
三国街道 相葉伸／編 みやま文庫 1968
新編みなかみ紀行 若山牧水／著 池内紀／編 岩波書店 2002
関東路 街道紀行第 2 巻 毎日新聞社／編 毎日新聞社 1991
三国峠を越えた旅人たち 五十嵐富夫／著 吾妻書館 1983
歴史の山みち 安川茂雄／著 実業之日本社 1968
上州路の埋もれた民俗 酒井正保／著 あさを社 1990
三国街道永井宿笛木家記録 続 明治二己巳年より明治九丙子年
〔笛木四郎右衛門／著 〕〔笛木米太郎／著〕蚋魚の会／編 蚋魚の会 2006

○佐渡奉行街道
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佐渡奉行が利用した道

佐渡奉行街道 群馬県歴史の道シリーズ(10) 群馬県教育委員会 〔 199-〕
佐渡奉行街道 歴史の道調査報告書 第 7 集 群馬県教育委員会文化財保護課／編

1981

○清水峠越往還
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上越を結ぶ最短道

清水峠越往還 群馬県歴史の道シリーズ(9) 群馬県教育委員会 〔 199-〕
清水峠越往還 歴史の道調査報告書 第 6 集 群馬県教育委員会文化財保護課／編

○沼田街道・沼田街道西通り
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沼田藩主の参勤交代道

沼田街道 群馬県歴史の道シリーズ(7) 群馬県教育委員会 〔 199-〕
沼田街道西通り 歴史の道調査報告書 第 19 集 群馬県教育委員会文化財保護課／編
白井城・白井宿 自然と歴史の里・子持村 子持村教育委員会 1988

○会津街道
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1981

2000

上州と会津を結ぶ唯一の道

会津街道 群馬県歴史の道シリーズ(8) 群馬県教育委員会 〔 199-〕
沼田・会津街道 歴史の道調査報告書 第 4 集 群馬県教育委員会文化財保護課／編
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○足尾銅山街道

幕府の御用銅を運ぶ
「あかがね街道」と呼ばれ、幕府の御用山であった足尾でとれた銅を利根川の河岸に運んだ
道。沢入・花輪・桐原・大原本町・平塚・亀岡に銅問屋が設けられました。また、日光東照宮
参拝や男体山登山にも使用され賑わいました。

５２
※５３
５４
５５
５６
※５７

足尾銅山街道 群馬県歴史の道シリーズ(11) 群馬県教育委員会 〔 199-〕
岡上景能とあかがね街道 第 34 回企画展 岩宿博物館／編 岩宿博物館
足尾銅山街道 歴史の道調査報告書 第 1 集 群馬県教育委員会文化財保護課／編 1979
銅街道 村のアルバム 第１集 勢多郡東村教育委員会／編 勢多郡東村教育委員会 1978
上州の諸街道 萩原進／〔ほか〕著 みやま文庫 1971
足尾通見取絵図 第 5 巻 大間々・桐生・小俣・足利 東京美術 1992

○日光例幣使街道

北関東の東西道として重要な街道
京都から日光へ、朝廷の奉幣使が通行した道です。倉賀野から玉村・五料・柴・木崎・太田
の５宿を経て下野に入り日光に至ります。
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日光例幣使街道 群馬県歴史の道シリーズ(12) 群馬県教育委員会 〔 199-〕
近世の街道 日光例幣使街道と日光脇往還 東毛歴史資料館／編 東毛歴史資料館 2004
日光例幣使街道 歴史の道調査報告書 第 2 集 群馬県教育委員会文化財保護課／編 1979
日光例幣使のみち 京都から日光へ 清水寥人／作 永岡利一／画 あさを社 1986
例幣使街道 相葉伸／編 みやま文庫 1968
街道ものがたり 三国街道 日光例幣使道 清水要次／著 郷土誌刊行会 1985
とちぎの歴史街道 みちの世界へ 栃木県立博物館／編 栃木県立博物館 2005
関東の道 関東歴史街道 関東地方建設局道路部／編 関東建設弘済会 1988
例幣使街道五料の関所と八幡宮 橋田友治／著 橋田友治 1969
例幣使街道 王村宿と柴・三宿 橋田友治／〔執筆〕 三共電器／編 三共電器 1969
日光例幣使道境町織間本陣 篠木弘明／著 群馬出版センター 1990

○日光脇往還
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館林城下町を南北に貫く

日光への脇街道 群馬県歴史の道シリーズ(15) 群馬県教育委員会 〔 199-〕
日光への脇往還 歴史の道調査報告書 第 14 集 群馬県教育委員会文化財保護課／編
館林道見取絵図 全 1 巻 〔東京美術／編〕 東京美術 1995

○古戸・桐生道
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1983

桐生織物や生活物資を江戸に運ぶ

古戸・桐生道 群馬県歴史の道シリーズ(14) 群馬県教育委員会 〔 199-〕
古戸・桐生道 歴史の道調査報告書 第 8 集 群馬県教育委員会文化財保護課／編

1981

○古河往還
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太田と茨城県古河を結ぶ道

古河往還 群馬県歴史の道シリーズ(13) 群馬県教育委員会 〔 199-〕
古河往還 歴史の道調査報告書 第 9 集 群馬県教育委員会文化財保護課／編

○宿場町のようす

1981

～宿場町の絵図や帳簿など～

※７６ 群馬町金古宿絵図写し 〔鈴木繁〕／写 〔出版者不明〕 〔 1953〕
※７７ 倉賀野宿伝馬屋敷沿革図 大山正／編 倉賀野雁会 1981
７８ 宿場の日本史 街道に生きる 宇佐美 ミサ子／著 吉川弘文館 2005
※７９ 〔安中宿関係資料〕[書写資料]〔 23〕慶応二寅年三月 一宮太々諸入用控帳〔安中〕安中連
〔慶応 2 年(1866)〕
※８０ 〔安中宿関係資料〕[書写資料]〔 22〕生糸七拾九梱種紙四箱仕入高当抜覚 慶応二年五月調
丑之年中御書送り分写し 〔製作地不明〕 〔製作者不明〕 〔慶応 4 年(1868)〕
※８１ 〔安中宿関係資料〕[書写資料]〔11〕明治三年 南京米請払調帳 田口五平／〔記述〕
〔製作地不明〕 〔田口五平〕 〔 1870〕
※８２ 諸国道中商人鑑 中仙道善光寺之部 竹野半兵衛／撰 壺井円水／撰 郷土出版社 1989

○上州街道を旅する

～街歩きのガイドブックなど～

８３ ぶらり中山道 訪ねてみよう宿場町 松山 達彦／著 松山達彦 1998
８４ 中山道 69 次を歩く 岸本 豊／著 信濃毎日新聞社 2001
８５ 武州路・上州路をゆく 日本橋～坂本宿 児玉幸多／監修 学研 2001
８６ 新・みなかみ紀行 旅行作家の会／編 現代旅行研究所 2009
８７ 上州路散歩 24 コース 群馬県歴史教育者協議会／編 山川出版社 2004
８８ 碓氷峠越え [ビデオ] 丸山雍成／指導 ＴＤＫコア株式会社／製作 ＴＤＫコア 1997
８９ 旅行用心集 八隅蘆庵／著 八坂書房 1972
９０ 街道てくてく旅｡中山道・甲州街道完全踏破 NHK ｢街道てくてく旅｣制作委員会 /著 講談社 2007
９１ 中山道 日本橋から中山道へ 1（週刊 日本の街道 第 3 巻 7 号通巻 90 号 ） 講談社 2004
９２ 群馬の峠 須田茂／著 みやま文庫 2005
９３ 峠幻視行 上州の峠で見たもの 吉永哲郎／著 上毛新聞社 2000
９４ 日光例幣使道 歩いて訪ねる『歴史のみち』 伊勢崎市 〔 2007〕
９５ 中山新田宿 群馬県吾妻郡高山村 高山村商工会／〔編〕 〔高山村商工会〕 〔2007〕
９６ 中山道 安中宿・板鼻宿てくてくＭＡＰ 安中市商工会サービス業部会／〔編〕 〔 2007〕
９７ 吾妻町の道祖神 ガイドマップ 吾妻町教育委員会事務局生涯学習課 〔 200-〕
９８ 上州路双体道祖神の旅 オギノ芳信／著 煥乎堂 1977
※９９ 碓氷関所跡 群馬県指定史跡 〔松井田町教育委員会／編〕 松井田町教育委員会 〔 2004〕
※１００ 中山道 江戸から京へ・姫街道 小泉澄男写真集 小泉澄男／著 日本カメラ社 1995
１０１ 上州路道祖神百選 日本石仏協会群馬県支部／編 あさを社 1984
１０２ 群馬の石仏 上州路をたずねて 森田隆平／著 椿書院 1977

○街道ものがたり
１０３
１０４
１０５
１０６
１０７
１０８
１０９

～上州の街道にまつわる民話や伝説など～

上州の街道 きりえ風土記 関口コオ／きりえ 丸山知良／文 上毛文化出版 1980
上州路のむかしばなし 酒井正保／編著 あさを社 1979
民話上州路の笑い話と怖い話 酒井正保／編 あさを社 1997
鉢の木のこころ 源左衛門八幡から常世神社へ 佐藤益朗／著 あさを社 2008
上州猿ケ京の民話 林愛也の語り 三国路紀行文学館／編 国土社 1988
三国路 新治村の民話 笛木大助／著 笛木大助 1997
三国峠の伝説 三国自然歩道を歩く人のために 笛木大助／編 笛木大助 1983
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