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復元CG日本の城 三浦正幸 監修 山川出版社 2019.1 KA372-M5

復元CG日本の城 2 三浦正幸 監修 山川出版社 2019.11 KA372-M37

日本の城 : ワイド&パノラマ鳥瞰・復元イラスト 香川元太郎 イラスト 学研プラス 2018.7 KA16-L302

絵解きでわかる日本の城 山田雅夫 著 日東書院本社 2017.12 KA372-L169

日本の名城地図帳 名城研究会 著 電波社 2017.3 GB645-L302

ビジュアル日本の城1000城 決定版 有沢重雄, 加唐亜紀 著 西東社 2013.7 KA372-L17

近世城郭の謎を解く 城郭史料研究会 編 戎光祥出版 2019.5 KA372-M16

姫路城を歩く : 世界遺産・国宝 中川秀昭 著
神戸新聞総合出版セ
ンター

2017.10 KA372-L187

土佐の山城 : 山城50選と発掘された23城跡 松田直則 編 ハーベスト出版 2019.12 GC256-M8

カラー図解城の攻め方・つくり方
中井均 監修 , かみゆ歴史編集部 
編著

宝島社 2017.6 KA372-L149

城のつくり方図典 改訂新版 三浦正幸 著 小学館 2016.3 KA372-L95

1からわかる日本の城 西股総生 著 JBpress 2020.11 KA372-M82

よくわかる日本の城 : 日本城郭検定公式参考書 加藤理文 著 , 小和田哲男 監修
ワン・パブリッシン
グ

2020.11 Y59-M142

世界でいちばん素敵なお城の教室
加藤理文 監修 , ロム・インター
ナショナル 編集・文

三才ブックス 2020.3 KA372-M52

ハンドブック幕末日本の城
來本雅之 編著 , 小沢健志, 三浦
正幸 監修

山川出版社 2018.11 KA16-L320

石垣の名城完全ガイド 千田嘉博 編著 講談社 2018.8 KA372-L193

歴史REAL [vol.39] 洋泉社 2017.8 Y94-L39573

富原文庫蔵陸軍省城絵図 : 明治五年の全国城郭存廃
調査記録

戎光祥出版 2017.4 KA372-L142

日本の名城 五味文彦 監修 山川出版社 2016.10 KA372-L116

もっと知りたい日本100名城 : 歴史と人で「城」を
解き明かす 古代・中世の城編

日本城郭協会 監修 学研パブリッシング 2014.5 KA372-L43

お城のすべて : より深くより楽しく : 天守から石
垣、縄張、名城の見所まで全部丸わかり

三浦正幸 監修
ワン・パブリッシン
グ

2020.12 KA372-M90

古写真で見る幕末の城 來本雅之 編著 , 三浦正幸 監修 山川出版社 2020.5 KA16-M48

明智光秀を破った「丹波の赤鬼」 : 荻野直正と城郭 高橋成計 著
神戸新聞総合出版セ
ンター

2020.2 KA372-M81

近畿の城郭 : 文献・考古・縄張りから探る 中井均 監修 , 城郭談話会 編 戎光祥出版 2019.12 GC143-M12

すぐわかる日本の城 : 歴史・建築・土木・城下町
広島大学文化財学研究室 編 , 三
浦正幸 監修

東京美術 2009.10 KA372-J60

幕末の城 : 近世の沿岸警備と幕末期城郭 九州歴史資料館 編 九州歴史資料館 2018.6 GC261-M7

ハンドブック日本の城 中井均 著 山川出版社 2016.6 KA372-L107

国別城郭・陣屋・要害・台場事典 西ヶ谷恭弘 編 東京堂出版 2002.7 KA2-G24

完本〈決定版〉図説江戸三百藩「城と陣屋」総覧 三浦正幸 監修 学研パブリッシング 2013.9 KA372-L23
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日本の山城を歩く : 隠れた名城
小和田哲男 監修 , かみゆ歴史編
集部 編

山川出版社 2020.6 GB211-M35

大阪府中世城館事典 中西裕樹 著 戎光祥出版 2015.8 GC161-L35

〈図解〉近畿の城郭 1 中井均 監修 , 城郭談話会 編 戎光祥出版 2014.8 GB8-L19

〈図解〉近畿の城郭 2 中井均 監修 , 城郭談話会 編 戎光祥出版 2015.4 GB8-L22

〈図解〉近畿の城郭 3 中井均 監修 , 城郭談話会 編 戎光祥出版 2016.3 GB8-L32

〈図解〉近畿の城郭 4 中井均 監修 , 城郭談話会 編 戎光祥出版 2017.8 GB8-L57

〈図解〉近畿の城郭 5 第2版 中井均 監修 , 城郭談話会 編 戎光祥出版 2018.9 GB8-L71

東北の名城を歩く 北東北編 飯村均, 室野秀文 編 吉川弘文館 2017.11 GC11-L95

東北の名城を歩く 南東北編 飯村均, 室野秀文 編 吉川弘文館 2017.9 GC11-L90

関東の名城を歩く 北関東編 (茨城・栃木・群馬) 峰岸純夫, 齋藤慎一 編 吉川弘文館 2011.6 GC41-J45

関東の名城を歩く 南関東編(埼玉・千葉・東京・神
奈川)

峰岸純夫, 齋藤慎一 編 吉川弘文館 2011.8 GC41-J48

甲信越の名城を歩く 新潟編 福原圭一, 水澤幸一 編 吉川弘文館 2016.3 GC81-L14

甲信越の名城を歩く 長野編 中澤克昭, 河西克造 編 吉川弘文館 2018.1 GC81-L27

甲信越の名城を歩く 山梨編 山下孝司, 平山優 編 吉川弘文館 2016.10 GC81-L20

東海の名城を歩く 静岡編 中井均, 加藤理文 編 吉川弘文館 2020.8 GC137-M11

東海の名城を歩く 岐阜編 中井均, 内堀信雄 編 吉川弘文館 2019.12 GC137-M7

東海の名城を歩く 愛知・三重編 中井均, 鈴木正貴, 竹田憲治 編 吉川弘文館 2020.3 GC137-M9

近畿の名城を歩く 滋賀・京都・奈良編 仁木宏, 福島克彦 編 吉川弘文館 2015.6 GC143-L19

近畿の名城を歩く 大阪・兵庫・和歌山編 仁木宏, 福島克彦 編 吉川弘文館 2015.3 GC143-L18

愛知の山城ベスト50を歩く 愛知中世城郭研究会, 中井均 編 サンライズ出版 2010.9 Y77-J5798

岐阜の山城ベスト50を歩く 三宅唯美, 中井均 編 サンライズ出版 2010.3 Y77-J4951

長野の山城ベスト50を歩く 河西克造, 三島正之, 中井均 編 サンライズ出版 2013.4 Y77-L724

静岡の山城ベスト50を歩く 加藤理文, 中井均 編 サンライズ出版 2009.10 Y77-J3786

近江の山城ベスト50を歩く 中井均 編 サンライズ出版 2006.10 GC149-H48

三重の山城ベスト50を歩く 福井健二, 竹田憲治, 中井均 編 サンライズ出版 2012.9 Y77-J9302

日本の城 第1集 (北海道・東北編) 赤津進 編 [赤津進] 2008.7 KA372-J27

日本の城 第2集 (関東編) 赤津進 編 [赤津進] 2008.7 KA372-J28

日本の城 第3集 (北陸・甲信越・東海編) 赤津進 編 [赤津進] 2008.7 KA372-J29

日本の城 第4集 (近畿編) 赤津進 編 [赤津進] 2008.7 KA372-J30

日本の城 第5集 (中国・四国編) 赤津進 編 [赤津進] 2008.7 KA372-J31

日本の城 第6集 (九州・沖縄編) 赤津進 編 [赤津進] 2008.7 KA372-J32

図説日本城郭大事典 1 平井聖 監修 日本図書センター 2000.2 KA372-G53

図説日本城郭大事典 2 平井聖 監修 日本図書センター 2000.2 KA372-G53

図説日本城郭大事典 3 平井聖 監修 日本図書センター 2000.2 KA372-G53

全国御城印大図鑑 攻城団 著 宝島社 2020.9 KA372-M78

東日本御城印徹底ガイド 小和田哲男 監修
メイツユニバーサル
コンテンツ

2020.3 Y77-M1657

西日本御城印徹底ガイド 小和田哲男 監修
メイツユニバーサル
コンテンツ

2020.3 Y77-M1658
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