
調べ方の道案内（パスファインダー） 

千葉市中央図書館 

平成 28年 2月作成 

1 

 

 

江戸時代について調べる 
 

時代小説や映画、テレビドラマの舞台となることが多い江戸時代。作品に触れて江戸時代に興味を

持たれることもあるのではないでしょうか。調べ方の道案内では、親しみやすい資料を用いて江戸時

代について調べる方法をご紹介します。 

 

目 次 

1 キーワード 
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１.キーワード 

 あるテーマについての情報を探すときに使うと幅広く情報を得られます。 

「徳川幕府」、「江戸幕府」、「徳川家」、「幕末」、「元禄」、「文化・文政」、「江戸時代」などのキーワー

ドが考えられます。そのほか「徳川家康」などの人物名、「鎖国」などの政策名から調べることもできま

す。（「3.図書を探す」参照） 

 

 

２.事典・辞書で調べる 

 

 

○江戸時代の概略 

ビジュアル・ワイド江戸時代館 第 2版 

小学館／発行、2013.7、210.5、タイトルコード：1000800960580 

多数のカラー図版が収載。1 項目が見開き 2 ページで構成されており、読みやすい資料です。「郷土

の江戸時代史」、「人物事典」、「博物館案内」、「データファイル」など、資料ページが充実していま

す。 

江戸時代 265 年ニュース事典 

山本 博文／監修、柏書房、2012.9、210.5、タイトルコード：1000800833982 

1 年ごとが「政治・経済」「文化・思想」「事件・災害」「社会・世相」の 4 つのテーマに分けて解説

され、江戸時代の 265 年がコンパクトにまとまっています。参考文献の一覧があります。 

 

○藩制・藩政・幕藩体制・大名 

藩史大事典 第 1 巻 北海道・東北編 

木村 礎／[ほか]編 、雄山閣出版、1988.10、210.5、タイトルコード：1000610018331 

索引を含め８巻から成る事典です。大部なので一見とりつきにくいようですが、各藩の概要、藩主

の系図、江戸屋敷の所在地等々が簡潔にまとめられており、読みやすく使い勝手の良い資料です。 

記
載
例 

書名 

著者、出版社、出版年、分類、タイトルコード 

内容紹介 
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近世藩制・藩校大事典 

大石 学／編、吉川弘文館、2006.3、210.5、タイトルコード：1000010018401 

藩制の全体を概観する目的であれば、こちらの事典も便利です。 

  

○江戸幕府・徳川家 

徳川幕府事典  

竹内 誠／編、東京堂出版、2003.7、210.5、タイトルコード：1000310067028 

江戸幕府の基本的な事項を大名・家臣団、幕府政治、財政等の８分野に分け、具体例をあげて解説

しています。徳川幕府のデータ、江戸城図・御殿図、幕府の施設図、装束図などの付録が収録され

ています。 

江戸幕府大事典 

 大石 学／編、吉川弘文館、2009.12、210.5、タイトルコード：1000800453944 

江戸幕府の政治・制度の概論部分と、職制・江戸城・施設等の用語を解説した部分に分かれていま

す。役職存在期間一覧・幕府年中行事一覧・江戸城間取り図など大量の付録も収録されています。 

徳川歴代将軍事典 

 大石 学／編、吉川弘文館、2013.9、210.5、タイトルコード：1000800979194 

15 代の将軍ごとに家族、幕府情報、社会情報、関連人物、役職者一覧が収載されています。巻末に

は索引があり、検索がしやすくなっています。 

徳川「大奥」事典 

竹内 誠／編、東京堂出版、2015.1、210.5、タイトルコード：1000801189595 

江戸城の「大奥」及び大名家の「奥」についての事典です。徳川将軍妻妾一覧、子女一覧、徳川「大

奥」関係主要文献一覧等の付録が収載されています。 

 

○江戸の暮らし、民俗、風俗、文化 

絵でよむ江戸のくらし風俗大事典  

棚橋 正博／編著 、柏書房、2004.10、213.61、タイトルコード：1000410093367 

十八世紀末から十九世紀初頭における江戸庶民の生活を、黄表紙や絵本の挿絵を用いて再現した資

料です。 

図説江戸時代食生活事典 

日本風俗史学会／編、雄山閣出版、1996.11、383.81、タイトルコード：1000010478259 

第一部「食品」、第二部「料理」、第三部「設備・用具」の三部構成をとった事典です。部立てから

は想像しにくいですが、当時の料理書や農耕儀礼についても独立した項目が設けられており、江戸

時代の「食」に関わる事項を幅広く調べることができます。 

 

 

３.図書を探す 

１．本棚で探す 

図書館の本は本棚の左から右へ、上から下へ、1連ごとに本の背に貼ってある請求記号ラベルの順

に並んでいます。請求記号とは、本がどこにあるかを教えてくれる住所のようなものです。請求記

号の１段目（上段）を「分類記号」と呼び、本の主題を数字で表しています。分類は日本十進分類

表をもとにつけられています。 
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    ≪関連分野の分類記号≫ 210.5 （近世 1600－1868．江戸時代．幕藩体制） 

                210.52（江戸初期 1600-1079） 

                210.55（江戸中期 1709-1830） 

                210.58（江戸末期 1830-1868） 

                210.59（幕末の対外関係） 

 

２．館内の検索機や千葉市図書館のホームページから探す 

▦書名欄に「江戸時代」や「徳川幕府」などの関連キーワードを入力して検索する。 

複数のキーワードを組み合わせると、より精度の高い検索が可能になります。キーワード 

を２つ入力したいときは、著者名欄の右のｖをクリックして書名を選択し、２つ目のキー 

ワードを入力してください。 
 

▦書名または著者名欄の右のｖをクリックして件名または内容注記を選択し、キーワードを 

入力して検索する。 

 

▦ 分類記号欄に、「210.52」などの分類を入力して検索する。 

＊「210.5」の場合は分類だけを入力すると表示される資料の数が膨大になるので、書名や件名、

内容注記と掛け合せて検索するとよいでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○江戸時代の概略  

キーワード「江戸時代」で検索をするとこんな本が探せます。 

一目でわかる江戸時代 地図・グラフ・図解でみる 

竹内 誠／監修、小学館、2004.5、210.5、タイトルコード：1000410040729 

オールカラーの図版を用い、自然環境、生活、文化、経済など江戸時代の全体像が分かりやすく解

説されています。 

江戸時代 「原寸大」絵画史料で読み解く江戸時代 270 年史 

山本 博文／監修、小学館、2006.11、210.5、タイトルコード：1000610092055 

「絵画史料を用い、江戸時代を通史的に理解できるように書かれた資料です。巻末資料として度量

衡の換算、人物事典（生涯年表）があります。 

ヴィジュアル百科江戸事情（全 6 巻） 

NHK データ情報部／編、雄山閣出版、1991.11～1994.11、210.5 

豊富な図版によって江戸時代を視覚的に再現した資料です。巻頭にカラー図版、巻末には参考文献

が掲載されています。生活編、産業編 、政治社会編、文化編、建築編、服飾編の 6 巻構成になっ

ています。 

★★用語解説★★ 

件名とは？・・・・資料の主題（テーマ）を表すもので、書名とは関係なく、その主題に

沿った資料を探すことができます。 

内容注記とは？・・資料のデータとして特に注記のある項目や、著者紹介や内容紹介に含 

まれている言葉を検索することができます。 
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○藩制・藩政・幕藩体制・大名 

キーワード「藩制」、「藩政」、「幕藩体制」、「大名」で検索をするとこんな本が探せます。 

天保国郡全図でみる江戸諸国の名所旧跡案内 東日本編、西日本編  

人文社､2006.1、291.093、タイトルコード：1000510101480 

天保八年に出版された地図「国郡全図」を素材にした資料。各藩が廃藩置県に至るまでどのような

変遷をたどったかを示す図表などを収録しています。 

講座日本近世史 1 幕藩制国家の成立  

有斐閣、1981.8、210.5、タイトルコード：1000010659020 

そもそも「幕藩制」とはどのような概念で、歴史研究上どのような役割を果たしてきたかという観

点からまとめられた資料です。 

 

○江戸幕府・徳川家 

キーワード「江戸幕府」または「徳川家」で検索をするとこんな本が探せます。 

江戸幕府の政治と人物 同成社江戸時代史叢書 2 

村上 直／著、同成社、1997.4、210.5、タイトルコード：1000010505410 

江戸幕府の政治と政治を担った人物を将軍及び幕閣と地方行政の面から考察している資料です。 

徳川一族 時代を創った華麗なる血族 

清水 昇／著、新紀元社、2009.1、288.3、タイトルコード：1000800327512 

中世の松平一族から明治維新後の徳川家までの歴史が書かれています。資料編には徳川一族系図、

徳川一族官位家格一覧表、徳川一族関係名数表、全国東照宮一覧などが収録されています。 

 

○江戸の暮らし・民俗・風俗・文化 

「江戸」と「暮らし」、「民俗」、「風俗」、「文化」のキーワードを掛け合わせて検索をするとこんな本

が探せます。 

旧暦で読み解く江戸 二十四節気でわかる江戸の「なぜ?」 

双葉社、2013.12、386.1361、タイトルコード：1000801026631 

江戸時代の季節の行事について、浮世絵など多数の図版により視覚的に理解させてくれる資料です。 

事典江戸の暮らしの考古学 

古泉 弘／編、吉川弘文館、2013.12、213.61、タイトルコード：1000801016500 

建築物の遺跡から、包丁やすり鉢といった台所道具、将棋などの遊具まで、さまざまな出土品から

江戸時代の生活に迫る資料です。 

 

 

４．雑誌の記事を検索する 

１.千葉市図書館所蔵の雑誌の特集記事を調べる 

   館内の検索機や千葉市図書館のホームページで、雑誌の特集記事名から検索できます。 

   書名欄に関連キーワードを入力し、＜資料区分＞は「雑誌・新聞」にだけチェック☑を入れて 

検索します。  

 

□ 一般   □ 児童   □ 地域   □ 紙芝居   ☑ 雑誌・新聞  
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 ≪例えばこんな記事がさがせます≫ 

記事・論文名 雑誌名 発行年月日（号） 

鬼平と江戸の名奉行 歴史読本 2002年 10月号 

江戸の七不思議を歩く 歴史街道 2001年 10月号 

江戸の三大未解決事件 歴史街道 2006年 4月号 

Q&A江戸の長屋暮らし 歴史街道 2015年 6月号 

江戸のガーデニング 歴史と旅 2001年 3月号 

 

２．日本の雑誌記事や論文をさがす 

Cinii  Articles（http://ci.nii.ac.jp/） 

Cinii  Articlesは日本国内の論文や雑誌記事などを検索できるデータベースです。オープンア 

クセスの記事はインターネット上で読むことが可能です。 

 

≪たとえばこんな論文がさがせます≫ 

記事・論文名 著者名 雑誌名 巻号・発行年月日

等 

等 

木昆陽より徳川幕府への提出書物 : 『大

岡越前守忠相日記』より  

向井 晃 東海大学紀要 1992-03-30 

江戸時代における庶民のレクリエーショ

ン活動について : 相撲を中心にして 

浅井 修 

吉田 清 

体育學研究 13(5) (19690731) 

 

 

５．関連するＷＥＢサイトをみる 

１.国立国会図書館「電子展示会」  http://www.ndl.go.jp/jp/gallery/index.html 

国立国会図書館の豊富な所蔵資料をもとにした、ウェブサイトならではの楽しい仕掛けに満ちた

展示がご覧になれます。展示テーマは歴史に限らず様々ですが、例えば「錦絵で楽しむ江戸の名所」

という企画では、地図、絵師の名前などから縦横に江戸の名所を検索し、それを描いた錦絵を楽し

むことができます。 

 

２.東京都立図書館「江戸東京デジタルミュージアム」 

http://www.library.metro.tokyo.jp/Portals/0/edo/tokyo_library/index.html 

当時の江戸の生活を浮世絵・錦絵とそこに記された簡潔な説明で楽しむことができます。「歌舞伎」

「ファッション」「学問」等々のテーマごとに配置された資料によって、居ながらにして美術館、博

物館を訪れているような感覚を味わうことができます。 


