


　佐倉城は、400 年くらい前に江戸の東を守る城
として土井利勝によってつくられました。佐倉城
の城主は、江戸幕府の重要な役職をつとめた人物
が多く、政治と軍事の面で江戸を支えました。
　そして、お城をつくるのにあわせて、町や街道
が整備されて、城下町が発展していきました。佐
倉はいまでもむかしながらの町並みや祭りが残っ
ている地域として知られています。
　さらに、江戸時代の終わり頃（170 年くらい前）、
佐倉の城主だった堀田正睦は、ヨーロッパ、とく
にオランダの進んだ学問（蘭学）を積極的に取り
入れました。その結果、佐藤泰然によって順天堂
が開かれるなど、佐倉は蘭学の研究で全国に知ら
れるようになったのです。
　正睦をはじめ、歴代の城主の中でも堀田家は長
く佐倉を治めた大名家です。正睦の子どもで最後
の城主となった正倫は、明治時代になった後も、
佐倉のために尽力し地域の人々の親しまれました。
　こうした地域の歴史や文化を今に伝えてくれる
場所や建物、資料などを「文化財」と呼びます。
現在の佐倉も城下町の歴史・文化を知ることがで
きる文化財が多く残っています。
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城下町佐倉見どころマップ

地域の象徴であった大名家・堀田家
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江戸の趣きを感じる町並み・文化
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政治・軍事の面で江戸を支えた佐倉
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蘭学の先進地であった佐倉
らんがく　　  せんしん ち　　　　　　　　　   さくら

　日本 100 名城の一つにもなって
います。城跡内には、国立歴史民
俗博物館もあり、日本の歴史や文
化を見て学ぶことができます。

佐倉城跡
さくらじょうあと

武家屋敷
ぶ   け    や しき

　お城がつくられると、武士がく
らす屋敷もつくられました。３つ
の武家屋敷が公開され、当時のく
らしを感じることができます。
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城下町の町並み
じょうかまち

　今もむかしながらの道すじが残
る町並みが見られます。古い商家
の旧平井家住宅など歴史ある建物
が残っています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　みち                  のこ

              　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しょうか

　 きゅうひらいけじゅうたく           れきし　　　   たてもの

麻賀多神社
ま   か   た  じんじゃ

　城主や武士、町の人々などから
広く信仰を集めた神社です。現在
の本殿は、堀田正睦によってつく
られました。
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佐倉順天堂記念館
さくらじゅんてんどうきねんかん

　江戸から佐倉に移住した蘭医学
者・佐藤泰然によって開かれまし
た。今は、記念館として医学の歴
史を伝える資料を展示しています。
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鹿山文庫関係資料
ろくざんぶんこかんけいしりょう

　日本ではじめてのオランダ語辞
典をはじめとする貴重な資料群で
す。佐倉高校の地域交流施設で公
開されています ( 土日・祝日のみ）。
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旧堀田邸
きゅうほったてい

　最後の佐倉藩主である堀田正倫
の邸宅と庭園です。正倫はここに
移り住み、佐倉のために力をつく
しました。
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堀田家墓所
ほった   け   ぼしょ

　甚大寺にある堀田家の墓所です。
正睦や正倫など堀田家の人々のお
墓があり、現在も地域の人々に親
しまれています。
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【城下町佐倉を知る４つのポイント】

凡例
文化施設、史跡など

学校、公共施設など
公衆トイレ
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【町のなりたちに大きくかかわった人物】
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