
網掛けの資料は、当博物館に所蔵の無い資料です。
「所蔵している場所」の欄では、当館で所蔵している資料は排架場所・請求記号・資料コードを記載し、当館以外の所蔵館は紹介していません。
当館に所蔵の無い資料は、所蔵している館を県内（多数の場合は近隣）を優先的に記載しました。館名の末尾に「＊」が付いている館では貸出が可能です。
国立国会図書館デジタルコレクションは、県立図書館、横浜市立のすべての図書館など、図書館送信参加館で閲覧できます。

【単行本】

排架場所 請求記号 資料コード

9 富士山、大噴火 （週刊 江戸 Ｎｏ.39）
デアゴスティーニ・ジャ
パン

2010.10 第２書庫 雑/210.5/ ｼ －

【自治体史】

排架場所 請求記号 資料コード

1 小田原市史　史料編　近世２ 小田原市／編 小田原市 1989.3 第２書庫 213.7/ｵ/1-2-2 200034429

2 小田原市史　通史編　近世 小田原市／編 小田原市 1999.3 第２書庫 213.7/ｵ/2-2 200034486

3 山北町史　　史料編　近世 山北町／編 山北町 2003.3 第２書庫 213.7/ﾔ/2-2 100023050

4 山北町史　　通史編 山北町／編 山北町 2006.3 第２書庫 213.7/ﾔ/1 100034727

5 平塚市史　資料編　近世２、３ 平塚市／編 平塚市
1983.4
1984.4

第２書庫
213.7/ﾋ/3
213.7/ﾋ/4

200038040
200038065

6 南足柄市史　資料編　近世１ 南足柄市／編 南足柄市 1988.3 第２書庫 213.7/ﾐ/2 100079060

7 藤沢市史　第２巻 資料集〔近世編〕 藤沢市史編さん委員会／編 藤沢市役所 1973.3 第２書庫 213.7/ﾌ/2 200038321

8 伊勢原市史　資料編　近世１、２ 伊勢原市史編集委員会／編 伊勢原市
1992.3
1996.3

第２書庫
213.7/ｲ/1-2-1
213.7/ｲ/1-2-2

200033876
200033884

9 厚木市史　近世資料編２　村落１
厚木市秘書部市史編さん室
／編

厚木市 1993.3 第２書庫 213.7/ｱ/1-4-2 200033496

10 厚木市史　近世資料編４　村落２
厚木市教育委員会教育総務
部文化財課市史編さん係／
編

厚木市 2007.3 第２書庫 213.7/ｱ/1-4-4 100036938

11 秦野市史　第２巻　近世史料１ 秦野市史編さん委員会／編 秦野市 1982.3 第２書庫 213.7/ﾊ/1-2 200037828

12 神奈川県史　資料編６　近世３
神奈川県企画調査部県史編
集室／編

神奈川県 1973.3 ライブラリー 213.7/ｶ/1-6 200093755

1 富士山宝永大爆発（読みなおす日本史） 永原慶二／著 吉川弘文館 2015.9
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No. タイトル 編著者 出版者
所蔵している場所

出版年

横浜市（神奈川・旭・緑）図書館＊
川崎市立中原図書館＊
その他多数の公共図書館

小田原市立図書館＊
相模原市（市立・相模大野・橋本）図書館＊
その他の公共図書館

2 地震と噴火の日本史（岩波新書） 伊藤和明／著 岩波書店 2002.8

3 活火山冨士（中公新書ラクレ）
読売新聞特別取材班・小山
真人　他／著

中央公論新社 2003.8

県立図書館＊　県立川崎図書館＊

伊勢原市立図書館＊

横浜市（中央・鶴見・南・保土谷・磯子・金沢・港
北・緑・都筑・戸塚・栄・瀬谷）図書館＊
その他多数の公共図書館

4 富士山の噴火 －万葉集から現代まで－ つじ よしのぶ／著 築地書館 1992.4

横浜市（中央・金沢・瀬谷）図書館＊

その他多数の公共図書館

○改訂版『富士山噴火の歴史』（2013年）

県立川崎図書館＊
横浜市（中央・中・南・港南・保土谷・磯子・港北・
都筑・栄・泉）図書館＊

県立川崎図書館＊

その他の公共図書館
7 富士山大噴火 － 正しく恐れよ！ 藤井敏嗣／著 徳間書店 2015.12

川崎市立幸図書館＊

その他多数の公共図書館

6 もし富士山が噴火したら
鎌田浩毅／著
高世えり子／著

東洋経済新聞社 2012.1 川崎市立（幸・柿生）図書館*

その他多数の公共図書館

5 火山に強くなる本
火山防災用語研究会／編
下鶴大輔／監修

山と渓谷社 2003.7

横浜市（磯子・金沢・港北）図書館＊

横浜市都筑図書館＊

横浜市（中央・鶴見・中・港南）図書館＊

県立図書館＊　県立川崎図書館＊

出版年No. タイトル 編著者 出版者
所蔵している場所

その他多数の公共図書館
横浜市（中央・保土谷・旭・磯子）図書館＊8

地震考古学 － 遺跡が語る地震の歴史
（中公新書）

寒川旭／著 中央公論社 1992.10

https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0500298043&MENUNO=4
http://www.library.city.kawasaki.jp/clis/detail?NUM=002674413&CTG=1&RTN=01
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/odawara/webopac/searchdetail.do?biblioid=40039
https://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/toshow/asp/WwShousaiKen.aspx?FCode=1034914
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0001756119&MENUNO=4
https://www.lib-isehara.jp/WebOpac/webopac/searchdetail.do?biblioid=169359
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0202053135&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0202053135&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0190394624&MENUNO=4
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0004664524&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0500103237&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0500103237&MENUNO=4
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0000377396&MENUNO=4
http://www.library.city.kawasaki.jp/clis/detail?NUM=000223862&CTG=1&RTN=01
http://www.library.city.kawasaki.jp/clis/detail?NUM=002238972&CTG=1&RTN=01
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0203047510&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0211091281&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0500332794&MENUNO=4
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0000408416&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0193006646&MENUNO=4


【論文】

排架場所 請求記号 資料コード

1
富士山宝永噴火災害における幕府の御救につ
いて － 神奈川県域所領入組み地域を中心に

古宮雅明
『大磯町史研究』第15
号／大磯町

2008.3 第２書庫 博物館刊行物 －

2 富士山宝永噴火被災地の川普請と幕府の対応 古宮雅明
『神奈川県立博物館研
究報告 人文科学』35号

2009.3 第２書庫 博物館刊行物 －

3 富士山宝永噴火を描いた絵図についての考察 古宮雅明
『神奈川県立博物館研
究報告 人文科学』39号

2013.3 第２書庫 博物館刊行物 －

【展覧会図録等】

排架場所 請求記号 資料コード

1
「ドキュメント災害史1703～2003－地震・噴火・
津波そして復興」展図録

国立歴史民俗博物館／編 国立歴史民俗博物館 2003.6 図録書庫 図録/35-ｺ/2003 600000459

2
富士がゆれた時―宝永の富士山噴火と安政大
地震―」展図録

富士市立博物館／編 富士市立博物館 [2000]

3 1707富士山宝永噴火報告 中央防災会議／編
中央防災会議災害教
訓の継承に関する専門
調査会

2006.3 第２書庫 369.31/ｾ 100037357

4 富士山大噴火 － 宝永の「砂降り」と神奈川 神奈川県立歴史博物館／編 神奈川県立歴史博物館 2006.10 ライブラリー 149/2006/ライブラリ 600069082

5 富士山 － その怒りと恵み
ミュージアムパーク茨城県自
然博物館／編

ミュージアムパーク茨城
県自然博物館

2003.10 東京国立博物館資料館

No. タイトル 執筆者 論文掲載誌／出版者 出版年
所蔵している場所

No. タイトル

国立国会図書館デジタルコレクション

出版年編著者 出版者
所蔵している場所

http://webopac.tnm.jp/detail?bbid=0000028041
http://doi.org/10.11501/9505055

