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【図書】

排架場所 請求記号 資料コード

1 横浜浮世絵 丹波恒夫 朝日新聞社 1962 近現資料室 721.8/ﾀ 200122760

2 神奈川県建築史図説 堀勇良 神奈川県建築士会 1962 第２書庫 521/ｶ 200123693

3 丹波コレクション目録 1～3 神奈川県立博物館／編 神奈川県立博物館
1969
1970

図書整理室 721.8/ｶ 100091883

200094167

200094175

5 集大成　横浜浮世絵 神奈川県立博物館／編 有隣堂 1979 ライブラリ 721.8/ｶ 200085298

6 原色浮世絵大百科事典　第2巻　浮世絵師
原色浮世絵大百科事典編集委
員会／編

大修館書店 1982 第１書庫 721.8/ｹﾞ/2 100088186

7
原色浮世絵大百科事典　第3巻
　 様式・彫摺・版元

原色浮世絵大百科事典編集委
員会／編

大修館書店 1982 第１書庫 721.8/ｹﾞ/3 100088194

8 角川日本地名大辞典　14　神奈川県
「角川日本地名大辞典」編纂委
員会／編

角川書店 1984 ライブラリ 291.03/ｶ/14 200123701

9 江戸東京学事典 小木新造[ほか]／編 三省堂 1987 第２書庫 213.6/ｴ 200045524

10 横浜絵地図 岩壁義光／編 有隣堂 1989 ライブラリ 291.37/ｲ 100003854

11 図説横浜の歴史　市政100周年・開港130周年
「図説・横浜の歴史」編集委員会
／編

横浜市市民局市民情報室広報
センター

1989 ライブラリ 213.7/ｽﾞ 200094860

12 増補改版　錦絵の改印の考証 石井研堂／著 芸艸堂 1994

13
横浜の本と文化
　－横浜市中央図書館開館記念誌－

横浜市中央図書館記念誌編集
委員会／編

横浜市中央図書館 1994 ライブラリ 023.13/ﾖ 200066223

16 横浜もののはじめ考（改訂版） 横浜開港資料館／編 横浜開港資料館 2000 ライブラリ
213.7/ﾖA
213.7/ﾖA/a

100013515
100015361

17 図説　横浜外国人居留地
横浜開港資料館, 横浜開港資料
普及協会／編

有隣堂 1998 ライブラリ 213.7/ﾖ 200079507

18
『日本の美術』第447号
　＜外国人建築家の系譜＞

－ 至文堂 2003 第２書庫 雑/705/ﾆ －

19
『日本の美術』第446号
　＜擬洋風建築＞

－ 至文堂 2003 第２書庫 雑/705/ﾆ －

20
文明開化期の横浜・東京
　－古写真でみる風景－

「図説・横浜の歴史」編集委員会
／編

有隣堂 2007 ライブラリ 213.7/ﾖ/a 100041912

21 開港150周年記念　横浜　歴史と文化
「図説・横浜の歴史」編集委員会
／編

有隣堂 2009
ライブラリ
第２書庫

213.7/ﾖ
213.7/ﾖ/a

100048230
100048248

22 芳年
月岡芳年／画　岩切友里子／
編著

平凡社 2014 ライブラリ 721.8/ｲ 100075944

【図録】

排架場所 請求記号 資料コード

1 横浜ステーション物語　そこは昔、海だった… 横浜市都市発展記念館／編 横浜市都市発展記念館 2008 図録書庫 図録/37-ﾖ/2008 600023436

No. タイトル 編著者 出版者 出版年
所蔵している場所

15 横浜の町名
横浜市市民局総務部住居表示
課／編

横浜市市民局総務部住居表示
課

1996

横浜市立図書館（全館） *

神奈川県立図書館

（注：当館は1982年版を所蔵）

横浜市中央図書館 *

14 新訂江戸名所図会 2 市古夏生, 鈴木健一／校訂 筑摩書房（ちくま学芸文庫） 1996
横浜市立図書館（9館） *

神奈川県立図書館

4 和漢三才図会 上・下
寺島良安　和漢三才図会編集
委員会／編

東京美術 1970

当館は1995年版を所蔵。下記は1995年版

ライブラリ 青/031.2/ﾃ/1・2

2019年度 特別展　【ハマの原点大公開　横浜浮世絵】　関連文献リスト
2019年4月27日

No. タイトル 編著者 出版者 出版年
所蔵している場所

https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0196073756&MENUNO=4
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0000592312&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0194070452&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0196059072&MENUNO=4
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0000594280&MENUNO=4


排架場所 請求記号 資料コード
No. タイトル 編著者 出版者 出版年

所蔵している場所

2 横浜浮世絵と空とぶ絵師 五雲亭貞秀 神奈川県立歴史博物館／編 神奈川県立歴史博物館 1997
ライブラリ
図録書庫

100/1997/ﾗｲﾌﾞﾗﾘ
図録/ｶ/1997

600068829
200193126

3
横浜浮世絵と近代日本
　―異国“横濱”を旅する―

神奈川県立歴史博物館／編 神奈川県立歴史博物館 1999
ライブラリ
図録書庫

106/1999/ﾗｲﾌﾞﾗﾘ
図録/ｶ/1999

600068852
200152171

4
福沢諭吉と神奈川
　―すべては横浜にはじまる―

慶應義塾 , 神奈川県立歴史博物
館／編

慶應義塾 , 神奈川県立歴史博物
館

2009
ライブラリ
図録書庫

168/2009/ﾗｲﾌﾞﾗﾘ
図録/ｶ/2009

600069199
600025936

5
横濱開港150周年記念　横浜浮世絵
　―近代日本をひらく―

川崎・砂子の里資料館, 神奈川新
聞社企画事業部／編

神奈川新聞社 2009 図録書庫 図録/37-ﾀ/2009 600025613

6
横浜開港150周年記念　横浜中華街150年
　―落地生根の歳月―

横浜開港資料館／編 横浜開港資料館 2009 図録書庫 図録/37-ﾖ/2009 600025944

7
「キングの塔」誕生！
　―神奈川県本庁舎とかながわの近代化遺産―

神奈川県立歴史博物館／編 神奈川県立歴史博物館 2013
ライブラリ
図録書庫

190/2013/ﾗｲﾌﾞﾗﾘ
図録/ｶ/2013

600069330
600040695

8
馬の博物館 春季特別展「根岸競馬場開設150周
年記念　ハイカラケイバを初めて候」

馬事文化財団／編 馬事文化財団 2016 図録書庫 図録/37-ｳ/2016 600054811

9 見世物大博覧会 国立民族学博物館／編 国立民族学博物館 2016 図録書庫 図録/35-ｺ/2017 600054746

論文タイトル
掲載資料タイトル 排架場所 請求記号 資料コード

「巨船グレート・イースタンの視像」

『視覚の一九世紀－人間・技術・文明－』
（京都大學人文科學研究所研究報告）

「開港期の横浜の出版物－瓦版から横浜絵へ－」

『ヨコハマ歴史大博覧会－開港から現在まで－』

「ワシントン豪傑物語」

『京都大学人文学報』 75

「横浜浮世絵奏楽図の史料的価値
　―出典調査に基づく批判的考察―」

「横浜絵にみる米国型と英国型蒸気機関車」

 『帝京平成大学紀要』第21巻第1号
5 羽田壽夫 帝京平成大学 2010

神奈川県立川崎図書館

横浜市立大学学術情報センター

4 笠原潔 放送大学 2001

横浜市立大学学術情報センター

『放送大学研究年報』　第18号
独立行政法人国立特別支援教育総合研究所

国立国会図書館東京本館

200158343

3 平田由美 京都大学人文科学研究所 1995
※京都大学学術情報リポジトリで公開

国立国会図書館東京本館

2 石井光太郎
横浜高島屋ギャラリー, 神奈川
新聞社

1989 図録書庫 図録/37-ﾀ/1989

1 松田清 思文閣 1992

横浜市中央図書館 *

神奈川県立図書館 *

【論文】

No. 論文執筆者 掲載資料出版者 出版年
所蔵している場所

11 HOKUSAI　北斎－富士を超えて－
あべのハルカス美術館, NHK大
阪放送局, NHKプラネット近畿,
朝日新聞社／編

あべのハルカス美術館, NHK大
阪放送局, NHKプラネット近畿,
朝日新聞社

2017
東京国立博物館

国立国会図書館東京本館

10 長崎版画と異国の面影 植松有希, 印田由貴子／編
板橋区立美術館, 読売新聞社, 美
術館連絡協議会

2017

国立新美術館

東京国立博物館

東京都立中央図書館

http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=ZASSHI&SSNO=1-0000144552&MENUNO=4
http://opac.yokohama-cu.ac.jp/opac/book/475218
http://opac.yokohama-cu.ac.jp/opac/book/484109
https://corot.nise.go.jp/opc/recordID/catalog.bib/AN10019636
http://id.ndl.go.jp/bib/000000042761
https://doi.org/10.14989/48441
http://id.ndl.go.jp/bib/000000012355
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0193012129&MENUNO=4
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0000396460&MENUNO=4
http://webopac.tnm.jp/detail?bbid=1000099568
http://id.ndl.go.jp/bib/028575994
http://opac.nact.jp/mylimedio/search/av1.do?bibid=227199
http://webopac.tnm.jp/detail?bbid=1000094916
https://catalog.library.metro.tokyo.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1153002215

