
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（図書館送信参加館内での閲覧）となっているものは、県内の多くの公共図書館でオンラインで閲覧できます。また、
本年5月19日（予定）からは個人向け送信サービスが始まり、インターネットに接続した個人のPCでも閲覧可能になります。（印刷は来年1月開始予定）事前登録が必要です。

末尾に「▲」が付いているものは、リンク先の検索画面で自分で書名または論文掲載資料名を入力して検索してください。
横須賀市立図書館へのアクセスでエラーが表示された場合は、一度同館のトップページにアクセスしてから再度リンク部分をクリックしてください。

新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため多くの図書館が事前予約制となっています。また、開館時間等が変更されて
いる場合があります。ご利用の際は事前にご確認ください。

【単行本】

排架場所 請求記号 資料コード

1 日本の古文書　上 相田二郎／著 岩波書店 1949.12 第２書庫 210.02/ｱ/1 200011914

2 日本の古文書　下 相田二郎／著 岩波書店 1954.10 第２書庫 210.02/ｱ/2 200011922

5
関東の戦国期領主と流通－岩付・幸手・関宿
－

新井浩文／著 岩田書院 2011.1

7
岩付太田氏
（論集戦国大名と国衆, 12）

黒田基樹／編 岩田書院 2013.5 中世資料室 210.47/ﾛ/12 100098169

15 中世の古文書入門 小島道裕／著 河出書房新社 2016.10 ライブラリ 210.02/ｺ 100080563

県立図書館＊

小田原市立中央図書館＊
平塚市中央図書館＊
横浜市中央図書館＊

14
北条氏康とその時代
（戦国大名の新研究, 2）

黒田基樹／編著 戎光祥出版 2021.7

箱根町社会教育センター図書室＊▲

茅ヶ崎市立図書館本館＊
藤沢市（総合市民・湘南大庭＊）図書館
相模原市立図書館＊
横浜市（中央・神奈川）図書館＊

小田原市立中央図書館＊

13
北条氏直
（シリーズ・中世関東武士の研究, 第29巻）

黒田基樹／編 戎光祥出版 2020.3

南足柄市立図書館＊
小田原市立中央図書館＊
茅ヶ崎市立図書館本館＊

横浜市中央図書館＊
平塚市中央図書館＊

9
北条氏康
（シリーズ・中世関東武士の研究, 第23巻）

黒田基樹／編 戎光祥出版 2018.4
横浜市中央図書館＊
平塚市中央図書館＊
小田原市立中央図書館＊

11
北条氏政
（シリーズ・中世関東武士の研究, 第24巻）

黒田基樹／編 戎光祥出版 2019.2

横浜市中央図書館＊

10 戦国北条家一族事典 黒田基樹／著 戎光祥出版 2018.6

その他多くの公共図書館

横浜市（中央・神奈川・中・港南・旭・磯子・緑・
都筑・栄・泉・瀬谷）図書館＊

8
北条氏綱
（シリーズ・中世関東武士の研究, 第21巻）

黒田基樹／編 戎光祥出版 2016.6

県立図書館

県立図書館

鎌倉市中央図書館
小田原市立中央図書館＊
茅ヶ崎市立図書館本館＊
平塚市中央図書館＊

6
戦国時代社会構造の研究
（歴史科学叢書）

池上裕子／著 校倉書房 1999.12

4
戦国期関東公方の研究
（思文閣史学叢書）

阿部能久／著 思文閣出版 2006.2

3
後北条領国の地域的展開
（戦国史研究叢書, 2）

浅倉直美／著 岩田書院 1997.2

県立図書館

県立図書館

県立図書館＊

2021年度コレクション展　【帰源院文書からみた戦国時代】　関連文献リスト
2022年3月5日

No. 書名 編著者 出版者 出版年
所蔵している場所

小田原市立中央図書館＊
横浜市中央図書館＊

川崎市立（川崎＊・中原・多摩）図書館
小田原市立中央図書館＊
横浜市中央図書館＊

鎌倉市中央図書館
横浜市中央図書館＊

厚木市立中央図書館＊
横浜市中央図書館＊

県立図書館

県立図書館

県立図書館

県立図書館

県立図書館

12 鎌倉府発給文書の研究 黒田基樹／編著 戎光祥出版 2020.2

鎌倉市中央図書館

https://www.ndl.go.jp/jp/news/fy2021/220201_01.html
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1104291045
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/odawara/webopac/searchdetail.do?biblioid=665278
https://bit.ly/3hppjJY
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0500767021&MENUNO=4
https://www.library-hakone-kanagawa.jp/OPP0200?LANG=ja
https://www.lib.chigasaki.kanagawa.jp/toshow/asp/WwShousaiKen.aspx?FCode=2752543
https://bit.ly/36S8Dc7
https://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/toshow/asp/WwShousaiKen.aspx?FCode=2565982
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0500894625&MENUNO=4
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/odawara/webopac/searchdetail.do?biblioid=685716
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/minamiashigara/webopac/searchdetail.do?biblioid=1391098
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/odawara/webopac/searchdetail.do?biblioid=159967
https://www.lib.chigasaki.kanagawa.jp/toshow/asp/WwShousaiKen.aspx?FCode=2052408
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0500661611&MENUNO=4
https://bit.ly/35DSbLL
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0500579530&MENUNO=4
https://bit.ly/3Kmo62L
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/odawara/webopac/searchdetail.do?biblioid=154830
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0500385953&MENUNO=4
https://bit.ly/3Ma13tA
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0500594931&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0500594931&MENUNO=4
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1106082999
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1106460107
https://lib.city.kamakura.kanagawa.jp/opw/OPW/OPWSRCHTYPE.CSP?BID=B11924044&DB=LIB&FROMFLG=1
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/odawara/webopac/searchdetail.do?biblioid=142613
https://www.lib.chigasaki.kanagawa.jp/toshow/asp/WwShousaiKen.aspx?FCode=1762236
https://bit.ly/3ssP6aC
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1100592518
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1102904575
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1101150827
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/odawara/webopac/searchdetail.do?biblioid=691057
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0500758968&MENUNO=4
https://www.library.city.kawasaki.jp/clis/detail?NUM=001287340&CTG=1&RTN=01&TM=121304849
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/odawara/webopac/searchdetail.do?biblioid=278396
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0197018082&MENUNO=4
https://lib.city.kamakura.kanagawa.jp/opw/OPW/OPWSRCHTYPE.CSP?BID=B11045135&DB=LIB&FROMFLG=1
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0206031135&MENUNO=4
https://www.lib.mytownclub.com/opac/disp/id/605681
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0199067069&MENUNO=4
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1106434048
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1106576470
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1106762254
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1120133050
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1106745372
https://lib.city.kamakura.kanagawa.jp/opw/OPW/OPWSRCHTYPE.CSP?BID=B12223145&DB=LIB&FROMFLG=1


19
鎌倉の古建築
（有隣新書, 55）

関口欣也／著 有隣堂 1997.7 ライブラリ 521.8/ｾ/a 100065432

21 圓覺寺史 玉村竹二, 井上禪定／執筆 春秋社 1964.12 ライブラリ 188.85/ｴ 100064294

24
太田資正と戦国武州大乱
―実像と戦国史跡

中世太田領研究会／著 まつやま書房 2019.12

28 中世都市鎌倉の風景 松尾剛次／著 吉川弘文館 1993.12 第２書庫 213.7/ﾏ 100108398

30
北条氏康と東国の戦国世界
（小田原ライブラリー, 13）

山口博／著 夢工房 2004.11 第２書庫 289.1/ﾎ 100028760

31
北条氏五代と小田原城
（人をあるく）

山口博／著 吉川弘文館 2018.8 ライブラリ 288.3/ﾔ 100088756

【論文】
論文掲載資料

論文掲載頁 排架場所 請求記号 資料コード

その他多くの公共図書館

横浜市（中央・中＊・南＊・保土谷＊・旭＊・磯
子＊・金沢＊・戸塚＊・栄＊・泉＊）図書館

2015.1

県立図書館

平塚市中央図書館＊
横浜市中央図書館＊

1
戦国大名後北条氏における知行制
―買得地を中心にして―

和泉清司

※初出：『関東戦国史の研
究』後北条氏研究会／編　名
著出版　p.63-80

1976.7

所蔵館：県立図書館ほか
※1980.11名著出版刊行の版もあり。
その他多くの公共図書館

県立図書館

横浜市（中央＊・港北・都筑＊）図書館

『北条氏直』（シリーズ・中世
関東武士の研究, 第29巻）
黒田基樹／編著
戎光祥出版　p.336-354

2020.3

小田原市立中央図書館＊

2 戦国時代の鎌倉 伊藤一美
『「鎌倉」の時代』
福田豊彦・関幸彦／編
山川出版社　　p.31-52

※他に「読みなおす日本史」シリーズ（吉川弘文
館　2020.1）所蔵の館もあり

その他多くの公共図書館
横浜市（中央・中・港北・山内・戸塚）図書館＊

32
中世のなかに生まれた近世
（中世史研究選書）

山室恭子／著 吉川弘文館 1991.6

※講談社学術文庫（2013.5）所蔵の館もあり
その他多くの公共図書館
横浜市（中央・鶴見・緑・山内）図書館＊

29
軍需物資から見た戦国合戦
（新書y, 194）

盛本昌広／著 洋泉社 2008.5

鎌倉市中央図書館
厚木市立中央図書館＊
横浜市中央図書館＊

27
城と隠物の戦国誌
（朝日選書, 861）

藤木久志／著 朝日新聞社 2009.12

※他にちくま学芸文庫（2021.1）所蔵の館もあり
その他多くの公共図書館
横浜市（中央・港北・緑・山内）図書館＊

26 日本中世の禅宗と社会 原田正俊／著 吉川弘文館 1998.12

横浜市中央図書館＊

25
戦国都市の風景
―シンポジウム報告―

東国中世考古学研究会／編 東国中世考古学研究会 2020.11

※当面の間学外者の利用不可

23 日本禅宗史論集　下之二 玉村竹二／著 思文閣出版 1981.1

22 日本禅宗史論集　上 玉村竹二／著 思文閣出版 1976.6

鎌倉市中央図書館
横浜市中央図書館＊
県立図書館＊

※第3版（1988.11）の所蔵館：
国文学研究資料館

その他多くの公共図書館
横浜市（中央・金沢）図書館＊

17
五山僧がつなぐ列島史
―足利政権期の宗教と政治―

斎藤夏来／著 名古屋大学出版会 2018.2

川崎市立中原図書館＊
横浜市中央図書館＊16

秀吉権力の形成
―書札礼・禁制・城郭政策―

小林清治／著 東京大学出版会 1994.11

鎌倉市中央図書館
横浜市中央図書館＊

20
片桐且元
（人物叢書：新装版, 通巻228）

曽根勇二／著
日本歴史学会/編

吉川弘文館 2001.3

No. 論文タイトル 論文執筆者 出版年
所蔵している場所

※学外者の来館利用について
一橋大学附属図書館

県立図書館＊

県立図書館＊

県立図書館＊

県立図書館＊

県立図書館＊

東京国立博物館資料館

県立図書館＊

横浜市中央図書館＊

県立図書館＊

県立図書館＊

鶴見大学図書館

県立図書館＊

18 古文書学入門：新版 佐藤進一／著 法政大学出版局 1997.4

他に新装版（2003.3）所蔵の館もあり
綾瀬市立図書館本館＊
大和市立渋谷図書館＊
平塚市（中央・北）図書館＊
二宮町図書館＊
横浜市緑図書館＊

https://bit.ly/3svVk9K
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0500237104&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0500237104&MENUNO=4
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1104891986
https://bit.ly/3M9Dilf
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0500767021&MENUNO=4
https://bit.ly/344hp5E
https://bit.ly/3MbCht1
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1106762254
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0190209560&MENUNO=4
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/odawara/webopac/searchdetail.do?biblioid=665278
https://bit.ly/35CLv0L
https://bit.ly/35CLv0L
https://bit.ly/35kjATp
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0208032798&MENUNO=4
https://bit.ly/3IAudQu
https://bit.ly/3K8zPBx
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0193063562&MENUNO=4
https://lib.city.kamakura.kanagawa.jp/opw/OPW/OPWSRCHTYPE.CSP?BID=B10652116&DB=LIB&FROMFLG=1
https://www.lib.mytownclub.com/opac/disp/id/176990
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0198068869&MENUNO=4
https://bit.ly/3HvKzIG
https://bit.ly/3HtTgD9
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0209091675&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0190083255&MENUNO=4
https://www.lib.hit-u.ac.jp/guide/gakugai/
https://lib.city.kamakura.kanagawa.jp/opw/OPW/OPWSRCHTYPE.CSP?BID=B12033483&DB=LIB&FROMFLG=1
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0190293017&MENUNO=4
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1100125609
https://opac.nijl.ac.jp/opac/opac_link/bibid/1000011685
https://bit.ly/3IyQo9s
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0201010579&MENUNO=4
https://www.library.city.kawasaki.jp/clis/detail?NUM=001166669&CTG=1&RTN=01&TM=180145671
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0194075738&MENUNO=4
https://lib.city.kamakura.kanagawa.jp/opw/OPW/OPWSRCHTYPE.CSP?BID=B12060574&DB=LIB&FROMFLG=1
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0500560787&MENUNO=4
https://www.tsurumi-u.ac.jp/site/library-official/raikannriyou.html
https://opac.lib.hit-u.ac.jp/opac/opac_details/?lang=0&amode=11&bibid=1001179262
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1106401282
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1101424472
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1100468697
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1103443750
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1100425730
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※初出『郷土研究さしま』9
猿島町史編さん委員会
p.12-44

1996.12

8 豊臣期関東における増田長盛の動向 斉藤司
『関東近世史研究』17
関東近世史研究会
p.50-56

1984.10 第２書庫  雑/213/ｶ －

※初出：『藤沢市史研究』7
藤沢文書館　p.51-64
※サブタイトルに差異あり
「『玉縄北条氏文書集』補遺
（１）」

1975.8 第２書庫 県別雑誌 －

12 戦国大名権力と寺社・公家・天皇 鈴木芳道
『日本歴史』559
吉川弘文館　p.20-37

1994.12 ライブラリ 雑/210.05/ﾆ －

※初出：『横浜市歴史博物館
紀要』1　横浜市ふるさと歴史
財団　p.56-68

1996.3 第２書庫 県別雑誌 －

同『徳川権力の形成と発展』
平野明夫／著　岩田書院
p.237-287

2006.12

※初出：『地方史研究』53(5)
(通号 305)　地方史研究協議
会　p.61-84

2003.10 第２書庫 雑/210.05/ﾁ －

県立図書館＊

曽根勇二

『近世国家の形成と戦争体
制』（歴史科学叢書）
曽根勇二／著　校倉書房
p.33-56

2004.9
横浜市中央図書館＊

その他多くの公共図書館
横浜市（中央・中・緑・都筑）図書館＊

15
古河公方足利氏と禅宗寺院
―旧利根川下流域を中心に―

長塚孝
『葦のみち　三郷市史研究』2
三郷市  　p.64-88

1990.3
金沢文庫図書閲覧室▲

16 豊臣秀吉・徳川家康の鎌倉寺社政策 中野達哉
『鎌倉寺社の近世』岩田書院
ｐ11-35

2017.9

その他多くの公共図書館

横浜市図書館（中央・中＊・栄＊）

豊臣政権下の徳川氏17

県立図書館▲

横浜市中央図書館＊

県立図書館

14 秀吉政権の東国侵攻

寒川文書館▲

18 中世都市・鎌倉 松尾剛次
『都市の中世』（中世を考え
る）　五味文彦／編
吉川弘文館　p.88-114

1992.11

『山形県地域史研究』28
山形県地域史研究協議会
p.87-98

2003.2
国文学研究資料館
国会図書館東京本館

6 山形藩主時代の最上家親 （後編） 小野末三
『山形県地域史研究』29
山形県地域史研究協議会
p.97-113

2004.2
国文学研究資料館
国会図書館東京本館

5 山形藩主時代の最上家親 （前編） 小野末三

斉藤司

1997.9

横須賀市立生涯学習センター図書室＊
川崎市立中原図書館

『後北条氏の武蔵支配と地域
領主』（戦国史研究叢書, 11）
井上恵一／著　岩田書院
p.159-162

2014.10 横浜市中央図書館＊

小田原市立中央図書館＊

横浜市中央図書館＊

県立図書館▲
鎌倉代官大道寺氏に関する考察3 伊藤恭子

『駒澤大学史学論集』26
駒沢大学大学院史学会
p.49～59

1996.4 国立国会図書館デジタルコレクション（図書館
送信参加館内での閲覧）

4 河越合戦後の北条氏康と太田資正 井上恵一

※初出：『戦国史研究』28
戦国史研究会　p.7-8

1994.8

豊臣期、関東における山中長俊の動向9

県立図書館

県立図書館

国立国会図書館デジタルコレクション（図書館
送信参加館内での閲覧）

横浜市中央図書館＊

1986.9
『立正史学』60
立正大学史学会
p.7-19

10
玉縄北条氏の研究
―『玉縄北条氏文書集』補遺―

佐藤博信

7 北条氏繁の政治的位置 黒田基樹

茨城県立図書館

『戦国大名領国の支配構造』
黒田基樹／著　岩田書院
p.111-151

県立図書館▲

県立図書館

県立図書館

寒川文書館▲
横浜市中央図書館＊

県立図書館▲

県立図書館▲

県立図書館＊

『後北条氏の基礎研究』
佐脇栄智／著　吉川弘文館
p.101-136

1976.12
その他多くの公共図書館
横浜市（中央・神奈川）図書館＊

県立図書館▲

『中世東国　足利・北条氏の
研究』（中世史研究叢書, 7）
佐藤博信／著　岩田書院
p.229-249

2006.5

鎌倉市中央図書館
寒川文書館▲
川崎市立多摩図書館
逗子市立図書館＊
小田原市立中央図書館＊
横浜市中央図書館＊

県立図書館＊

1963.2
横浜市中央図書館＊

13 後北条氏と寺社 鈴木芳道

『ヒストリア』158
　(1997年度〔大阪歴史学会〕
大会特集号) (個人報告)
大阪歴史学会　p.134-159

1997.11

国文学研究資料館

国会図書館東京本館

平野明夫

11 後北条氏の検地 佐脇栄智

※初出：『日本歴史』177
吉川弘文館　p.11-28
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【展覧会図録】

排架場所 請求記号 資料コード

1 後北条氏と東国文化 神奈川県立博物館／編 神奈川県文化財協会 1989.10 図録書庫 図録/ｶ/1989 600005490

2
戦国大名北条氏とその文書
―文書が教えてくれるさまざまなこと―

神奈川県立博物館／編 神奈川県立博物館 2008.10 ライブラリ 163/2008/ライブラリ 600069165

3 こもんじょさんまい 神奈川県立歴史博物館／編 神奈川県立歴史博物館 2013.12 ライブラリ 191/2013A/ライブラリ 600069348

4
早雲寺　開基五〇〇年記念
―戦国大名北条氏の遺産と系譜―

神奈川県立博物館／編 神奈川県立博物館 2021.10 ライブラリ 223/2021/ライブラリ 600082168

5 中世鎌倉寺社絵図の世界 鎌倉国宝館／編 鎌倉国宝館 2017.3 第２書庫 185.91/ｶ 100082551

6
鎌倉円覚寺の名宝
―七百二十年の歴史を語る 禅の文化―

五島美術館／編 五島美術館 2006.10 図録書庫 図録/36-ｺﾞ/2006 600015747

7
円覚寺の至宝
―鎌倉禅林の美―

三井文庫三井記念美術館／編 三井文庫三井記念美術館 2019.4 ライブラリ 図録/36-ﾐ/2019a 600070544

8
“道灌以後”の戦国争乱
―横浜・上原家文書にみる中世―

横浜市歴史博物館／編 横浜市ふるさと歴史財団 2019.6 図録書庫 図録/37-ﾖ/2019 600076616

9
秀吉襲来
―近世関東の幕開け―

横浜市歴史博物館／編
横浜市ふるさと歴史財団／編

横浜市歴史博物館 1999.10 図録書庫 図録/37-ﾖ/1999 200158723

【自治体史】

排架場所 請求記号 資料コード

1 鎌倉市史　社寺編　（第三版） 鎌倉市史編纂委員会／編 吉川弘文館 1972.10 第２書庫 213.7/ｶ/2A 100065739

2 鎌倉市史　総説編　（第三版） 鎌倉市史編纂委員会／編 吉川弘文館 1972.10 第２書庫 213.7/ｶ/1A 100065721
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