
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。
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図録タイトルまたは論文掲載誌名を入力して検索してください。
横須賀市立中央図書館と世田谷区立尾山台図書館へのアクセスでエラーが表示された場合は、一度各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。

【単著書・自治体史】

排架場所 請求記号 資料コード

1 関東水墨画　―型とイメージの系譜― 相澤正彦・橋本慎司／編著 国書刊行会 2007.5 第１書庫 721.3/ｱ 100038231

5
関東の戦国期領主と流通 ―岩付・幸手・関宿―
（戦国史研究叢書 8）

新井浩文／著 岩田書院 2011.1

6 歴史のなかの狭山池 ―最古の溜池と地域社会― 市川秀之／著 清文堂 2009.4

7
中世の箱根山
（かなしんブックス 45，箱根叢書 28）

岩崎宗純／著
神奈川新聞社
かなしん出版 (製作・発売)

1998.3 ライブラリ 213.7/ｲ 200079457

9 大阪狭山市史　第3巻：史料編 近世

大阪狭山市史編さん委員会，
大阪狭山市教育委員会教育
部社会教育・スポーツ振興グ
ループ市史編さん担当／編

大阪狭山市 2010.3 第２書庫 216.3/ｵ/3 100053750

10 大阪狭山市史　第1巻：本文編 通史

大阪狭山市史編さん委員会，
大阪狭山市教育委員会教育
部歴史文化グループ市史編さ
ん担当／編

大阪狭山市 2014.3 第２書庫 216.3/ｵ/1 100073329

11 小田原市史　史料編 中世2：小田原北条1 小田原市／編 小田原市 1991.3 第２書庫 213.7/ｵ/1-1-2 200034395

12 小田原市史　史料編 中世3：小田原北条2 小田原市／編 小田原市 1993.3 第２書庫 213.7/ｵ/1-1-3 200034403

13 小田原市史　通史編 原始・古代・中世 小田原市／編 小田原市 1998.3 第２書庫 213.7/ｵ/2-1 200034478

14 論集 戦国大名と国衆 12：岩付太田氏 黒田基樹／編 岩田書院 2013.5 中世資料室 210.47/ﾛ/12 100098169

南足柄市立図書館＊
茅ヶ崎市立図書館本館＊
平塚市中央図書館＊
小田原市立中央図書館＊
横浜市中央図書館＊

19 シリーズ・中世関東武士の研究 第24巻：北条氏政 黒田基樹／編著 戎光祥出版 2019.2

平塚市中央図書館＊
小田原市立中央図書館＊
横浜市中央図書館＊

18 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
横浜市中央図書館＊

17 シリーズ・中世関東武士の研究 第23巻：北条氏康 黒田基樹／編著 戎光祥出版 2018.4

小田原市立（中央　駅東口）図書館＊
横浜市（中央　鶴見　神奈川）図書館＊

16 シリーズ・中世関東武士の研究 第21巻：北条氏綱 黒田基樹／編著 戎光祥出版 2016.6

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

15 シリーズ・中世関東武士の研究 第10巻：伊勢宗瑞 黒田基樹／編著 戎光祥出版 2013.2

金沢文庫図書閲覧室▲
鎌倉市中央図書館
横浜市中央図書館＊

8 日本仏教版画史論考 内田啓一／著 法蔵館 2011.2

国立国会図書館東京本館
東京都立中央図書館
金沢文庫図書閲覧室▲

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

戎光祥出版 2021.5

金沢文庫図書閲覧室▲
小田原市立中央図書館＊
横浜市中央図書館＊

2 論集 戦国大名と国衆 9：玉縄北条氏 浅倉直美／編 岩田書院 2012.6

県立図書館

県立図書館

県立図書館

県立図書館＊

国立国会図書館東京本館

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

県立図書館

2021年度 特別展　【早雲寺】　関連文献リスト
2021年10月16日

No. タイトル 編著者 出版者
所蔵している場所

出版年

金沢文庫図書閲覧室▲
鎌倉市（中央　玉縄＊）図書館
横須賀市立中央図書館＊
横浜市中央図書館＊

3 シリーズ・中世関東武士の研究 第31巻：北条氏照 浅倉直美／編

https://www.lics-saas.nexs-service.jp/minamiashigara/webopac/searchdetail.do?biblioid=1391098
https://www.lib.chigasaki.kanagawa.jp/toshow/asp/WwShousaiKen.aspx?FCode=2052408
https://bit.ly/3FJctRK
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/odawara/webopac/searchdetail.do?biblioid=159967
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0500661611&MENUNO=4
https://bit.ly/2YRSwro
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=3-0500579530&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0500594931&MENUNO=4
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/odawara/webopac/searchdetail.do?biblioid=119082
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0500019361&MENUNO=4
https://www.lib.chigasaki.kanagawa.jp/toshow/asp/WwShousaiKen.aspx?FCode=1762236
https://bit.ly/3j0dISM
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/odawara/webopac/searchdetail.do?biblioid=142613
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0500385953&MENUNO=4
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj2/opac/search-detail.do?lang=ja
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://id.ndl.go.jp/bib/000011156435
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1108361792
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj2/opac/search-detail.do?lang=ja
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj2/opac/search-detail.do?lang=ja
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/odawara/webopac/searchdetail.do?biblioid=681158
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0500875506&MENUNO=4
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1104387486
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1120028900
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=1104291045
https://id.ndl.go.jp/bib/000010215088
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1104125488
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1104506375
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=1106434048
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1106460107
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1106576470
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj2/opac/search-detail.do?lang=ja
https://lib.city.kamakura.kanagawa.jp/opw/OPW/OPWSRCHTYPE.CSP?BID=B11607874&DB=LIB&FROMFLG=1
https://www.yokosuka-lib.jp/opw/OPW/OPWSRCHTYPE.CSP?ReloginFlag=1&BID=B11595561&DB=LIB
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0212050009&MENUNO=4


21 喜連川町史 第5巻：資料編5 喜連川文書 上 さくら市史編さん委員会／編 さくら市 2007.3 第２書庫 213.2/ｷ/5-1 100100320

22
シリーズ「遺跡を学ぶ」 132：
戦国・江戸時代を支えた石　小田原の石切と生産遺跡

佐々木健策／著 新泉社 2019.2 ライブラリ 213.7/ｻ 100091081

26
早雲寺―小田原北条氏菩提所の歴史と文化―
（箱根叢書 16）

早雲寺史研究会／著 神奈川新聞社 1990.3 第２書庫 188.8/ｿ 200010809

29 箱根町誌　第1巻 箱根町誌編纂委員会／編 角川書店 1967.3 第２書庫 213.7/ﾊ/1 100025543

30 箱根町誌　第2巻 箱根町誌編纂委員会／編 角川書店 1971.9 第２書庫 213.7/ﾊ/2 100025550

31 箱根町誌　第3巻 箱根町誌編纂委員会／編 角川書店 1984.3 第２書庫 213.7/ﾊ/3 200193860

32 箱根の文化財 3 － 箱根町教育委員会 1968.3 第２書庫 県別雑誌 －

34 箱根の文化財 13：興福院 － 箱根町教育委員会 1978.3 第２書庫 県別雑誌 －

38 山北町文化財調査報告書：箱根権現縁起絵巻 山北町教育委員会／編 山北町教育委員会 2004.2 ライブラリ 721.2/ﾔ/a 100045160

【論文】

論文掲載資料

出版者 排架場所 請求記号 資料コード

1 逸翁美術館本「大江山絵詞」の画風をめぐって 相澤正彦
東京国立博物館研究誌（Ｍ
ＵＳＥＵＭ） 477　p.4-2
東京国立博物館

1990.1 第２書庫 県別雑誌 －

2
北条早雲の小田原城奪取の背景事情
―全国的な政治情勢との関わりから―

家永遵嗣

おだわら―歴史と文化― 9
p.22-33
小田原市企画部市史編さん
課

1995.1 第２書庫 県別雑誌 －

5 北条早雲研究の最前線　戦国大名北条早雲の生涯 家永遵嗣

奔る雲のごとく：今よみがえ
る北条早雲 （北条早雲史跡
活用研究会／編）
p.26-160
北条早雲フォーラム実行委
員会

2000.1 ライブラリ 289.1/ﾎ 100004001

4 北条早雲の伊豆征服〈明応の地震津波との関係から〉 家永遵嗣

伊豆の郷土研究 24　p.28-
38
田方地域文化財保護審議
委員連絡協議会

1999.4

3 伊勢宗瑞（北条早雲）の出自について 家永遵嗣
[成城大学短期大学部]紀要
29 p.87-111
成城大学短期大学部

1998.3

品川区立図書館
江戸東京博物館図書室

37 中世武士選書 24：上杉顕定 森田真一／著 戎光祥出版 2014.1
伊勢原市立図書館＊

36 廣徳寺誌 福富以清／著 廣徳会 1956.1
東京都立図書館

県立図書館＊

35 箱根の文化財 14：正眼寺 － 箱根町教育委員会 1979.3

小田原市立中央図書館
二宮町図書館
寒川文書館▲

33 箱根の文化財 5：早雲寺文書 － 箱根町教育委員会 1970.1

28 韮山町史　第3巻 上 韮山町史刊行委員会／編 韮山町 1985.9

27 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 2020.1

金沢文庫図書閲覧室▲
その他多くの公共図書館
横浜市中央図書館＊

25 世田谷往古来今
世田谷区政策経営部政策企
画課区史編さん／編

世田谷区政策経営部政策
企画課区史編さん

2017.10
（参考：県立図書館と寒川文書館は第2版
（2018年4月刊）を所蔵）

世田谷区立尾山台図書館

24 後北条氏と領国経営 佐脇栄智／著 吉川弘文館 1997.3

国立国会図書館東京本館

平塚市中央図書館＊
小田原市立中央図書館＊
横浜市中央図書館＊

23 古河公方足利氏の研究 （歴史科学叢書） 佐藤博信／著 校倉書房 1989.1

金沢文庫図書閲覧室▲
寒川文書館▲
川崎市立高津図書館＊
平塚市西中央図書館＊
横浜市中央図書館＊

20 シリーズ・中世関東武士の研究 第29巻：北条氏直 黒田基樹／編著 戎光祥出版 2020.3

一橋大学附属図書館（現在、学外者は利用
不可）

金沢文庫図書閲覧室▲
大磯町立図書館
横浜市中央図書館＊

その他の公共図書館（全て貸出不可）
寒川文書館▲

国文学研究資料館（事前予約制）
国立国語研究所（現在、部外者利用不可）

横浜市立大学学術情報センター（現在、学外
者は利用不可）

横浜市中央図書館

県立図書館

県立図書館＊

県立図書館

国立国会図書館東京本館

国立国会図書館東京本館

No. 論文タイトル 論文執筆者
所蔵している場所

出版年

鶴見大学図書館（要紹介状）

県立図書館＊

県立図書館

県立図書館

https://bit.ly/30gcRa4
https://edo-tokyo-museum-lib.opac.jp/cgi-bin/detail.cgi?Tcode=39634&Sryparam=001&Backpage=..%2Fresprint_d%2F2021%2F10%2F14%2F16174_001_001&Rp_kind=freeword&Prtype=
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/isehara/webopac/searchdetail.do?biblioid=518521
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1100901390
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1104868635
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/odawara/webopac/searchdetail.do?biblioid=436097
https://bit.ly/3mQneJm
https://www.lib-arc.samukawa.kanagawa.jp/OPP0200
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj2/opac/search-detail.do?lang=ja
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0197012713&MENUNO=4
https://libweb.city.setagaya.tokyo.jp/cgi-bin/detail?NUM=005864986&CTG=1&RTN=01&SID=cyIAIIHC5AKEngA&TM=235607472
https://id.ndl.go.jp/bib/028601610
https://bit.ly/3iWvvdt
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/odawara/webopac/searchdetail.do?biblioid=665278
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0500767021&MENUNO=4
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj2/opac/search-detail.do?lang=ja
https://www.lib-arc.samukawa.kanagawa.jp/OPP0200
https://www.library.city.kawasaki.jp/clis/detail?NUM=000956964&CTG=1&RTN=01&TM=233548381
https://bit.ly/3DGlcCi
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0190331895&MENUNO=4
https://opac.lib.hit-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/1001179262
https://opac.lib.hit-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/1001179262
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj2/opac/search-detail.do?lang=ja
https://oiso-lib.scn-net.ne.jp/TOSHOW/asp/WwShousaiKen.aspx?FCode=240323
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0195050712&MENUNO=4
https://www.lib-arc.samukawa.kanagawa.jp/OPP0200
https://opac.nijl.ac.jp/opac/opac_link/bibid/3000009705
https://bit.ly/3ADeNpO
https://bit.ly/3DHRBJ0
https://bit.ly/3DHRBJ0
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0190481109&MENUNO=4
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=1100420909
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1100592652
https://id.ndl.go.jp/bib/000000101391
https://id.ndl.go.jp/bib/000000048649
https://library.tsurumi-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/1000724820
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1100064115
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1100589015
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1100553574


6 後北条氏と宗教―大徳寺関東竜泉派の成立とその展開―岩崎宗純
小田原地方史研究 5
p.11-27
小田原地方史研究会

1973.1 第２書庫 県別雑誌 －

7 江戸時代の早雲寺 岩崎宗純
三浦古文化　17　p.27-42
三浦古文化研究会

1975.5 第２書庫 雑/213.7/ﾐ －

8 中世箱根地方における地蔵信仰の展開 岩崎宗純
箱根町文化財研究紀要 8
p.1-12
箱根町教育委員会

1977.3 第２書庫 県別雑誌 －

中世資料室 210.47/ﾛ/19 100098177

10 秀吉の小田原攻めと早雲寺の什物 岩崎宗純

おだわら―歴史と文化― 4
p.60-66
小田原市企画部市史編さん
課

1990.7 第２書庫 県別雑誌 －

11 北条早雲と以天宗清 岩崎宗純

おだわら―歴史と文化― 9
p.34-43
小田原市企画部市史編さん
課

1995.1 第２書庫 県別雑誌 －

16
小田原北条氏の領国支配
―発掘調査からみる本城と支城―

佐々木健策

平成28年度シンポジウム
「関東の戦国末期を再考す
る」資料集　p.29-42
埼玉県立嵐山史跡の博物
館

2017.1 第２書庫 210.47/ｻ 100082205

17
古河公方周辺の文化的諸相
―古河公方研究の深化のために―

佐藤博信
三浦古文化　49　p.1-19
三浦古文化研究会

1991.7 第２書庫 雑/213.7/ﾐ －

18 北条氏直と高室院文書　1・2 座間美都治
金沢文庫研究
11（6）p.1-5，11(7)p.1-5
神奈川県立金沢文庫

1965.6
1965.7

ライブラリ 県別雑誌 －

19 北条氏繁と一色直朝の鷹図 四宮美帆子
美術史研究 48　p.131-152
早稲田大学美術史学会

2010.1 学芸部倉庫 大学刊行物 －

21 戦国・桃山期における甲冑の東西 竹村雅夫

侍：もののふの美の系譜：
特別展（福岡市立博物館／
編） p.192-199
特別展「侍 もののふの美の
系譜」実行委員会

2019.9 ライブラリ 図録/91-ﾌ/2019a 600081228

23
北条氏綱像の改変について
―北条早雲像、氏康像、時長像などとの比較から―

鳥居和郎
神奈川県立博物館研究報
告（人文科学）　43 p.1-14
神奈川県立歴史博物館

2016.1 ライブラリ 当館資料 －

24 山北町指定重要文化財「箱根権現縁起絵巻」について 古川元也
神奈川県立博物館研究報
告（人文科学）　30　p.19-52
神奈川県立歴史博物館

2004.3 ライブラリ 当館資料 －

27
北条早雲の相模侵攻
―永正六年の「乱入」に至る過程―

森幸夫

おだわら―歴史と文化― 9
p.44-53
小田原市企画部市史編さん
課

1995.1 第２書庫 県別雑誌 －

横浜市中央図書館＊
26 武家の肖像 宮島新一

日本の美術　385 p.1-98
至文堂

1998.6
県立図書館▲

横浜市中央図書館＊

25 「箱根権現縁起」の再検討 松原茂

続々日本絵巻大成 7：伝
記・縁起篇：箱根権現縁起・
誉田宗庿縁起（小松茂美／
編） p.78-89
中央公論社

1995.2

大磯町立図書館
横須賀市立中央図書館＊
二宮町図書館＊
松田町図書館＊▲
横浜市（中央・港北）図書館＊

22 大徳寺の歴史 玉村竹二
秘寶 11：大徳寺（田山方南
／著） p.3-23
講談社

1968.1

県立図書館＊

鎌倉市中央図書館
川崎市立中原図書館＊
横浜市中央図書館＊

20
関東型筋兜からうかがう甲冑の東西
―戦国、桃山の実戦期を中心として―

竹村雅夫
甲冑武具研究 196　p.2-15
日本甲冑武具研究保存会

2016.1
東京国立博物館資料館

15 小田原のかわらけと漆器 佐々木健策

葛西城と古河公方足利義氏
（葛飾区郷土と天文の博物
館／編） p.134-169
雄山閣出版

2010.5

その他多くの公共図書館

横浜市中央図書館＊

14 小田原北条氏の威信―文化の移入と創造― 佐々木健策

東国の中世遺跡―遺跡と遺
物の様相（橋本澄朗ほか／
編） p.67-90
随想舎

2009.2

鎌倉市腰越図書館

横浜市（中央・旭）図書館＊

13 久野北条氏に関する一考察 黒田基樹

戦国大名北条氏の領国支
配（黒田基樹／著）　p.93-
122
岩田書院

1995.8

2006.1

鎌倉市中央図書館
横須賀市立中央図書館
川崎市立中原図書館＊

横浜市中央図書館＊
茅ヶ崎市立図書館本館＊

大田区史研究：史誌 28
p.43-52
大田区史編纂室

岩崎宗純
論集戦国大名と国衆 19　p.203-217 （岩田
書院　2015.11）　にも収載。当館所蔵。

9 太田氏資菩提所広徳寺と開山明叟宗普 1988.1
東京国立博物館資料館
大田区立図書館

12 鎌倉幕府と二所詣 岡田清一
鎌倉幕府と東国（岡田清一
／著）　p.87-116
続群書類従完成会

東京都立中央図書館

県立図書館

県立図書館

県立図書館

県立図書館＊

国立国会図書館東京本館

県立図書館＊

https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0198030877&MENUNO=4
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/search-detail.do
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0500801277&MENUNO=4
https://oiso-lib.scn-net.ne.jp/TOSHOW/asp/WwShousaiKen.aspx?FCode=138519
https://www.yokosuka-lib.jp/opw/OPW/OPWSRCHTYPE.CSP?ReloginFlag=1&BID=B10888459&DB=LIB&FROMFLG=1
https://bit.ly/3j0ym5b
https://www.lib-matsuda-kanagawa.jp/OPP0200
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0195009626&MENUNO=4
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1100472687
https://lib.city.kamakura.kanagawa.jp/opw/OPW/OPWSRCHTYPE.CSP?BID=B11440073&DB=LIB&FROMFLG=1
https://www.library.city.kawasaki.jp/clis/detail?NUM=001976390&CTG=1&RTN=01&TM=104018615
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0210039692&MENUNO=4
http://webopac.tnm.jp/detail?sbid=1000045609
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0195053903&MENUNO=4
https://lib.city.kamakura.kanagawa.jp/opw/OPW/OPWSRCHTYPE.CSP?BID=B11232352&DB=LIB&FROMFLG=1
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0209014031&MENUNO=4
https://lib.city.kamakura.kanagawa.jp/opw/OPW/OPWSRCHTYPE.CSP?BID=B11028283&DB=LIB&FROMFLG=1
https://www.yokosuka-lib.jp/opw/OPW/OPWSRCHTYPE.CSP?ReloginFlag=1&BID=B12158131&DB=LIB&FROMFLG=1
https://www.library.city.kawasaki.jp/clis/detail?NUM=000487712&CTG=1&RTN=01&TM=102442289
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0206007519&MENUNO=4
https://www.lib.chigasaki.kanagawa.jp/toshow/asp/WwShousaiKen.aspx?FCode=413542
http://webopac.tnm.jp/detail?sbid=0000202522
https://bit.ly/3p0Fjr1
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1245000462
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1102836912
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1100587590
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1103634517
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1103928187
https://id.ndl.go.jp/bib/000000032348
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1106508074


【展覧会図録】

排架場所 請求記号 資料コード

1
狭山藩北条氏―戦国大名小田原北条五代の末裔―
（大阪狭山市立郷土資料館図録）

大阪狭山市教育委員会／編 大阪狭山市教育委員会 2016.3 図録書庫 図録/63-ｵ/2016 600053136

2 さやまのお殿さま―藩主北条氏の足跡― 大阪狭山市教育委員会／編 大阪狭山市教育委員会 2019.1 図録書庫 図録/63-ｵ/2019 600076624

3 小田原北条氏の絆―小田原城とその支城― 小田原城天守閣／[編] 小田原城天守閣 2017.9 ライブラリ 図録/37-ｵ/2017a 600074405

4
小田原開府五百年―北条氏綱から続くあゆみ―
（平成30年度小田原城天守閣特別展）

佐々木健策／執筆・編集 小田原城天守閣 2018.10 ライブラリ 図録/37-ｵ/2018a 600065874

5 伊勢宗瑞の時代 佐々木健策／［執筆・編集］ 小田原城天守閣 2019.10 図録書庫 図録/37-ｵ/2019 600072722

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

7
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

9 関東公方・足利氏の遺産　喜連川文書の世界
さくら市ミュージアム―荒井寛
方記念館―／編

さくら市ミュージアム―荒井
寛方記念館―

2015.1 図録書庫 図録/32-ｻ/2015 600052021

10 喜連川のお殿さま
さくら市ミュージアム―荒井寛
方記念館―／編

さくら市ミュージアム―荒井
寛方記念館―

2017.1

11 喜連川足利氏誕生の軌跡　古河公方・小弓公方
さくら市ミュージアム―荒井寛
方記念館―／編

さくら市ミュージアム―荒井
寛方記念館―

2020.1 図録書庫 図録/32-ｻ/2020 600078596

12 関東水墨画の二〇〇年―中世にみる型とイメージの系譜
栃木県立博物館・神奈川県立
歴史博物館／企画・編集

栃木県立博物館 1998.9 ライブラリ
105/1998/ライブラ
リ

600080147

13 箱根の宝物 箱根神社／編 箱根神社 2006.1 図録書庫 図録/37-ﾊ/蔵2006 600081855

14 二所詣―伊豆箱根二所権現の世界 箱根神社／編 箱根神社 2007.1 図録書庫 図録/37-ﾊ/2007 600081863

15 八王子城
[八王子市教育委員会] 生涯
学習スポーツ部文化財課・八
王子市郷土資料館／編

八王子市郷土資料館 2012.10 図録書庫 図録/36-ﾊ/2012 600038731

16 八王子城　改訂・増補
[八王子市教育委員会] 生涯
学習スポーツ部文化財課・八
王子市郷土資料館／編

八王子市郷土資料館 2020.8 図録書庫 図録/36-ﾊ/2012A 600076772

東京国立博物館資料館
国立国会図書館東京本館

8
五島美術館の名品【絵画と書】
（五島美術館蔵品図録　第1集）

五島美術館／編 五島美術館 1998.4
国立新美術館

29 伊勢宗瑞家臣伊奈弾正忠盛泰の出自に関する一考察 和氣俊行
法政史論 27　p.13-26
大学院日本史学法政史論
会

2000.3

港区立みなと図書館

出版年編著者 出版者
所蔵している場所

No. タイトル

28 鎌倉・室町期の箱根権現別当 森幸夫
戦国織豊期の社会と儀礼
（二木謙一／編） p.396-416
吉川弘文館

2006.4
横浜市中央図書館＊

県立図書館＊

国立国会図書館東京本館

県立図書館▲

http://webopac.tnm.jp/detail?sbid=0000202237
https://id.ndl.go.jp/bib/000000027034
http://opac.nact.jp/opac/volume/137175?locale=ja&target=l
https://www.lib.city.minato.tokyo.jp/licsxp-opac/WOpacTifTilListToTifTilDetailAction.do?returnid=tiles.WTifSchCmpd&gamenid=tiles.WTifTilList&tilcod=1000000285923
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0206019727&MENUNO=4
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1102885167
https://id.ndl.go.jp/bib/028723842
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/search-detail.do

