
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。
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新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため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

2 新聞集成明治編年史（再版・限定版） 1-15 中山泰昌／編集代表 財政経濟学会
1968.10
-1975.7

第２書庫 210.6/ﾅ/1-15
200119915

他

4 錦絵にみる明治天皇と明治時代 丹波恒夫／著 朝日新聞社 1966.4 第１書庫 721.8/ﾀ/a 100070135

7 浮世絵で見る日本の世開け ： 幕末明治文明開化 端山孝／著 マスプロ電工 1979.10 ライブラリ 721.8/ﾊ 200123602

8 日本の建築明治・大正・昭和 1 ： 開化のかたち 越野武／著　増田彰久／写真 三省堂 1979.6 ライブラリ 523.1/ﾆ/1 100069798

9 原色浮世絵大百科事典 2 ： 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 1982.8 第１書庫 721.8/ｹﾞ/2 100088186

10 原色浮世絵大百科事典 3 ： 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 1982.4 第１書庫 721.8/ｹﾞ/3 100088194

11 江戸東京学事典 小木新造[ほか]／編 三省堂 1987.12 第２書庫 213.6/ｴ 200045524

16 清水建設二百年　生産編 清水建設／編 清水建設 2003.11 第２書庫 335.48/ｼ/2 100050145

17 ビジュアル・ワイド明治時代館 宮地正人[ほか]／監修 小学館 2005.12 ライブラリ 210.6/ﾐ 100033380

18 明治天皇1-4（新潮文庫）
ドナルド・キーン／著
角地幸男／訳

新潮社
2007.3
-2007.5

第２書庫 288.41/ｷ/1-4
100037324

他

21 戦争の日本史 19 ： 日清戦争 原田敬一／著 吉川弘文館 2008.8 ライブラリ 210.65/ﾊ 100044981

24
喜多川周之コレクション
（東京都江戸東京博物館調査報告書　第22集）

東京都江戸東京博物館都市歴史研
究室／編

東京都江戸東京博物館 2010.3 第２書庫 213.6/ﾄ 100057249

25 図説日本鉄道会社の歴史 松平乘昌／編 河出書房新社 2010.1 ライブラリ 686.21/ﾏ 100051929

国立国会図書館デジタルコレクション（Ｗｅｂ公開）
★https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11210171 明治天皇行幸年表 明治天皇聖蹟保存会／編 大行堂 1933.11
冊子は県立図書館が所蔵＊

幕末明治の浮世絵集成3 樋口弘／編著 味燈書屋 1955.2

県立図書館

国立国会図書館デジタルコレクション（参加館内
での閲覧）

当館は改訂増補版（1963.4）を所蔵＜721.8/ﾋ＞

2011.12
-
2013.10

吉川弘文館
宮地正人、佐藤能丸、櫻井良樹／
編

明治時代史大辞典1～4

2021年度 特別展　【錦絵にみる明治時代】　関連文献リスト
2021年4月29日

No. タイトル 著者 出版者 出版年
所蔵している場所

県立図書館

県立図書館（2のみ＊）

県立図書館＊

県立図書館＊

県立図書館＊

横浜市（中央・戸塚）図書館＊

県立図書館＊

横浜市（中央・旭・磯子・山内）図書館＊

県立図書館

当館は1-3を所蔵（210.6/ﾒ/1-3）　　4は無し

県立図書館
26

東京堂出版 2008.6 横浜市（中央・保土谷・旭・港北・緑・都筑・瀬谷）
図書館

横浜市中央図書館＊
逗子市立図書館＊
相模原市立（相模大野・橋本）図書館＊

明治版画史23

横浜市（中央・金沢・港北・栄・泉）図書館

5 明治天皇紀 1-12 宮内庁／編 吉川弘文館
1968
-1975

大磯町立図書館＊

川崎市立中原図書館＊
横浜市中央図書館

その他多くの公共図書館＊
横浜市中央図書館＊

12 天皇の肖像（岩波新書） 多木浩二／著 岩波書店 1988.7

横浜市（中央・磯子・金沢・瀬谷）図書館＊
（但し、瀬谷は１無し）

6 錦絵幕末明治の歴史 1-12 小西四郎／著 講談社
1977.2
-1978.1

13

19 西南戦争：西郷隆盛と日本最後の内戦（中公新書） 小川原正道／著 中央公論新社

川崎市立（中原・多摩）図書館＊
1998.10小学館日高嘉継、横田洋一／執筆浮世絵明治の競馬（ショトル・ミュージアム）

奈倉哲三／編著絵解き幕末諷刺画と天皇20

22 浮世絵大事典 国際浮世絵学会／編

2007.12
横浜市（鶴見・緑）図書館＊

横浜市中央図書館＊
2007.12柏書房

茅ヶ崎市立図書館本館＊
横須賀市立中央図書館＊

2009.8吉川弘文館岩切信一郎／著

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1121017
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1121017
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1121017
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1103050049
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1100257938
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/8798832
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/8798832
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1100289940
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1100586311
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1103346760
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1103741825
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1100105543
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0198053668&MENUNO=4
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1103335595
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0190284417&MENUNO=4
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1103467068
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1104261711
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0208041390&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0208041390&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0209056677&MENUNO=4
https://bit.ly/3tP6STx
https://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/toshow/asp/WwShousaiKen.aspx?FCode=1462383
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0211082473&MENUNO=4
https://oiso-lib.scn-net.ne.jp/TOSHOW/asp/WwShousaiKen.aspx?FCode=134929
https://www.library.city.kawasaki.jp/clis/detail?NUM=001551676&CTG=1&RTN=01&TM=141600482
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0190205604&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0190379055&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0190001553&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0190001553&MENUNO=4
https://www.library.city.kawasaki.jp/clis/detail?NUM=001370803&CTG=1&RTN=01&TM=151012934
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0207093288&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0207090447&MENUNO=4
https://www.lib.chigasaki.kanagawa.jp/toshow/asp/WwShousaiKen.aspx?FCode=707997
https://www.yokosuka-lib.jp/opw/OPW/OPWSRCHTYPE.CSP?ReloginFlag=1&BID=B11372206&DB=LIB&FROMFLG=1


排架場所 請求記号 資料コード
No. タイトル 著者 出版者 出版年

所蔵している場所

29 東京の橋100選＋100 紅林章央／著 都政新報社 2018.10

31 錦絵解析 天皇が東京にやって来た！ 奈倉哲三／著 東京堂出版 2019.6 ライブラリ 721.9/ﾅ 100093525

【論文】
論文掲載誌　掲載ページ

出版者 排架場所 請求記号 資料コード

3 擬洋風建築 清水重敦　鳥海基樹
『日本の美術』446　ｐ.1-85
至文堂

2003.7 第２書庫 雑/705/ﾆ －

4 外国人建築家の系譜 堀勇良
『日本の美術』447　ｐ.1-98
至文堂

2003.8 第２書庫 雑/705/ﾆ －

【展覧会図録】

排架場所 請求記号 資料コード

1 浮世絵で見る幕末明治　東京・横浜開化絵
マスプロ電工美術館／編
町田市立博物館／編

町田市立博物館 1994.9 ライブラリ 図録/36-ﾏ/1994a 600066534

2 ええじゃないかの不思議―信仰と娯楽のあいだ 名古屋市博物館／編 名古屋市博物館 2006.9 図録書庫 図録/55-ﾅ/2006 600014823

3 幻の室内装飾―明治宮殿の再現を試みる 宮内庁三の丸尚蔵館／編 宮内庁 2011.9 図録書庫 図録/36-ｸ/2011 600034383

4 戊辰箱根戦争―小田原藩×遊撃隊― 箱根町立郷土資料館／編 箱根町立郷土資料館 2019.3 図録書庫 図録/37-ﾊ/2018 600070924

No.
所蔵している場所

タイトル 著者 出版者 出版年

冊子は県立図書館が所蔵●

立命館大学人文科学研究所：刊行物
★http://www.ritsumei.ac.jp/acd/re/k-
rsc/hss/book/ki_090.html

J-STAGE
★https://doi.org/10.18935/jjstr.62.0_17

冊子は県立図書館が所蔵●

論文タイトル 論文執筆者

川崎市立（幸・中原）図書館＊
横須賀市立中央図書館＊

国文学研究資料館
国立新美術館

出版年
所蔵している場所

横浜市（鶴見・旭・磯子・山内・戸塚）図書館＊

国立国会図書館

県立図書館＊

横浜市中央図書館＊

2
西南戦争における報道メディアとしての歌舞伎-日清戦
争と対比して-

埋忠美沙
『演劇学論集　日本演劇学会
紀要』62　ｐ.17-33
日本演劇学会

2016.6

1 無三四と帽子とアカペラと-出版物に見る憲法発布- 福井純子
『立命館大学人文科学研究所
紀要』90　p.75-114
立命館大学人文科学研究所

2008.3

No.

27 明治演劇史 渡辺保／著 講談社 2012.11 横浜市（中央・神奈川・中・港南・磯子・金沢・港
北・泉）図書館＊

30 資料集西南戦争浮世絵 海の見える杜美術館／編 ロータスプラン 2018.7

28 月岡芳年 魁題百撰相 （謎解き浮世絵叢書）
小池満紀子、大内瑞恵／解説
町田市立国際版画美術館／監修

二玄社 2012.1

https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/search-detail.do?lang=ja
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/re/k-rsc/hss/book/ki_090.html
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/re/k-rsc/hss/book/ki_090.html
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/re/k-rsc/hss/book/ki_090.html
https://doi.org/10.18935/jjstr.62.0_17
https://doi.org/10.18935/jjstr.62.0_17
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/search-detail.do?lang=ja
https://www.library.city.kawasaki.jp/clis/detail?NUM=002243785&CTG=1&RTN=01&TM=110006601
https://www.yokosuka-lib.jp/opw/OPW/OPWSRCHTYPE.CSP?ReloginFlag=1&BID=B11558627&DB=LIB&FROMFLG=1
https://opac.nijl.ac.jp/opac/opac_details/?reqCode=fromlist&lang=0&amode=11&bibid=5000041344&opkey=B161923015017489&start=1&totalnum=1&listnum=0&place=&list_disp=20&list_sort=0&cmode=0&chk_st=0&check=0
http://opac.nact.jp/opac/volume/438170?locale=ja&target=l
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0500629984&MENUNO=4
https://id.ndl.go.jp/bib/030437298
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1104466200
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0212003614&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0212085964&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0212085964&MENUNO=4

