
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。
頭に「★」が付いているものは、インターネットでアクセスすることにより本文・画像が無料で閲覧できます。
（★のうち、「国立国会図書館デジタルコレクション（図書館・個人送信）」とあるものは、県内の多くの公共図書館でも閲覧できます。
個人でご覧になる場合は事前登録が必要です。詳細は国立国会図書館HPをご確認ください。）

新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため利用条件が変更されている図書館があります。
ご利用に際しては、各図書館HP等をご確認ください。

【単行本等】

排架場所 請求記号 資料コード

1 中世考古学の研究 赤星直忠／著 有隣堂 1980.12 第2書庫 210.2/ア 100065838

2
都市鎌倉の中世史　吾妻鏡の舞台と主役たち
（歴史文化ライブラリー301）

秋山哲雄／著 吉川弘文館 2010.8 ライブラリ 213.7/ア 100065846

3 鎌倉を読み解く　中世都市の内と外 秋山哲雄／著 勉誠出版 2017.10

4
鎌倉幕府草創の地　伊豆韮山の中世遺跡群
（シリーズ「遺跡を学ぶ」）

池谷初恵／著 新泉社 2010.8

5
鎌倉武士の実像　合戦と暮しのおきて
（平凡社ライブラリー）

石井進／著 平凡社 2002.11 ライブラリ 210.42/イ 100065861

6
伊達一族の中世　「独眼龍」以前
（歴史文化ライブラリー515）

伊藤喜良／著 吉川弘文館 2021.1

7
下野宇都宮氏
（シリーズ・中世関東武士の研究 第4巻）

江田郁夫／編著 戎光祥出版 2011.10

9 浄光明寺敷地絵図の研究 大三輪龍彦／編 新人物往来社 2005.7 ライブラリ 188.55/オ 100064591

10
樺崎寺跡　足利一門を祀る下野の中世寺院
（日本の遺跡41）

大澤伸啓／著 同成社 2010.4

11
大道　鎌倉時代の幹線道路
（歴史文化ライブラリー481）

岡陽一郎／著 吉川弘文館 2019.3

12 古代中世音楽史の研究 荻美津夫／著 吉川弘文館 2007.2

13 中世東国の「都市的な場」と武士 落合義明／著 山川出版社 2005.11

14
中世東国武士と本拠
（同成社中世史選書28）

落合義明／著 同成社 2020.10

15
鎌倉幕府成立史の研究
（歴史科学叢書）

川合康／著 校倉書房 2004.10

16 霊鷲山感応院極楽律寺史　中世・近世編 極楽律寺／編 極楽律寺 2003.5

17 霊鷲山感応院極楽律寺　彫刻・工芸・石造建造物編極楽律寺／編 極楽律寺 2003.5

18
中世武士の城
（歴史文化ライブラリー218）

齋藤慎一／著 吉川弘文館 2006.10

19
畠山重忠
（シリーズ中世関東武士の研究 第7巻）

清水亮／編著 戎光祥出版 2012.6

20
平安末期の広大な浄土世界　鳥羽離宮跡
（シリーズ「遺跡を学ぶ」）

鈴木久男／著 新泉社 2018.11

戎光祥出版 2020.1
鎌倉市中央図書館

県立図書館*、伊勢原市立図書館*、寒川総合図
書館*、横浜市立３図書館*、藤沢市２図書館*、
平塚市西図書館*、逗子市立図書館*、相模原市
立４図書館*、中井町立図書室*、綾瀬市立図書
館*、川崎市立２図書館*、鎌倉市２図書館*

横浜市立２図書館*

県立図書館▲

県立図書館、横浜市立４図書館*、川崎市立中
原図書館*、鎌倉市中央図書館*

関根俊一／執筆・編集日本の美術　281号　仏・菩薩と堂内の荘厳21

2022年度特別展　【永福寺と鎌倉御家人】　関連文献リスト
2022年10月15日

No. 書名 著者 出版者 出版年
所蔵している場所

鎌倉市中央図書館

県立図書館、小田原市立３図書館*、横浜市立２
図書館*、藤沢市南市民図書館*、茅ヶ崎市立図
書館*、横須賀市立生涯学習センター*、鎌倉市
３図書館* など

県立図書館、横浜市立５図書館*、藤沢市２図書
館*、逗子市立図書館*、綾瀬市立図書館*、横
須賀市中央図書館* など

県立図書館*、横浜市立中央図書館*、鎌倉市中
央図書館

県立図書館*、横浜市立５図書館*、逗子市立図
書館*、大和市立図書館、海老名市立有馬図書
館*、秦野市立図書館*、川崎市立中原図書館
*、鎌倉市立腰越図書館*

県立図書館*、横浜市立中央図書館*、川崎市立
中原図書館*、鎌倉市中央図書館*

県立図書館、大和市立図書館*、野市立図書館
*、小田原駅東口図書館*、横浜市立７図書館*、
相模大野図書館*、平塚市中央図書館*、大磯町
立図書館*、葉山町立図書館*、南足柄市立図書
館*

県立図書館*、横浜市立中央図書館*、鎌倉市中
央図書館

県立図書館*、横浜市立中央図書館*、相模原市
立橋本図書館*、川崎市立中原図書館*、鎌倉市
立中央図書館

横浜市立中央図書館*

県立図書館*、海老名市立中央図書館*、横浜市
立中央図書館*、川崎市立中原図書館*、横須賀
市立中央図書館*、鎌倉市中央図書館*

県立図書館、横浜市立中央図書館*、相模原市
立２図書館*、鎌倉市中央図書館

鎌倉市中央図書館

8
中世宇都宮氏　一族の展開と信仰・文芸
（戎光祥中世史論集）

江田郁夫／編

藤沢市湘南大庭図書館*、逗子市立図書館*、川
崎市立幸図書館*、鎌倉市中央図書館*

1989.10至文堂

https://www.ndl.go.jp/jp/news/fy2021/220201_01.html
https://bit.ly/3Mnq3On
https://bit.ly/3Mnq3On
https://bit.ly/3RIj03W
https://bit.ly/3RIj03W
https://bit.ly/3CHoBmT
https://bit.ly/3CHoBmT
https://bit.ly/3CmQEXc
https://bit.ly/3CmQEXc
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0500756164&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0500756164&MENUNO=4
https://lib.city.kamakura.kanagawa.jp/opw/OPW/OPWSRCHTYPE.CSP?BID=B12220937&DB=LIB&FROMFLG=1
https://lib.city.kamakura.kanagawa.jp/opw/OPW/OPWSRCHTYPE.CSP?BID=B12220937&DB=LIB&FROMFLG=1
https://bit.ly/3CUdO9b
https://bit.ly/3CUdO9b
https://bit.ly/3CMd8lO
https://bit.ly/3CMd8lO
https://bit.ly/3fTMPRQ
https://bit.ly/3fTMPRQ
https://bit.ly/3Ml9vGF
https://bit.ly/3Ml9vGF
https://bit.ly/3CkDuu2
https://bit.ly/3CkDuu2
https://bit.ly/3Cl9ZIu
https://bit.ly/3Cl9ZIu
https://lib.city.kamakura.kanagawa.jp/opw/OPW/OPWSRCHTYPE.CSP?BID=B10429815&DB=LIB&FROMFLG=1
https://lib.city.kamakura.kanagawa.jp/opw/OPW/OPWSRCHTYPE.CSP?BID=B10429815&DB=LIB&FROMFLG=1
https://lib.city.kamakura.kanagawa.jp/opw/OPW/OPWSRCHTYPE.CSP?BID=B10429713&DB=LIB&FROMFLG=1
https://lib.city.kamakura.kanagawa.jp/opw/OPW/OPWSRCHTYPE.CSP?BID=B10429713&DB=LIB&FROMFLG=1
https://bit.ly/3yuUahj
https://bit.ly/3yuUahj
https://bit.ly/3CKKsd5
https://bit.ly/3CKKsd5
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0500640932&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0500640932&MENUNO=4
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/search-detail.do?
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/search-detail.do?
https://bit.ly/3eqv7VA
https://bit.ly/3eqv7VA
https://lib.city.kamakura.kanagawa.jp/opw/OPW/OPWSRCHTYPE.CSP?BID=B12220937&DB=LIB&FROMFLG=1
https://bit.ly/3yuUahj
https://bit.ly/3yuUahj
https://bit.ly/3yuUahj
https://bit.ly/3yuUahj
https://bit.ly/3yuUahj
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0500640932&MENUNO=4
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/search-detail.do?
https://bit.ly/3CKKsd5
https://bit.ly/3CKKsd5
https://lib.city.kamakura.kanagawa.jp/opw/OPW/OPWSRCHTYPE.CSP?BID=B10429713&DB=LIB&FROMFLG=1
https://bit.ly/3RIj03W
https://bit.ly/3RIj03W
https://bit.ly/3RIj03W
https://bit.ly/3RIj03W
https://bit.ly/3Mnq3On
https://bit.ly/3Mnq3On
https://bit.ly/3Mnq3On
https://bit.ly/3CkDuu2
https://bit.ly/3CkDuu2
https://bit.ly/3CHoBmT
https://bit.ly/3CHoBmT
https://bit.ly/3CHoBmT
https://bit.ly/3CHoBmT
https://bit.ly/3CmQEXc
https://bit.ly/3CmQEXc
https://bit.ly/3CMd8lO
https://bit.ly/3CMd8lO
https://bit.ly/3CMd8lO
https://bit.ly/3CMd8lO
https://bit.ly/3CMd8lO
https://bit.ly/3fTMPRQ
https://bit.ly/3fTMPRQ
https://bit.ly/3Ml9vGF
https://bit.ly/3Ml9vGF
https://bit.ly/3Ml9vGF
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0500756164&MENUNO=4
https://bit.ly/3CUdO9b
https://bit.ly/3CUdO9b
https://bit.ly/3CUdO9b
https://bit.ly/3Cl9ZIu
https://bit.ly/3Cl9ZIu
https://lib.city.kamakura.kanagawa.jp/opw/OPW/OPWSRCHTYPE.CSP?BID=B10429815&DB=LIB&FROMFLG=1
https://bit.ly/3eqv7VA
https://bit.ly/3eqv7VA


23 鎌倉の歴史　谷戸めぐりのススメ 高橋慎一朗／編 高志書院 2017.12

24 三浦一族の研究 高橋秀樹／著 吉川弘文館 2016.6

26 中世瓦の考古学 中世瓦研究会／編 高志書院 2019.5

27 日本の美術　62号　舞楽面 西村杏太郎／編 至文堂 1971.7 第2書庫 雑/705/ニ －

28
源氏と坂東武士
（歴史文化ライブラリー234）

野口実／著 吉川弘文館 2007.7 ライブラリ 210.36/ノ 100066182

29 奥州藤原氏と柳之御所跡 平泉文化研究会／編 吉川弘文館 1992.4

30 駿河相模の武家社会 福田以久生／著 清文堂出版
1976.11
2007年

修訂再販

31
中世のみちと都市
（日本史リブレット25）

藤原良章／著 山川出版社 2005.9

32
北のつわものの都・平泉
（シリーズ「遺跡を学ぶ」）

八重樫忠郎／著 新泉社 2015.8

33
平泉の考古学
（東北中世史叢書２）

八重樫忠郎／著 高志書院 2019.11

34 東北の中世史１　平泉の光芒 柳原敏昭／企画編集 吉川弘文館 2015.7

【論文・雑誌記事】

排架場所 請求記号 資料コード

1 伊豆・駿河・遠江 池谷初恵／著
中世瓦研究会編『中世瓦の考
古学』高志書院
p141-165

2019.5

2
瓦・仏像・浄土庭園遺構　－埼玉県内の鎌倉
時代前半を中心に－

石川安司／著
嵐山史跡の博物館編『東国武
士と中世寺院』高志書院
ｐ173-188

2008.9

5 武蔵武士と浄土庭園 大澤伸啓／著
嵐山史跡の博物館編『東国武
士と中世寺院』高志書院
ｐ75-98

2008.9

県立図書館*、厚木市立中央図書館*、海老名市
立中央図書館*、小田原市立中央図書館*、横浜
市立３図書館*、平塚市２図書館*、相模大野図
書館*、茅ヶ崎市立図書館*、大磯町立図書館*、
川崎市立中原図書館*、横須賀市立中央図書館
*、鎌倉市中央図書館*

県立図書館*、横浜市立中央図書館、藤沢市総
合市民図書館*、平塚市中央図書館、相模原市
立図書館、山北町立生涯学習センター図書室*、
小田原市立中央図書館*、川崎市立中原図書
館、鎌倉市中央図書館、座間市立図書館 など

25 日本の美術　185号　行道面と獅子頭 田辺三郎助／編

35
運慶 時空を超えるかたち
（『別冊太陽 日本のこころ 通号176）

県立図書館*、寒川総合図書館*、横浜市中央図
書館*、相模原市立２図書館*、鎌倉市中央図書
館*、座間市立図書館*

京都市埋蔵文化財研究所編
『鳥羽離宮金剛心院跡出土品』
（京都市埋蔵文化財出土遺物
文化財指定準備業務報告書,
平成28年度）
p69-101

横浜市立３図書館*、小田原駅東口図書館*、鎌
倉市中央図書館*

県立図書館*、横浜市立２図書館*、相模原市立
橋本図書館*、鎌倉市中央図書館*

山本勉／監修

立正佼成会付属佼成図書館（問い合わせ先）

2002.8
栃木県歴史文化研究会編『歴
史と文化』第11号 随想舎
p3-16

大澤伸啓／著瓦で見る下野の中世4

県立図書館*、横浜市立３図書館*、大和市立図
書館*、相模大野図書館*、平塚市西図書館*、
横須賀市立中央図書館*、鎌倉市中央図書館

県立図書館▲

県立図書館*、横浜市立中央図書館*、鎌倉市中
央図書館

22
改訂　歴史のなかに見る親鸞
（法蔵館文庫）

平雅行／著 法蔵館 2021.11
横浜市立中央図書館*

県立図書館*

至文堂 1981.10 寒川総合図書館、逗子市立図書館*、川崎市立
幸図書館*、鎌倉市中央図書館*

掲載資料／ページ 出版年
所蔵している場所

県立図書館*、横浜市立２図書館*、相模原市立
橋本図書館*、鎌倉市中央図書館*

県立図書館、大和市立中央林間図書館*、海老
名市立中央図書館*、秦野市立図書館*、横浜市
立５図書館*、藤沢市立３書館*、平塚市中央図
書館*、逗子市立図書館*、大磯町立図書館国府
分館*、茅ヶ崎市立図書館*、葉山町立図書館*、
横須賀市立４図書館*、鎌倉市５図書館*、座間
市立図書館*

県立図書館、厚木市立中央図書館*、海老名市
立中央図書館、横浜市立３図書館*、相模原市
立図書館*、藤沢市３図書館*、平塚市中央図書
館、逗子市立図書館*、中井町立井ノ口公民館
図書室*、大磯町立図書館*、茅ヶ崎市博物館図
書室*、葉山町立図書館*、三浦市図書館*、川
崎市立２図書館*、横須賀市立６図書館*、鎌倉
市中央図書館*

県立図書館▲

県立図書館*、横浜市立中央図書館*、鎌倉市中
央図書館

2017.3

★全国遺跡報告総覧

県立図書館*、横浜市立中央図書館*、鎌倉市中
央図書館

平凡社 2010.12

横浜市立７図書館*、平塚市２図書館*、相模原
市立図書館*、茅ヶ崎市立図書館*、小田原市立
中央図書館*、綾瀬市立図書館*、横須賀市立中
央図書館*、鎌倉市中央図書館*、大和市立図書
館*、座間市立図書館*、二宮町図書館*、川崎
市立３図書館*

No. タイトル 著者

3 鳥羽離宮金剛心院跡出土瓦類の検討 上村和直／著

国立国会図書館東京本館

国立国会図書館東京本館

東京大学資料編纂所図書室

https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1120215240
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6 曹源寺十二神将像小考 奥健夫／著
東京国立博物館編『MUSEUM』
No.668 東京国立博物館
p79-92

2017.6 第2書庫 県雑 －

7 八事裏山窯址群の基礎的再検討 尾野善裕／著
『古代人』53　名古屋考古学会
p31-50

1992.2 第2書庫 雑/210.2/コ －

8 尾張・三河 桐山秀穂／著
中世瓦研究会編『中世瓦の考
古学』高志書院
p183-201

2019.5

9 箱根町塔ノ峰・阿弥陀寺所蔵の菩薩面について小泉充康／著
佛敎藝術學會編『佛教藝術』
240号　毎日新聞社
p112-117　図3-5

1998.9 第2書庫 雑/705/ブ －

14 相模 小林康幸、高橋香／著
中世瓦研究会編『中世瓦の考
古学』高志書院
p123-140

2019.5

17 鎌倉後期の三浦佐原氏の動向 鈴木かほる／著
三浦一族研究会編『三浦一族
研究』第4号　横須賀市
p23-49

2000.5

18 下野藤姓足利一族と清和源氏 須藤聡／著
高橋修編『実像の中世武士団
北関東のもののふたち』高志書
院　p97-122

2010.8

22 鎌倉幕府と琵琶の文化圏 豊永聡美／著
福田豊彦・関幸彦編『「鎌倉」の
時代』山川出版社
p107-129

2015.1

23 中世都市鎌倉における密教の成立と展開 永井晋／著

神奈川県立歴史博物館編『神
奈川県立博物館研究報告 人
文科学』第44号
ｐ1-20

2017.1 ライブラリ 県雑 －

24 栄西と鎌倉幕府 永井晋／著
『鎌倉』126 鎌倉文化研究会
p1-12

2019.8 ライブラリ 県雑 －

26 鶴岡二十五坊跡出土の鐙瓦について 原廣志／著
『鎌倉考古』11 鎌倉考古学研
究所 p1-2

1982.1 図書整理室 雑 －

27
鎌倉における瓦の様式　　－鎌倉時代の瓦当
文様を中心に－

原廣志／著
佛教藝術學會編『佛教藝術』
164号　毎日新聞社
p59-65

1986.1 第2書庫 雑/705/ブ －

13 埼玉県下に分布する永福寺式軒瓦について 小林康幸／著
『埼玉考古』36
p153-169

2001.3
東京国立博物館

12 鎌倉永福寺経塚の造営に関する一考察 小林康幸／著

★宗教・文化研究所ゼミナール

19 鎌倉山門派の成立と展開 平雅行／著

25 「常陸入道念西」小考 滑川敦子／著
『紫苑』第14号　京都女子大学
宗教・文化研究所ゼミナール
p103-113

2016.3

『大阪大学大学院文学研究科
紀要』40
ｐ41-151

2000.3

神奈川大学図書館、横浜国立大学附属図書館、
横浜市立大学学術情報センター

★大阪大学学術情報庫

20 鎌倉寺門派の成立と展開 平雅行／著
『大阪大学大学院文学研究科
紀要』49
ｐ111-206

2009.3

神奈川大学図書館、横浜国立大学附属図書館、
横浜市立大学学術情報センター

東京大学史料編纂所図書室

横浜市立中央図書館*

県立図書館、厚木市立中央図書館*、海老名市
立有馬図書館*、小田原駅東口図書館*、横浜市
立10図書館*、相模大野図書館*、藤沢市２図書
館*、平塚市中央図書館*、逗子市立図書館*、
湯河原町立図書館*、横須賀市立３図書館*、鎌
倉市中央図書館*

国立国会図書館東京本館

10 関東地方における中世瓦の一様相 小林康幸／著

神奈川考古同人会編『神奈川
考古』第25号　神奈川考古同
人会
p197-227

1989.5

★国立国会図書館デジタルコレクション（図書
館・個人送信）

国立国会図書館東京本館

県立図書館、横浜市立２図書館*、逗子市立図
書館*、藤沢市総合市民図書館、大磯町立図書
館、三浦市図書館本館、県立保健福祉大学図書
館、横須賀市立４図書館*、鎌倉市４図書館*

県立図書館*、横浜市立中央図書館*、鎌倉市中
央図書館

国立国会図書館東京本館

立正大学考古学会編『考古学
論究』第6号
p27-42

国立国会図書館東京本館

県立図書館

佐久間秀樹／著

1999.9 ★国立国会図書館デジタルコレクション（図書
館・個人送信）

★大阪大学学術情報庫

川崎市立中原図書館

横浜市立中央図書館

11 鎌倉永福寺跡出土瓦の諸問題 小林康幸／著
『立正考古』第31号　立正大学
考古学研究会
p65-80

茨城県立図書館
1998.5

下妻市文化団体連絡協議会編
『下妻の文化』第23号　下妻市
文化団体連絡協議会

県立図書館*、横浜市立中央図書館*、鎌倉市中
央図書館

15 中世相模における尾張産瓦の受容（予察） 小林康幸／著

池上悟先生古稀記念会編『芙
蓉峰の考古学Ⅱ　池上悟先生
古稀記念論文集』六一書房
p481-492

2020.12

千葉県立東部図書館

都立中央図書館

東京国立博物館

県立図書館*、横浜市立中央図書館*、鎌倉市中
央図書館

国立国会図書館東京本館

1992.3
東京国立博物館

駒之墓表採の軒平瓦について16

21 舞楽面の地方分布とその変遷について 田邉三郎助／著
田邉三郎助著『論集　日本の
仮面　上』 中央公論美術出版
p155-164

2019.1

金沢文庫図書閲覧室▲

神奈川大学図書館

28 永福寺所用瓦について 原廣志／著

五味文彦研究代表『吾妻鏡と
中世都市鎌倉の多角的研究』
（平成15年度～平成17年度科
学研究費補助金（基盤研究
（B））研究成果報告書）　p254-
255

2006.3
鎌倉市中央・深澤・玉縄図書館、鎌倉市腰越図
書館*

県立図書館
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29 中世の瓦 原廣志、比毛君男／共著

有吉重蔵編『古瓦の考古学』
（考古調査ハンドブック １８）
ニューサイエンス社
p138-168

2018.3

30
三村山極楽寺跡出土瓦の諸問題　―茨城県
立歴史館所蔵資料の紹介と検討―

比毛君男／著
茨城県立歴史館史料学芸部編
『茨城県史研究』94
ｐ55-67

2010.3 第2書庫 県雑 －

32 国立歴史民俗博物館蔵『転法輪鈔』解題 牧野淳司／著
『国立歴史民俗博物館研究報
告』第188集　国立歴史民俗博
物館　p147-158

2017.3 第2書庫 県雑 －

34 鎌倉永福寺とその苑池 馬淵和雄／著
佛教藝術學會編『佛教藝術』
164号　毎日新聞社　ｐ23-38

1986.1 第2書庫 雑/705/ブ －

36 東松山市利仁神社経塚出土遺物について 水口由紀子／著
『[埼玉県立歴史と民俗の博物
館]紀要』第3号 埼玉県立歴史
と民俗の博物館 p35-46

2009.3 第2書庫 県雑 －

37 平沢寺跡出土経筒の銘文について 水口由紀子／著
『埼玉県立史跡の博物館紀要』
第10号 埼玉県立嵐山史跡の
博物館 p143-154

2017.3 第2書庫 県雑 －

38
鎌倉時代前・中期における仏像の金属製荘厳
具 ―意匠形式の分類と制作事情を中心に―

三本周作／著
佛教藝術學會編『佛教藝術』
313号　毎日新聞社　ｐ58-88

2010.11 第2書庫 雑/705/ブ －

39
頼朝で聖徳太子な聖観音―瀧山寺の仏像を
荘厳具から読み解く―

三本周作／著
『芸術新潮』第68巻第10号　新
潮社　p94-95

2017.10 第2書庫 雑/705/ゲ －

43
河内源氏の供養と鎌倉幕府の成立　―安居
院流唱導の表白を題材として―

山野龍太郎／著
近本謙介編『ことば・ほとけ・図
像の交響―法会・儀礼とアーカ
イヴ―』勉誠出版　p35-54

2022.3 第2書庫 186/チ 100110196

44 鎌倉永福寺成立の意義 吉田通子／著
『地方史研究』180(32巻6号)
地方史研究協議会　p21-36

1982.12

45
中世都市鎌倉と地下楽家中原氏　―中原有
安・景安・光氏の系譜と活動を中心に―

渡邊浩貴／著
神奈川県立歴史博物館編『神
奈川県立博物館研究報告　人
文科学』第46号　p1-22

2019.10 ライブラリ 県雑 －

46
中世舞楽面と雨乞儀礼　―相模国大住郡下
糟屋村の髙部屋神社を事例に―　上・下

渡邊浩貴／著

神奈川大学日本常民文化研究
所編『民具マンスリー』
第53巻1号（通巻625）ｐ1-13
第53巻3号（通巻627）ｐ14-22

2020.4
2020.6

第2書庫 雑/383/ミ －

47
初期鎌倉幕府の音楽と京都社会　―「楽人招
請型」の音楽受容とその基盤―

渡邊浩貴／著

神奈川県立歴史博物館編『神
奈川県立博物館研究報告　人
文科学』第47号
p1-22

2020.12 ライブラリ 県雑 －

48 俊乗房重源と相模国糟屋荘地域 渡邊浩貴／著
日本歴史学会編『日本歴史』
879
p63-65

2021.8 ライブラリ 雑/210.05/ニ －

42
野本氏と押垂氏の周辺　―比企氏と連携した
利仁流藤原氏一族―

山野龍太郎／著
埼玉県地方史研究会編『埼玉
地方史』78　p1-14

40
常陸三村山採集の永福寺系瓦と『極楽寺』銘
梵鐘―三村山極楽寺の創建と八田知家をめ
ぐる宗教環境―

桃崎祐輔／著

筑波大学大学院人文社会科学
研究科歴史・人類学専攻編『歴
史人類 = History and
anthropology』31号
ｐ167-225

2003.3

41 筑波山周辺の宗教世界 桃崎祐輔／著

浅野晴樹、齋藤慎一編『中世
東国の世界１ 北関東』高志書
院
p247-274

2003.12

横浜市立大学学術情報センター

横浜市立中央図書館*

国立国会図書館

県立図書館▲

横浜国立大学附属図書館

鎌倉市中央図書館*

31 鳥羽離宮跡出土の遺物 前田義明／著 2017.7
都立中央図書館

京都渡来文化ネットワーク会議
編『鳥羽離宮跡を歩く　院政期
最大の遺跡』京都三星出版

県立図書館*、横浜市立中央図書館*、平塚市中
央図書館*、茅ヶ崎市博物館図書室*、川崎市立
中原図書館*

国立国会図書館東京本館

33
相模と愛甲の豪族　－10～12・13世紀、兵の
屋敷、寺－

松葉崇／著

厚木市教育委員会社会教育部
文化財保護課文化財保護係編
『厚木市史シンポジウム　愛甲
の古代を探る』厚木市教育委
員会　p49-54

2019.5

国立国会図書館東京本館

二宮町図書館

厚木市立中央図書館、厚木市９公民館*

横浜国立大学附属図書館、横浜市立大学学術
情報センター

青山学院大学史学会委員会編
『史友』第28号　青山学院大学
史学会　ｐ25-33

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・個人送信）

35 永福寺の落日 馬淵和雄／著 1996.7

2020.4
さいたま市立中央図書館

https://bit.ly/3ysF4J5
https://bit.ly/3ysF4J5
https://id.ndl.go.jp/bib/028411494
https://id.ndl.go.jp/bib/028411494
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1153085748
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1153085748
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1106677303
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1106677303
https://www.lib.mytownclub.com/opac/disp/id/2591160
https://www.lib.mytownclub.com/opac/disp/id/2591160
https://bit.ly/3SPLIkR
https://bit.ly/3SPLIkR
https://id.ndl.go.jp/bib/029783640
https://id.ndl.go.jp/bib/029783640
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/search-detail.do?lang=ja
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/search-detail.do?lang=ja
https://bit.ly/3enkeUv
https://bit.ly/3enkeUv
https://id.ndl.go.jp/digimeta/9218688
https://id.ndl.go.jp/digimeta/9218688
https://opac.yokohama-cu.ac.jp/opac/volume/992849?locale=ja&target=l
https://opac.yokohama-cu.ac.jp/opac/volume/992849?locale=ja&target=l
https://opac.lib.ynu.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/AN00254855
https://opac.lib.ynu.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/AN00254855
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0203100277&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0203100277&MENUNO=4
https://lib.city.kamakura.kanagawa.jp/opw/OPW/OPWSRCHTYPE.CSP?BID=B10046557&DB=LIB&FROMFLG=1
https://lib.city.kamakura.kanagawa.jp/opw/OPW/OPWSRCHTYPE.CSP?BID=B10046557&DB=LIB&FROMFLG=1
https://id.ndl.go.jp/bib/000000027852
https://id.ndl.go.jp/bib/000000027852
https://bit.ly/3CfZeXQ
https://bit.ly/3CfZeXQ
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/search-detail.do?lang=ja
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/search-detail.do?lang=ja
https://opac.yokohama-cu.ac.jp/opac/volume/992849?locale=ja&target=l
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0203100277&MENUNO=4
https://id.ndl.go.jp/bib/000000027852
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/search-detail.do?lang=ja
https://opac.lib.ynu.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/AN00254855
https://lib.city.kamakura.kanagawa.jp/opw/OPW/OPWSRCHTYPE.CSP?BID=B10046557&DB=LIB&FROMFLG=1
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1153085748
https://bit.ly/3ysF4J5
https://bit.ly/3ysF4J5
https://bit.ly/3ysF4J5
https://id.ndl.go.jp/bib/028411494
https://id.ndl.go.jp/bib/029783640
https://bit.ly/3SPLIkR
https://www.lib.mytownclub.com/opac/disp/id/2591160
https://bit.ly/3enkeUv
https://bit.ly/3enkeUv
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1106677303
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/search-detail.do?lang=ja
https://id.ndl.go.jp/digimeta/9218688
https://id.ndl.go.jp/digimeta/9218688
https://bit.ly/3CfZeXQ


49
二つの中世陵王面　―鎌倉鶴岡八幡宮と六浦
瀬戸神社―　上・下

渡邊浩貴／著

神奈川大学日本常民文化研究
所編『民具マンスリー』
第54巻3号（通巻639）ｐ1-11
第55巻1号（通巻627）ｐ13-22

2021.6
2022.4

第2書庫 雑/383/ミ －

【展覧会図録、発掘調査報告書等】

排架場所 請求記号 資料コード

2 武蔵国鶴見寺尾郷絵図の世界 神奈川県立金沢文庫／編 神奈川県立金沢文庫 2021.3 ライブラリ 図録/37-カ/2021a 600083265

3 湘南の古刹　神武寺の遺宝
神奈川県立歴史博物館／
編

神奈川県立歴史博物館 2004.10 ライブラリ 137/2004/ライブラリ 600069025

4 鎌倉ゆかりの芸能と儀礼
神奈川県立歴史博物館／
編

神奈川県立歴史博物館 2018.10 ライブラリ 209/2018/ライブラリ 600069454

5
赤星直忠旧蔵資料目録
（神奈川県立歴史博物館資料目録）

神奈川県立歴史博物館／
編

神奈川県立歴史博物館 2021.3 ライブラリ 069.9/カ 100102862

7
鎌倉市埋蔵文化財緊急調査報告書34（第1分
冊）
（平成29年度発掘調査報告）

鎌倉市教育委員会／編 鎌倉市教育委員会 2018.3 地下書庫 － －

8 甦る永福寺―史跡永福寺跡整備記念― 鎌倉歴史文化交流館／編 鎌倉歴史文化交流館 2017.10 図録書庫 図録/37-カ/2017 600063457

9

埼玉県上里町　堂裏遺跡発掘調査報告書　―
県営ほ場整備事業に伴う発掘調査報告書―
（上里町埋蔵文化財発掘調査報告書　第18
集）

上里町教育委員会／編 上里町教育委員会 2018.11 図書整理室 － －

17 平泉　みちのくの浄土
NHK仙台放送局、NHKプラ
ネット東北／編

NHK仙台放送局 2008.11

18
梁川城跡　総合調査報告書
（伊達市埋蔵文化財調査報告書　第30集）

伊達市教育委員会／編 伊達市教育委員会 2018.3

19
八田知家と名門常陸小田氏　―鎌倉殿御家
人に始まる武家の歴史―

土浦市立博物館／編 土浦市立博物館 2022.3

20 建長寺創建七五〇年記念　鎌倉　―禅の源流
東京国立博物館、日本経済
新聞社／編

日本経済新聞社 2003.6 ライブラリ 図録/36-ト/2003a 600066369

21 運慶―興福寺中金堂再建記念特別展―
東京国立博物館、法相宗大
本山興福寺／編

朝日新聞社 2017.9 図録書庫 図録/36-ト/2017 600062236

15

南埼玉郡菖蒲町　菖蒲城跡　主要地方道川越
栗橋線関係埋蔵文化財発掘調査報告
（埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書　第
232集）

埼玉県埋蔵文化財調査事
業団／編

埼玉県埋蔵文化財調査事業団 1999.2

東京国立博物館

埼玉県立２図書館

16

皂樹原・檜下遺跡Ⅰ（阿保境の館跡）中世編
―朝日工業（株）児玉工場関係埋蔵文化財発
掘調査報告書―
（皂樹原・檜下遺跡調査会報告書第1集）

皂樹原・檜下遺跡調査会／
編

皂樹原・檜下遺跡調査会 1989.3

埼玉県立２図書館

国立歴史民俗博物館

国立国会図書館東京本館

書名 著者 出版者 出版年

国立国会図書館東京本館

国立国会図書館東京本館

相模原市立橋本図書館*

県立図書館*、横浜市立中央図書館*、大和市立
中央林間図書館

国立国会図書館東京本館

東京国立博物館

東京国立博物館

国立国会図書館東京本館

神奈川大学図書館
2005.10朝霞市博物館朝霞市博物館／編広沢郷の時代―中世の朝霞を探る―1

金沢文庫図書閲覧室▲

所蔵している場所

6

永福寺跡　鎌倉市二階堂国指定史跡　遺物
編・考察編
（国指定史跡跡永福寺環境整備事業に係る発
掘調査概要報告書）

鎌倉市教育委員会／編 鎌倉市教育委員会 2002.3
鎌倉市３図書館

県立図書館

No.

14

東松山市　山王裏/上川入/西浦/野本氏館跡
一般国道407号線埋蔵文化財発掘調査報告
（埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書　第
184集）

埼玉県埋蔵文化財調査事
業団／編

埼玉県埋蔵文化財調査事業団 1997.3

東京国立博物館

埼玉県立２図書館

さいたま市立中央図書館

国立国会図書館東京本館
2012.5ユニプラン

京都市埋蔵文化財研究所
／編集・制作・監修

平清盛　―院政と京の変革―12

13
安保氏館跡
（神川町遺跡調査会発掘調査報告書第5集）

神川町遺跡調査会／編
国立国会図書館東京本館

国立国会図書館東京本館

神川町遺跡調査会 1995.12
埼玉県立２図書館

10
鳥羽離宮跡１ 　金剛心院跡の調査
（京都市埋蔵文化財研究所調査報告　第20
冊）

京都市埋蔵文化財研究所
／編

京都市埋蔵文化財研究所 2002.3
東京国立博物館

国立国会図書館東京本館

★全国遺跡報告総覧
11

鳥羽離宮金剛心院跡出土品
（京都市埋蔵文化財出土遺物文化財指定準
備業務報告書　平成28年度）

京都市埋蔵文化財研究所
／編

京都市文化市民局 2017.3

https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj2/opac/search-detail.do?lang=ja
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https://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/toshow/asp/WwShousaiKen.aspx?FCode=1643524
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