
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」の欄について、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は神奈川県立図書館、横浜市立図書館など、県内33の公共図書館で閲覧できます。

国立国会図書館デジタルコレクションのうち、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が無料で閲覧できます。

【史料集】

排架場所 請求記号 資料コード

3 赤蝦夷風説考　―北海道開拓秘史―
工藤平助／著
井上隆明／訳

教育社（教育社新書） 1979

6 北槎聞略　―大黒屋光太夫ロシア漂流記―
桂川甫周／著
亀井高孝／校訂

岩波書店（岩波文庫） 1990 ライブラリ 293.8/ｶ 100079318

7 環海異聞　海外渡航記叢書（二）
大槻玄沢・志村弘強／著
池田晧／訳

雄松堂出版 1989 ライブラリ 290.8/ｶ/2 200080356

9
日本庶民生活史料集成
第４巻　探検・紀行・地誌　北辺編

高倉新一郎／編 三一書房 1969 第２書庫 380.8/ﾆ/4 200050995

13 彦根城博物館叢書１　幕末維新の彦根藩 彦根藩資料調査研究会／編
彦根市教育委員会
（発売：サンライズ出版)

2001

【図録】

1 林子平：その生涯と思想 仙台市博物館／編 仙台市博物館 1992 図録書庫 図録/23-ｾ/1992 200114437

2 漂流　―江戸時代の異国情報― 仙台市博物館／編 仙台市博物館 1998 ライブラリ 図録/23-ｾ/1998a 600064604

3 時を超えて語るもの　―史料と美術の名宝―
東京国立博物館／編
東京大学史料編纂所／編

東京大学史料編纂所 2001 ライブラリ 図録/36-ﾄ/2001a 600066328

4
描かれた北海道
―１８・１９世紀の絵画が伝えた北のイメージ―

北海道開拓記念館／編 北海道開拓記念館 2002 ライブラリ 図録/11-ﾎ/2002a 600064588

6 夷酋列像　蝦夷地イメージをめぐる人・物・世界 北海道博物館／編
「夷酋列像」展実行委員会
北海道新聞社

2015 図録書庫 図録/35-ｺ/2015 600053318

7 第30回企画展　江戸湾沿岸警備と忍藩 行田市郷土博物館／編 行田市郷土博物館 2016 図録書庫 図録/34-ｷﾞ/2016 600054886

8
守屋壽コレクションが迫る近世日本の新たな
異文化交流像

広島県立歴史博物館／編 広島県立歴史博物館 2016 図録書庫 図録/76-ﾋ/2016 600058507

【自治体史】

排架場所 請求記号 資料コード

1 神奈川県史　全39巻
神奈川県県民部県史編集室／
編

神奈川県
1970
～

1983
第２書庫

213.7/ｶ
/1-1～4-3

省略

1989クレス出版住田正一／編
日本海防史料叢書　全５巻
（海防史料刊行会1932〜1933年刊の複製）

1

5
黒船がつれてきた漂流者
―大黒屋光太夫からジョセフ彦まで―

鈴鹿市／編
鈴鹿市
大黒屋光太夫記念館

2011

1954
～

1982

江川坦庵全集刊行会(上中下
巻)
巌南堂書店(別巻)

戸羽山瀚／編江川坦庵全集　上中下巻、別巻１～３12

11 日本思想大系　53　水戸学
今井三郎・瀬谷義彦・尾藤正
英
／校注

岩波書店 1973

海国兵談
林子平／述
村岡典嗣／校訂

岩波書店（岩波文庫）

10 鷹見泉石日記　全８巻 鷹見泉石／著 吉川弘文館
2001
～

2004

8
大日本近世史料　近藤重蔵蝦夷地関係史料
全３巻

東京大学史料編纂所／編纂
東京大学史料編纂所
（発売：東京大学出版会）

1984
～

1989

横浜市中央図書館  *

2019年度 特別展　【北からの開国】　関連文献リスト
2019年7月13日

No. タイトル 編著者 出版者 出版年
所蔵している場所

No. 出版年
所蔵している場所

タイトル 編著者 出版者

横浜市中央図書館  *

横浜市中央図書館  *（欠：別巻２）

国立国会図書館デジタルコレクション(第4巻を除く)

横浜市中央・磯子・金沢図書館 *

横浜市中央図書館  *

横浜市中央・中・港北・山内図書館 *

※国立国会図書館デジタルコレクション

横浜市中央図書館（貸出不可）

神奈川県立図書館（貸出不可）

神奈川県立図書館  *

国立国会図書館デジタルコレクション(1932-1933年版)

神奈川県立図書館(1932-1933年版)（貸出不可）

横浜美術館

神奈川県立図書館 *（但し、1987年版）

横浜市中央・保土谷・旭・港北・緑・戸塚図書館 *

神奈川県立図書館 *（但し、1944年版）

（※第１・２・４巻はインターネット公開）

2 北門叢書　全６巻 大友喜作／解説校訂 北光書房
1943
～

1944
1972年刊の複製（国書刊行会）もデジタルコレク
ションで閲覧可。1972年版では第４巻も閲覧可。

神奈川県立図書館  *

横浜市中央・鶴見・港南・保土谷・旭・金沢・港北・
山内・戸塚・泉・瀬谷図書館  *

横浜市中央(貸出不可)・磯子・緑図書館  *

神奈川県立図書館（別巻１～３のみ貸出可）

東京国立博物館

1939

5 宇下人言・修行録
松平定信／著
松平定光／校訂

岩波書店（岩波文庫） 1942

4

https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0201011438&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0190516642&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0190367692&MENUNO=4
https://doi.org/10.11501/1043700
https://doi.org/10.11501/1043700
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0190032579&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0204045057&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0190316420&MENUNO=4
https://doi.org/10.11501/1057822
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0190169975&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0190169975&MENUNO=4
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0000056390&MENUNO=4
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0000056390&MENUNO=4
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0001428447&MENUNO=4
https://doi.org/10.11501/1826506
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0000227032&MENUNO=4
https://yma.opac.jp/opac/Holding_list/search?rgtn=300040533
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0000259086&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0190322581&MENUNO=4
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0000279163&MENUNO=4
https://doi.org/10.11501/1214880
https://doi.org/10.11501/9490709
https://doi.org/10.11501/9490709
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0000237150&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0190145426&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0190145426&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0211081820&MENUNO=4
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0000537911&MENUNO=4
http://webopac.tnm.jp/detail?bbid=1000053854


3 仙台市史　全48巻 仙台市史編さん委員会／編 仙台市
1994
～

2015
第２書庫 212.3/ｾ/1～4 省略

4 新横須賀市史　全15巻 横須賀市／編 横須賀市
2004
～

2015
第２書庫 213.7/ﾖ/1～3 省略

【研究書】

16 近世後期の対外政策と軍事・情報 松本英治／著 吉川弘文館 2016

17
明治維新とナショナリズム
―幕末の外交と政治変動―

三谷博／著 山川出版社 1997 ライブラリ 210.61/ﾐ 100021450

【論文・資料紹介】
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

「『近海見分之図』について―幕末の江戸近海
の海防―」

三浦古文化　第５号

「世界に開かれる目」

日本の近世　10　近代への胎動

「【史料紹介】 川村清兵衛「房総相模御備場取
調書」について」

神奈川県立博物館研究報告―人文科学―
第29号

「日米・日露和親条約における最恵国条項につ
いて―「信義」と「公平」―」

品川歴史館紀要　第30号

【HP】

1 国立公文書館デジタルアーカイブ

2 東京大学史料編纂所データベース

4
神奈川県立図書館  *

1993中央公論社（中公叢書）藤田覚／著松平定信　政治改革に挑んだ老中

鎖国時代　日本人の海外知識1

2 函館市史　全11巻 函館市／編 函館市
1994
～

2007

3 楽翁公伝 渋沢栄一／著 岩波書店 1937

2

2010ゆまに書房磯崎康彦／著松平定信の生涯と芸術5

神奈川県立図書館  *
1960吉川弘文館洞富雄／著間宮林蔵8

横浜市中央図書館  *

2012吉川弘文館高澤憲治／著松平定信6

1971吉川弘文館片桐一男／著杉田玄白7

1959吉川弘文館

10

11 洋学史研究序説　―洋学と封建権力― 佐藤昌介／著 岩波書店

神奈川県立図書館  *
2019中央公論新社（中公叢書）片桐一男／著鷹見泉石　開国を見通した蘭学家老

横浜市中央・港南・磯子図書館 *

横浜市中央・戸塚図書館 *
鮎沢信太郎／著山村才助9

13

神奈川県立図書館  *
1988名著出版原剛／著

幕末海防史の研究
―全国的に見た日本の海防体制―

12

神奈川県立図書館  *
1990近藤出版大熊良一／著幕末北方関係史考　増補版

15

神奈川県立図書館  *
1994雄山閣出版地方史研究協議会／編北方史の新視座　―対外政策と文化―14

神奈川県立図書館  *
2005東京大学出版会藤田覚／著近世後期政治史と対外関係

田沼意次 藤田覚/著
ミネルヴァ書房
（ミネルヴァ日本評伝選）

2007

https://www.digital.archives.go.jp/

https://wwwap.hi.u-tokyo.ac.jp/ships/

第２書庫

第２書庫
博物館刊行物
（当館資料）

－

210.5/ﾆ/10 200078335ライブラリ

横浜市中央・保土谷・金沢・都筑・戸塚・栄図書館 *

横浜市中央・港北・戸塚・泉図書館 *

横浜市中央図書館  *

横浜市中央図書館  *

横浜市中央図書館  *

横浜市中央図書館  *

横浜市中央図書館  *

国立国会図書館 東京本館

所蔵している場所

1953乾元社開国百年記念文化事業会

1964
神奈川県立図書館  *

No. 論文執筆者 掲載資料出版者 出版年

1

2

4 嶋村元宏／執筆 品川区立品川歴史館 2015

3 嶋村元宏／執筆 神奈川県立歴史博物館 2003

沼田　哲／執筆 中央公論社 1993

阿部正道／執筆 三浦古文化研究会 1969

博物館刊行物
（東京都）

－

雑/213.7/ﾐ －

第２書庫

神奈川県立図書館  *

横浜市中央図書館（貸出不可）

神奈川県立図書館  *

神奈川県立図書館  *

神奈川県立図書館  *

横浜市中央図書館  *　（欠：都市・住文化編）

神奈川県立図書館  *

神奈川県立図書館  *

横浜市中央図書館  *

横浜市中央・神奈川・保土谷・港北・泉図書館 *

※国立国会図書館デジタルコレクション

横浜市中央・都筑・栄・泉・瀬谷図書館 *

横浜市中央図書館  *

神奈川県立図書館  *

http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0000450299&MENUNO=4
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0000283128&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0190166728&MENUNO=4
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0006578986&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0500662598&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0190166703&MENUNO=4
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0000097661&MENUNO=4
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0000362961&MENUNO=4
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0000467469&MENUNO=4
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0002798426&MENUNO=4
https://www.digital.archives.go.jp/
https://wwwap.hi.u-tokyo.ac.jp/ships/
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0212070223&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0190146641&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0194069102&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0190349328&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0190281786&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0190440010&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0205093779&MENUNO=4
http://id.ndl.go.jp/bib/027541994
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0000333089&MENUNO=4
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0003226868&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0190322318&MENUNO=4
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0000328082&MENUNO=4
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0004434186&MENUNO=4
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0004025114&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0194062448&MENUNO=4
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0000327402&MENUNO=4
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0000247190&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0210077162&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0193039106&MENUNO=4
https://doi.org/10.11501/1258334
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0207048614&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0190207501&MENUNO=4
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0000216046&MENUNO=4

