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【単行本】

排架場所 請求記号 資料コード

2 ものがたり西区の今昔 西区の今昔・編集委員会／編 西区観光協会 1973.2 第２書庫 213.7/ﾆ 200037802

3
続日本史籍協会叢書　開国始末 1・2
（明治21年刊の複製）

島田三郎／ [著]
日本史籍協会／編

東京大学出版会
1978.4
1978.9

(開国始末 2)

7 近代茶会史料集成　東都茶会記　（複製版）　全５巻 高橋箒庵／著 淡交社 1989.3 中世資料室 791.7/ﾀ/1～5

100091297
100091305
100091313
100091321
100091339

8 彦根城博物館叢書 2　史料 井伊直弼の茶の湯（上） 彦根藩資料調査研究委員会／編
彦根市教育委員会
（発売：サンライズ出版）

2002.3

9 彦根城博物館叢書 3　史料 井伊直弼の茶の湯（下） 彦根藩資料調査研究委員会／編
彦根城博物館
（発売：サンライズ出版）

2007.11

17
川島忠之助資料から見た明治期の横浜正金銀行
平成20年度～平成23年度科学研究費補助金基盤研究（Ｃ）
研究成果報告書

寺嵜弘康／研究代表 神奈川県立歴史博物館 2012.3 ライブラリ 338.2/ﾃ 100068113

19 周布公平関係文書　（尚友ブックレット 29）
尚友倶楽部史料調査室／編
松田好史／編

尚友倶楽部 2015.10

20
相馬永胤家文書の基礎的研究―私立学校創立者の多面的
分析のためのアプローチ―平成25年度～平成27年度科学
研究費補助金基盤研究（Ｃ）研究成果報告書

大谷正／研究代表 専修大学総務部大学史資料課 2016.3 第２書庫 289.1/ｿ 100086446

ほか

（要事前申請）

【論文】
論文掲載誌

出版者 排架場所 請求記号 資料コード

2 横浜開港五十年の政治文化 ―都市祭典と歴史意識― 阿部安成
『歴史学研究』 699
青木書店

1997.7 第２書庫 雑/205/ﾚ －

3 横浜にペリーの銅像を!! ―未完の銅像建設計画― 佐藤孝
『開港のひろば』 55
横浜開港資料館

1997.2 ライブラリ 博物館刊行物
★インターネット

公開

5 藤田文蔵研究 佐藤善一
『女子美術大学研究紀要』 30
女子美術大学

2000

6 藤田文蔵・田中貫一研究 佐藤善一
『女子美術大学研究紀要』 32
女子美術大学

2002

7 彫刻家藤田文蔵のシカゴ万博出品作品と『世界之日本』 佐藤善一
『女子美術大学研究紀要』 33
女子美術大学

2003

横浜市中央図書館 (開国始末 1)

1980年出版の版：県立図書館＊

22 幕末彦根藩の側役大久保小膳　（淡海文庫 60） 大久保治男／著 サンライズ出版 2018.8

横浜市（中央・磯子・金沢・港北・緑・戸塚）図書館＊

21 熊倉功夫著作集 第３巻　近代茶道史の研究 熊倉功夫／編 思文閣出版 2016.11 川崎市中原図書館＊

18 銅像時代　もうひとつの日本彫刻史 木下直之／著 岩波書店 2014.3
県立図書館＊

16 埋木舎と井伊直弼　（淡海文庫 41） 大久保治男／著 サンライズ出版 2008.9
海老名市立有馬図書館＊

15 井伊直弼の茶の湯 熊倉功夫／編 国書刊行会 2007.6

新修彦根市史 3　通史編 近代 彦根市史編集委員会／編

県立図書館＊

12 新修彦根市史 8　史料編 近代1 彦根市史編集委員会／編 彦根市 2003.3

海老名市立中央図書館＊

14 幕末維新の個性 6　井伊直弼 母利美和／著 吉川弘文館 2006.5

高橋箒庵（高橋義雄）／著萬象録　高橋箒庵日記　全８巻6

1963年出版の版：県立図書館＊1985.10吉川弘文館吉田常吉／著

横浜市（中央・保土谷・旭・泉）図書館＊

13 新修彦根市史 9　史料編 近代2・現代 彦根市史編集委員会／編 彦根市 2005.2
横浜市中央図書館＊

彦根市 2009.1
横浜市中央図書館＊

11 新修彦根市史 4　通史編 現代 上野輝将ほか／編 彦根市 2015.1
横浜市中央図書館＊

10

横浜市中央図書館＊

国立国会図書館デジタルコレクション（県立図書館
や横浜市立の各図書館等で閲覧可能）

横浜市（中央・旭）図書館＊

横浜市中央図書館＊

横浜市中央図書館

川崎市立多摩図書館

1982.6

横浜市中央図書館＊

東京大学史料編纂所図書室

1999.5

鎌倉市中央図書館＊●

1968.8

横浜市（中央・南・旭・泉）図書館＊

江戸東京博物館図書室●

1986.9
　～
1991.12

相模原市橋本図書館＊

平塚市西図書館＊

横須賀市立中央図書館＊

相模原市（相模大野・橋本）図書館＊

県立図書館

国立国会図書館

★一橋大学機関リポジトリ

横浜市中央図書館＊

県立図書館＊

県立図書館＊

横浜市中央図書館＊

県立図書館＊

県立図書館＊

4 横浜歴史という履歴の書法 ―〈記念すること〉の歴史認識― 阿部安成
『記憶のかたち―コメモレイションの文化史
―』
阿部安成[ほか]／編　柏書房

出版年

県立図書館

県立図書館

県立図書館

2019年度 特別展　【井伊直弼と横浜】　関連文献リスト
2020年2月8日

横浜市中央図書館＊

県立図書館＊

No. タイトル 執筆者 出版者
所蔵している場所

県立図書館＊

横浜市（磯子・緑・戸塚）図書館＊

国立国会図書館

出版年

専修大学出版局専修大学相馬永胤伝刊行会／編相馬永胤伝4

1 幕末維新史料叢書 1　開国始末 島田三郎／著 人物往来社

人物叢書　井伊直弼　（新装版）5

思文閣出版

No. 論文タイトル 論文執筆者
所蔵している場所

1 開港五十年と横浜の歴史編纂 ―歴史叙述と歴史意識― 阿部安成
『一橋論叢』 117(2)
日本評論社

1997.2
○冊子：県立図書館

https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0190068778&MENUNO=4
http://www.hi.u-tokyo.ac.jp/tosho/etsuran.html#gakugai
http://www.kaikou.city.yokohama.jp/journal/backnumber.html
http://www.kaikou.city.yokohama.jp/journal/backnumber.html
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0190069305&MENUNO=4
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0000026715&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0500150057&MENUNO=4
http://www.library.city.kawasaki.jp/clis/detail?NUM=002857687&CTG=1&RTN=01
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0004735471&MENUNO=4
https://ebina.city-library.jp/library/switch_detail?id=248055
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0004917164&MENUNO=4
https://ebina.city-library.jp/library/switch_detail?id=236701
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0000240487&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0206033475&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0206006267&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0500360154&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0500360164&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0208002765&MENUNO=4
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2992731
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2992731
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0207050051&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0500449006&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0190064485&MENUNO=4
http://www.library.city.kawasaki.jp/clis/detail?NUM=001573823&CTG=1&RTN=01
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0206006266&MENUNO=4
https://opac.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/opac/opac_details/?reqCode=fromlist&lang=0&amode=11&bibid=2003447156
https://lib.city.kamakura.kanagawa.jp/opw/OPW/OPWSRCH2.CSP?DB=LIB
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0190167137&MENUNO=4
https://edo-tokyo-museum-lib.opac.jp/itemfind.cgi
https://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/toshow/asp/WwShousaiKen.aspx?FCode=1313376
https://bit.ly/2RTqs0w
https://www.yokosuka-lib.jp/opw/OPW/OPWSRCHTYPE.CSP?DB=LIB&BID=B11126701
https://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/toshow/asp/WwShousaiKen.aspx?FCode=422978
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0005303080&MENUNO=4
http://id.ndl.go.jp/bib/029169465
http://doi.org/10.15057/10775
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0199028933&MENUNO=4
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0002610333&MENUNO=4
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0002909911&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0208075769&MENUNO=4
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0002005956&MENUNO=4
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0003649592&MENUNO=4
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=ZASSHI&SSNO=1-0000156421&MENUNO=4
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=ZASSHI&SSNO=1-0000156421&MENUNO=4
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=ZASSHI&SSNO=1-0000156421&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0202034199&MENUNO=4
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0000251738&MENUNO=4
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0000054608&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0190201641&MENUNO=4
https://ndlonline.ndl.go.jp/#!/search?materialtype=Tosho&title=%E8%90%AC%E8%B1%A1%E9%8C%B2&creator=%E9%AB%98%E6%A9%8B%E7%BE%A9%E9%9B%84&searchCode=DETAIL
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=ZASSHI&SSNO=1-0000133215&MENUNO=4


排架場所 請求記号 資料コード
No. タイトル 執筆者 出版者

所蔵している場所
出版年

8 戦間期の市史編纂事業 ―『横浜市史稿』の編纂過程― 松本洋幸
『横浜開港資料館紀要』 19
横浜開港資料館

2001.3 第２書庫 博物館刊行物 －

10
文化人・井伊直弼の「埋木舎」における茶道についての一考
察

大久保治男
『武蔵野短期大学研究紀要』 18
武蔵野短期大学

2004

11
文化人・井伊直弼の「埋木舎」における「和歌」と「国学」につ
いての一考察

大久保治男
『武蔵野短期大学研究紀要』 19
武蔵野短期大学

2005

12 文化人・井伊直弼の諸政治決断 大久保治男
『武蔵野短期大学研究紀要』 20
武蔵野短期大学

2006

15 井伊直弼銅像問題 佐藤能丸
『同志社法学』 59（2）
同志社大学

2007.7

24 『二つの百年祭』関係の歴史的公文書 百瀬敏夫
『市史通信』 1
横浜市史資料室

2008.3 ライブラリ 普及刊行物
★インターネット

公開

25
横浜掃部山公園　井伊直弼銅像建立をめぐる紛争と事件の
顛末

田村泰治
『郷土神奈川』 47
神奈川県立図書館

2009.2 第２書庫 博物館刊行物 －

26 横浜正金銀行員の肖像写真 ―川島忠之助資料から― 寺嵜弘康
『神奈川県立博物館研究報告 人文科学』 40
神奈川県立歴史博物館

2013.10 ライブラリ 博物館刊行物 －

27 明治期井伊家の家政組織 三宅正浩
『彦根城博物館研究紀要』 23
彦根城博物館

2013.3 第２書庫 博物館刊行物 －

30 資料紹介 上田友庵家文書『直弼公御書簡』 渡辺恒一
『彦根城博物館研究紀要』 29
彦根城博物館

2019 第２書庫 博物館刊行物 －

【展覧会図録等】

排架場所 請求記号 資料コード

1 井伊直弼 ―その人と生涯― 彦根城博物館／編 彦根城博物館 1990.3 図録書庫 図録/61-ﾋ/1990 200176980

2 横浜正金銀行 ―世界三大為替銀行への道― 神奈川県立歴史博物館／編 神奈川県立歴史博物館 2004.7 ライブラリ 136/2004/ﾗｲﾌﾞﾗﾘ 600070064

3 政治の時代 ―井伊直弼と幕末の群像― 彦根城博物館／編 彦根城博物館 2009.10 図録書庫 図録/61-ﾋ/2009 600027080

5 近代日本の書聖　日下部鳴鶴 彦根城博物館／編 彦根城博物館 2012.3 第１書庫 728.21/ﾋ 100063817

6 幕末維新 ―近代世田谷の夜明け― 世田谷区立郷土資料館／編 世田谷区立郷土資料館 2012.1 図録書庫 図録/36-ｾ/2012 600038806

7 井伊直弼のこころ ―百五十年目の真実― 彦根城博物館／編 彦根城博物館 2014.3 ライブラリ 289.1/ﾋ 100073675

（要紹介状）

（要事前連絡）

9 一期一会の世界 ―大名茶人 井伊直弼のすべて― 彦根城博物館／編 彦根城博物館 2015.9 図録書庫 図録/61-ﾋ/2015 600051577

10 忠義の人 遠城謙道 ―主君直弼への思いと禅画― 彦根城博物館／編 彦根城博物館 2015.8 図録書庫 図録/61-ﾋ/2015 600056261

12 愛された金沢八景 ―楠山永雄コレクションの全貌― 神奈川県立金沢文庫／編 神奈川県立金沢文庫 2017.2 図録書庫 図録/37-ｶ/2017 600058804

13 江戸・明治の肖像画 ―世田谷ゆかりの人物を中心に― 世田谷区立郷土資料館／編 世田谷区立郷土資料館 2018.10 図録書庫 図録/36-ｾ/2018 600066047

23 ナオスケの首が ―この世にあってはならないこと― 阿部安成
『滋賀大学経済学部 Working Paper』 122
滋賀大学経済学部

2010.1
○冊子：国立国会図書館

28
明治期における井伊家と士族たち ―『相馬永胤日記』から
見る彦根藩士族たちの動向―

瀬戸口龍一
『専修大学史紀要』 7
専修大学大学史資料課

2015.3
○冊子：県立図書館

21 井伊直弼に『開国』の歴史を捧げる。 阿部安成
『滋賀大学経済学部 Working Paper』 101
滋賀大学経済学部

18 直弼／象山／忠震（三） ―競争する記念碑― 阿部安成
『彦根論叢』 375
滋賀大学経済学会

2008.11
○冊子：県立図書館

2008.6
○冊子：国立国会図書館
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