
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、原則として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。

新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため利用方法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。

【図書】

排架場所 請求記号 資料コード

2 シンポジウム　宮久保木簡と古代の相模 神奈川地域史研究会／編 有隣堂 1984.1 ライブラリ 213.7/ｶ 200079234

4 奈良文化財研究所史料 第76集 ： 評制下荷札木簡集成 奈良文化財研究所／編 奈良文化財研究所 2006.3 第２書庫 210.33/ﾅ 100049717

7 大地に刻まれた藤沢の歴史 ５ ： 古代 藤沢市／編 藤沢市 2015.3 第２書庫 213.7/ﾌ/5 100076868

【展覧会図録】

排架場所 請求記号 資料コード

2 東へ西へ　－律令国家を支えた古代東国の人々－
横浜市歴史博物館／編
横浜市ふるさと歴史財団／編

横浜市歴史博物館 2002.4 図録書庫
図録/37-ﾖ

/2002
200158830

3 古代を考える １ ： 郡の役所と寺院 川崎市市民ミュージアム／編 川崎市市民ミュージアム 2003.4 図録書庫
図録/37-ｶ

/2003
600001150

下: 横浜市（中央・泉）図書館＊

上: 横浜市中央図書館＊

横浜市中央図書館＊

横浜市中央図書館

川崎市立（川崎・中原・多摩＊）図書館

奈良文化財研究所／編木簡 古代からの便り20

21 古代東国地域史と出土文字資料 高島英之／著 東京堂出版 2006.3

木簡が語る古代史　上・下19 鈴木靖民・平野邦雄／共編 吉川弘文館
1996.9
2001.2

15 古代地方木簡の研究 平川南／著 吉川弘文館 2003.2
横浜市中央図書館＊

2017.8山川出版社佐藤信／編古代東国の地方官衙と寺院17

16 古代の地方官衙と社会（日本史リブレット 8） 佐藤信／著 山川出版社 2007.2

2000.1吉川弘文館平川南／著墨書土器の研究14

横須賀市立中央図書館＊

川崎市立中原図書館＊

13 漆紙文書の研究 平川南／著 吉川弘文館 1989.7
横浜市中央図書館＊

2014.4同成社平川南／著出土文字に新しい古代史を求めて11

12
文字文化のひろがり-東国・甲斐からよむ：新しい古代史
へ ２

平川南／著 吉川弘文館 2019.10

藤沢市文書館 2017.3

藤沢市の各図書館・図書室＊
海老名市立中央図書館
横浜市歴史博物館図書閲覧室

10
よみがえる古代文書-漆に封じ込められた日本社会
（岩波新書）

平川南／著 岩波書店 1994.8
横浜市（中央・港南・保土谷）図書館＊

横浜市（中央・神奈川・中・南・磯子）図書館
＊

2020.6吉川弘文館
佐藤信／監修
新古代史の会／編

テーマで学ぶ日本古代史 社会・史料編9

著者 出版者 出版年
所蔵している場所

横浜市中央図書館＊

県立図書館＊

上: 県立図書館＊

県立図書館＊

県立図書館＊

海老名市立中央図書館

川崎市立（中原・高津＊）図書館

下: 県立図書館＊

横浜市（中央・鶴見・神奈川・中・保土谷・旭・
磯子・緑・戸塚・栄・瀬谷）図書館＊

藤沢市辻堂市民図書館＊

横須賀市立中央図書館＊

相模原市（市立・橋本）図書館＊

1990.10川崎市市民ミュージアム川崎市市民ミュージアム／編

2020.2岩波書店

No. タイトル

3 古代東国と木簡 川崎市市民ミュージアム／編 雄山閣出版 1993.4
横浜市保土谷図書館＊

県立図書館＊

2012.6中央公論新社市大樹／著飛鳥の木簡―古代史の新たな解明（中公新書）5

6 相模の古代史 鈴木靖民／著 高志書院 2014.10
横浜市（中央・旭・瀬谷）図書館＊

8 古代神奈川の道と交通 （藤沢市史ブックレット 8） 田尾誠敏・荒井秀規／著

県立図書館
木簡
―古代からのメッセージー

1

横浜市中央図書館＊

横浜市中央図書館＊

県立図書館＊

県立図書館＊

県立図書館＊

藤沢市総合市民図書館＊

平塚市西図書館＊

川崎市立中原図書館＊

藤沢市総合市民図書館＊

横浜市中央図書館＊

県立図書館＊

県立図書館＊

県立図書館

県政情報センター＊

県立図書館＊

圖録: 藤沢市総合市民図書館＊

[本編]: 藤沢市総合市民図書館＊

圖録: 相模原市（相模大野・橋本）図書館＊

横浜市（神奈川・中・港南・保土谷・緑・戸塚・
栄）図書館＊

圖録: 川崎市立多摩図書館＊

[本編]: 川崎市立多摩図書館＊
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No. タイトル 著者 出版者 出版年
所蔵している場所

[本編]: 相模原市（相模大野・橋本）図書館＊

1 正倉院寶物銘文集成　[本編]・圖録 松嶋順正／編 吉川弘文館 1978.7

https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0201004837&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0196052814&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0206025494&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0198051029&MENUNO=4
http://www.library.city.kawasaki.jp/clis/detail?NUM=001573133&CTG=1&RTN=01
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0203002778&MENUNO=4
https://www.yokosuka-lib.jp/opw/OPW/OPWSRCHTYPE.CSP?BID=B12274776&DB=LIB&FROMFLG=1
http://www.library.city.kawasaki.jp/clis/detail?NUM=003283226&CTG=1&RTN=01
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0190307595&MENUNO=4
https://bit.ly/36ieg09
https://ebina.city-library.jp/switch_detail?id=398042
https://yokorekilib.opac.jp/opac/Holding_list?rgtn=00049309
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0194062205&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0500787006&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0500787006&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0207013522&MENUNO=4
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0006324637&MENUNO=4
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0000490670&MENUNO=4
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0006757988&MENUNO=4
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0002896785&MENUNO=4
https://ebina.city-library.jp/switch_detail?id=380061
http://www.library.city.kawasaki.jp/clis/detail?NUM=002944940&CTG=1&RTN=01
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0001412301&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0500764745&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0500764745&MENUNO=4
https://bit.ly/3pPLSdz
https://www.yokosuka-lib.jp/opw/OPW/OPWSRCHTYPE.CSP?BID=B11181736&DB=LIB&FROMFLG=1
https://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/toshow/asp/WwShousaiKen.aspx?FCode=1288837
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0193035303&MENUNO=4
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0000466350&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0500207810&MENUNO=4
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0000568880&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0500150524&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0500726060&MENUNO=4
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0000179460&MENUNO=4
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0001370651&MENUNO=4
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0001843137&MENUNO=4
https://bit.ly/3cUUwnx
https://bit.ly/2ObI8VT
http://www.library.city.kawasaki.jp/clis/detail?NUM=002508788&CTG=1&RTN=01
https://bit.ly/3aAUsX1
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0200062815&MENUNO=4
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0000434763&MENUNO=4
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0004378778&MENUNO=4
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0004843912&MENUNO=4
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/cross/CrossServletDetail?LIB=KENSEI&KUBUN=TOSHO&SDID=50293
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0006801179&MENUNO=4
https://bit.ly/3aPzP9V
https://bit.ly/36KDzrL
https://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/toshow/asp/WwShousaiKen.aspx?FCode=127759
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0212046091&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0212046091&MENUNO=4
http://www.library.city.kawasaki.jp/clis/detail?NUM=000724699&CTG=1&RTN=01
http://www.library.city.kawasaki.jp/clis/detail?NUM=000724698&CTG=1&RTN=01
https://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/toshow/asp/WwShousaiKen.aspx?FCode=1046593


4
「諸岡五十戸」木簡と横浜
―大宝律令以前の支配システムを探るー

横浜市歴史博物館／編 横浜市歴史博物館 2006.1 図録書庫
図録/37-ﾖ

/2006
600013585

5
古代の役所と地域社会
ー誕生！古代よこはまの郡家ー

横浜市歴史博物館／編 横浜市歴史博物館 2010.1 図録書庫
図録/37-ﾖ

/2010
600029227

6
いにしえの小田原
～遺跡から見た東西文化の交流～

諏訪間順・鈴木一史／編 小田原城天守閣 2014.10 図録書庫
図録/37-ｵ

/2014
600048730

7
古代文字瓦の世界
ー住田コレクションを中心として―

河野真理子／編 東日本鉄道文化財団 2019.10 図録書庫
図録/36-ｷ

/2019
600072565

8 平塚学入門 平塚市博物館／編 平塚市博物館 2019.7 図録書庫
図録/37-ﾋ

/2019
600071666

【雑誌】

排架場所 請求記号 資料コード

1 藤沢市史研究 24 (続)藤沢市史編さん委員会／編 藤沢市文書館 1991.3  第２書庫 博物館刊行物 －

2 神奈川地域史研究 18 神奈川地域史研究会／編 神奈川地域史研究会 2000.3  第２書庫 雑/213.7/ｶ －

3 神奈川地域史研究 23 神奈川地域史研究会／編 神奈川地域史研究会 2005.3  第２書庫 雑/213.7/ｶ －

【調査報告書】

排架場所 請求記号 資料コード

1
平塚市埋蔵文化財調査報告書 第2集
四之宮高林寺Ⅱ

高林寺遺跡発掘調査団／編 平塚市教育委員会 1985.3 地下書庫 埋文 －

2
神奈川県立埋蔵文化財センター調査報告 14
東耕地遺跡

神奈川県立埋蔵文化財セン
ター／編

神奈川県立埋蔵文化財セン
ター

1986.1 地下書庫 埋文 －

3
平塚市埋蔵文化財調査報告書 第4集
四之宮諏訪前A

平塚市遺跡調査会／編 平塚市教育委員会 1987.3 地下書庫 埋文 －

4 海老名本郷（Ⅶ） 本郷遺跡調査団／編 富士ゼロックス株式会社 1989.10 地下書庫 埋文 －

5
神奈川県鎌倉市
今小路西遺跡（御成小学校内）発掘調査報告書

今小路西遺跡発掘調査団／編 鎌倉市教育委員会 1990.1 地下書庫 埋文

6
神奈川県立埋蔵文化財センター調査報告 15
宮久保遺跡　Ⅲ

神奈川県立埋蔵文化財セン
ター／編

神奈川県立埋蔵文化財セン
ター

1990.3 地下書庫 埋文 －

7 海老名本郷（Ⅷ） 本郷遺跡調査団／編 富士ゼロックス株式会社 1991.4 地下書庫 埋文 －

9
平塚市埋蔵文化財シリーズ 20
真土六ノ域遺跡Ⅲ　－第９地点ー

平塚市遺跡調査会／編 平塚市 1992.3 地下書庫 埋文 －

10
平塚市埋蔵文化財シリーズ 21
天神前・桜畑遺跡他

平塚市遺跡調査会／編 平塚市教育委員会 1992.3 地下書庫 埋文 －

12
平塚市埋蔵文化財シリーズ 23
山王B・稲荷前A遺跡他

平塚市遺跡調査会／編 平塚市教育委員会 1993.3 地下書庫 埋文 －

13
平塚市埋蔵文化財シリーズ 27
山王B・大会原遺跡他

平塚市遺跡調査会／編 平塚市教育委員会 1995.3 地下書庫 埋文 －

14
平塚市埋蔵文化財調査報告書 第13集
天神前遺跡　－第８地点ー

平塚市遺跡調査会／編 平塚市教育委員会 1996.3 地下書庫 埋文 －

16
平塚市埋蔵文化財調査報告書 第15集
七ノ域遺跡　－第２地点ー

平塚市遺跡調査会／編 平塚市教育委員会 1998.3 地下書庫 埋文 －

17
平塚市真田・北金目遺跡群発掘調査報告書 １
１～３区

平塚市真田・北金目遺跡調査
会／編

住宅・都市整備公団 1999.3 地下書庫 埋文 －

18 藤沢市長後上ノ原（NO.372）遺跡発掘調査報告書
藤沢市NO.372遺跡発掘調査団
／編

藤沢市NO.372遺跡発掘調査
団

1999.5 地下書庫 埋文

遺物編: 二宮町図書館

1992.3海老名市遺跡調査会

1997.3 藤沢市（総合市民・辻堂市民＊・湘南大庭
＊）図書館

15
南鍛冶山遺跡発掘調査報告書 第4巻
墨書・刻書資料

藤沢市教育委員会／編 藤沢市教育委員会

遺物編: 海老名市立中央図書館

神奈川県海老名市
大谷真鯨遺跡

11

ほか多くの公共図書館が所蔵（但し、全て貸
出不可）

茅ヶ崎市立図書館本館

海老名市立中央図書館
1992.10大谷真鯨遺跡調査団大谷真鯨遺跡調査団／編

遺構編: 海老名市立中央図書館

遺構編: 横浜市歴史博物館図書閲覧室

遺物編: 横浜市歴史博物館図書閲覧室

遺物編: 県立図書館

相武考古学研究所／編大谷向原遺跡　遺構編・遺物編8

遺構編: 座間市立図書館

遺物編: 座間市立図書館

遺構編: 二宮町図書館

県立図書館

寒川文書館

遺構編: 県立図書館

No. タイトル 著者 出版者 出版年
所蔵している場所

No. タイトル 著者 出版者 出版年
所蔵している場所

https://bit.ly/2MXFouk
https://bit.ly/3aECjHO
https://bit.ly/3aECjHO
https://ebina.city-library.jp/switch_detail?id=89470
https://www.lib.chigasaki.kanagawa.jp/toshow/asp/WwShousaiKen.aspx?FCode=1346612
https://ebina.city-library.jp/switch_detail?id=82584
https://ebina.city-library.jp/switch_detail?id=89469
https://yokorekilib.opac.jp/opac/Holding_list/detail?rgtn=00006202
https://yokorekilib.opac.jp/opac/Holding_list/detail?rgtn=00006201
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0000578407&MENUNO=4
https://www.library.zama.kanagawa.jp/opw/OPW/OPWSRCHTYPE.CSP?BID=B10049671&DB=LIB&FROMFLG=1
https://www.library.zama.kanagawa.jp/opw/OPW/OPWSRCHTYPE.CSP?BID=B10049670&DB=LIB&FROMFLG=1
https://bit.ly/3pRcef8
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0000578647&MENUNO=4
https://www.lib-arc.samukawa.kanagawa.jp/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0000162732&MENUNO=4
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0000578405&MENUNO=4


19
千代南原遺跡第Ⅶ地点
―千代台地南縁部における低湿地遺跡の発掘調査報
告書―

小田原市千代南原遺跡第Ⅶ地
点発掘調査団／編

小田原市東千代特定土地区
画整理組合

2000.2 地下書庫 埋文 －

20
神奈川県小田原市　下曽我遺跡
永塚下り畑遺跡第Ⅳ地点

下曽我遺跡発掘調査団／編 鎌倉遺跡調査会 2002.9 地下書庫 埋文 －

21
神奈川県茅ケ崎市　香川・下寺尾遺跡群
北B地区・下寺尾廃寺地区・篠谷地区発掘調査報告書

香川・下寺尾遺跡群発掘調査
団／編著

香川・下寺尾遺跡群発掘調査
団

2005.1 地下書庫 埋文 －

22
かながわ考古学財団調査報告 224
小出川河川改修事業関連遺跡群Ⅱ
茅ケ崎市七堂伽藍跡（１）寒川町大曲五反田遺跡

かながわ考古学財団／編 かながわ考古学財団 2008.3 地下書庫 埋文 －

23
かながわ考古学財団調査報告 251
小出川河川改修事業関連遺跡群Ⅲ
茅ケ崎市七堂伽藍跡（２）

かながわ考古学財団／編 かながわ考古学財団 2010.3 地下書庫 埋文 －


