
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（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45の公共図書館で、オンラインで閲覧できます。
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。

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。

【全体に関わる論考】

排架場所 請求記号 資料コード
1 関東彫刻の研究 久野健／編 学生社 1964 第１書庫 712.1/ｸ 100090307

2 神奈川県文化財図鑑　彫刻篇
神奈川県教育庁社会教育部文化
財保護課／編

神奈川県教育委員会 1975 ライブラリ 709.1/ｶ/4 200085041

3 神奈川の彫刻　【図録】 神奈川県立博物館／編 神奈川県文化財協会 1977 図録書庫 図録/ｶ/1977 200151884

4 神奈川県史 資料編 20 ： 考古資料 神奈川県県民部県史編集室／編 神奈川県 1979  第２書庫 213.7/ｶ/1-20 200093896

8 神奈川の金銅仏　【図録】 神奈川県立博物館／編 神奈川県文化財協会 1988 ライブラリ 85/1988/ライブラリ 600068746

9 仏像を旅する―東海道線― 清水眞澄／編 至文堂 1990 ライブラリ 718/ﾌﾞ 200081982

10 甦る光彩―関東の出土金銅仏　【図録】 埼玉県立博物館／[編] 埼玉県立博物館 1993 図録書庫 図録/34-ｻ/1993 200126753

11 中世の世界に誘う仏像―院派仏師の系譜と造像　【図録】 横浜市歴史博物館／編 横浜市歴史博物館 1995 図録書庫 図録/37-ﾖ/1995 200106912

12 神々と出逢う―神奈川の神道美術　【図録】 神奈川県立歴史博物館／編 神奈川県神社庁 2006 ライブラリ 146/2006/ライブラリ 600069066

13 瓦が語る―かながわの古代寺院　【図録】 神奈川県立歴史博物館／編 神奈川県立歴史博物館 2008 ライブラリ 159/2008/ライブラリ 600069132

14 発掘された御仏と仏具―神奈川の古代・中世の仏教信仰　【図録】 神奈川県埋蔵文化財センター／編 神奈川県教育委員会 2014 ライブラリ 当館/2014/ライブラリ 600069397

排架場所 請求記号 資料コード
1 相模の佛像 （清水眞澄） 2003 第２書庫 雑/705/ｺ －

【相模原市】

排架場所 請求記号 資料コード

1 鎌倉国宝館四十年略史 渋江二郎／編
鎌倉市教育委員会・鎌
倉国宝館

1969 第２書庫 069.8/ｼ 200002293

3 藤野町の仏像―藤野町仏像悉皆調査報告書― 藤野町教育委員会／編 藤野町教育委員会 1991 第１書庫 718/ﾌ 200062958

4 相模湖の仏像（相模湖町文化財調査報告書：郷土さがみこ 10） 相模湖町教育委員会／編 相模湖町教育委員会 1994 第１書庫 709.13/ｻ/10 100099373

5 相模原市史 文化遺産編
相模原市教育委員会教育局生涯
学習部博物館／編

相模原市 2015 第２書庫 213.7/ｻ/2-8 100077171

6 津久井町史 文化遺産編
相模原市教育委員会教育局生涯
学習部博物館市史編さん班(津久
井町史担当)／編

相模原市 2018 第２書庫 213.7/ﾂ/3 100087485

7
鎌倉国宝館1937-1945　－戦時下の博物館と守り抜かれた名宝－　【図
録】

鎌倉国宝館／編 鎌倉国宝館 2018 図録書庫 図録/37-ｶ/2018 600070817

排架場所 請求記号 資料コード
1 椚戸中原遺跡の調査 （赤星直忠・岡本勇） 1965

2 前大戦中における県の宝物疎開 （藤田経世）

3 国宝・重美戦時疎開顚末記―帰って来た仏様― （関晶）

4 津久井地方の仏像彫刻 （薄井和男） 1988 ライブラリ 博物館刊行物 －

5 相模原の仏像―市史文化遺産編の寺社調査から― （薄井和男） 2017 第２書庫 博物館刊行物 －

【平塚市】

排架場所 請求記号 資料コード

2 平塚市史 １ ： 資料編 古代・中世 平塚市／編 平塚市 1985 第２書庫 213.7/ﾋ/1 200038024

3 東京国立博物館図版目録 古墳遺物篇　関東３ 東京国立博物館／編 東京国立博物館 1986 第２書庫 069.9/ﾄ/3-1-3 200004844

4 平塚の仏像　【図録】 平塚市博物館／編 平塚市博物館 1989 図録書庫 図録/37-ﾋ/1989 200156743

5 平塚市史 ９ ： 通史編 古代・中世・近世 平塚市／編 平塚市 1990 第２書庫 213.7/ﾋ/9 200038099

7 相模川事典 － 平塚市博物館 1994 第２書庫 291.37/ｻ 200047454

8 平塚市史 11上 別編考古（１） 平塚市博物館市史編さん担当／編 平塚市 1999 第２書庫 213.7/ﾋ/11-1 200038107

6 平塚の仏像―解説・図版― （平塚市文化財研究叢書 ４） 三山進／著 平塚市教育委員会 1991

横浜市中央図書館
平塚市（中央・北＊）図書館
相模原市立図書館
逗子市立図書館

神奈川県埋蔵文化財センター図書室

所蔵している場所

県立図書館

所蔵している場所

座間市立図書館
寒川文書館
藤沢市総合市民図書館

相模原市橋本図書館＊

県立図書館

藤沢市総合市民図書館

大磯町立図書館＊
寒川文書館
藤沢市総合市民図書館
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No. 書　　　　　　　　名 著　　者 出版者 出版年
所蔵している場所

横浜市（中央・保土谷＊・磯子・金沢＊・戸塚
＊・瀬谷）図書館

5 新指定重要文化財　解説版 ３ ： 彫刻 「重要文化財」編纂委員会／編 毎日新聞社 1981

論文掲載誌（出版者） 出版年

『國華』1287（ 國華社）

No. 書　　　　　　　　名 著　　者 出版者 出版年

県立図書館＊

県立図書館＊

県立図書館＊

その他多くの公共図書館

緑・都筑を除く横浜市立の全ての図書館＊
（中央・旭・港北は貸出不可）
その他多くの公共図書館

6 古仏微笑―かながわの仏像― 湯川晃敏／写真　山田泰弘／文 朝日新聞社

所蔵している場所

No. 論文タイトル（執筆者） 論文掲載誌（出版者） 出版年

中央高速道路埋蔵文化財調査概報 （神奈川県文化財協会）

かながわ文化財 75 （神奈川県文化財協会）

所蔵している場所
出版年

1985

横浜市立の全ての図書館＊（旭は貸出不可）

その他多くの公共図書館

7 かながわの平安仏（かもめ文庫） 清水眞澄／著 神奈川合同出版 1986

相模原市（市立・相模大野）図書館及び多く
の公民館図書室 （津久井中央は＊）

2 津久井郡文化財 寺院編 津久井郡文化財調査研究会／編
新津久井地域広域市
町村圏計画推進協議
会

1986

No. 論文タイトル（執筆者）

平塚市（中央、西＊）図書館
大磯町立図書館

1974宝積院今井英雄／著上平塚宝積院誌1

ライブラリ 博物館刊行物 －

神奈川県立博物館研究報告―人文科学― 14 （神奈川県立
博物館）

1979

相模原市史ノート 14 （相模原市教育委員会教育局生涯学
習部博物館）

No. 書　　　　　　　　名 著　　者 出版者

https://ilisod001.apsel.jp/moma_kanagawa_lib/disp/id/42739
https://ilisod001.apsel.jp/moma_kanagawa_lib/disp/id/42739
https://ilisod001.apsel.jp/moma_kanagawa_lib/disp/id/42739
https://yma.opac.jp/opac/Holding_list?rgtn=300032119
https://yma.opac.jp/opac/Holding_list?rgtn=300032119
https://yma.opac.jp/opac/Holding_list?rgtn=300032119
https://www.library.zama.kanagawa.jp/opw/OPW/OPWSRCHTYPE.CSP?ReloginFlag=1&BID=B10314717&DB=LIB&FROMFLG=1
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0202021248&MENUNO=4
https://bit.ly/3dafRHo
https://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/toshow/asp/WwShousaiKen.aspx?FCode=1368233
https://bit.ly/34BzAMk
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ar3/cnt/f6656/index.html
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0002473745&MENUNO=4
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0000588429&MENUNO=4
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0003412168&MENUNO=4
https://www.library.zama.kanagawa.jp/opw/OPW/OPWSRCHTYPE.CSP?ReloginFlag=1&BID=B10050743&DB=LIB&FROMFLG=1
https://www.lib-arc.samukawa.kanagawa.jp/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0000152805&MENUNO=4
https://bit.ly/2GwhQu0
https://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/toshow/asp/WwShousaiKen.aspx?FCode=1370930
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0000536525&MENUNO=4
http://www.lib.city.fujisawa.kanagawa.jp/bookdetail?3&retresult=page%3DDETAIL%26buncomp%3D1%26comp1%3D3%26comp2%3D3%26comp3%3D3%26comp4%3D3%26comp5%3D3%26cond%3D1%26isbn%3D%26item1%3DAB%26item2%3DAB%26item3%3DAB%26item4%3DCD%26item5%3DEF%26key1%3D%E4%B8%8A%E5%B9%B3%E5%A1%9A%E5%AE%9D%E7%A9%8D%E9%99%A2%E8%AA%8C%26key2%3D%26key3%3D%26key4%3D%26key5%3D%26mv%3D100%26sort%3D1%26target1%3D1%26target2%3D2%26yearfrom%3D%26yearto%3D%26&num=356631&ctg=1
http://oiso-lib.scn-net.ne.jp/asp/WwShousaiKen.aspx?FCode=93314
https://www.lib-arc.samukawa.kanagawa.jp/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0000150982&MENUNO=4
https://bit.ly/3lx9z7T
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0190086255&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0190086255&MENUNO=4
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0000533514&MENUNO=4
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0000037661&MENUNO=4
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0000540858&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0190184391&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0190184391&MENUNO=4
https://yma.opac.jp/opac/Holding_list?rgtn=300028035
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0190235000&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0190235000&MENUNO=4
https://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/toshow/asp/WwShousaiKen.aspx?FCode=177023
https://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/toshow/asp/WwShousaiKen.aspx?FCode=177023
https://bit.ly/30OT6UC
http://oiso-lib.scn-net.ne.jp/asp/WwShousaiKen.aspx?FCode=199440


排架場所 請求記号 資料コード

3 金目観音堂の本尊・前立像 （藤田経世） 1961 第２書庫 博物館刊行物 －

4 真土・大塚山古墳―大塚山古墳付近の地形と古墳の正面 （日野一郎） 1962 第２書庫 博物館刊行物 －

5 不動明王像［八剣神社］ （丸尾彰三郎・水野敬三郎） 1971 第１書庫 712.1/ﾆ/8-2 200064376

6 相模・真土大塚山古墳の再検討 （本村豪章） 1974 第２書庫 雑/210.2/ｺ －

平塚市（中央

8 中世の相模金目郷と光明寺のこと （鈴木良一）

9 光明寺の諸像 （三山進・薄井和男）

10 光明寺梵鐘（正平七年銘）の作風について （鈴木友也）

11 相模金目光明寺の厨子と本堂解体調査 （関口欣也）

12 神奈川・善福寺の木造阿弥陀如来立像 （薄井和男） 1991 第２書庫 博物館刊行物 －

13 南金目琉球山出土の経筒について （原田典子） 2003 第２書庫 博物館刊行物 －

14 空中写真の検討による真土大塚山古墳の復元 （藤原知広） 2008 第２書庫 雑/210.2/ｺ －

【藤沢市】

排架場所 請求記号 資料コード
1 藤沢市文化財総合調査報告書10 藤沢市教育委員会／編 藤沢市教育委員会 1994 第２書庫 博物館刊行物 －

2 藤沢の文化財―仏像を訪ねて― 藤沢市教育委員会／編 藤沢市教育委員会 1997 第１書庫 709.13/ﾌ 100099936

排架場所 請求記号 資料コード
1 「慈眼寺本尊十一面観音像について」（山田泰弘） 1995 第２書庫 博物館刊行物 －

【茅ヶ崎市】

排架場所 請求記号 資料コード

2 茅ヶ崎市史 ３ ： 考古・民俗編 茅ヶ崎市／編 茅ヶ崎市 1980 第２書庫 213.7/ﾁ/3 100099944

3
鶴嶺八幡宮参道―国道１号線改良工事に伴う石原Ｂ遺跡発掘調査報
告書― （茅ヶ崎市埋蔵文化財調査報告 ６）

石原Ｂ遺跡発掘調査団／編
茅ヶ崎市埋蔵文化財調
査会

1992 地下書庫 埋文 －

【厚木市】

排架場所 請求記号 資料コード
1 厚木市史 ： 中世資料編 厚木市秘書部市史編さん室／編 厚木市 1989 第２書庫 213.7/ｱ/1-3 200033488

排架場所 請求記号 資料コード

1 厚木市・延命寺菩薩立像二軀について （塩澤寛樹） 1988 ライブラリ 博物館刊行物 －

【海老名市】

排架場所 請求記号 資料コード

2 海老名市史 ２ 資料編 中世 海老名市／編 海老名市 1998 第２書庫 213.7/ｴ/2 200034064

排架場所 請求記号 資料コード
1 海老名市仏像彫刻悉皆調査の中間報告（１） （薄井和男） 1996 第２書庫 雑/213.7/ｴ －

2 海老名市仏像彫刻悉皆調査の中間報告（２） （薄井和男） 1997 第２書庫 雑/213.7/ｴ －

3 海老名市仏像彫刻悉皆調査の中間報告（３） （薄井和男） 1998 第２書庫 雑/213.7/ｴ －

【寒川町】

排架場所 請求記号 資料コード
1 さむかわの仏像 （寒川町文化財報告書 ２） 寒川町教育委員会／編 寒川町教育委員会 1987 第１書庫 718/ｻ 100088475

所蔵している場所

『えびなの歴史―海老名市史研究』 ８（海老名市企画部市史編さん室）

『えびなの歴史―海老名市史研究』 ９（海老名市企画部市史編さん室）

『えびなの歴史―海老名市史研究』 10（海老名市企画部市史編さん室）

No. 書　　　　　　　　名 著　　者 出版者 出版年

所蔵している場所

県立図書館

No. 論文タイトル（執筆者） 論文掲載誌（出版社） 出版年
所蔵している場所

横浜市（中央・泉）図書館
川崎市（中原・高津）図書館
寒川文書館
平塚市中央図書館
【増訂再版1934年発行】海老名市立中央図
書館 他
【1924年版の復刻 1985年発行】藤沢市（総合
市民・湘南大庭）図書館＊
※国立国会図書館デジタルコレクション

1 相模國分寺志
中山毎吉・矢後駒吉／著
沼田賴輔/校訂

海老名村 1924

No. 書　　　　　　　　名 著　　者 出版者 出版年

No. 書　　　　　　　　名 著　　者 出版者 出版年

書　　　　　　　　名 著　　者 出版者 出版年
所蔵している場所

No. 論文タイトル（執筆者） 出版年論文掲載誌（出版社）

藤沢市史研究28 （藤沢市文書館）

神奈川県立博物館研究報告―人文科学― 14 （神奈川県立
歴史博物館）

県立図書館

No. 書　　　　　　　　名 著　　者 出版者 出版年
所蔵している場所

横浜市中央図書館
相模原市立図書館
大和市立図書館
横須賀市立中央図書館
鎌倉市中央図書館
寒川文書館
平塚市中央図書館
藤沢市（総合市民・南市民）図書館

1 ふるさとの寺と仏像

No. 論文タイトル（執筆者） 論文掲載誌（出版者） 出版年
所蔵している場所

No.

自然と文化26 （平塚市博物館）

古代学研究180（古代學研究會）

県立図書館

平塚市文化財調査報告書 ２ （平塚市教育委員会）

平塚市文化財調査報告書 ３ （平塚市教育委員会）

日本彫刻史基礎資料集成 平安時代 造像銘記篇 ８
 ＜解説＞　（中央公論美術出版）

考古学雑誌60（1） （日本考古学会）

横浜市中央図書館

その他多くの公共図書館
国立国会図書館デジタルコレクション

No. 論文タイトル（執筆者） 論文掲載誌（出版者） 出版年
所蔵している場所

所蔵している場所

第２書庫 雑/213.7/ﾐ －

所蔵している場所

野崎薫／編 茅ヶ崎郷土会 1977

7 宝積院木造薬師如来立像 （藤田経世） 平塚市文化財調査報告書１１ （平塚市教育委員会） 1975

平塚市中央図書館
川崎市立中原図書館
相模原市立図書館
大磯町立図書館
秦野市立図書館

平塚市文化財調査報告書 １ （平塚市教育委員会） 1960

1

2 がんまん不動明王像余録 （高瀬慎吾）

松岩寺の不動明王像 （藤田経世）

県立図書館

・北＊・西＊）図書館

横浜市中央図書館

三浦古文化39 （三浦古文化研究会） 1986

ＭＵＳＥＵＭ484 （東京国立博物館）

https://bit.ly/2Fd89zK
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0000536496&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0190482730&MENUNO=4
http://www.library.city.kawasaki.jp/clis/detail?NUM=003151487&CTG=1&RTN=01
https://www.lib-arc.samukawa.kanagawa.jp/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0001021391&MENUNO=4
https://bit.ly/3nATlfU
https://ebina.city-library.jp/switch_detail?id=12875
https://ebina.city-library.jp/switch_detail?id=12875
https://ebina.city-library.jp/switch_detail?id=12875
https://bit.ly/2SEJB5U
https://bit.ly/2SEJB5U
https://id.ndl.go.jp/bib/000000595652
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0000590396&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0190005692&MENUNO=4
https://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/toshow/asp/WwShousaiKen.aspx?FCode=18476
https://library.city.yamato.kanagawa.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1005010012846
https://www.yokosuka-lib.jp/opw/OPW/OPWSRCHTYPE.CSP?ReloginFlag=1&BID=B10596568&DB=LIB&FROMFLG=1
https://lib.city.kamakura.kanagawa.jp/opw/OPW/OPWSRCHTYPE.CSP?ReloginFlag=1&BID=B10389922&DB=LIB&FROMFLG=1
https://www.lib-arc.samukawa.kanagawa.jp/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0000151566&MENUNO=4
https://bit.ly/30LtKH4
http://www.lib.city.fujisawa.kanagawa.jp/bookdetail?2&retresult=page%3DDETAIL%26buncomp%3D1%26comp1%3D3%26comp2%3D3%26comp3%3D3%26comp4%3D3%26comp5%3D3%26cond%3D1%26isbn%3D%26item1%3DAB%26item2%3DAB%26item3%3DAB%26item4%3DCD%26item5%3DEF%26key1%3D%E3%81%25B
https://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/toshow/asp/WwShousaiKen.aspx?FCode=2437027
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0000553402&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0190195838&MENUNO=4
https://id.ndl.go.jp/bib/000001286613
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0006441343&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0209056677&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0209056677&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0209056677&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0500061779&MENUNO=4
https://bit.ly/3ltJN4s
https://bit.ly/3ltJN4s
http://www.library.city.kawasaki.jp/clis/detail?NUM=001493792&CTG=1&RTN=01
https://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/toshow/asp/WwShousaiKen.aspx?FCode=1183042
http://oiso-lib.scn-net.ne.jp/asp/WwShousaiKen.aspx?FCode=42179
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/hadano/webopac/searchdetail.do?biblioid=363777
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0000553418&MENUNO=4
https://bit.ly/3da4XS9
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0190460513&MENUNO=4


排架場所 請求記号 資料コード

2 仏像のみかた（２） （佐藤昭夫） 1989 第２書庫 博物館刊行物 －

【愛川町】

排架場所 請求記号 資料コード

2 八菅周辺の歴史と信仰（愛川町郷土博物館展示基礎調査会報告書 ４）
愛川町郷土博物館展示基礎調査
会・愛川町教育委員会／編

愛川町教育委員会 1997 第２書庫 博物館刊行物 －

県立図書館＊

所蔵している場所

『寒川町史研究』 ２ （寒川町）

所蔵している場所
No. 書　　　　　　　　名 著　　者 出版者 出版年

国立国会図書館デジタルコレクション
藤沢市総合市民図書館＊
寒川総合図書館＊
相模原市橋本図書館

1 寒川の仏像について （山田泰弘） 『寒川その昔を語る』 ９（寒川町郷土研究会） 1986

No. 論文タイトル （執筆者） 論文掲載誌（出版者） 出版年

1 修験集落八菅山 宮家準／編
慶應義塾大学文学部
宮家準研究室

1978

県立図書館

二宮町図書館
寒川文書館
葉山町立図書館
座間市立図書館
海老名市立中央図書館
愛川町図書館
横浜市中央図書館＊
県立図書館

なお、同書名の資料が『愛川町文化財調査
報告書』として愛川町教育委員会から刊行さ
れている（1978.3）。本文は同内容。所蔵館：

http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0000574244&MENUNO=4
https://id.ndl.go.jp/bib/000001862530
https://bit.ly/2I3U3Si
https://www.lib-arc.samukawa.kanagawa.jp/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0000144710&MENUNO=4
https://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/toshow/asp/WwShousaiKen.aspx?FCode=1557832
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0000589944&MENUNO=4
https://bit.ly/3nzAYb9
https://www.lib-arc.samukawa.kanagawa.jp/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0000844464&MENUNO=4
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/hayama/webopac/searchdetail.do?biblioid=66262
https://www.library.zama.kanagawa.jp/opw/OPW/OPWSRCHTYPE.CSP?ReloginFlag=1&BID=B10041837&DB=LIB&FROMFLG=1
https://ebina.city-library.jp/switch_detail?id=10749
https://www.library-aikawa-unet.ocn.ne.jp/toshow/asp/WwShousaiKen.aspx?FCode=210939
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0190205147&MENUNO=4
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0000589059&MENUNO=4

