
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。
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。

【図書】

排架場所 請求記号 資料コード

2 神奈川県民俗調査報告　1～17 神奈川県立博物館／編 神奈川県立博物館
1968-
1989

ライブラリ 博物館刊行物 －

5 神奈川県史　各論編5：民俗
神奈川県企画調査部県史
編集室／編

神奈川県 1977.3 ライブラリ 213.7/ｶ/3-5 200094019

6 神奈川県民俗分布地図 神奈川県立博物館／編 神奈川県立博物館 1984.3 ライブラリ 382.13/ｶ/a 100099506

8 年中行事の研究 田中宣一／著 桜楓社 1992.7 第２書庫 386.1/ﾀ 100075431

11 子ども集団と民俗社会 服部比呂美／著 岩田書院 2010.2

13 民俗表象の現在―博物館型研究統合の視座から― 国立歴史民俗博物館編／編 岩田書院 2015.3

14 日本の食文化　1：食事と作法 小川直之／編 吉川弘文館 2018.12 ライブラリ 383.81/ﾆ/1 100091040

第２書庫 386.1/ﾐ 200096451

19
上州の小正月ツクリモノ―国指定重要有形民俗文
化財―

群馬県立歴史博物館／編 群馬県立歴史博物館 1995.3 第２書庫 386.13/ｸﾞ 200053254

20
上州の小正月ツクリモノ―南九州・大和ほか―
（日本常民文化研究所調査報告　第3集）

日本常民文化研究所／編 日本常民文化研究所 1979.3 第２書庫 386.1/ﾆ 200053171

21
写真と文字で綴る小正月とモノツクリ―埼玉西北部
を中心に―　（民俗資料調査報告書 3）

埼玉県立歴史資料館／編 埼玉県立歴史資料館 1986.3 第２書庫 382.13/ｻ/3 100044023

22 川崎の民俗 角田益信／著 角田益信 1979.8 民俗資料室 382.13/ｶ 200096469

23 川崎市の盆と正月（川崎市民俗文化財調査報告書）
川崎市博物館資料調査団
／編

川崎市市民ミュージアム 1991.3 第２書庫 386.13/ｶ 200053239

24 神奈川県の道祖神調査報告書 神奈川県／編
神奈川県教育庁文化財保
護課

1981.3 第２書庫 387.13/ｶ 100003011

25 海老名の道祖神（海老名市石造物シリーズ） 篠崎信／執筆 海老名市教育委員会 1988.3 第２書庫 387.5/ｼ 100100072

26 大井町の道祖神
大井町文化財保護委員会
／編

大井町教育委員会 1979.3 第２書庫 387.13/ｵ 200053627

平塚市中央図書館＊
18 上州のくらし民具

塩崎昇／〔著〕
読売新聞前橋支局／編

煥乎堂 1977.1
藤沢市総合市民図書館＊

17 聞き書 ふるさとの家庭料理 20：日本の正月料理 農山漁村文化協会／編 農山漁村文化協会 2003.12

日本の歳時伝承 小川直之／著 アーツアンドクラフツ 2013.10

16 聞き書 ふるさとの家庭料理 5：もち 雑煮 農山漁村文化協会／編 農山漁村文化協会 2002.12

横浜市鶴見図書館＊（但し、2013年版に加筆し
た2018年刊の改訂版　角川ソフィア文庫）

横浜市中央図書館＊

県立図書館＊

県立図書館＊

15 年中行事図説　第12版（岩崎図説選集） 民俗学研究所／編 岩崎書店 1967.9
但し、1954年3月刊行。版が異なる

第12版（1967年刊）は横浜国立大学附属図書
館が所蔵（県内の最寄りの公共図書館に依頼
すれば取り寄せが可能）

12

4 日本の民俗 14：神奈川 和田正洲／著 横浜市（中央・鶴見・神奈川・南・保土谷・旭・磯
子・金沢・港北・緑・山内・戸塚・瀬谷）図書館＊
（旭のみ貸出不可）

第一法規 1974.10

10 暦に見る日本人の知恵（生活人新書 247） 岡田芳朗／著 日本放送出版協会 2008.3
その他多くの県内公共図書館＊

9 地域民俗論の展開 小川直之／著 岩田書院 1993.6
横浜市中央図書館＊

県立図書館

横浜市（中央・金沢）図書館＊

横浜市（中央・南・保土谷・都筑）図書館＊

7 道祖神信仰論 倉石忠彦／著 名著出版 1990.10
横浜市中央図書館＊

県立図書館＊

横浜市（中央・南・保土谷・旭・都筑）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（県内46公
共図書館で閲覧できます）

横浜市（中央・鶴見・南・磯子・緑・瀬谷・港北）
図書館＊（港北のみ貸出不可）

3
万有こよみ百科
（『歴史読本』臨時増刊 第18巻第14号）

和歌森太郎[ほか]／執筆 新人物往来社 1973.1 国立教育政策研究所教育図書館

国立国会図書館デジタルコレクション（国立国会
図書館内限定で閲覧できます）

2020年度 特別展　【かながわの正月】　関連文献リスト
2020年12月12日

No. タイトル 著者 出版者 出版年
所蔵している場所

二宮町図書館＊

県立図書館

県立図書館＊

国立国会図書館
国際子ども図書館：児童書研究資料室

1 書かれない郷土史 川口謙二／著 錦正社 1960

県立図書館＊

https://bit.ly/3gl9x1u
https://bit.ly/2K5yzW4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0500584564&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0500584564&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0500094740&MENUNO=4
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0004650360&MENUNO=4
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0005203803&MENUNO=4
https://opac.lib.ynu.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BN13081587?hit=2&caller=xc-search
https://opac.lib.ynu.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BN13081587?hit=2&caller=xc-search
https://opac.lib.ynu.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BN13081587?hit=2&caller=xc-search
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0190151433&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0190151433&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0190151433&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0200078526&MENUNO=4
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0000583536&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0208015475&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0202079345&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0190414672&MENUNO=4
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0001832820&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0203097344&MENUNO=4
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0002166107&MENUNO=4
https://id.ndl.go.jp/bib/000001004967
https://id.ndl.go.jp/bib/000001004967
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0190501497&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0190501497&MENUNO=4
https://nierlib.nier.go.jp/opac/opac_details/?reqCode=fromlist&lang=0&amode=11&bibid=BB00073401&opkey=B160740615660037
https://id.ndl.go.jp/digimeta/7975187
https://id.ndl.go.jp/digimeta/7975187
https://bit.ly/3oBPazN
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0000559998&MENUNO=4
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0000402307&MENUNO=4
https://id.ndl.go.jp/bib/000010791367
https://id.ndl.go.jp/bib/000010791367
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0000335738&MENUNO=4


27
小田原の道祖神（小田原市文化財調査報告書 第8
集）

三津木国輝／[著]
小田原市教育委員会／編

小田原市教育委員会 1976.3 第２書庫 387.5/ﾐ 100100874

28
小田原の道祖神（小田原市文化財調査報告書 第
18集）

三津木国輝／著
小田原市教育委員会／編

小田原市教育委員会 1985.3 第２書庫 387.5/ﾐ/A 100100882

29
小田原の年中行事（小田原市文化財調査報告書
第41集）

西海賢二／著 小田原市教育委員会 1993.3 第２書庫 386.13/ﾆ 100095322

30 清瀬の年中行事と方言（清瀬市歴史・文化双書 2）
さいたま民俗文化研究所／
作成

清瀬市郷土博物館 2016.3 ライブラリ 386.13/ｻ 100085612

【展覧会図録】

排架場所 請求記号 資料コード

2 相模の道祖神 － 平塚市博物館 1999.10 図録書庫
図録/37-ﾋ

/1999
200156909

3
まつりの風景―箱根の年中行事・正月行事から春
祭りまで―

箱根町立郷土資料館／編 箱根町立郷土資料館 2009.10 図録書庫
図録/37-ﾊ

/2009
600027403

4 昔のくらしと年中行事―ちょっとむかしのよこはま― 横浜市歴史博物館／編 横浜市歴史博物館 2014.1 図録書庫
図録/37-ﾖ

/2014
600047005

5 上州の正月―第２８回企画展― － 群馬県立歴史博物館 1988.1 図録書庫
図録/33-ｸﾞ

/1988
200159895

6 祈りのかたち―群馬の小正月ツクリモノ― － 群馬県立歴史博物館 1991.4 図録書庫
図録/33-ｸﾞ

/1991
200159937

【論文等】
論文掲載書籍・雑誌

出版者 排架場所 請求記号 資料コード

1 暦と年中行事 和田正洲／執筆

日本民俗学大系7：生活と
民俗2
（大間知篤三[ほか]／編）
平凡社

1959.3 民俗資料室 380.8/ｵ/7 200097095

第２書庫 雑/389/ﾐ －

第２書庫 博物館刊行物 －

川崎市市民ミュージアム／編川崎市市民ミュージアム 1991.9

県立図書館＊

5
近代におけるおせち料理の形成と婦人雑誌
―『婦人之友』・『婦人画報』・『主婦の友』を中心に
―

山田慎也／執筆
国立歴史民俗博物館研究
報告　第197号
国立歴史民俗博物館

2016 ★国立歴史民俗博物館学術情報リポジトリ
http://doi.org/10.15024/00002245

横浜市中央図書館＊

4 相模足柄下郡の道祖神と小正月の行事
武田久吉／執筆
北村公佐／執筆

民族學研究　第6巻第1号
日本民族学会

1940 ★J-STAGE
https://doi.org/10.14890/minkennewseries.6.1_
49

3 新たなる太陽 柳田國男／執筆
定本 柳田國男集（新装版）
13
筑摩書房

1969

その他1969年刊行でないものは多くの公共図
書館が所蔵

横浜市（保土谷・磯子・港北・都筑・泉・瀬谷）図
書館＊

1 道祖神の源流

論文執筆者 出版年
所蔵している場所

寒川文書館

川崎市立（川崎＊・幸・中原・高津・宮前・多摩・
麻生）図書館

No. タイトル 編著者 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

2 明治改暦と年中行事―太陽暦受容の諸相― 小川直之／執筆

近代庶民生活の展開：くに
の政策と民俗（松崎憲三／
編）
三一書房

1998.10
厚木市立中央図書館＊

http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0005084656&MENUNO=4
http://doi.org/10.15024/00002245
http://doi.org/10.15024/00002245
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0198057178&MENUNO=4
https://doi.org/10.14890/minkennewseries.6.1_49
https://doi.org/10.14890/minkennewseries.6.1_49
https://doi.org/10.14890/minkennewseries.6.1_49
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0190146939&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0190146939&MENUNO=4
https://www.lib-arc.samukawa.kanagawa.jp/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0000970376&MENUNO=4
http://www.library.city.kawasaki.jp/clis/detail?NUM=001581010&CTG=1&RTN=01
http://www.library.city.kawasaki.jp/clis/detail?NUM=001581010&CTG=1&RTN=01
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0000571290&MENUNO=4
https://www.lib.mytownclub.com/opac/disp/id/120728

