
展示資料＆参考資料一覧

項
番

タイトル 著者 出版者 出版年 請求記号

1
明治天皇、横濱へ 宮内省文
書が語る地域史

横浜開港資料館編
宮内庁宮内公文書館編

横浜市ふるさと歴史
財団

2016 K28.1/619

2
武相教育 第119号 行幸の阯
第11輯

神奈川縣教育会 1940 K37/245/119 

3 相武聖蹟行幸の阯
明治天皇相武聖蹟
敬仰会編

K26/23  

4 横濱沿革誌 太田久好著 太田久好 1892 K26.1/3

5
カラカウア王のニッポン仰天
旅行記

ウィリアム・Ｎ．ア－
ムストロング著
荒俣宏訳
樋口あやこ訳

小学館 1995 291.09/553

6 明治天皇神奈川縣行幸年表 神奈川縣教育會編 神奈川縣教育會 1936 K26/10  

7 逗子の風景〔絵葉書〕 K291.32/38

8
葉山町の歴史とくらし
町制施行９０周年記念

葉山町編 葉山町 2015 K21.34/17/90

9
御用邸の町
葉山百年の歩み

葉山町編 葉山町 1994 K26.34/10  　

10 葉山御用邸御警衞記念写真帖 矢野写真館編 矢野写真館 1934 K31.34/1
11 相州葉山絵葉書 K291.34 27

12
皇室建築
内匠寮の人と作品

内匠寮の人と作品刊行
委員会編
浅羽英男ほか著
鈴木博之監修

建築画報社 2005 521.82/29 

13
落成開校記念繪葉書 御成尋
常高等小学校鎌倉實科高等女
学校　復刻

御成小学校移転改築
を考える会

1994 K37.4/120

14
「御成小学校（鎌倉市）」木
造校舎の思い出　関東編

芦沢明子著 情報センター出版局 1996 K37/628  　

15
小田原城址の150年 モダン・
オダワラ・キャッスル 1868-
2017

小田原城天守閣編 小田原城天守閣 2017 K21.7/48

16

「富士屋ホテル 菊華荘 皇
室旧御用邸 高松宮別邸 特集
歴史的建築と名園を堪能する
旧華族邸の宿」
サライ 第14巻第3号（通巻
302号）

小学館 2002 Z051/587

17 我が皇室と箱根
足柄下郡初等教育
研究会第四部会編

足柄下郡初等教育研
究会第四部会

1935 K28.85/32

18 開けゆく別荘地 箱根 箱根町立郷土資料館編 箱根町立郷土資料館 1996 K68.85/117 

19 献立日誌　第2号
箱根御用邸内奈良屋調
理部編

箱根御用邸内奈良屋
調理部

1917 K59.85/12/2

20 献立日誌　第3号
箱根御用邸内奈良屋調
理部編

箱根御用邸内奈良屋
調理部

1917 K59.85/12/3

21

「昭和初期の三浦半島小網代
湾における初声御用邸計画に
ついて」
歴史地理学野外研究　第17号

武田周一郎著
筑波大学人文社会科学
研究科 歴史･人類学専
攻 歴史地理学研究室編

筑波大学人文社会科
学研究科 歴史･人類
学専攻 歴史地理学研
究室

2016 Z290/20

22 湘南探勝地圖 大石無常著 武内商店 1931 K292.3/5

23 神奈川縣観光圖繪 吉田初三郎 神奈川県観光聯合会 1933 K291/170

「幻の“初声御用邸”」関連資料

第7回　県立図書館・公文書館合同展示（平成31年2月1日～3月31日）

「改元漫遊」

神奈川県立図書館　地域情報課

1.展示資料（展示ケース）

改元に寄せて　～御用邸から見た天皇と神奈川の関わり～

「葉山御用邸」関連資料

「鎌倉御用邸」関連資料

「横浜御用邸」関連資料

「小田原御用邸」関連資料

「宮ノ下御用邸」関連資料



項
番

タイトル 著者 出版者 出版年 請求記号

1 明治天皇紀　第5 宮内庁編 吉川弘文館 1971 288.4/40/5 

2 明治天皇紀　第6 宮内庁編 吉川弘文館 1971 288.4/40/6 

3
昭和初期の天皇と宮中　第4
巻 侍従次長河井弥八日記
1930年

河井弥八著
高橋紘編

岩波書店 1994 288.4/253/4

4 牧野伸顕日記
牧野伸顕著
伊藤隆編
広瀬順皓編

1990 210.7/270

5 葉山町郷土史 高梨炳編 葉山町 1975 K21.34/2

6

神奈川県の近代和風建築 神
奈川県近代和風建築調査報告
書
「1.光明寺書院（小田原御用
邸 常宮殿下御座所）」

神奈川県教育委員会
生涯学習部文化財課
編

神奈川県教育委員会
生涯学習部文化財課

2000 K52/98

7
葉山 1979 葉山町 町勢概
要　御用邸再建記念特集号

葉山町役場編 葉山町 1979 K35.34/1/79  

8
葉山町町勢要覧 1995 御用
邸100年  　町制７0周年記念

葉山町編 葉山町 1994 K35.34/1/95

9 郷土誌葉山　創刊第2号 葉山郷土史研究会編 葉山郷土史研究会 2005 K20.34/1/2 
10 郷土誌葉山　第7号 葉山郷土史研究会編 葉山郷土史研究会 2010 K20.34/1/7  
11 郷土誌葉山　第11号 葉山郷土史研究会編 葉山郷土史研究会 2017 K20.34/1/11  

12
葉山手帖 〔 2001〕 Ｔｈｅ
ｔｏｗｎ　ｂｏｏｋｓ

葉山町観光協会編 葉山町観光協会 2001 K291.34/22/20

13 セピア色の三浦半島 辻井善弥著 郷土出版社 1993 K26.3/2

14

「葉山御用邸水源地と池田
邸」
歴史トーク湘南・葉山　ｖｏ
ｌ．4

野中康司著
葉山近現代史を語る
会　編

葉山近現代史を語る
会

2009 K20.34/2/4

15

「語り継ぎ受け継がれる御成
小学校　湘南グラフティ―」
Ｗｅ湘南 Ｖｏｌ．84 かま
くらからの手紙

かまくら春秋社編 かまくら春秋社 1998 K05.4/21/84

16 三代の天皇と私 梨本伊都子　著 講談社 1975 H288/ﾅ

17
年号の歴史　元号制度の史的
研究　増補版

所功著 雄山閣出版 1989 210.02/407A

18 日本私年号の研究 久保常晴著 吉川弘文館 1967 210.02/64

19 元号事典　東京美術選書　16
川口謙二著
池田政弘著

東京美術 1977 210.02/211

20
「特集　年号と朝廷」
歴博　第208号 2018年5月号

国立歴史民俗博物館
編

国立歴史民俗博物館 2018 Z381/20

21
「特集　日本の年号」
歴史読本　第53巻第1号　通
巻第823号　2008年1月号

新人物往来社編 新人物往来社 2008 Z210/508

22
「改元考」
郷土神奈川　第24号

淺井潤子著
神奈川県立文化資料
館編

神奈川県立文化資料
館

1989 ZC884

23
「元号　～新元号を前に～」
トピックスのとびら　No.155
2018年6月

神奈川県立図書館資
料部情報整備課編

神奈川県立図書館 2018 ZC1360

2.展示資料（机）



項
番

タイトル 著者 出版者 出版年 請求記号

1

「小田原、鎌倉にもかつて御
用邸 海や山、皇居の近さ…
最適な条件 皇室との深い
縁、改めて浮かぶ」2017年3
月21日 産経新聞神奈川版朝
刊24面

産経新聞社編 産経新聞社 2017

2

「近代における皇族別荘の
立地・沿革及び建築・使い
方に関する研究 －海浜別荘
を中心とする検討－」
住宅総合研究財団研究年報
27巻

水沼淑子・加藤仁美・
小沢朝江著
住宅総合研究財団編

住宅総合研究財団 2001
Z527/Z
(県立川崎図書
館所蔵）

3
皇室建築
内匠寮の人と作品

内匠寮の人と作品刊行
委員会編
浅羽英男ほか著
鈴木博之監修

建築画報社 2005 521.82/29 

4
明治天皇、横濱へ 宮内省文
書が語る地域史

横浜開港資料館編
宮内庁宮内公文書館編

横浜市ふるさと歴史
財団

2016 K28.1/619

5 相武聖蹟行幸の阯
明治天皇相武聖蹟
敬仰会編

K26/23  

6 明治天皇紀　第5 宮内庁編 吉川弘文館 1971 288.4/40/5 

7 明治天皇紀　第6 宮内庁編 吉川弘文館 1971 288.4/40/6 

8 明治天皇と神奈川県 石野瑛著 武相学園 1961 K26/12

9 横浜沿革誌　全 太田久好著 有隣堂 1970 K26.1/3A
10 武相教育　第96号 神奈川縣教育会 1938 K37/245/96

11
葉山手帖 〔2001〕 Ｔｈｅ
ｔｏｗｎ　ｂｏｏｋｓ

葉山町観光協会編 葉山町観光協会 2001 K291.34/22/20

12
葉山町の歴史とくらし
町制施行９０周年記念

葉山町編 葉山町 2015 K21.34/17/90

13
御用邸の町
葉山百年の歩み

葉山町編 葉山町 1994 K26.34/10  　

14

「語り継ぎ受け継がれる御成
小学校　湘南グラフティ―」
Ｗｅ湘南 Ｖｏｌ．84 かま
くらからの手紙

かまくら春秋社編 かまくら春秋社 1998 K05.4/21/84

15
鎌倉市史 続篇 第7巻 近
代通史篇

鎌倉市市史編さん委員
会編

吉川弘文館 1994 K21.4/4-2/7

16
小田原城址の 150年 モダ
ン・オダワラ・キャッスル
1868-2017

小田原城天守閣編 小田原城天守閣 2017 K21.7/48

17
小田原市史 通史編〔 3〕
近・現代

小田原市編 小田原市 2001 K21.7/21/2-3

18
明治小田原町誌 （下）小田
原市立図書館郷土資料集成
3

片岡永左衛門著 小田原市立図書館 1978
K26.7/4/3

「小田原御用邸」

神奈川県の御用邸全般

3.参考資料

「横浜御用邸」

「葉山御用邸」

「鎌倉御用邸」
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タイトル 著者 出版者 出版年 請求記号

19

「富士屋ホテル 菊華荘 皇
室旧御用邸 高松宮別邸 特
集 歴史的建築と名園を堪能
する 旧華族邸の宿」
サライ 第14巻第3号（通巻
302号）

小学館 2002 Z051/587

20 我が皇室と箱根
足柄下郡初等教育
研究会第四部会編

足柄下郡初等教育研
究会第四部会

1935 K28.85/32

21 開けゆく別荘地 箱根 箱根町立郷土資料館編 箱根町立郷土資料館 1996 K68.85/117 

22

「昭和初期の三浦半島小網代
湾における初声御用邸計画に
ついて」
歴史地理学野外研究　第17号

武田周一郎著
筑波大学人文社会科学
研究科 歴史･人類学専
攻 歴史地理学研究室編

筑波大学人文社会科
学研究科 歴史･人類
学専攻 歴史地理学研
究室

2016 Z290/20

23
昭和初期の天皇と宮中　第4
巻 侍従次長河井弥八日記
1930年

河井弥八著
高橋紘編

岩波書店 1994 288.4/253/4

「宮ノ下御用邸」

「幻の“初声御用邸”」


	公文書館合同展示目録_県立図書館展示分1
	公文書館合同展示目録_県立図書館展示分2
	公文書館合同展示目録_県立図書館展示分3

