
《参考文献一覧》 

神奈川の東海道と宿場 
 

展示期間：平成 25 年 8 月 9 日（金）～11 月 13 日（水）  
 

会  場：神奈川県立図書館 本館 1 階 展示コーナー 

 
 

展示目録 
≪展示ケース ①≫ 

No 作品 著者 出版社 出版年 請求記号 

1 

東海道中膝栗毛 

初編（上・中・下）～ 

２編（上・中・下） 

十返舍一九 松林堂 1862 
Ｋ97/24/1-1 

～2-3 

２ 大日本道中記 須原屋茂兵衛  1858 Ｋ291/35 

３ 東海道 秋好善太郎 東光園 1918 Ｋ291/328 

４ 東海道六郷渡風景 五雲亭貞秀 丸屋徳蔵 1863 Ｋ72.21/3 

５ 
両道宿号圖會  

東海道五十三次之内川崎 
歌川広重（２代） 加賀屋安 1859 Ｋ72.2/3 

６ 
江戸名所図会  巻之２： 

河崎万年屋 
斉藤月岑   Ｋ291/386 

      

 ≪展示ケース ②≫     

No 作品 著者 出版社 出版年 請求記号 

7 

御上洛錦画鈴ケ森より 

箱根まで：東海道名所之 

内神奈川浦島古跡 

周麿(河鍋暁斎) 上州屋金蔵 1863 K72/16 

8 三五景一覧 石崎桃郷 金川臺 1858   K93.1/ 26    

9 金川砂子  煙管亭喜莊 武相考古会 1930   K21.12/3 

10 

御上洛錦画鈴ケ森より 

箱根まで： 

東海道程ケ谷其二 

一英齋芳艶 上州屋 1863 K72／16 

11 
「江戸名所図会」に 

見る横浜 

横浜市市民局 

広報相談部広報課 

横浜市市民 

局 
1997 

K05.1/63/ 

101 

12 
江戸名所図会〔巻２〕 

図版 〔４〕：境木 
長谷川雪旦   K72.1/80/4    

  



No 作品 著者 出版社 出版年 請求記号 

13 
御上洛錦画鈴ケ森より 

箱根まで：東海道戸塚 
国貞（２代） 相模屋籐吉 1863 K72/16 

 ≪展示ケース ②≫     

No 作品 著者 出版社 出版年 請求記号 

14 お札まき（写真）  
神奈川県立

図書館 
1963 K22 

15 戸塚郷土史 戸塚町郷土研究会 
戸塚町郷土

研究会 
1934 K21.19/3 

      

 ≪展示ケース ③≫     

No 作品 著者 出版社 出版年 請求記号 

16 東海道名所畫帖：朝比奈切通 
一立斎広重 

（歌川広重） 
東魁堂 1851 K72/2 

17 
御上洛錦画鈴ケ森より 

箱根まで：東海道藤澤 
芳形毫 越前屋平三 1863   K72/16 

18 江嶋一望図  
絵図屋善兵

衛 
1808 K292.4/35 

19 

滑稽江之嶋家土産 

初編（上・中・下）～ 

3 編（上・中・下） 

十返舍一九 岡島眞七 1809 
K97.4/8/ 

1-1～３-3 

      

 ≪展示ケース ④≫     

No 作品 著者 出版社 出版年 請求記号 

20 
御上洛錦画鈴ケ森より 

箱根まで：東海道平塚 
歌川広重(２代） 魚屋栄吉 1863 K72/16 

21 

御上洛錦画鈴ケ森より 

箱根まで：東海道名所之 

内鴫立澤 

周麿(河鍋暁斎)  丸屋鉄次郎 1863 K72/16 

22 
御上洛錦画鈴ケ森より 

箱根まで：東海道小田原 
国綱（２代） 菊屋市兵衛 1863 K72/16 

23 東海道記行 琴花堂子静   1866 K291/118 

24 東海道箱根山中圖 五雲亭貞秀  
山口屋藤兵 

衛 
1863 Ｋ72.85/15 

 

  



≪展示パネル一覧≫ 

No パネル名 画像資料 著者名 出版社 出版年 請求記号 

１ 東海道連環繪圖 利倉盛庸 滲雲堂 1812 K21/128 

２ 

開催にあたって      

近世交通図 神奈川の東海道 上 
神奈川東海道ルネッサンス推進

協議会 
1999 K68/330/1 

３ 
東海道の成立と

発展 

歴史の道  東海道 

東海道宿駅設置 

四００年記念 

豊橋市美術博物館 2001 K291/575 

４ 宿場町の成立 

御上洛錦画鈴ケ森よ

り箱根まで：東海道名

所之内鶴見 

歌 川 広 重

（2 代） 
大黒屋金次郎 1863 K72/16 

歴史の道  東海道 

東海道宿駅設置 

四００年記念 

 

豊橋市美術博物館 2001 K291/575 

５ 川崎宿の成立 
東海道分間延絵図 

第 1 巻 
 東京美術 1977 

K292/87/1-

1*2 

６ 神奈川宿の成立 横浜市史稿 附図 横浜市 1932 K21.1/5/10 

７ 
保土ヶ谷宿の成

立 
横浜市史稿 附図 横浜市 1932 K21.1/5/10 

８ 戸塚宿の成立 
東海道分間延絵図 

第２巻 
 東京美術 1978 

K292/87/2-

1*2 

９ 藤沢宿の成立 東海道分間絵図 上 遠近動印 中央公論美術出版 1960 K292/122/1 

10 
江戸時代の鎌倉

周遊 
鎌倉絵図  家根屋四郎右衛門  K292.4/73 

11 
江戸時代の江の

島詣 
江島道見取絵図  東京美術 1976 K292.4/60 

12 平塚宿の成立 東海道分間絵図 上 遠近動印 中央公論美術出版 1960 K292/122/1 

13 大磯宿の成立 東海道分間絵図 上 遠近動印 中央公論美術出版 1960 K292/122/1 

14 小田原宿の成立 東海道分間絵図 上 遠近動印 中央公論美術出版 1960 K292/122/1 

15 箱根宿の成立 東海道分間絵図 上 遠近動印 中央公論美術出版 1960 K292/122/1 

16 

江戸日本橋から

京都三条大橋ま

でを結んでいた

東海道 

神奈川の東海道 上 
神奈川東海道ルネッサンス推進

協議会 
1999 K68/330/1 

東海道分間絵図 上 遠近動印 中央公論美術出版 1960 K292/122/1 

東海道五十三次 歌川広重 共同通信社 1968 Ｋ72/46 

17 伝馬朱印状 東海道保土ヶ谷宿 

横浜市ふる

さと歴史財

団・横浜市

歴史博物館 

横浜市歴史博物館 2011 
K06.1/45/ 

2011-10 



No パネル名 画像資料 著者名 出版社 出版年 請求記号 

18 

東 海 道 の 起 点 

江戸・日本橋、東

海道の終点・京都 

三条大橋 

東海道五十三次 歌川広重  共同通信社 1968 Ｋ72/46 

19 川崎宿 東海道五十三次 歌川広重 共同通信社 1968 Ｋ72/46 

20 神奈川宿 東海道五十三次 歌川広重 共同通信社 1968 Ｋ72/46 

21 保土ヶ谷宿 東海道五十三次 歌川広重 共同通信社 1968 Ｋ72/46 

22 戸塚宿 東海道五十三次 歌川広重 共同通信社 1968 Ｋ72/46 

23 藤沢宿 
東海道五拾三次之内

藤澤 
歌川広重 保永堂 1833 Ｋ72.5/1 

24 平塚宿 東海道五十三次 歌川広重 共同通信社 1968 Ｋ72/46 

25 大磯宿 東海道五十三次 歌川広重 共同通信社 1968 Ｋ72/46 

26 小田原 東海道五十三次 歌川広重 共同通信社 1968 Ｋ72/46 

27 箱根宿 東海道五十三次 歌川広重 共同通信社 1968 Ｋ72/46 

 

≪その他 参考資料≫ 
・『神奈川県史 通史編 2 近世（1）』 神奈川県県民部県史編集室編 神奈川県 1981 年 

＜請求記号：K21/16-3/2＞ 

・『東海道戸塚宿場町の成立』 浅香幸雄著 東京教育大学 1960 年 ＜請求記号：K68.1/75＞ 

・『新編武蔵風土記稿 第３巻』 芦田伊人ほか校訂 雄山閣 1996年  

＜請求記号：K291/131A/3＞ 

・『古地図・古写真で見る東海道五十三次』 今井金吾編 新人物往来社 2002 年  

＜請求記号：K68/374＞ 

・『神奈川の東海道 下』神奈川東海道ルネッサンス推進協議会編 1999年  

＜請求記号：K68/330/２＞ 

・『横浜外国人墓地に眠る人々』斉藤多喜夫著 有隣堂 2012 年 ＜請求記号：K26.13／17＞ 

・『新編相模国風土記稿 第６巻』雄山閣 1972年 ＜請求記号：K291/1A/6＞ 

・『東海道分間延絵図 第 3 巻』 東京美術 1978 年 ＜請求記号：K292/87/3-1･2＞ 

・『新編相模国風土記 第 2 集』 間宮士信ほか編 鳥跡蟹行社 1885年  

＜請求記号：K291/1/2＞ 

・『東京都地名大辞典』角川日本地名大辞典編纂委員会編 角川書店 1978 年 

＜請求記号：K291/615/13＞   

・『神奈川県史 資料編９ 近世（６）』 神奈川県企画調査部県史編集室編 神奈川県 1974年 

＜請求記号：K21/16/9＞ 

・『東海道五十三次将軍家茂公御上洛図』福田和彦著 河出書房新社 2001 年 

 ＜請求記号：K72/139＞ 

・『横浜市文化財調査報告書 第２輯』横浜市文化財研究調査会編 1965年 

＜請求記号：K06.1/1/2＞ 

・『東海道神奈川宿名物亀の甲せんべい資料集』 横浜市神奈川図書館編 2001 年 

 ＜請求記号：K58/75＞ 

・『神奈川県民俗芸能誌 増補改訂版』 永田衡吉著 錦正社 1987年 ＜請求記号：K38/15A＞ 

・『江戸時代の相州“江之島絵図（刊行図）”』白石克著 斯道文庫 1985 年  

＜請求記号：K292.4／71＞ 

・『武江年表 ２ 増訂』斎藤月岑著 平凡社 1968 年 ＜請求記号：K25/189＞ 

・『ハコネサンショウウオ』 大涌谷自然科学館編 1990 年  ＜請求記号：K48.85／15＞ 

 


