
【販売価格】｢－｣は閲覧のみ
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名            称 発行年月 販売価格 内          容 発行課 所在 HP

生涯学習課

秦野の文化財  第３集 S42.3 － ＊

秦野の文化財  第４集 S43.3 －

秦野の文化財  第５集 S44.3 － ＊

秦野の文化財  第６集 S45.3 － ＊

秦野の文化財  第７集 S46.3 － ＊

秦野の文化財  第８集 S47.3 － 大津雲山画伯とその作品

秦野の文化財  第９集 S48.3 － 下大槻遺跡図版編

秦野の文化財  第１２集 S51.3 － 丹沢山麓  秦野の民話(上巻)

秦野の文化財  第１３集 S52.3 － 秦野の絵馬

秦野の文化財  第１４集 S53.3 － 秦野市文化財めぐり

秦野の文化財  第１５集 S54.3 －

秦野の文化財  第１６集 S55.3 －

秦野の文化財  第１８集 S57.3 － 同明遺跡

秦野の文化財  第１９集 S58.3 －

秦野の文化財  第２０集 S59.3 －

秦野の文化財  第２２集 S61.3 － 東田原中丸遺跡

秦野の文化財  第２４集 S63.3 － 秦野市の仏像

秦野の文化財  第２７集 H3.3 － 波多野城址発掘調査報告書 ＊

郷土のうんだ報徳の実践者
生誕二百年を記念して
安居院　庄七

H元.3 －

蓑毛出身で二宮尊徳翁の報徳
の教えを広めた｢安居院庄七｣
さんについて郷土史家である
井上静男氏が講演したものを
まとめたもの

＊

秦野の文化財  第２集 S41.3 －
昭和40年に指定した市重要文
化財の解説

＊

秦野の文化財  第１集 S40.3 －
文化財保護条例制定後2年有
余の歳月をかけた調査収集の
結果報告

秦野の文化財  第１１集 S50.3 －
過去1年間の秦野の文化財調
査の概要報告をまとめたもの

＊

過去1年間の秦野の文化財調
査の概要報告をまとめたもの

秦野の文化財  第１０集 S49.3 －
秦野下大槻
－古墳群と集落址の調査－

過去1年間の秦野の文化財調
査の概要報告をまとめたもの

秦野の文化財  第２１集 S60.3 －
弘法山・鶴巻周辺の史跡と伝
説を訪ねて

過去1年間の秦野の文化財調
査の概要報告をまとめたもの

秦野の文化財  第１７集 S56.3 －
秦野の仏像(1)
～宝蓮寺彫刻～

＊

秦野の文化財  第２５集 H元.3 －
秦野の道祖神・庚申塔・地神
塔

秦野の文化財  第２３集 S62.3 －
秦野市内に遺されている有
形・無形文化財をまとめたも
の

秦野の文化財  第２６集 H2.3 －
大津雲山  南画家の大家で旧
東秦野村に生まれた大津画伯
の作品を紹介
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名            称 発行年月 販売価格 内          容 発行課 所在 HP

秦野の文化財  第２８集 H4.3 400円 生涯学習課

秦野の文化財  第２９集 H5.3 400円

秦野の文化財  第３０集 H6.3 －

秦野の文化財  第３１集 H7.3 400円

秦野の文化財  第３２集 H8.3 400円

秦野の文化財  第３３集 H9.3 400円

秦野の文化財  第３４集 H10.3 400円

秦野の文化財  第３５集 H11.3 400円

秦野の文化財  第３６集 H12.3 400円

秦野の文化財  第３７集 H13.3 500円

秦野の文化財  第３８集 H14.3 －

秦野の文化財  第３９集 H15.3 500円

秦野の文化財  第４０集 H16.3 －

秦野の文化財  第４１集 H20.2 600円

秦野の文化財  第４２集 H27.3 800円
第41集以降に行われた秦野の
文化財調査の概要をまとめた
もの

＊

秦野の石仏（二） H11.3 700円 －西・上地区－ ＊

秦野の石仏（三） H12.3 700円 －北・東地区－ ＊

秦野の石仏（四） H13.3 700円 －本町地区・集成編－ ＊

秦野のすまい（二） H11.3 600円 町家編

過去1年間の秦野の文化財調
査の概要報告をまとめたもの

過去1年間の秦野の文化財調
査の概要報告をまとめたもの

秦野市文化財調査報告書１
秦野の遺跡１９９７

H9.3 －
市内にある埋蔵文化財包蔵地
の分布範囲及び発掘調査箇所
を記載

秦野市文化財調査報告書３
秦野のすまい（一）

H10.3 600円
市内にある建造物の調査報告
農家編

秦野市文化財調査報告書２
秦野の石仏（一）

H10.3 － －大根・南地区－

秦野市文化財調査報告書５
秦野の絵馬と奉納額

H14.3 800円
神社や寺堂に奉納されている
絵馬と額についての調査報告

秦野市文化財調査報告書４
秦野の城郭

H11.3 － 市内にある城郭の調査報告

秦野市文化財調査報告書７
秦野の暮らしと民具

H15.3 800円
教育委員会で所蔵している民
具を写真や図とともに紹介

＊

秦野市文化財調査報告書６
秦野市の寺社建築

H14.3 －
市内に現存する寺社建築の調
査報告

秦野市文化財調査報告書９
秦野の遺跡２
東田原中丸遺跡第三次調査

H21.3 － 東田原中丸遺跡第三次報告書

秦野市文化財調査報告書１０
秦野の絵画　寺院・神社編

H21.11 900円
寺院・神社所蔵の絵画につい
ての調査報告

秦野市文化財調査報告書８
秦野の遺跡１

H16.3 600円
平成12年度に発掘した東田原
中丸遺跡の調査報告書

秦野市文化財調査報告書１１
秦野の遺跡３
尾尻八幡神社前遺跡

H23.3 －
尾尻八幡神社前遺跡の発掘調
査に係る報告書
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名            称 発行年月 販売価格 内          容 発行課 所在 HP

生涯学習課

秦野市文化財調査報告書１３

秦野の遺跡５

神奈川県指定史跡二子塚古墳

1,200円

＊

秦野市文化財調査報告書１２
秦野の遺跡４
下大槻峯遺跡

H24.3 －
下大槻峯遺跡の発掘調査に係
る報告書

秦野市文化財調査報告書１５
秦野の遺跡７　草山遺跡

H27.3 1,100円 草山遺跡の発掘調査報告書 ＊

H25.3 －
県指定史跡二子塚古墳の第二
次調査に係る報告書

秦野市文化財調査報告書１４
秦野の遺跡６
東田原中丸遺跡第四次調査

H26.3 － 東田原中丸遺跡第四次報告書

秦野の遺跡８
本町三丁目遺跡・寺山中丸遺跡

H28.3
本町三丁目遺跡200-02・
2002-03地点、寺山中丸遺跡
9212地点の発掘調査報告書

秦野の遺跡９
鉾木遺跡、根丸島遺跡

H29.3 1,500円
鉾木遺跡9208・9605・9806地
点、根丸島遺跡9105地点の発
掘調査報告書

秦野の遺跡１１
曽屋元町・曽屋二丁目・曽屋入船
遺跡

H31.3 1,500円
秦野市内に所在する遺跡3遺
跡4地点の発掘調査に係る報
告書

秦野の遺跡１０
大曽根遺跡

H30.3 1,400円
大曽根遺跡9306・9309地点の
発掘調査報告書

西大竹尾尻遺跡群１
秦野市西大竹尾尻特定土地区画整
理事業に伴う調査報告

H15.1 －
西大竹尾尻遺跡9506地点の調
査経過、周辺環境、成果等の
報告書

秦野の遺跡１２
中里遺跡・下大槻城山遺跡

R2.3 1,400円
秦野市内に所在する2遺跡3地
点の発掘調査に係る報告書

同明遺跡　第４次調査発掘調査報
告書

S57.3 －
平沢同明遺跡の第4次発掘調
査の報告書

西大竹尾尻遺跡群４-資料Ⅲ-
秦野市西大竹尾尻特定土地区画整
理事業に伴う調査報告

H13.12 －
尾尻西立野遺跡、尾尻八幡神
社前遺跡出土の遺構及び遺物
の報告書

諏訪原遺跡
秦野市今泉諏訪原土地区画整理事
業に伴う調査報告

H18.3 － 諏訪原遺跡の発掘調査報告書

西大竹尾尻遺跡群２-資料Ⅰ-
秦野市西大竹尾尻特定土地区画整
理事業に伴う調査報告

H14.5 －
西大竹小原遺跡(西範囲)出土
の遺構及び遺物の報告書

西大竹尾尻遺跡群３-資料Ⅱ-
秦野市西大竹尾尻特定土地区画整
理事業に伴う調査報告

H14.4 －
西大竹小原遺跡(東範囲)出土
の遺構及び遺物の報告書

平沢同明遺跡発掘調査報告書 H22.3 －
平沢同明遺跡2004-04･2005-
05地点の発掘調査報告書
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名            称 発行年月 販売価格 内          容 発行課 所在 HP

生涯学習課

研究紀要　第２号 H13.3 －

研究紀要　第３号 H14.3 － 市内遺跡の研究成果報告

研究紀要　第４号 H15.3 －

研究紀要　第５号 H16.3 －

研究紀要　第６号 H17.3 －

研究紀要　第７号 H18.3 400円

研究紀要  第８号 H19.3 600円

太岳院遺跡2006-02地点発掘調査報
告書

H23.3 －
太岳院遺跡2006-02地点の発
掘調査報告書

太岳院遺跡9008地点他・尾尻尾崎
遺跡9106地点・水神遺跡9312地点
他・今泉西堀遺跡9601地点発掘調
査報告書

H25.3 －
太岳院遺跡9008地点等の発掘
調査報告書

堂坂遺跡・寺山遺跡・寺山金目原
遺跡・平沢同明遺跡発掘調査報告
書

H24.3 －
堂坂遺跡9204地点等の発掘調
査報告書

展示解説 H3.3 200円
桜土手古墳展示館来館者用の
ガイドブック。古墳や展示品
についてわかりやすく解説

歴史浪漫波多野氏物語絵詞 H17.11 －
市制50周年記念事業｢歴史浪
漫　波多野氏物語｣の一環と
して作成した記念誌

平成５年度企画展図録
古代からのメッセージ

H5.10 250円

東海大学校地内にある｢王子
ノ台遺跡｣｢真田大原遺跡｣か
らの出土遺物、遺構について
紹介

平成４年度企画展図録
西相模の古墳

H4.10 －
相模川周辺及び伊勢原・小田
原・南足柄市に所在する古墳
出土遺物を紹介

平成７年度企画展図録
厚手式土器の故郷

H7.10 250円
姉妹都市諏訪市の出土品と秦
野市内から出土した縄文式土
器を紹介

平成６年度企画展図録
西湘の横穴墓

H7.1 250円
二宮・伊勢原・平塚・大磯・
松田町に所在する横穴墓の遺
物、遺構について紹介

秦野市・東海大学提携２０周年
記念特別展図録
丹沢を仰ぐ縄文遺跡

H15.10 200円
丹沢南麓の縄文時代後・晩期
の遺跡について紹介

平成８年度企画展図録
弥生墓制の系譜

H8.12 250円
弥生時代の再葬墓、方形周溝
墓の解説と遺物を紹介

桜土手古墳群及び市内遺跡の
研究成果報告

桜土手古墳群及び市内遺跡の
研究成果報告

研究紀要  第９号 H20.3 600円
秦野市域の古墳・塚の調査概
要(秦野盆地北方地区)

秦野市立桜土手古墳展示館
研究紀要　第１号

H12.3 － 桜土手古墳群及び市内遺跡の
研究成果報告

研究紀要  第１０号 H20.5 600円
秦野市域の古墳・塚の調査概
要(秦野盆地南方地区)
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名            称 発行年月 販売価格 内          容 発行課 所在 HP

生涯学習課

秦野市史第２巻(近世史料１) S57.3 － 近世秦野地方の動き ＊

秦野市史第１巻
(古代中世・寺社史料)

S60.3 900円
波多野庄が成立した頃から戦
国時代の終末にかけて収録

＊

秦野市史第４巻(近代史料１) S60.3 900円
全国のさきがけとなった曽屋
陶管水道の布設や電灯の普及

＊

秦野市史第３巻(近世史料２) S58.3 900円
文政から明治4年までの村々
の動き

＊

秦野市史第６巻(現代史料) S61.3 1,000円
終戦処理と占領政策の伝達教
育改革と学校教育、農地改革
と農業委員会

＊

秦野市史第５巻(近代史料２) S61.3 1,000円
関東大震災と小田急の開通や
学校教育等

秦野市史通史２(近世) S63.3 600円
近世期における支配と民衆、
北条氏滅亡、検地と農民

＊

秦野市史通史１
(総説　原始、古代、中世)

H2.3 600円 原始、古代、中世の秦野地方 ＊

秦野市史通史４(現代) S63.12 600円
終戦後から昭和40年にかけて
の秦野の動き

＊

秦野市史通史３(近代) H4.3 600円
神仏分離と国家神道の成立や
明治期の秦野の農業と工業

＊

秦野市史別巻(たばこ編) S59.3 1,000円
本市の産業に欠かせない秦野
煙草の起源から生産廃止にい
たる歴史

＊

秦野市史通史５(現代(２)) H16.12 1,200円
概ね昭和40年から平成5年の
秦野の動き

秦野市史別巻(考古編) S60.1 1,000円
秦野市内で発掘された遺跡の
調査資料

＊

秦野市史別巻(民俗編) S62.9 1,000円
明治、大正、昭和の秦野の生
活史(年中行事等)

＊

秦野市史近世史料(統計編) H元.3 700円
検地帳、名寄帳、宗門改帳、
村入用帳など

＊

秦野市史項目事典 H21.3 －
秦野市史の通史編及び別編
(たばこ、民俗、考古)の内容
を要約したもの

秦野市史史料叢書２
(幕末、明治の御用留）

S56.3 400円
幕末期旧堀斉藤村大森家と明
治初期旧落幡村原家の御用留

＊

秦野市史史料叢書１
(落幡村の御用留)

S54.1 －
落幡村名主が亨保19年から寛
保3年まで書き留めた御用留

＊

秦野市史史料叢書４
(事務報告書(1)秦野町)

H3.1 400円
明治22年の町村制施行から町
村会での予算審議等を収録

＊

秦野市史史料叢書３
(農事日誌)

S57.3 400円

榎本時治家所有の明治35年か
ら昭和6年までの日常生活の
様子、物価の変動、農業経営
の実態

＊
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名            称 発行年月 販売価格 内          容 発行課 所在 HP

生涯学習課秦野市史史料叢書５
(事務報告書(2)南秦野村、大根村)

H3.1 400円

明治22年の町村制施行から町
村会での予算審議等を収録

＊

秦野市史史料叢書６
(事務報告書(3)東秦野村、上秦野
村)

H4.1 400円 ＊

秦野市史史料叢書８
新聞記事
(新聞から見た秦野のあれこれ)

H16.1 400円

明治6年から昭和19年までの
新聞から、町村の沿革・生
活・風俗、丹沢、町営電気事
業、機業、競馬の5項目の記
事を抽出し、まとめたもの

＊

秦野市史史料叢書７
(事務報告書(4)北秦野村、西秦野
村)

H4.1 400円 ＊

民俗調査報告書２
(秦野地方のことば)

S57.3 400円
秦野で使われていることばを
収録

＊

民俗調査報告書１
(丹沢山麓の講集団)

S57.3 －
市内に残っている又は消滅し
た講の活動内容

＊

民俗調査報告書４
(丹沢山麓の村)

S60.3 400円
横野村、平沢小原の社会生
活、信仰と年中行事

＊

民俗調査報告書３
(御師の村)

S59.3 －
大山信仰、御師集落、蓑毛地
区の社会生活についてまとめ
たもの

＊

自然調査報告書１
(秦野の自然 Ⅰ)

S58.3 －
市内で見かける植物等の調査
記録

＊

民俗調査報告書５
(盆地の村)

S61.3 400円
下大槻地区における村の姿、
衣食住、儀礼、信仰

＊

自然調査報告書３
(秦野の自然 Ⅲ)－震生湖の自然－

S62.3 400円
震生湖付近の地質、水質、植
物の調査記録

＊

自然調査報告書２
(秦野の自然 Ⅱ)

S60.3 －
峠の鉱山の地質や動物等の調
査記録

＊

近現代懇談会記録２
(畜産、果樹、施設園芸)

S60.3 400円

煙草から畜産、果樹、施設園
芸に農業経営が変わっていく
様を懇談会形式でまとめたも
の

＊

近現代懇談会記録１
(たばこと農地改革)

S58.3 400円
煙草耕作者との懇談の記録を
まとめたもの

＊

秦野周辺災害関係新聞記事目録
(明治6年～昭和40年)

－ －

｢横浜貿易新報｣、｢横浜毎日
新聞｣等の記事から本市周辺
の災害関係記事を拾い出し、
見出しを収録

＊

近現代懇談会記録３
(秦野地方の婦人と生活)

S63.3 400円
戦前、戦後を生きてきた女性
達の活動の記録

＊
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【販売価格】｢－｣は閲覧のみ
【所在】｢＊｣は市役所本庁舎３階情報閲覧コーナーでも閲覧可   空欄は担当課で保管
【HP】｢○｣は各課のHP上でも閲覧可

名            称 発行年月 販売価格 内          容 発行課 所在 HP

生涯学習課

秦野市史研究４ S59.3 － 米倉一族についてほか ＊

秦野市史研究５ S60.3 400円 秦野だいこん雑談ほか ＊

秦野市史研究６ S61.3 400円 旗本成瀬氏と落幡村ほか ＊

新聞記事目録３
(神奈川新聞昭和20年～昭和40年)

S56.8 － ＊

新聞記事目録１
(横浜貿易新報明治31年～明治45
年)

S54.2 無料

｢横浜貿易新報｣、｢横浜毎日
新聞｣及び｢神奈川新聞｣の記
事から本市に関わりのある記
事を拾い出し、見出しを収録

＊

新聞記事目録２
(横浜貿易新報大正元年～大正15
年)

S55.8 － ＊

新聞記事目録４
(横浜毎日新聞明治6～明治31年
横浜貿易新報昭和元年～昭和9年)

S57.8 － ＊

新聞記事目録５
(横浜貿易新報・神奈川新聞
昭和10年～昭和19年)

S57.8 － ＊

新聞記事目録６
(神奈川新聞昭和41年～昭和50年)

H15.3 600円 ＊

新聞記事目録７
(神奈川新聞昭和51年～昭和60年)

H13.3 400円 ＊

資料所在目録２
(個人、自治会Ⅰ)

S55.8 －
個人、自治会の資料の収録
(所有者一覧表)

＊

資料所在目録１
(旧町村Ⅰ、議会)

S55.3 －
町村役場の議会関係書類をま
とめたもの

＊

資料所在目録３
(個人、自治会Ⅱ)

S56.3 －
個人、自治会の資料の収録
(所有者一覧表)

＊

資料所在目録４
(個人、自治会Ⅲ)

S56.3 － ＊

＊

秦野市史研究１ S56.3 －

市民等から寄せられた調査､
研究の原稿を刊行にしたもの
(統計から見た秦野市の姿、
秦野地方にみる関東取締出役
と寄場組合村など)

＊

資料所在目録５
(旧町村Ⅱ、庶務)

S56.3 －
町村役場公文書関係書類の収
録

＊

資料所在目録６
(旧町村Ⅲ、総務、人事、財務)

S57.3 －

秦野市史研究３ S58.3 －
明治30年頃の小学校教育(南
秦野小が中心)ほか

＊

秦野市史研究２ S57.3 －
秦、秦野、波多野氏について
の研究ほか

＊

秦野市史研究７ S62.3 400円
弘法山騒擾と金融会社(｢共伸
社申合規則｣の紹介と分析)ほ
か

＊
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【販売価格】｢－｣は閲覧のみ
【所在】｢＊｣は市役所本庁舎３階情報閲覧コーナーでも閲覧可   空欄は担当課で保管
【HP】｢○｣は各課のHP上でも閲覧可

名            称 発行年月 販売価格 内          容 発行課 所在 HP

生涯学習課

秦野市史研究９ H元.3 400円 秦野の十日市場についてほか ＊

秦野市史研究１０ H2.3 400円 下大槻の年中行事ほか ＊

秦野市史研究１１ H3.3 400円 梵天山(城山)の庚申塔ほか ＊

秦野市史研究１２ H4.3 400円 波多野出雲氏考ほか ＊

秦野市史研究１３ H5.3 400円 南北朝期の波多野氏ほか ＊

秦野市史研究１５ H7.3 400円 原久胤の研究についてほか ＊

秦野市史研究１６ H8.3 400円 実朝の御首の行方ほか ＊

秦野市史研究１７ H9.3 400円 秦野の富士信仰ほか ＊

秦野市史研究１８ H10.3 400円 特集  波多野氏 ＊

秦野市史研究１９ H12.3 400円 昭和40年以降の秦野市ほか ＊

秦野市史研究２６ H19.3 400円 続もうひとつの首塚ほか ＊

秦野市史研究２７ H20.3 － 一色伊予守相州今泉の館ほか ＊

秦野市史研究８ S63.3 400円
秦野堀西の近世分村について
ほか

＊

秦野市史研究２０ H13.3 400円
人口変動にみる秦野の戦後史
ほか

＊

秦野市史研究１４ H6.3 400円
甲斐国岩間、西島と波多野氏
ほか

＊

秦野市史研究２２ H15.3 400円
秦野市民の居住意識(｢市民意
識調査｣を素材として)ほか

＊

秦野市史研究２１ H14.3 400円
戦後秦野市の長期計画(計画
理念の推移を中心に)ほか

秦野市史研究２４ H17.3 400円
｢秦野市史通史5現代(2)｣の執
筆を終えてほか

＊

秦野市史研究２３ H16.3 400円
秦野市における土地利用計画
(｢新都市計画法｣の制定、実
施過程を中心に)ほか

郷土のあゆみ S52.3 －
写真を交えて郷土の歴史を時
代別に編集した

秦野市史研究２５ H18.3 400円
遠州と故郷の安居院庄七像ほ
か

ひょっくりいも
(民俗学へのおさそい)

S63.12 400円
秦野地方では、大切な食糧源
であった里いもの話をまじえ
て民俗学についての研究

＊

秦野の記念碑
(金石文調査報告書)

S62.3 400円
市内にある歌碑、句碑、個人
の顕彰碑や忠魂碑等の記念碑
を収録

＊

入会林野と財産区 H2.3 400円
北地区の菩提地区を中心にし
た入会林野と北財産区の変遷

＊

いしずえ S50.4 －
明治22年の町村制が施行され
て以来の町村長、戦後の議長
等の紹介

秦野１９９０
－ＨＡＤＡＮＯの今－

H2.12 400円
平成2(1990)年の秦野市内の
風景、四季の自然、イベント
などを収録した写真誌

＊
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【販売価格】｢－｣は閲覧のみ
【所在】｢＊｣は市役所本庁舎３階情報閲覧コーナーでも閲覧可   空欄は担当課で保管
【HP】｢○｣は各課のHP上でも閲覧可

名            称 発行年月 販売価格 内          容 発行課 所在 HP

生涯学習課

スポーツ推進課

文化振興課

秦野２０００
－写真に残す秦野の１年－

H13.12 800円
20世紀最後の秦野市内の風
景、四季の自然、イベントな
どを収録した写真誌

＊

山ふところの民俗誌 H4.3 －
上地区の民俗調査(伝承伝統
行事)の記録

＊

秦野２０１０
－未来に伝える秦野の姿－

H23.3 1,200円
10年ごとに秦野の姿を捉えた
写真誌の3作目

江戸の参詣講 H7.8 600円
講中を中心にした大山詣の講
中礼等の詳解

＊

学童集団疎開の記録 H6.3 500円
横浜等の児童が戦争のため、
本市の寺院等に集団で疎開し
たことの記録

丹沢　山のものがたり H10.9 －

丹沢登山の歴史、秦野と丹沢
の伝説、丹沢に関わる人々、
丹沢登山コースなど。写真も
100点以上掲載

＊

図説  秦野の歴史 H8.3 －
秦野の歴史を写真を使用して
詳解

＊

秦野年代記　1955-2015 H28.3 400円
市制60年の歩みを、写真と各
年の主な出来事でふり返る年
代記

市制６０周年記念事業
大津雲山展

H28.3 600円

市制60周年記念事業として開
催された本市出身の南画家
｢大津雲山｣の作品展。本誌
は、その展示作品を掲載した
図録

第４次秦野市生涯学習推進計画 R3.3 -

令和3年度から7年度までを期
間とした、市民の生涯学習活
動をより一層総合的、計画的
に推進するための指針

＊ ○

はだの未来への遺産 H28.3 300円

市制60周年記念事業｢市民が
選ぶ未来に遺したいもの・は
だの50選｣で選出された自
然・景観・歴史文化・文化
財・行事祭礼・施設を掲載し
たガイドブック

宮永岳彦記念美術館一筆箋 H17.3
350円
36枚綴

り

宮永岳彦画伯の油彩美人画か
ら1作品を掲載し、商品化
美術館等で販売

秦野市スポーツ推進計画 H28.3 －

全ての市民が｢する・みる・
ささえる｣の3つの視点からス
ポーツを推進するための計画
(平成28～令和2年度)

＊ ○

宮永岳彦記念美術館ポストカード
(油彩美人画シリーズ)

H15.4

350円
4枚1組
100円
単品

宮永岳彦画伯の油彩美人画か
ら4作品を掲載し商品化
美術館等で販売

宮永岳彦記念美術館ポストカード
(童画シリーズ)

H15.4

350円
4枚1組
100円
単品

宮永岳彦画伯の童画から4作
品を掲載し、商品化
美術館等で販売

－9－



【販売価格】｢－｣は閲覧のみ
【所在】｢＊｣は市役所本庁舎３階情報閲覧コーナーでも閲覧可   空欄は担当課で保管
【HP】｢○｣は各課のHP上でも閲覧可

名            称 発行年月 販売価格 内          容 発行課 所在 HP

文化振興課

図書館

こども百人一首(巻一) H3.3 － ＊

　同　　　　  (巻二) H4.3 － ＊

　同　　　　  (巻三) H6.3 － ＊

　同　　　    (巻四) H8.8 － ＊

　同　　　    (巻五) H10.8 － ＊

　同　　　    (巻六) H12.8 － ＊

　同　　　    (巻七) H13.7 無料 ＊

　同　　　    (巻八) H16.3 － ＊

　同　　　    (巻九) H18.3 － ＊

　同　　　    (巻十) H19.10 無料 ＊

　同　　　    (巻十一) H22.2 無料 ＊

　同　　　    (巻十二) H23.9 － ＊

宮永岳彦記念美術館ポストカード
(童画（子ども）シリーズ)

R2.6

350円
4枚1組
100円
単品

宮永岳彦画伯の童画(子ども
の絵)から4作品を掲載し、商
品化　美術館等で販売

宮永岳彦記念美術館ポストカード
(丹沢シリーズ)

H21.11
350円
4枚1組

宮永岳彦画伯の丹沢の風景画
から4作品を掲載し商品化
美術館等で販売

宮永岳彦記念美術館クリアファイ
ル(美人画タイプ)

H27.3 200円

宮永岳彦画伯の美人画1作品
を表面に、童画など多彩な
ジャンルの中から8作品を裏
面にデザインし、商品化
美術館等で販売

宮永岳彦記念美術館クリアファイ
ル(童画タイプ)

H27.3 200円

宮永岳彦画伯の童画1作品を
表面に、美人画など多彩な
ジャンルの中から8作品を裏
面にデザインし、商品化
美術館等で販売

宮永岳彦記念美術館クリアファイ
ル(表紙画タイプ)

H30.4 200円

宮永岳彦画伯の表紙画1作品
を表面に、5作品を裏面にデ
ザインし、商品化
美術館等で販売

宮永岳彦記念美術館クリアファイ
ル(童画（子ども）タイプ)

H30.4 200円

宮永岳彦画伯の童画1作品を
表面に、4作品を裏面にデザ
インし、商品化
美術館等で販売

はだの浮世絵ギャラリークリア
ファイル(役者絵タイプ)

H30.11 200円

本市所蔵の浮世絵から風景画
1作品を表面に、多彩なジャ
ンルの中から8作品を裏面に
デザインし、商品化
図書館等で販売

はだの浮世絵ギャラリークリア
ファイル(風景画タイプ)

H30.11 200円

本市所蔵の浮世絵から風景画
1作品を表面に、多彩なジャ
ンルの中から8作品を裏面に
デザインし、商品化
図書館等で販売

前田夕暮を偲んで市内小中学
校の児童、生徒から募集した
短歌のうち、優秀な作品100
首をまとめたもの

香川文庫目録 S63.3 －
歌人香川進氏から寄贈された
主に短歌関係の所蔵資料目録
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【販売価格】｢－｣は閲覧のみ
【所在】｢＊｣は市役所本庁舎３階情報閲覧コーナーでも閲覧可   空欄は担当課で保管
【HP】｢○｣は各課のHP上でも閲覧可

名            称 発行年月 販売価格 内          容 発行課 所在 HP

図書館

所蔵資料目録Ⅱ H13.3 － ＊

第２巻 前田夕暮の旅と歌 H元.3 1,000円 ＊

第８巻 前田夕暮の旅と歌　続 H4.3 1,000円 ＊

第９巻 香川進と夕暮 H5.3 1,000円 ＊

第１０巻 前田透と夕暮 H5.3 1,000円 ＊

第１１巻 夕暮の書簡 上 H5.10 1,000円 ＊

第１２巻 夕暮の書簡 下 H5.10 1,000円 ＊

前田夕暮記念室
所蔵資料目録

H5.10 2,000円 前田夕暮の功績を称え、夕暮
の遺品、書簡類、掛軸、短冊
等の所蔵資料を紹介

＊

＊

第４巻 前田夕暮とその周辺の歌人
上Ⅱ

H2.10 1,000円 ＊

郷土文学叢書
第１巻 前田夕暮 人と作品

S63.3 －

郷土出身の歌人前田夕暮に関
する事柄を編集、刊行した一
連の書物

＊

第３巻 前田夕暮とその周辺の歌人
上Ⅰ

H2.3 1,000円

第７巻 前田夕暮とその周辺の歌人
下Ⅱ

H5.10 1,000円 ＊

第５巻 前田夕暮とその周辺の歌人
中

H3.3 1,000円

郷土出身の歌人前田夕暮に関
する事柄を編集、刊行した一
連の書物

＊

第６巻 前田夕暮とその周辺の歌人
下Ⅰ

H4.3 1,000円 ＊

第１４巻 夕暮歌碑めぐり
前田夕暮の歌碑と文学

H11.3 －
夕暮の全国の歌碑について、
その写真、所在地建立事情、
歌の解説、鑑賞等を掲載

＊

郷土出身の歌人前田夕暮に関
する事柄を編集、刊行した一
連の書物

第１３巻 谷鼎・人と作品 H10.3 600円
地元出身の国文学者｢谷鼎｣の
歌集等業績を取上げたもの

＊

第１５巻　前田夕暮
ふるさとのうた　上

H13.3 800円

前田夕暮が秦野や丹沢につい
て詠った歌や詩を月ごとにま
とめ、また、生い立ちや生
家､村の様子等を綴った文章
をまとめたもの

＊

第１４巻　夕暮歌碑めぐり
(増補改訂版)

H21.3 800円
前田夕暮の歌碑の建立事情や
歌の解説、鑑賞などをまとめ
る。碑2基を追加

＊

第１７巻　前田夕暮百首 H17.10 1,000円

前田夕暮の短歌作品の中から
代表的な百首を選び、それぞ
れに解説と鑑賞をつけたも
の。作品の理解を助けるた
め、｢前田夕暮の生涯｣｢歌集
解題｣｢年譜｣を収録

＊

第１６巻　前田夕暮
ふるさとのうた　下

H15.3 800円

夕暮の記した散文のうち、ふ
るさと秦野の風景や自らの少
年時代の生活を回想した文章
を歳時記風にまとめたもの

＊
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【販売価格】｢－｣は閲覧のみ
【所在】｢＊｣は市役所本庁舎３階情報閲覧コーナーでも閲覧可   空欄は担当課で保管
【HP】｢○｣は各課のHP上でも閲覧可

名            称 発行年月 販売価格 内          容 発行課 所在 HP

図書館

秦野ふるさと昔ばなし みずのない
川・一つ目小僧と道祖神

H25.3 －
郷土に伝わる昔話を、子ども
から親しめるように絵本にし
たもの

だいやす文庫目録 H7.3 －

近藤いね子氏の寄付により両
親の佐藤政吉、さと氏を記念
してつくられた｢だいやす文
庫｣の書籍目録主に、キリス
ト教関係書、法律関係書、教
育関係書、叢書類

＊
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