
10．近代史資料担当の事業

昭和52年４月、鎌倉の近代史（幕末以降～昭和40年代位まで）に関する資料を収集・

整理・保存・提供するため、中央図書館内に「鎌倉近代史資料収集室」を開設し、嘱託

として郷土史家を配置して事業を開始しました。その後名称を「近代史資料室」に変更

し、郷土史家・事務補助嘱託員およびアルバイトで事業を継続してきました。

平成24年度、それまで本市総務部総務課で担当していた「市史編さんに関する事務」

を図書館が補助執行することになり、それに伴って歴史的公文書に関する業務も行うこ

とになりました。そのため中央図書館内の組織変更をし、「近代史資料担当」を設け、

兼務ではありますが図書館職員（担当係長）１名を配置しました。

平成24・25年度に総務課と協議しながら選別基準とガイドラインを作成、26年度から

歴史的公文書選別の試行をして、28年度は試行３年目となりました。また、平成28年度

から歴史的公文書選別のための専門的な非常勤嘱託員を１名（月10日）配置しました。

図書館が収集・保存する資料は図書資料が主ですが、近代史資料担当では、図書資料

だけではなく、近代以降の鎌倉に関するさまざまな文献資料（古文書・古地図・写真等）

・文物（高札・マンホールの蓋・かるた・テレフォンカード等）を収集・保存しています。

また、聞き取り調査等を実施し、鎌倉の近代に関する情報も収集しています。これら

の資料や情報をもとに調査・研究を進め、報告書としてまとめたり、中央図書館３階展

示コーナーや鎌倉駅地下道ギャラリー50等で展示したりして皆さんに公開しています。

【平成28年度の実績】

■　「鎌倉アカデミア創立70周年記念祭」開催　平成28年６月４日（土）光明寺

■　各行政センターで「今昔写真展」を開催

昨年度、鎌倉生涯学習センターで開催した郷土資料展示の一部（各行政センター

の地域の写真）を抜粋して展示した。

深沢行政センター：平成28年６月22日～７月８日　深沢地域17枚

大船行政センター：平成28年８月５日～31日　大船地域20枚

玉縄行政センター：平成28年９月21日～10月３日　玉縄地域15枚

腰越行政センター：平成29年３月13日～３月31日　腰越地域35枚

　■　植木金矢氏寄贈の絵画等を展示

  植木在住の画家、植木金矢氏より寄贈された絵画「鎌倉の花火」他、氏の関係資

料を展示した。

　　　 　中央図書館１階展示コーナー：平成28年７月16日（土）～８月31日（水）

　　 　同時開催：「鎌倉の海」写真展示

　■　鎌倉駅地下道ギャラリー50全面で鈴木正一郎写真展の抜粋展示

　　　平成28年８月２日（火）～15日（月）    鎌倉地域の写真58点を展示

　■　『鎌倉震災手記－98人が綴る鎌倉の関東大震災記録－』刊行

　■　「歴史的公文書保存のための選別」試行３年目

　　収集箱数：141箱

　　　上記資料を確認し歴史的公文書であると判断したもの：99箱
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【これまでに発行した出版物】

■　「鎌倉近代史資料」

第１集　　『人物篇』　　　　　　　　　　　　　昭和53年度刊

第２集　　『近代鎌倉の地名』　　　　　　　　　昭和56年度刊

第３集　　『鎌倉のことば』　　　　　　　　　　昭和63年度刊

第４集　　『十二所小長井日記』　　　　　　　　平成４年度刊

第５集　　『鎌倉の社寺門前町』　　　　　　　　平成２年度刊

第６集　　『鎌倉の俳人』　　　　　　　　　　　平成３年度刊

第７集　　『鎌倉の野仏』　　　　　　　　　　　昭和62年度刊

第８集　　『山ノ内村御用留』　　　　　　　　　平成元年度刊

第９集　　（未刊）

第10集　　『大街道日記　上下』　　　　　　　　昭和57・58年度刊

第11集　　『実朝の風景』　　　　　　　　　　　平成５年度刊

第12集　　『青春・鎌倉アカデミア』　　　　　　平成８年度刊

第13集　　『幻の田園都市から松竹映画都市へ』　平成16年度刊

第14集　　『大街堂日記』　　　　　　　　　　　平成17年度刊

　■　「その他」

①　『鎌倉・太平洋戦争の痕跡』　平成15年度刊　ＣＰＣの会と共著

②　『鎌倉アカデミア』落穂集　　平成18年度刊　「鎌倉アカデミアを伝える会」

と共著

③　『鎌倉大町昔の町並み』　　　平成18年度刊

④　『鎌倉谷戸の記録　上下』　　平成20年度刊　ＣＰＣの会と共著

⑤　『鎌倉震災手記－98人が綴る鎌倉の関東大震災記録－』平成28年度刊

・　鎌倉アカデミア関係資料

・　安田三郎氏撮影写真（鎌倉の風景、文化財等）

・　皆吉邦雄氏撮影写真

・　鈴木正一郎氏撮影写真

・　関谷落合家文書、大船大津家文書、その他江戸時代の文書

・　山ノ内村御用留

・　鎌倉海浜ホテル関係資料

・　鎌倉カーニバル関係資料

・　扇ガ谷渡辺家文書

・　武田氏坂ノ下資料

【主なコレクション】
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【平成28年度　写真等資料提供】　実績80件　　～写真等提供　主な提供先～

≪展示≫

・　高野台自治会「写真展　六国見山の今昔Ⅱ」

・　鎌倉市川喜多映画記念館「鎌倉アカデミア創立70周年記念“影絵劇と映画”

を楽しむ～劇団かかし座との３日間」「鎌倉映画地図」

・　三浦半島活断層調査会「震災写真展」

・　観音ミュージアム特別展「長谷寺のちょっと昔」

・　ＮＰＯルートカルチャー　「鎌倉　海のカーニバル」展示

・  徳島県阿南市市民部文化振興課「北條民雄パネル展」

≪書籍・雑誌・新聞等掲載≫

・　朝日新聞横浜総局「鎌倉アカデミア70年についての記事」

・　湘南経済新聞

・  かまくら春秋社「月刊かまくら春秋」連載コーナー“写真で見る鎌倉今昔”

・　鎌倉朝日新聞社「鎌倉朝日」６月号、12月号

・　岩波書店『夏目漱石』十川信介著　岩波新書

・　歴史探訪社『鎌倉千年の歩み』浅田勁著

・　ジオ神奈川『関東大震災－未公開空撮写真－』蟹江康光編著

・　島本千也『鎌倉海浜ホテル』

・　島本千也「鎌倉朝日」記事

・　鎌倉歯科医師会『80周年記念誌』及び記念式典にてスライド上映

・　枻出版「湘南スタイルマガジン」（仮）湘南クラシック

・　藤原書店『地域に根ざす民衆文化の創造―「常民大学」の綜合的研究』

　　北田耕也監修・飯塚哲子著「三枝博音「鎌倉アカデミア」の発足と展開そして今」

・　枻出版「湘南スタイルマガジン」68号「湘南クラシック」

≪テレビ番組等≫

・   ＴＢＳ「健康カプセル！ゲンキの時間」

・   ＢＳ－ＴＢＳ「新・日本道紀行」

・   テレビ朝日「じゅん散歩」

・   テレビ朝日「ワイドスクランブル」

・   テレビ朝日「スーパーＪチャンネル」

・   Ｊ：ＣＯＭ「輝くご当地大使！」

・   Ｊ：ＣＯＭ「ご当地サタデー」

・   テレビ朝日「あなたは今幸せですか」

・   フジテレビ「みんなのニュース」

・　ウェブニュース「はまれぽ.com」

・　テレビ東京「出没！アド街ック天国」平成29年１月７日放送予定「鎌倉・大船」

・　テレビ朝日「路線バスで寄り道の旅」平成29年１月２日放送予定「大船・鎌倉」

・　朝日放送「大阪人の謎カル“チャー”調べてみたらスゴかった“ワォ”！第５弾」
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・　ＮＨＫ「うまいっ！」

・　ＢＳジャパン「ワタシが日本に住む理由」

≪その他資料提供≫

　　　　・本の修理講座修了者による本の修理ボランティア開始・　鎌倉市役所拠点整備部再開発課「鎌倉駅西口整備」の参考資料

・　鎌倉市役所観光商工課「四季のみどころ」

・　鎌倉市役所都市調整課「地下道ギャラリー展示」

・　鎌倉市役所秘書広報課「広報かまくら」

・　鎌倉市役所秘書広報課「クレア・パリ・ニューズレター」

・　鎌倉市役所歴史まちづくり推進担当「11月15日放映フジＴＶインターネット専用

  チャンネル「ホウドウキョク×ＧＯＧＯ日本遺産コーナー」

 　中央図書館）・　鎌倉市役所歴史まちづくり推進担当「日本遺産ブックレット」

・　鎌倉市役所歴史まちづくり推進担当「（仮）鎌倉歴史文化交流センター内での展示」

・　鎌倉市役所東京オリンピック・パラリンピック担当「外国語版ホームページ」

・　鎌倉市都市調整課ほか「古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法」施行

後50年記念誌

・　鎌倉市川喜多映画記念館特別企画「ミュージアム×建築めぐりのススメ」

・　鎌倉市立第一中学校ＰＴＡ広報委員会広報誌「まつかぜ」

・　(株)山手総合計画研究所「鎌倉市旧図書館耐震診断報告書」

・　長尾資料館・横浜旧軍無線通信資料館ホームページ

・　七里ガ浜自治会「自治会広報誌「ハイビスカス」」

・　北鎌倉湧水ネットワークホームページ

・　そば峰本製作映像作品「鎌倉の祈り」

・　有限会社北辰測量設計

・　カメレオン「フリーペーパーＫＡＭＡＫＵＲＡ」

・　梶原山町内会「創立50周年記念誌」

・　大船地域づくり会議のホームページ「わがまち大船ニュース」

・　みずほ銀行大船支店「支店内写真展示」

・　みずほ信託銀行大船支店「支店内写真展示」

・　劇団劇作家より戯曲作成資料として使用

・　映画「鎌倉アカデミア青の時代」製作委員会、同映画に使用
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〔近代史資料室のあゆみ〕

昭和52(1977)年４月 中央図書館に「鎌倉近代史資料収集室」が設置される

　　54(1979)年３月 資料集第１集『人物編　その１』を刊行

　　57(1982)年３月 資料集第２集『近代鎌倉の地名』を刊行

　　58(1983)年６月 資料集第３集『鎌倉のことば』を刊行（平成３年　活字本刊行）

資料集第10集『大街堂日記』上・下を刊行（上は57年）

　　59(1984)年３月 郷土資料展示会「小丸氏旧蔵　東慶寺縁切文書展」開催

　　60(1985)年３月 郷土資料展示会「鎌倉の社寺門前」開催

　　61(1986)年１月 郷土資料展示会「鎌倉土着の俳人たち」開催

　　62(1987)年２月 郷土資料展示会「鎌倉の野仏」開催

11月 資料集第７集『鎌倉の野仏』刊行

　　　　　　　12月 郷土資料展示会「鎌倉在住文化人遺作展…明治・大正」

　　63(1988)年10月 郷土資料展示会「鎌倉　幕末から明治へ」開催

平成元(1989)年10月 郷土資料展示会「鎌倉の名主屋敷」開催

　　２(1990)年３月 資料集第８集『山ノ内村　御用留』（活字本）刊行

　　　　　　　４月 『鎌倉災害年表稿』（鎌倉郷土史料研究会）発行

　　　　　　　11月 郷土資料展示会「鎌倉の開化と人物展」開催

　　３(1991)年２月 資料集第５集『鎌倉の社寺門前町』（活字本）刊行

12月 資料集第６集『鎌倉の俳人』（活字本）刊行

　　４(1992)年２月 郷土資料展示会「青春・鎌倉アカデミア」開催

　　　　　　　10月 郷土資料展示会「実朝の風景」開催

　　５(1993)年３月 資料集第４集『十二所　小長井日記』（活字本）刊行

　　６(1994)年３月 資料集第11集『実朝の風景』（生誕800年）（活字本）刊行

　　　　　　　３月 郷土資料展示会「写真に見る鎌倉」開催

　　８(1996)年11月 写真展「鎌倉の今昔Ⅰ」開催

　　９(1997)年３月 資料集第12集『青春・鎌倉アカデミア』（活字本）刊行

写真展「鎌倉の今昔Ⅱ」開催

　　10(1998)年　　 アルバム「鎌倉の今昔…写真に見る史跡碑とその周辺」を作成

写真展「鎌倉の今昔Ⅲ」開催

　　11(1999)年11月 写真展「消えゆく風景～鎌倉の昔と今をパチリ」開催 

　　12(2000)年９月 郷土資料展示会「幻の田園都市から松竹映画都市へ」開催

　　　　　　　10月 「安田三郎氏寄贈写真整理の会(仮称)」発足し、以後ボランティア団体として活動

　　　　　　　11月 写真展「幻の田園都市から松竹映画都市へ」開催

　　13(2001)年７月 「大町の昔の町並展」開催

　　　　　　　11月 写真展「大町の昔の町並展」開催

　　14(2002)年３月 植木小坂家・山崎関根家・関谷平井家所蔵古文書の目録を「郷土史料を読む会」

「虫の会」の協力により作成。また、町内会の協力により「大町」の昭和初期

の町並みについて聞き取り調査をし地図を作成

　　　　　　　11月 「近代史資料室よもやまばなし」開催

　　15(2003)年３月 写真展「玉縄城今むかし」開催（共催：玉縄歴史の会）

　　　　　　　８月 写真展「鎌倉・太平洋戦争の痕跡」開催

　　16(2004)年３月 「鎌倉・太平洋戦争の痕跡」刊行

　　17(2005)年３月 資料集第13集『幻の田園都市から松竹映画都市へ』刊行
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　　　　　　　　３月 写真展「古都・鎌倉へのまなざしと思い－安田三郎写真展」開催

　　　　　　　７月 写真展「鎌倉・太平洋戦争の痕跡」開催

　　　　　　　８月 旧大船支所建物実測調査を実施

　　　　　　　12月 資料集第14集『大街堂日記』刊行

　　18(2006)年３月 写真展「鎌倉の谷戸を記録する１」開催

　　　　　　　５月 鎌倉アカデミア創立60周年記念祭実行委員会主催「鎌倉アカデミア創立60年記念－

市民と語る集い」において「鎌倉アカデミア60年の軌跡」を展示

　　　　　　　７月 展示「鎌倉アカデミア60年の軌跡」開催

　　19(2007)年３月 写真展「鎌倉の谷戸を記録する２」

　　　　　　　５月 「鎌倉アカデミアを伝える会2007」に資料提供（この後毎年開催）

　　　　　　　８月 第１回ミニ展示「鎌倉の海－隠居籠のある風景」開催

　　　　　　　11月 第２回ミニ展示「江戸時代の古文書を読んでみよう」

　　　　　　　11月 写真展「古都鎌倉へのまなざし～中央図書館収蔵写真より」開催

　　20(2008)年３月 写真展「昭和の風景～暮らしともの」

　　　　　　　５月 第３回ミニ展示「鎌倉の疱瘡」開催

　　　　　　　９月 第４回ミニ展示「『鎌倉震災誌』ができるまで」開催

　　　　　　　９月 シンポジウム「関東大震災と鎌倉」浅見茂雄氏　ＮＡＭＡＺＵの会

　　　　　　　10月 写真展「鎌倉の谷戸を記録する３」

　　　　　　　11月 『鎌倉谷戸の記録　上・下』刊行　

　　21(2009)年３月 第５回ミニ展示「鎌倉の鳶－先達の足跡」開催

写真展「鎌倉の谷戸を記録する４」

　　　　　　　８月 第６回ミニ展示「小学校教科書－明治・大正」開催

　　　　　　　９月 写真展「鎌倉の谷戸を記録する５」

　　22(2010)年５月 100周年記念事業の準備、資料収集（大津家資料他写真資料）、資料集の刊行準備

　　23(2011)年７月 鎌倉市図書館開館100周年記念事業関連展示「鎌倉海浜ホテル追憶」（鎌倉文学館）

　　　　　　　９月 同「鎌倉海浜ホテル追憶」（由比ガ浜：ジャックと豆の木）

　　24(2012)年１月 第７回ミニ展示「鎌倉の高札－寺分村より」開催

　　　　　　　３月 ギャラリートーク「高札の字を読んでみよう」

　　　　　　　４月 「近代史資料担当」となり、図書館職員１名が兼務で配置

　　　　　　　４月 総務部総務課の「市史編さんに関する事務」を補助執行開始

　　　　　　　６月 資料展示「昭和初期の理想郷　古き良き鎌倉山の姿」

　　　　　　　６月 シンポジウム「昭和初期の理想郷　古き良き鎌倉山の姿」（中央図書館多目的室）

　　25(2013)年３月 「近代史資料室だより」第一号発行

　　　　　　　９月 郷土資料展「90年前の関東大震災と鎌倉－震災写真からみえるもの－」開催

　　　　　　　９月 講演会「1923年大正関東地震による津波」開催

　　26(2014)年１月 「近代史資料室だより」第二号発行

４月 歴史的公文書選別試行開始

７月 郷土資料展「図書館に集まったお宝たち－ふるさと鎌倉展－」

10月 「近代史資料室だより」第三号発行

27(2015)年３月 デジタルアーカイブをホームページ上で公開

28(2016)年２月 郷土資料展「今昔写真展「鎌倉を見つめた写真家たち－鈴木正一郎28年間の記録

を中心に－安田三郎・皆吉邦雄の３人展」開催
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６月 鎌倉アカデミア創立70周年記念祭を材木座光明寺の書院、開山堂、本堂にて開催

８月 鎌倉駅地下道ギャラリー50全面で２月に開催した郷土資料展の中から鎌倉地域の

写真を58点抜粋し、２週間展示

29(2017)年１月 鎌倉生涯学習センター地下ギャラリーで開催された鎌倉市文化協会・鎌倉写真連盟

主催の「新春ギャラリー展2017写真の力」に協力参加、「なつかしい風景－新春の

鎌倉を中心に－鈴木正一郎写真より」として氏撮影の写真約60枚を展示

３月 『鎌倉震災手記－98人が綴る鎌倉の関東大震災記録－』刊行
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