
【平成30年度の実績】

11　近代史資料担当の事業

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。

　■　郷土資料展示（中央図書館３階多目的室）

　　　平成30年10月４日(木)～10月17日(水）

　　　「幻のユーイービーチ　－震災復興・坂ノ下埋立地の歴史－」　

　■　ミニ展示（中央図書館１階展示コーナー）

　　　平成31年３月３日（日）～31日（日）    

　　　「鎌倉駅伝と金栗賞朝日マラソン」

　■　「歴史的公文書保存のための選別」試行５年目

　　　　収集箱数：268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：166箱

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

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

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

　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

　平成24年度、それまで市役所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

　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、郷土史家を嘱

託として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。

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、平成26年度から

歴史的公文書選別の試行をして、平成30年度は試行５年目となりました。また、平成28年度

と平成30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各１名（月10日）、

配置しました。
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第１集

第２集

第３集

第４集

第５集

第６集

第７集

第８集

第９集

第10集

第11集

第12集

第13集

第14集

第15集

【主なコレクション】

『青春・鎌倉アカデミア』

『幻の田園都市から松竹映画都市へ』

『十二所小長井日記』

『鎌倉の社寺門前町』

『鎌倉の俳人』

『鎌倉の野仏』

『山ノ内村御用留』

　■　「鎌倉近代史資料」

【これまでに発行した出版物】

『人物篇』

『近代鎌倉の地名』

『鎌倉のことば』

　■　「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

『大街堂日記』

『鎌倉郡岩瀬村御用留』

昭和53年度刊

昭和56年度刊

昭和63年度刊

平成４年度刊

平成２年度刊

平成３年度刊

昭和62年度刊

平成元年度刊

昭和57・58年度刊

平成５年度刊

平成８年度刊

平成16年度刊

平成17年度刊

平成29年度刊

（未刊）

『大街堂日記』上・下

『実朝の風景』

　　・　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

　　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

　　・　武田氏坂ノ下資料
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　　・　鎌倉歴史文化交流館秋季企画展示「明治150周年記念古写真展」

　　・　鎌倉歴史文化交流館春季企画展示「鎌倉災害と復興－土地に刻まれた痕跡－」

　　・　カトレアギャラリー「鎌倉カーニバル展示」

　　・　ＪＲ大船駅改札内待合所・東口階段掲示

　　・　鎌倉文学館特別展「鎌倉時代を読む」で展示

【平成30年度　写真等資料提供】　実績84件　　～写真等提供　主な提供先～

　■展示

　　・　大船まつり実行委員会「第15回大船まつり」で展示

　　・　みずほ信託銀行大船支店で展示

　　　　「写真で見る大船あの日あのころ」で展示

　　・　鎌倉市役所地域のつながり課「第６回心をひとつに」会場で展示

　■書籍・雑誌・新聞等掲載

　　・  枻出版『大船本』（2018年５月発行）

　　・　便利堂『高徳院国宝阿弥陀如来坐像平成27年度保存修理報告書』に写真掲載

　　・　神奈川県歴史博物館特別展「鎌倉ゆかりの芸能と儀礼」で展示

　　・　北鎌倉つるし飾り委員会主催

　　　　「－昭和の北鎌倉・大船のすがた－澄んだ空気が写ってる」展示

　　・　大船地区社会福祉協議会「大船福祉まつり」会場で展示

　　・　大船まつり実行委員会「第16回大船まつり」と鎌倉芸術館共催

　　・　湘南リビング「リビング平塚･大磯･二宮版」2018年８月25日号関東大震災特集

　　・　湘南リビング「リビング湘南版」2018年９月２日号関東大震災特集

　　・　有隣堂刊『神奈川の記憶』

　　・　図書館とともだち・鎌倉「20周年記念誌」掲載

　　・　鎌倉市教育センター編発『かまくら子ども風土記－14版－』で使用

　　・　かまくら春秋社雑誌「かまくら春秋」2018年６月～2019年４月号

　　・　タウンニュース社「タウンニュース鎌倉版」2018年５月４日号

　　・　タウンニュース社「タウンニュース鎌倉版」2018年９月28日号

　　・　冬花社刊『材木座郷土史』（材木座自治会連合）で使用

　　・　ETクリエーション：雑誌「ＳＨＯＵＮＡＮ　ＴＩＭＥ」に掲載

　　・　毎日新聞企画特集ｼﾘｰｽﾞ「街の継承～ゲニウスロキ探訪～＜大船編＞」で使用

　　・　川口信夫著『最後の文士・高見順　中巻』で使用

　　・　神奈川新聞：関東大震災企画連載「未曾有に学ぶ」で使用

　　・　北鎌倉町内会「町内会広報」で使用

　　・　深沢地区社会福祉協議会編発「深沢地区社協だよりふかさわ第40号」で使用

　　・　江の島電鉄発行『災害時避難ハンドブック－第３版－』で使用

　　・　横浜市立大学日本近代文化論ゼミ発行『横須賀時代の芥川龍之介』で使用

- 63 -



　■テレビ番組等

　　・　テレビ朝日「じゅん散歩」

　　・  テレビ東京「アドマチック天国－鎌倉二階堂」

　　・  テレビ朝日「太田和彦のふらり旅」

　　・  テレビ朝日「１駅だけ！道草さんぽ」

　　・  テレビ朝日「帰れマンデー見っけ隊」

　　・　鶴岡八幡宮展示施設「鎌倉文華館」展示映像「文学と芸術の鎌倉」で使用

　■その他資料提供

　　・  テレビ東京「アドマチック天国－鎌倉小町通り」

　　・  東日本放送報道部（テレビ朝日系）「テレメンタリー」

　　・　テレビ朝日「ロボット族」

　　・  日本テレビ「秘密のケンミンSHOW」－湘南イケメンの真実－

　　・  ＴＢＳテレビ「噂の！東京マガジン」

　　・　関東学院大学経済学部「歴史学講義」に使用

　　・　学会発表・修士論文等資料として　…　４名

　　・　鎌倉市川喜多映画記念館主催

　　　　「活動弁士・澤登翠のかまくら活弁＆トーク」の参考資料で使用

　　・　みらいふる第３地区・地区社協共催「歴史講座」で使用

　　・　ジオラマ制作のための参考資料として使用

　　・　玉縄歴史の会開設ホームページで使用

　　・　鎌倉青年会議所主催慈善茶会50回記念祝賀会に放映する記念動画に使用

　　・　鎌倉市役所まちづくり計画部土地利用政策課で「資生堂跡地メモリアル」で使用

　　・　江ノ電「社内イントラネット掲示板」で社員向け公表

　　・　鎌倉市今泉町内会「町内文化祭」で使用

　　・　北鎌倉湧水ネットワーク主催「里山体験学習会」ちらしで利用
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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　　 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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　　17(2005)年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」

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

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

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」

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

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 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

11月 「近代史資料室だより」第四号発行

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

６月 地下道ギャラリー50の展示

　９月 特別展示「関東大震災－空からの記録を読む　鎌倉・湘南・三浦」開催

30(2018)年３月 近代史資料集第15集『鎌倉郡岩瀬村御用留』刊行

10月 郷土資料展示「幻のユーイービーチ　－震災復興・坂ノ下埋立地の歴史－」開催

31(2019)年３月 ミニ展示「鎌倉駅伝と金栗賞朝日マラソン」開催
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