12．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、29年度は試行４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一名（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29年度の実績】
■

特別展示開催

平成29年９月２日(土)～４日(月)

「関東大震災－空からの記録を読む
協力：ジオ神奈川
■

蟹江泰光氏

鎌倉・湘南・三浦」
蟹江由紀氏

地下道ギャラリー50
平成29年６月13日（火）～19日（月）
昭和の鎌倉

パノラマ写真展

～鈴木正一郎氏撮影写真～

■

『鎌倉郡岩瀬村御用留』刊行

■

「歴史的公文書保存のための選別」試行４年目
収集箱数：220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：126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

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

第15集

『鎌倉郡岩瀬村御用留』

平成29年度刊

■

上下』

昭和57・58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

平成20年度刊

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

上下』

ＣＰＣの会と共著

【主なコレクション】
・

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

- 56 -

【平成29年度

写真等資料提供】

実績71件

～写真等提供

主な提供先～

≪展示≫
・

鎌倉市役所歴史まちづくり推進担当：新施設「鎌倉歴史文化交流館」で展示

・

新宿区文化観光産業部文化観光課：新施設「区立漱石山房記念館」で展示

・

（公財）徳富蘇峰記念塩崎財団「相模湾沿岸地域ゆかりの名士（湘南編）」展

・

神奈川県立生命の星・地球博物館企画展「レッドデータの生物」で投影

・

藤沢市文書館

「暴れる龍－柏尾川・境川・滝川の水害」での展示

≪書籍・雑誌・新聞等掲載≫
・

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”

・

鎌倉市役所自主研究グループNAMAZUの会編『新編鎌倉震災志』に写真掲載

・

日本経済新聞社「日本経済新聞・文化欄」

・

タウンニュース社「中央図書館震災展」告知記事

・

ジオ神奈川「中央図書館震災展」で使用

・

トレスクリエイティブ：創刊雑誌「ＳＨＯＵＮＡＮ

・

神奈川県教育委員会教育局指導部高校教育課『逆さま歴史教育にかかる研究』

・

川口信夫著『われは荒磯の生れなり～最後の文士・高見順～

・

東京書籍『新しい社会６』（平成32年度用小学校社会科教科書）

・

映画雑誌「ジャックと豆の木」2018年第5号

・

大船ヨイマチ新聞「大船－小さな歴史を聞く」中の連載記事「銀杏並木と桜並木」

・

角川文化財団「短歌」平成30年４月号、グラビア「時間のあやとり」コーナー

・

三浦一族研究会発行「三浦一族研究」第22号に掲載

・

タウンニュース社「江ノ電ジオラマ展」告知記事

・

鎌倉歴史文化交流館発行『鎌倉歴史文化交流館ハンドブック（総合目録）』

ＴＩＭＥ」に掲載
中巻』

≪テレビ番組等≫
・

Ｊ：ＣＯＭ湘南・鎌倉局「浅草・東洋館漫才大行進ゲロゲーロ！」

・

テレビ朝日「じゅん散歩」

・

テレビ朝日「あなたの駅前物語」

・

テレビ朝日「路線バスで寄り道の旅」平成29年８月６日放送予定「鎌倉山」

・

角川大映スタジオ「ビブリア古書堂の事件手帖」参考資料

・

ＢＳ－ＴＢＳ「関口宏ニッポン風土記」

・

株式会社ココロマチ「このまちアーカイブス＜鎌倉編＞」冊子・ＷＥＢ版

・

ＮＨＫ横浜放送局「ひるまえほっと」中の「笑顔みつけ隊」

・

テレビ神奈川「カナクルＴＶ」

・

フジテレビ「Ｍｒ．サンデー」
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≪その他資料提供≫
・

大船壮年会50周年記念式典に大船の今昔をスライド上映

・

鎌倉市役所秘書広報課「広報かまくら」

・

鎌倉・映画を観る会「鎌倉アカデミア青の時代」上映資料

・

鎌倉市立稲村ガ崎小学校70周年記念行事で展示および広報紙へ掲載

・

鎌倉NPOセンター「第19回市民活動フェスティバル」で展示

・

山ノ内瓜ヶ谷町内会「山ノ内東瓜ヶ谷緑地」開園記念行事で展示

・

ＴＨＩＮＫ

ＹＵＩＧＡＨＡＭＡ「第一回市民主催シンポジウム

「由比ガ浜の大規模開発を考える」」で使用
・

江ノ島電鉄株式会社：七里が浜自治会「かもめサロン」オープン記念行事で使用

・

（公社）鎌倉青年会議所「第50回記念茶会」ポスター

・

株式会社丹青研究所「日本遺産鎌倉」紹介用端末コンテンツ

・

コスモ鎌倉台パークヒルズ管理組合「マンション20周年の会」で使用

・

関東学院大学経済学部「歴史学講義」に使用

・

川喜多映画記念館で開催する「スクリーンで見る『鎌倉映画地図』」で使用

・

長谷子供会イベント「長谷のむかしむかし」で展示

・

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」

・

実家関係資料（明治時代の商店写真）

・

修士論文等資料として

５名
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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
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