
芝居小屋

資料名 著者・編者 出版社 出版年

横浜の芝居 池田千代吉／著 池田泰子 1978

寄席百年　橘右近コレクション 橘右近／著 小学館 1982

横浜市史稿　風俗編 横浜市役所／編纂 臨川書店 1985

横浜ゲーテ座　明治・大正の西洋劇場
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第2版

升本匡彦／著 岩崎博物館出版局 1986

忘れ残りの記　（吉川英治歴史時代文庫） 吉川英治／著 講談社 1989

芝居番付目録　横浜開港資料館所蔵 横浜開港資料館／編 横浜開港資料館 1991

横浜の芝居と劇場　幕末・明治・大正 横浜開港資料館／編 横浜開港資料館 1992

横浜学公開講座１０　横浜を楽しむⅡ
はまぎん産業文化振
興財団／編

横浜学連絡会議 1994

横浜演劇百四十年　ヨコハマ芸能外伝 小柴俊雄／著 ケー・エス・シー 2001

都市と娯楽　開港期～１９３０年代
　　　　　　　　　　　　　　　　　（首都圏史叢書）

奥須麿子／編著
羽田博昭／編著

日本経済評論社 2004

シネマ・シティ　横浜と映画
横浜都市発展記念館／
編
横浜開港資料館／編

横浜都市発展記念館 2005

なか区歴史の散歩道　横浜の近代１００話 横浜開港資料館／編 神奈川新聞社 2007

　　横浜市中央図書館　令和元年度第2回ヨコハマライブラリースクール

講師：鬼木和浩氏（横浜市文化観光局文化振興課施設担当課長（主任調査員）

講師推薦図書リスト



資料名 著者・編者 出版社 出版年

OLD　ｂｕｔ　NEW
　　　　　　　イセザキの未来につなぐ散歩道

伊勢佐木町１・２丁目地
区商店街振興組合「イ
セザキ歴史書をつくる
会／編著

神奈川新聞社 2009

ときめきのイセザキ１４０年
　　　　　　　　　盛り場からみる横浜庶民文
化

横浜開港資料館／編 横浜開港資料館 2010

座布団一枚！　桂歌丸のわが落語人生 桂歌丸／著 小学館 2010

横浜・野毛の商いと文化
　　　　　　横浜商科大学野毛まちなかキャンパス

野毛地区街づくり会
／編
横浜商科大学／編

横浜商科大学 2011

神奈川新聞社 2011

歌丸極上人生　（祥伝社黄金文庫） 桂歌丸／著 祥伝社 2015

能舞台

横浜市能楽堂（仮称）基本構想報告書
横浜市市民局
横浜市建築局
大江宏建築事務所

横浜市市民局 1990

お能と横浜 横浜能楽連盟／編集 横浜能楽連盟 1998

梅若実日記　第7巻（明治36年～明治41年）
梅若実／著
梅若実日記刊行会／編
梅若六郎／監修

八木書店 2003

原三溪

近代日本画を育てた豪商原三溪
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（有隣新書）

竹田道太郎／著 有隣堂 1981

横浜美術風土記
横浜美術風土記編集
委員会／編

横浜市教育委員会 1982

美術話題史　近代の数寄者たち 松田延夫／著 読売新聞社 1986

三溪原富太郎 白崎秀雄／著 新潮社 1988

院展作家の一系譜
　　　　　　　　　　　三溪園に集った画家たち

三溪園保勝会／編 三溪園保勝会 2003

原三溪翁伝

藤本實也／著
三溪園保勝会／編
横浜市芸術文化振興財団
／編

思文閣出版 2009

神奈川新聞社 2010
横濱　YOKOHAMA　Vol.30　2010年秋号
　（特集：三溪園　名園の魅力と原三溪をめぐる人々）

横濱　YOKOHAMA　Vol.34　2011年秋号
　（特集：伊勢佐木町でモダンとレトロに出会う）



資料名 著者・編者 出版社 出版年

三溪園の建築と原三溪　（有隣新書） 西和夫／著 有隣堂 2012

幻の五代美術館と明治の実業家たち
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（祥伝社新書）

中野明／著 祥伝社 2015

横濱王 永井紗耶子／著 小学館 2015

原三溪と日本近代美術 三上美和／著 国書刊行会 2017

流出した日本美術の至宝
　なぜ国宝級の作品が海を渡ったのか　（筑摩選
書）

中野明／著 筑摩書房 2018

藝術のパトロン　松方幸次郎、原三溪、大原二
代、福島コレクション　（中公文庫）

矢代幸雄／著 中央公論新社 2019

原三溪の美術　伝説の大コレクション
原三溪／〔画〕
横浜美術館／企画・
監修

求龍堂 2019

震災全般

横浜市震災誌　第1冊～第5冊
横浜市役所市史編纂
係／編

横浜市役所
1926～
1927

古き横浜の壊滅　アメリカ人の震災体験
　　　　　　　　　　　　　　　　　（有隣新書）

O.M.プール／著
金井円／訳

有隣堂 1976

横浜市史　第5巻　下 横浜市 1976

横浜・中区史　人びとが語る激動の歴史
中区制５０周年記念
事業実行委員会／編
著

中区制５０周年記
念事業実行委員会

1985

関東大震災　（文春文庫）　新装版 吉村昭／著 文藝春秋 2004

横浜の関東大震災 今井清一／著 有隣堂 2007

ホテル・ニューグランド八十年史
「ホテル・ニューグランド
八十年史」編集委員会
／編

ホテル・ニューグラ
ンド

2008

関東大震災と横浜　廃墟から復興まで
横浜都市発展記念館／
編
横浜開港資料館／編

横浜市ふるさと歴
史財団

2013

典獄と９３４人のメロス 坂本敏夫／著 講談社 2015

復興百年誌　石碑が語る関東大震災 武村雅之／著 鹿島出版会 2017



大正文化

資料名 著者・編者 出版社 出版年

横浜市社会事業施設一覧 横浜市役所社会課／編 横浜市役所社会課 1921

文化講演集 横浜市役所社会課／編 横浜市役所社会課 1922

市民グラフヨコハマ　No.58
横浜市市民局市民情報
室広報センター／編

横浜市市民局市民
情報室広報セン
ター

1986

横浜外国人居留地ホテル史
　　　　　　　　　　　　　（敬愛大学学術叢書）

沢護／著 白桃書房 2001

ハマッ子の歴史　その感性と素顔 内田四方蔵／編 リテラル（制作） 2009

横浜市歌　横浜洋楽文化史 横浜交響楽団／編著 横浜交響楽団 2009

横浜歴史と文化　開港150周年記念
横浜市ふるさと歴史財
団／編
高村直助／監修

有隣堂 2009

大正文化帝国のユートピア
　　世界史の転換期と大衆消費社会の形成　増補

竹村民郎／著 三元社 2010

大正＝歴史の踊り場とは何か
　　現代の起点を探る　（講談社選書メチエ）

鷲田清一／編著
佐々木幹郎／〔ほか〕著

講談社 2018
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