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畠山重忠　　【禁】 栗原勇／著 日本戦史研究会 1929
著者は旧日本陸軍歩兵大佐。軍人や軍事教練に携
わる教師の模範として、重忠の生涯が紹介されてい
ます。

3-0190486821
２８９ハ/郷土旭
書庫

畠山重忠公と二俣川・鶴ケ峰 永井路子／著 横浜旭ロータリークラブ 1974
昭和49年5月15日に旭公会堂で行われた講演録で
す。 3-0197005385 

中央図書館所蔵
289/横浜・一般

畠山重忠公　【禁】 畠山重忠公史蹟保存会 1977
大正2年『武蔵武士』博文館の畠山重忠に関する記
述を、埼玉県川本町の畠山重忠公史跡保存会が、
現代語で書き改めたものです。

3-0190001945
２８９ハ/郷土旭
書庫

武蔵の武士団　その成立と故地を探る （有隣新
書）

安田元久／著 有隣堂 1984
畠山氏をはじめ武蔵武士団に関する、戦後初めて
の体系的な研究書です。 3-0190176293 213/書庫

畠山重忠(人物叢書　新装版） 貫達人／著 吉川弘文館 1987

江戸期から戦前にかけては、重忠は忠君の代表と
して美化されてきました。これに対して、歴史研究の
立場から実像に迫った、戦後の重忠研究の基本と
なった本です。

3-0190244734 ２８９/ハ/郷土旭

菅谷古城主畠山重忠君史輯正編 山岸章佑／著 山岸宗朋 1995
埼玉県嵐山町の篤志家山岸章佑の著作（毛筆本
大正庚申（９）年10月刊）を、遺族が複製し、現代語
訳・注釈を付した本です。

3-0195035628 ２８９ハ/郷土旭

歴史探訪畠山重忠 旭区役所地域振興課 1996
旭区および埼玉県川本町の、重忠に関する史跡を
紹介した小冊子です。 3-0196025328 ２８９ハ/郷土旭

畠山重忠物語　旭区ふるさと再発見 旭区役所区政推進課 1997
旭区役所が、子ども向けに重忠の生涯をマンガで
紹介しました。旭区内の史跡も紹介。年表もありま
す。

3-0197013387 ２８９/ハ/郷土旭

碑文等より見た畠山重忠の顕影運動
（平成9年度横浜市立大学公開ゼミナール報告
書）

福島勉／報告
者

福島勉 1998
旭区内にある重忠に関する碑文をよみとき、地域の
人々の重忠に関する思いや、明治以降の時代風潮
の中で重忠への評価がどう変わったかを探ります。

3-0198040145
２８９ハ/郷土旭
書庫

絵本畠山重忠一代記 福島茂徳／著 川本町教育委員会 2001

重忠没後800年に、生誕の地埼玉県川本町が小中
学生むけに作成しました。重忠関連の年表と日本各
地のゆかりの地も掲載。著者は教育者・児童文学
者。

3-0201048740 ２８９ハ/郷土旭

畠山重忠辞典　【禁】
川本町教育委員
会/編

川本町教育委員会 2004

重忠没後800年を記念して埼玉県川本町で発行した
小冊子。ゆかりの地ＭＡＰ、年表、重忠に関連する
人名・事項の辞典、索引で構成。同町ホームページ
でも更新版が見られます。

3-0209066741 ２８９ハ/郷土旭

鎌倉武将畠山重忠　旭区ふるさとの歴史再発見
企業組合創和設
計/編

旭区役所地域振興課
旭区観光協会

2005
重忠没後800年を記念して、旭区役所から子ども向
けに発行された小冊子。重忠の生涯と、旭区内の史
跡を紹介しています。

3-0205051719 ２８９ハ/郷土旭

鎌倉武将畠山重忠　旭区ふるさとの歴史再発
見 〔改訂版〕

企業組合創和設
計/編

旭区役所地域振興課
旭区観光協会

2010
旭区誕生40周年記念改訂版として刊行したもの。元
版3-0205051719とほぼ同じ内容です。 3-0500721234 ２８９ハ/郷土旭

畠山重忠（シリーズ・中世関東武士の研究　７） 清水亮／編著 戎光祥出版 2012
武蔵国畠山氏に関して、様々な角度からの論考を１
3本収録しています。「鎌倉武士と報復ー畠山重忠
二俣川の合戦」（野口実／著）など。

3-0212042025 ２８８/郷土旭

特別展　畠山重忠　横浜・二俣川に散った武蔵武
士

横浜歴史博物館
/編

横浜市ふるさと歴史財団 2012

平成24年に横浜市歴史博物館で開催された展示会
の目録。①秩父平氏②重忠の生涯③武士の装い④
発掘遺跡などを知ることができます。特に大鎧につ
いて詳しい研究結果が見られます。

3-0500020832 ２８９ハ/郷土旭

秩父平氏の盛衰　畠山重忠と葛西清重
埼玉県立嵐山史
跡の博物館他/
編

勉誠出版 2012

平成21年度に「埼玉県立嵐山史跡の博物館」・「葛
飾区郷土と天文の博物館」で実施した協働展示・シ
ンポジウム・フォーラムの論考と記録をまとめたもの
です。

3-0212040357
289/ハ/郷土旭
書庫

畠山重忠　武蔵武士の鑑 【禁】
〔深谷市教育委
員会〕／〔編〕

深谷市教育委員会 2012
発行した埼玉県深谷市は、畠山重忠が居住した菅
谷館のあったところ。子ども向けに重忠の生涯を紹
介しています。深谷市内の史跡と年表あり。

3-0500423712 289 ハ/郷土旭  

畠山重忠　武蔵武士の鑑
深谷市教育委員
会／編

深谷市教育委員会 2013
深谷市の重忠関連史跡巡りパンフレット。年表付き
です。 3-0500422942 289ハ/

鎌倉時代の馬と道　畠山重忠と三浦一族
特別展

馬の博物館
／編集

馬事文化財団 2013
2013年に馬の博物館で開催された特別展の図録。
畠山・三浦氏を中心に、鎌倉幕府を作った人々と馬
とのかかわりを紹介しています。

3-0500052365
中央図書館所蔵
213.7/横浜・一般

　 畠山重忠は、 鎌倉幕府草創期の有力な御家人で、 知勇兼備にし て人格清廉な武将であっ たと いわれています。 し かし 幕府内の権力争いに巻き 込まれ、 最後は「 二俣川
の合戦」 （ 現在の旭区鶴ヶ 峰付近） で討ち死にし まし た。 旭区内には、 重忠にまつわる名跡がいく つも 残っ ています。 こ のリ スト では、 横浜市立図書館で所蔵し ている
畠山重忠関連の資料から 主なも のをご紹介し ます。 （ リ スト は発行年順です。 ）
＊古い本や市内で1冊し か所蔵し ていない本は、 図書館内でのみ閲覧可のも の（ 【 禁】 のついている資料など） も あり ます。 職員におたずねく ださ い。
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吾妻鏡にみる畠山重忠の記録
旭ガイドﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
の会/編

旭ガイドボランティアの会 2014

吾妻鑑の畠山重忠に関する記述をすべて抜粋、原
文と現代語訳で、年代順に見ることができます。旭
区で郷土史とガイドのボランティア活動をしているグ
ループの編集です。

3-0500192514 289ハ/郷土旭

畠山重忠公物語　畠山重忠公生誕850周年（紙
芝居絵本　旭区れきしものがたり）

としょくん／脚本
はっちゃん／絵

紙芝居のおじさんとしょくん 2014
製作者は、旭区などで創作紙芝居のボランティアと
して活動しています。重忠生誕850年記念に旭区と
協働で製作した紙芝居を、絵本にしたものです。

3-0500193899
EN2/郷土旭（絵
本）

畠山重忠公物語　畠山重忠公生誕850周年
としょくん／脚本
はっちゃん／絵

紙芝居のおじさんとしょくん 2015

製作者は、旭区などで創作紙芝居のボランティアと
して活動しています。重忠生誕850年記念に、重忠
の一生について、旭区と協働で製作した紙芝居で
す。

3-0500357622 
K/郷土旭（紙芝
居）

畠山重忠資料集　畠山重忠の調査資料 鶴峯旭／著・監修〔鶴峯旭〕 2017
旭区の畠山重忠愛好家による資料集です。重忠の
詳細な年譜、逸話、ゆかりの地、参考書などがまと
められています。

3-0500474229 289ハ/郷土旭

畠山重忠基礎資料集　畠山重忠資料集の付属
資料

鶴峯旭／著 〔鶴峯旭〕 2017
「畠山重忠資料集」に関する基礎的な資料をまとめ
ています。当時の統計・制度・系図・地図・役職など
を掲載しています。

3-0500621493 289ハ/郷土旭

中世武士畠山重忠　秩父平氏の嫡流 （歴史文
化ライブラリー）

清水亮／著　 吉川弘文館 2018
著者は神奈川県生まれ、埼玉大准教授。戦後から
2018年までの畠山重忠研究の成果を知ることがで
きます。

3-0500632700 289ハ/郷土旭

武蔵の武士団　その成立と故地を探る （読み直
す日本史）

安田元久／著 吉川弘文館 2020
原本は1984年有隣堂刊。（3-0190176293 ）出版社
を変えて復刊されました。 3-0500755168 210.4

畠山重忠ゆかりの地マップ　～重忠歴訪～　ふ
るさと旭を再発見！

旭区役所地域振
興課／〔編〕

　旭区役所地域振興課 2021
旭区内の重忠関連史跡の地図と解説、「あさひの逸
品重忠ブランド」の紹介などが、4つ折りマップにまと
められています。

3-0500939349 291.3/郷土旭
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