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旭区郷土史
旭区郷土史刊行委
員会／編

旭区郷土史刊行委員会

1980
旭区の歴史を知るなら、まずこの1冊。重忠に関係す
る記述もあります。「鎌倉中の道」「畠山重忠と鶴ケ峰・
二俣川」「名所・史跡・伝説」などの記載があります。

3-0190066821 213/郷土旭

旭区グリーンロードウォークマップ
横浜市旭区区政推
進課／〔編〕

横浜市旭区役所区政推進課

2008
旭区のウォーキングマップを4つのコースで紹介。重忠
の史跡も通ります。

3-0208031505 291.3/郷土旭 

旭区石仏調査集録
旭区内の石造物
を調べる会／編

旭区内の石造物を調べる会

1987
旭区内の石碑や石仏の調査集です。重忠関係の石碑
等の読み下し文もあります。

3-0190571402 709/郷土旭

あさひ区内散見 大菊一太郎／著
横浜市旭区役所区民相談室

1984
畠山重忠と重忠のいとこの所領地榛谷について記載
されています。（ｐ14～16）

3-0190459144 291.3/ 郷土旭

旭区歴史の散歩道　旭区制２５周年記念 横浜市旭区　
横浜市旭区
地域振興課生涯学習支援係 1994

重忠の生涯、重忠ゆかりの道・史跡についても詳しく
紹介されています。

3-0194074762 291.3/ 郷土旭

あさひ散歩　３ 畠山重忠・鶴ヶ峰周辺

旭区観光協会／編
あさひまち探訪／編
旭区改革推進委員
会／編

旭区観光協会

2010

旭区内の散策ガイドパンフレット。「鶴ヶ峰の史跡を訪
ねて」・「中堀川沿いに白根街道を歩く」「グリーンロー
ドふるさと尾根道コース」で重忠の史跡を回ることがで
きます。

3-0210061480 291.3/郷土旭

あさひ歴史の散歩道
旭区観光協会／編
久保弘美／イラスト

旭区観光協会

1990
旭区の歴史と史跡をたどる散歩道を地域別に5コース
に分けて紹介。重忠の史跡もたずねます。

3-0190543663 291.3/ 郷土旭

鎌倉街道　２  実地調査・史跡編 蜂矢敬啓／著

有峰書店

1976
重忠が鎌倉を目指して、所領の埼玉県菅谷館からた
どったルートといわれている、鎌倉街道中の道につい
ても記載があります。

3-0190321647 291.3 / 郷土

鎌倉街道平成に歩く 塩澤裕／著

さきたま出版会

2019
鎌倉街道上道をたどり、高崎から瀬谷を通り鎌倉まで
歩きます。重忠ゆかりの埼玉県嵐山市の菅谷神社・菅
谷館址（ｐ122-124）もたずねます。

3-0500736579 291.3 /郷土

鎌倉新聞　武家の古都 神奈川新聞社／編

神奈川新聞社

2014
新聞風に鎌倉時代の出来事と史跡を紹介。二俣川合
戦も紹介しています。

3-0500213960 210.4

鎌倉殿×横浜金沢

横浜金沢観光協会

2022

金沢区の大河ドラマ「鎌倉殿の13人」ゆかりの地紹介
パンフレット。重忠ゆかりの東光禅寺（重忠の開祖によ
り開山、重忠の念持仏と伝わる薬師如来が本尊）が
載っています。

291.3 / 郷土

鎌倉の歴史　谷戸めぐりのススメ 高橋慎一朗／編　

高志書院

2017
永福寺谷　重忠が大石を一人で運んだ逸話が紹介さ
れています（ｐ116）。

3-0500551380 213

旧鎌倉街道探索の旅　中道編 芳賀善次郎／著

さきたま出版会　

1981
重忠が鎌倉を目指して、所領の埼玉県菅谷館からた
どったルートといわれている、鎌倉街道中の道につい
てのガイドです。

3-0190092543 291.3/郷土

城塞都市鎌倉 北条氏研究会／編
洋泉社

2018
鎌倉の重忠の館跡の場所について記載があります
（P81～83）。

3-0500559939 213

白根の郷土史 白栄親睦会／編

白栄親睦会

1979
鎌倉街道と二俣川合戦（ｐ9-10）、牧ヶ原（ｐ14）、榛ケ
谷御厨（ｐ15）など、重忠ゆかりの地の紹介も記載され
ています。

3-0190539411 291.3/郷土旭

新・あさひ散歩　季節を感じて歴史にふれる
ぶらり散策旭区をまるごと楽しもう！

旭区観光協会／編
旭区地域振興課／
編

旭区観光協会

2014
旭区の散策ガイド。「重忠公ゆかりの地を訪ねて（鶴ヶ
峰周辺）」・「中堀川沿いに白根街道を歩く（白根周
辺）」（ｐ3-5）で重忠の史跡を紹介しています。

3-0500237040 291.3/ 郷土旭

相鉄沿線歴史の散歩道　(相鉄瓦版別冊) 相模鉄道

相模鉄道運輸事業本部計画
部

2004
相鉄沿線のお散歩ガイド。「畠山重忠-死をもって義時
を動かす」「沿線歴史散策マップ２　鶴ケ峰」の紹介
ページがあります。

3-0204033441 291.3/ 郷土旭

相鉄おすすめ駅からさんぽ　ｖｏｌ．５（２００９
夏号）

〔相模鉄道株式会社〕

2009
相鉄沿線のお散歩ガイド。鶴ケ峰からズーラシアを巡
るコースで、途中に駕籠塚を通ります。

3-0209058655 291.3/郷土旭

中世都市鎌倉を歩く　源頼朝から上杉謙信
まで

松尾剛次／著　
中公新書

1997
鎌倉の重忠の館跡の場所について記載があります。
（P13）

3-0197075448 210.4

都岡村の今と昔　歴史散策古今の庶民のく
らし

牧田修俊／著
萩野則之／著

〔タウンニュース社〕

2011
畠山重忠公「二俣川合戦の地に消える」として紹介さ
れています。（ｐ221-227）

3-0211030820 213/郷土旭

永井路子の私のかまくら道　鎌倉の歴史と陰
改訂版

永井路子／著
かまくら春秋社

2001 かまくら道について、歴史作家の紀行文です。 3-0201019068 915 /ナ

日本の戦死塚 　　増補版 　角川ソフィア文
庫

室井康成／〔著〕

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

2022
巻末「戦死塚一覧表」ｐ407に首塚・六ツ塚・駕籠塚に
ついて簡単な記載があります。

3-0500937362 385/文庫

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
重忠の所領と館のあった埼玉県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/郷土旭

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

ふるさと鶴ヶ峰　見たり聞いたり遊んだり 久保田市郎／著

久保田市郎

不明 

昭和2年生まれの著者の幼いころの鶴ヶ峰を伝える本
です。鎧橋・首塚地蔵のシドメ、逆さ矢竹、首洗井戸な
どの重忠ゆかりの地が当時どんな様子だったかわか
ります。

3-0204045822 291.3/ 郷土旭 

北条義時と鎌倉武士の志と魂　駿河・伊豆・
相模・武蔵の史跡散歩

鳥越幸雄／著
郁朋社

2022
重忠と畠山氏滅亡についての解説と史跡紹介が記載
されています（ｐ75-96）。

3-0500932555 291.3

緑区遺産ちょい散歩
横浜市緑区役所区
政推進課広報相談
係／企画

横浜市緑区役所区
政推進課広報相談係

2022
二俣川の合戦で敗走して逃げ延びてきた畠山の家来
たちが討ち取られたと伝わる「ごはん塚」（ｐ8）も載って
います。

3-0500959536 291.3/郷土

　畠山重忠を歩く本 （畠山重忠に関する資料の紹介　No・2　）    令和4年7月12日現在
 横浜市旭図書館

　 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。 　 重忠は埼玉県深谷の領主でし たが、 旭区内にも 重忠にまつわる 名跡がいく つも 残っ て
います。
 重忠を めぐ り 、 旭区・ 鎌倉などの街歩き の本や、 重忠たち が鎌倉に参じ たであろ う 鎌倉街道の本などを ご紹介し ます。

3-0500977608金沢区役所地域振興課／編

https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0190066821
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0208031505
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0190571402
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0190459144
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0194074762
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0190543663
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0190321647
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0500736579
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0500213960
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0500977608
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0500551380
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0190092543
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0500559939
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0190539411
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0500237040
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0204033441
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0209058655
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0197075448
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0211030820
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0201019068
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0500937362
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0500422942
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0500939349
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0204045822
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0500932555
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0500959536
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0210061480
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よこかな　No.51　海と緑と歴史の町横浜金
沢

横浜金沢観光協会

2022
横浜市金沢区の、大河ドラマ「鎌倉殿の13人」関連史
跡を紹介した特集号。重忠の供養塔のある東光禅寺
も紹介されています。

3-05009556491291.3 /郷土

横浜・川崎・鎌倉凸凹地図　スリバチの達人 
昭文社　

2021
高低差から横浜や鎌倉の地形を理解することができ
ます。

3-0500909478 291.3

横浜・川崎・鎌倉スリバチの達人　時空を超
える「見比べ地図」構成現代図＆古地図

神奈川スリバチ学会
／監修

昭文社

2021 戦場となった鶴ヶ峰周辺の地形がわかります。 3-0500909482 291.3

４０代からの街道歩き《鎌倉街道編》　●いざ
鎌倉！●全２４８ｋｍ●目指すは鶴岡八幡宮

街道歩き委員会
／著　内田晃／著

創英社／三省堂書店

2019
鎌倉街道を埼玉から鎌倉まで歩いてみた記録とガイド
です。

3-0500718586 291.3

.

https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0500955491
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0500909478
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0500909482
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0500718586
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