
タ イ ト ル 著 者 表 示 請求記号
熱海・湯河原殺人事件(C・novels) 西村京太郎／著 　S ﾆｼ
「ういろう」にみる小田原－早雲公とともに
城下町をつくった老舗－

深野彰／編著 　288.3 ﾌ

海の近くのおいしいもの－『海の近く』別
冊　とっておきのお店127軒!－vol.1

うみちかLLP／編 地域（二宮　N C1

海辺の家族－魚屋三代記－ 黒川鍾信／著 地域（県内　K 21.01
江ノ島西浦写真館 三上延／著 　ﾐｶ
江ノ電10kmの奇跡－人々はなぜ引きつ
けられるのか?－

深谷研二／著 　686.9 ﾌ

絵葉書で見る鎌倉百景－鎌倉市図書館
開館百周年記念－

鎌倉市図書館開館100周年記
念事業実行委員会編

地域（県内　K 30.1 V2

鷗外と神奈川 金子幸代／著 　910.2 ﾓ
小津安二郎と茅ケ崎館 石坂昌三／著 　778.2 ｵ
小田急電車回顧<セレクション> 深谷則雄／編　宮崎繁幹／編

八木邦英／編
　546.5 ｵ

小田急電鉄各駅停車－新宿と箱根、江ノ
島を結ぶ沿線の歴史と魅力がまるわかり!

辻良樹／著 　686.2 ﾂ

小田原蒲鉾のあゆみ 本多康宏著 地域（県内　K 23.1 L0
小田原・相模原あるある 牧隆文／著　Sinzan／画 　361.4 ﾏ
小田原叢談 石井富之助／著　石井敬士／

編集・校訂
地域（県内　K 23.1 B7

お任せ!数学屋さん 向井湘吾／著 　TE ﾑｶ
神奈川駅尽くし－神奈川県内の停車場・
バス駅・宿駅のすべて～みんな駅が好き
だった～－

渡邊喜治／著 地域（二宮　N L8

神奈川　自然の歴史 奥村清著 地域（県）　K 10 U0
かながわ定食紀行(かもめ文庫　63　かな
がわ・ふるさとシリーズ)

今柊二／著 　LB 596 ｺ

神奈川の宿場を歩く　改訂版 NPO法人神奈川東海道ウォー
クガイドの会／編著

地域（県）　K 10 C3

神奈川のトリセツ－地図で読み解く初耳
秘話－

　291.37 ｶ

神奈川ふるさと歴史散歩 神奈川歴史散歩の会／編 　291.37 ｶ
神奈川文学散歩 二松學舍大学文学部国文学

科／編
　910.2 ｶ

彼女の場合－神奈川・文学のヒロイン紀
行－

原良枝著 地域（県）　K 10 W0

画・文で描く祖父母が若かった頃－西相
模の明治・大正・昭和－

鷹野良宏著 地域（二宮　NY ﾀｶ

鎌倉江ノ電殺人事件－長篇トラベルミス
テリー－(TOKUMA NOVELS　十津川警
部シリーズ)

西村京太郎／[著] 　S ﾆｼ

鎌倉近代建築の歴史散歩 吉田鋼市／著 　521.6 ﾖ
鎌倉の家 甘糟りり子／著 　914 ｱﾏ
鎌倉の寺小事典 　185.9 ｶ
鎌倉の文学－小事典　文学を歩く－ 伊藤玄二郎／編 　910.2 ｶ
鎌倉・流鏑馬神事の殺人 西村京太郎／著 　S ﾆｼ
鎌倉・横浜・湘南今昔歩く地図帖－彩色
絵はがき、古写真、古地図でくらべる－
(学研ビジュアル新書　009)

井口悦男／著　生田誠／著 　213.7 ｲ

＊　＊　＊　エントランス展示（2020年９月）資料一覧　＊　＊　＊

展示テーマ：『もっと知ろう！”地元、神奈川”』



タ イ ト ル 著 者 表 示 請求記号
関東のジオパーク(シリーズ大地の公園) 目代邦康／編　鈴木雄介／編

松原典孝／編
　450.9 ｶ

騎士団長殺し　第1部　顕れるイデア編 村上春樹／著 日本の小説　ﾑﾗ 1
騎士団長殺し　第2部　遷ろうメタファー編 村上春樹／著 日本の小説　ﾑﾗ 2
キラキラ共和国 小川糸／著 日本の小説　ｵｶﾞ
京浜急行　電車と駅の物語 吉川文夫著　佐藤良介著 　686.2 ﾖ
建築家吉田五十八 砂川幸雄著 地域（二宮　NY ﾖｼ
高校野球神奈川を戦う監督(おとこ)たち 大利実／著 　783.7 ｵ
雑貨を探しててくてく散歩－東京・神奈川
－(主婦の友生活シリーズ)

　589 ｻﾞ

SHONAN－湘南1984〜2006　写真集－ 中山賢治／著 　748 ﾅ
湘南 風と星物語－湘南みかん風の二宮
まち散歩　「しお風」創刊20年記念－

地域（二宮　N C1

「湘南」の誕生－音楽とポップ・カルチャー
が果たした役割－

増淵敏之／著 　302.1 ﾏ

湘南レストランガイド　2017-2018(エイムッ
ク　3712)

　LB 596 ｼ 17

昭和十八年の冬 最後の箱根駅伝－戦時
下でつながれたタスキ－

早坂隆／著 　782.3 ﾊ

昭和の鎌倉風景－around 1955　竹腰眞
一写真集－

竹腰眞一／[撮影] 　213.7 ﾀ

人物でめぐる神奈川県謎解き散歩(新人
物文庫　こ-5-3)

小市和雄／編著 　291.37 ｺ

達成の人－二宮金次郎早春録－ 植松三十里／著 　ｳｴ
丹沢の谷200ルート 後藤真一／著 　TB 291.37 ｺﾞ
千佳慕の横浜ハイカラ少年記 熊田千佳慕／著 　726.5 ｸ
地図で楽しむすごい神奈川 都道府県研究会／著 　291.37 ﾄ
地図と写真から見える!鎌倉・横浜歴史を
愉しむ!

高橋伸和／著 　213.7 ﾀ

ツバキ文具店 小川糸／著 日本の小説　ｵｶﾞ
東急沿線文学散歩 藤井武夫／著　本間利夫／著 　910.2 ﾌ
西さがみ路傍の花－西湘の花100種を訪
ねて－

田代道弥著 地域（県内　K 23 U7

二宮尊徳(人物叢書 新装版　通巻281) 大藤修／著 　157.2 ﾆ
二宮ゆかりの人物ガイドブック－近現代
文学を中心に－　増補改訂版

二宮ゆかりの人物ガイドブック
編集委員会編

地域（二宮　NG W0

箱根駅伝を歩く 泉麻人／著 　782.3 ｲ
箱根登山鉄道125年のあゆみ－天下の険
に挑む日本屈指の山岳鉄道－(キャン
ブックス　鉄道　134)

生方良雄／著 　686.0 ｳ

箱根富士屋ホテル物語(Trajal books) 山口由美／著 　689.8 ﾔ
秦野の近代交通(研究紀要　第61集) 秦野市教育研究所編 地域（県内　K 22.2 S2
ビーサン屋げんべい物語－葉山の片隅
から世界を狙うオンリーワン商店－

中島広行／著　広田行正／写
真

　589.2 ﾅ

ひとしずく－戦時下の二宮を記録する会
会報誌－第五号　二宮の洞窟陣地－調
査記録－2007～2012

戦時下の二宮を記録する会編 地域（二宮　N B8

平塚・茅ヶ崎の昭和－写真アルバム－ いき出版／企画・制作 地域（県）　K 10 V4
風景印かながわ探訪－郵便局のご朱印"
を集める､歩く､手紙を書く－"

古沢保／著 　693.8 ﾌ

富士屋ホテル伝統のレシピ－箱根宮ノ下 富士屋ホテル／著 　LB 596.2 ﾌ
ふるさと再発見　6　二宮の民間信仰 二宮町文化財保護委員会編 地域（二宮　NG C1
ふるさと再発見　7　『伊達時とその時代』
－自由民権運動などとのかかわりから－

二宮町教育委員会／編　川島
敏郎／編

地域（二宮　NG C1

北条氏康　[1]　二世継承篇 富樫倫太郎／著 　ﾄｶﾞ 1
北条氏五代と小田原城(人をあるく) 山口博／著 　288.3 ﾔ



タ イ ト ル 著 者 表 示 請求記号
北条早雲　[2]　悪人覚醒篇 富樫倫太郎／著 　ﾄｶﾞ 2
掘り進められた神奈川の遺跡－旧石器
から近代まで－

かながわ考古学財団／編 　213.7 ﾎ

未来をつくろう!図書館で 神奈川の図書館を考えるつど
い／編

　010.2 ﾐ

友情の山の山野草たち－一色小と地域を
つなぐ自然遺産－

二宮町一色小学校区地域再
生協議会／[編]

地域（二宮　N U7

横浜駅SF(カドカワBOOKS　M-い-2-1-1) 柞刈湯葉／著　田中達之／ 　ｲｽ
横浜・鎌倉・湘南すてきな雑貨屋さん－コ
コロをくすぐるアイテムがいっぱい!人気の
雑貨屋さん全56軒を紹介!－

ユラナス・プランニング／著 　589 ﾖ

横浜大戦争　明治編 蜂須賀敬明／著 　ﾊﾁ
横浜中華街－世界最強のチャイナタウン
－(中公新書ラクレ　323)

田中健之／著 　213.7 ﾀ

横浜の鉄道物語－陸蒸気からみなとみら
い線まで－(JTBキャンブックス　鉄道　56)

長谷川弘和／著 　686.2 ﾊ

横浜150年の歴史と現在－開港場物語－ 横浜開港資料館／共編　読売
新聞東京本社横浜支局／共

　213.7 ﾖ

横浜洋館散歩－山手とベイエリアを訪ね
て－

　523.1 ﾖ

ライオンの棲む街(平塚おんな探偵の事
件簿　1)

東川篤哉／著 日本の小説　ﾋｶﾞ

私たちのふるさと昔ばなし 石綿正道編 地域（県内　K 23.1 D7
私の『曽我物語』 新井恵美子／著 地域（二宮　NY ｱﾗ

合計83冊


