
『茅ヶ崎市史研究　創刊号』

タイトル 著　者 掲載頁

創刊によせて 茅ヶ崎市長　柾木一策 1

市史の編集にあたって 和田　久徳 2

明治前期における松林地域の学校について 水越　梅二 4

後北条氏被官後藤氏について 佐藤　博信 14

甲州郡内騒動の聞書 三浦　俊明 24

茅ヶ崎地域における養蚕業の展開過程 上山　和雄 34

茅ヶ崎市内に現存する大名・旗本墓碑一覧 山口　金次 61

相州高座郡茅ヶ崎村の組分けをめぐって 東　哲郎 78

茅ヶ崎市史文献目録(一) 平山　孝通編 95

茅ヶ崎市史編さん計画 105

後記 青木　隆允 113



『茅ヶ崎市史研究　第2号』

タイトル 著　者 掲載頁

明治期における茅ヶ崎の学校組織化の過程 藁品　彦一 1

神奈川県改進派と菊池小兵衛 小風　秀雅 27

『茅ヶ崎市史』編さんにおける民俗調査につい

て
村武　精一 49

高座郡茅ヶ崎村の屋号とその由来(一) 水越　梅二 51

文化財としての郷土芸能 塩川　健寿 62

『伊勢道中日記』について 圭室　文雄 68

『茅ヶ崎市史』第一巻の編集を終えて 三浦　俊明 84

二階堂氏と懐島・大井庄 佐藤　博信 89

茅ヶ崎市史文献目録(ニ) 平山　孝通編 101

市史編さん計画 107

後記 青木隆允 114



『茅ヶ崎市史研究　第3号』

タイトル 著　者 掲載頁

七堂伽藍跡を掘る 

-茅ヶ崎市下寺尾遺跡調査概報-
岡本　勇 1

大庭御厨と「義朝濫行」 五味　文彦 10

幕末期の土地保有と農家経営

-相州高座郡堤村広瀬家の分析-
大口　勇次郎 24

贈答儀礼からみた近世後期の村落生活

-高座郡萩園村・矢畑村・芹沢村の事例を中心に

-

小林　妙子 41

調査報告1　茅ヶ崎の日蓮像 皆川　祥子 56

調査報告2　茅ヶ崎の板碑について 山口　金次 68

調査報告3　高座郡茅ヶ崎村の屋号とその由来

(ニ)　-本村・十間坂・茶屋町・鳥井戸地区-
水越　梅二 77

資料紹介　茅ヶ崎市域の皇国地誌(一)

-明治前期の官撰地誌-
小風　秀雅 86

茅ヶ崎市史文献目録(三) 平山　孝通編 101



『茅ヶ崎市史研究　第4号』

タイトル 著　者 掲載頁

文政期以降の幕府公金貸付制と旗本・知行地 西川　武臣 1

溝とジミョウ

-茅ヶ崎市堤の近隣組織-

磯木　恵子

杉浦　千加子
12

調査報告　江戸幕府鉄砲場切り開き一件史料

-佐々木卯之助判決文によせて-
阿部　征寛 37

資料紹介　天保期の御用留(一)

-萩園村・天保五年-
大口　勇次郎 47

茅ヶ崎市域の皇国地誌(二) 小風　秀雅 63

茅ヶ崎市史文献目録(四) 平山　孝通編 91



『茅ヶ崎市史研究　第5号』

タイトル 著　者 掲載頁

寒川神社浜降祭の民俗象徴論 村武　精一 1

刷新派と神奈川県政

-明治後期における非政友勢力の再編過程-
藤村　浩平 12

茅ヶ崎市にある初期の庚申塔 天ケ瀬　恭三 43

資料紹介　茅ヶ崎市域の皇国地誌(三) 小風　秀雅 53

茅ヶ崎市史文献目録(五) 平山　孝通編 73



『茅ヶ崎市史研究　第6号』

タイトル 著　者 掲載頁

茅ヶ崎地域における寺子屋の概況 藁品　彦一 1

宮ノ腰遺跡を考える

-鶴嶺小学校体育館建設予定地発掘調査の概要-
富永　富士雄 20

道祖神の祭祀組織

-神奈川県の事例分析-
平野　文明 41

分郷村の一形態

-相州高座郡萩園村を例として-
細井　守 58

資料紹介　天保期の御用留(ニ)

-萩園村・天保六年-
大口　勇次郎 77

茅ヶ崎市史文献目録(六) 平山　孝通編 96



『茅ヶ崎市史研究　第7号』

タイトル 著　者 掲載頁

『茅ヶ崎市史』全五巻の刊行を終えて 和田　久徳 1

明治期における茅ヶ崎地域の俳句 藁品　彦一 5

石造物調査の問題点

-道祖神新興と中世石造物-
松村　雄介 24

上正寺所蔵の中世史料について

-長慶天皇綸旨二通の紹介を中心に-
佐藤　博信 41

資料紹介　天保期の御用留(三)

-萩園村・天保八年-
大口　勇次郎 49

書評　『茅ヶ崎市史』地形・考古・古代・中世

を読んで
宮島　敬一 82

書評　『茅ヶ崎市史』

-近現代を中心に-
大畑　哲 89

茅ヶ崎市史文献目録(七) 平山　孝通編 96



『茅ヶ崎市史研究　第8号』

タイトル 著　者 掲載頁

地方政治家の政治活動と選挙費用

-山宮藤吉をめぐって(1)-
上山　和雄 1

上ノ町遺跡の調査を終えて

-新湘南国道建設予定地内No.7地点発掘調査の概

要-

大村　浩司 33

資料紹介1　天保期の御用留(4)

-萩園村・天保11年-
大口　勇次郎 59

資料紹介2　腰掛神社付近出土の縄文土器 中島　初子 78

書評　『茅ヶ崎市史』近世を読んで 吉川　貞雄 81

茅ヶ崎市史文献目録(8) 平山　孝通編 90



『茅ヶ崎市史研究　第9号』

タイトル 著　者 掲載頁

明治期における茅ヶ崎地域萩園村の俳句 藁品　彦一 1

地方政治家の政治活動と選挙費用

-山宮藤吉をめぐって(2)-
上山　和雄 29

茅ヶ崎地域における近世の領主たち(1) 神崎　彰利 86

幕末期講集団の地域的展開について

-相州高座郡南部地域の場合-
石井　修 93

茅ヶ崎市史文献目録(9) 平山　孝通編 122



『茅ヶ崎市史研究　第10号』

タイトル 著　者 掲載頁

記念号に寄せて 茅ヶ崎市長　根本　康明 1

『市史研究』第10号にあたって 和田　久徳 2

提言

阿部征寛・石井修・大口

勇次郎・大畑哲・岡本

勇・小川正恭・神崎彰

利・小風秀雅・佐藤博

信・高村直助・圭室文

雄・西川武臣・貫達人・

細井守・柾木一策・松村

雄介・三浦俊明・宮島敬

一・藁品彦一

4

萬鉄五郎の絵図

-茅ヶ崎時代を中心に-
山梨　俊夫 19

資料紹介　土井別荘「松潮園日誌」(1) 高村　直助

東　哲郎
37

地方政治家の政治活動と選挙費用

-山宮藤吉をめぐって(3)-
上山　和雄 53

茅ヶ崎地域における近世の領主たち(2) 神崎　彰利 85

茅ヶ崎市史文献目録(10) 平山　孝通 92

『茅ヶ崎市史研究』創刊号～第10号　総目次 101



『茅ヶ崎市史研究　第11号』

タイトル 著　者 掲載頁

明治大正期における茅ヶ崎地域の青年団活動 藁品　彦一 1

資料紹介　土井別荘「松潮園日誌」(2)
高村　直助

東　哲郎
38

地方政治家の政治活動と選挙費用

-山宮藤吉をめぐって(4)-
上山　和雄 80

茅ヶ崎地域における近世の領主たち(3) 神崎　彰利 97

鶴田栄太郎氏年譜および書作目録 和田　久徳 106

書評　『茅ヶ崎職人のわざ(上)』を読んで 金子　忠志 125

茅ヶ崎市史文献目録(11) 平山　孝通 128



『茅ヶ崎市史研究　第12号』

タイトル 著　者 掲載頁

写真をよむ

-写真集『茅ヶ崎きのう　きょう』の発刊によせ

て-

内海　孝 1

地方政治家の政治活動と選挙費用

-山宮藤吉をめぐって(5)-
上山　和雄 7

資料紹介

土井別荘「松潮園日誌」(3)

高村　直助

東　哲郎
41

資料紹介

韮山代官所相模国高座郡関係資料について
青山　孝慈 80

茅ヶ崎郷土史研究の回顧 鶴田　栄太郎 98

事例研究

社会科学習における地域素材の教材化
大瀬　敏明 103

写真集『茅ヶ崎きのう　きょう』を読んで 市川　カツヱ 113

茅ヶ崎市史文献目録(12) 平山　孝通 115



『茅ヶ崎市史研究　第13号』

タイトル 著　者 掲載頁

『茅ヶ崎市史現代』の編集にあたって 和田　久徳 1

昭和初年における鶴嶺小学校の教育 藁品　彦一 3

「戦前期の茅ヶ崎町と町政」の連載にあたって 小風　秀雅 41

町三役と町会議員の変遷

-戦前期の茅ヶ崎町と町政(1)-
大西　比呂志 42

居村遺跡と出土木簡

-居村(B)低湿地遺跡発掘調査の成果より-
富永　富士夫 56

山宮藤吉自叙伝 山宮　正敬 68

茅ヶ崎市史文献目録(13) 平山　孝通 73

　資料提供者一覧 81

　事務局保管資料提供一覧 81

市史編さん日誌 82

茅ヶ崎の蝶 岸　一弘 114



『茅ヶ崎市史研究　第14号』

タイトル 著　者 掲載頁

大正後期～昭和前期の茅ヶ崎漁業 平野　正裕 1

占領軍神奈川軍政部の組織について 栗田　尚弥 19

町政期の町会議員変遷について 東　哲郎 37

宮ノ腰遺跡1号溝状遺構が意味するもの 大村　浩司 54

検地帳を中心とした景観研究の試案 江原　誠 73

資料紹介

韮山代官所相模国高座郡関係資料(2)
青山　孝慈 92

事例研究

社会科学習における『写真集』の教材化

大瀬　敏昭

北村　誠

鴨志田　聡

111

茅ヶ崎市史文献目録(14) 平山　孝通 125

新刊紹介　茅ヶ崎市教育研究所編『茅ヶ崎市教

育史・史料編』
和田　久徳 135

水嶋善太郎著『小和田郷土物語』 藁品　彦一 136

上山和雄著『陣笠代議士の研究』 大西　比呂志 137

資料提供者一覧 139

事務局収集資料等提供一覧 139

市史編さん日誌 140



『茅ヶ崎市史研究　第15号』

タイトル 著　者 掲載頁

昭和五年、茅ヶ崎小学校の教育 加藤　清 1

孤松庵の団十郎 小風　秀雅 25

回想-絵と私- 三橋　兄弟治 41

史料保存における現地主義について 佐藤　正広 50

茅ヶ崎の戦後史を求めて

　-米国調査報告-

大西　比呂志

栗田　尚弥
57

新刊紹介

藤井銀蔵著『老いてのたわごと』

見上保『教師冥利の日々』

和田　久徳 77

野崎薫著『ふるさとの緑をたずねて』 藁品　彦一 79

神奈川地域史研究会出版部編

『居村「放生木簡」シンポジウムの記録』
若林　勝司 80

茅ヶ崎市農業協同組合編『写真集、緑萌える

日々』
北村　誠 81

茅ヶ崎市柳島自治会・五三会編『柳島うつりか

わり』
二見　まさ子 82

茅ヶ崎市史文献目録(15) 平山　孝通 83

茅ヶ崎に分布するセミ 林　正美 111

資料提供者一覧・事務局収集資料等提供一覧 24

市史編さん日誌 96



『茅ヶ崎市史研究　第16号』-特集　戦争と茅ヶ崎-

タイトル 著　者 掲載頁

特集にあたって 小風　秀雅 1

アメリカ軍関東侵攻作戦(コロネット作戦)につ

いて
栗田　尚弥 3

第五三軍と茅ヶ崎 大西　比呂志 32

アメリカ軍相模湾上陸の危機切迫と地域住民 藁品　彦一 52

日中戦争・太平洋戦争における茅ヶ崎市域出身

戦没者の分析
平山　孝通 75

戦争碑の諸相 小俣　晴俊 89

『写真展、茅ヶ崎1945-1953　-アメリカ兵の見

たわがまち-』を見て

細井　守

柴田　貴行

野上　美津子

111

調査報告

元アメリカ陸軍第七八工兵大隊伍長

ルイス・ハイマン氏聞き取り

栗田　尚弥

大西　比呂志
114

相模湾防衛軍関係者の聞き取り 中根　一彦 124

平成三年度アメリカ調査報告
北村　誠

東　哲郎
129

茅ヶ崎市域戦争関係文献一覧 平山　孝通 139

『茅ヶ崎市埋蔵文化財調査10周年記念集』に寄

せて
富永　富士雄 145

萬鐵五郎との絆 三橋　兄弟治 150

資料提供者一覧・事務局収集資料等提供一覧 88

市史編さん日誌 159



『茅ヶ崎市史研究　第17号』

タイトル 著　者 掲載頁

人口にみる茅ヶ崎の現代史

-ちがさきの統計1-
佐藤　正広 1

『茅ヶ崎市史　現代5[新聞集成Ⅰ]』編集におけ

る事項索引作成について
柴田　貴行 25

元工兵第十六大隊本田梅吉氏に聞く

-関東大震災復旧工事(馬入橋架橋工事など)につ

いて-

加藤　清

東　哲郎
42

『写真展、戦後市民の表情-1945～1968-』を見

て

大島　英夫

武田　里恵子
58

茅ヶ崎市史文献目録(16) 平山　孝通 61

資料提供者一覧・事務局収集資料等提供一覧 57

市史編さん日誌 70



『茅ヶ崎市史研究　第18号』

タイトル 著　者 掲載頁

「団地族」の出現 佐藤　正広 1

茅ヶ崎市居村「放生木簡」をめぐって 荒井　秀規 16

伊豆大川三島神社の棟札 川越　三千雄 29

授業研究「幻の相模湾上陸作戦と茅ヶ崎」 鴨志田　聡 39

「統合地区」編成作業について

-ちがさきの統計2-
岸岡　和子 55

『茅ヶ崎市史　現代5・6[新聞集成Ⅰ・Ⅱ]

市民の表情』の刊行とその意義
古良　芳恵 66

平成五年度アメリカ調査報告

栗田　尚弥

平野　正裕

平山　孝通

73

新刊紹介

鶴田桃世著　句集『土に生きて』歌集『続つゆ

くさ』

浅岡康明著　『酔想記』

藁品　彦一 97

茅ヶ崎市史文献目録(17) 平山　孝通 100

資料提供者一覧・文化室収集資料等提供一覧 72

市史編さん日誌 111



『茅ヶ崎市史研究　第19号』-小特集　終戦50年-

タイトル 著　者 掲載頁

茅ヶ崎とアメリカ軍(一)　-アメリカ軍茅ヶ崎進

駐-
栗田　尚弥 1

湘南地区占領軍の実態

-キャンプ・マックギル憲兵部の記録より-
手塚　健太郎 25

戦闘機からパンへ-敗戦直後の茅ヶ崎の工業-

-ちがさきの統計3-
佐藤　正広 35

終戦後における茅ヶ崎地域の青年会 藁品　彦一 48

茅ヶ崎の空襲アンケート報告 向井　孝允 68

湘南公園道路の構想とその建設

-戦前期の茅ヶ崎町と町政(3)-
平野　正裕 81

茅ヶ崎の選挙(1)

-"普通期"の衆議院議員選挙-
大西　比呂志 103

鳥の目で歴史探訪

-明治初期の茅ヶ崎市域鳥瞰図について-
山口　裕一 115

大地の声が聞こえてきた 永野　達代 126

地図集『大地が語る歴史』発刊によせて 大瀬　敏昭 132

新刊紹介

萩園郷土史勉強会発行『萩園のうつりかわり』
北村　誠 136

茅ヶ崎市史文献目録(18) 平山　孝通 137

文化室市史編さん担当収集資料等提供一覧 149

市史編さん日誌 150



『茅ヶ崎市史研究　第20号』

タイトル 著　者 掲載頁

石神古墳の再検討 岡本　孝之 1

布川　元氏に聞く-満州開拓とシベリア抑留の体

験-

藁品　彦一

中根　一彦

東　哲郎

19

東京家庭学校所蔵資料の整理報告　-家庭学校と

茅ヶ崎-
斉藤　薫 44

『茅ヶ崎市史　現代2・茅ヶ崎のアメリカ軍』

書評
今井　清一 49

資料集『茅ヶ崎市史　現代2・茅ヶ崎のアメリカ

軍』発刊によせて
土井　浩 54

『茅ヶ崎市史』現代2「茅ヶ崎のアメリカ軍」を

めぐって
奥田　晴樹 59

地図集『大地が語る歴史』を賛える 伊倉　退蔵 65

『地図集　大地が語る歴史　茅ヶ崎市史　

現代7』
山田　志乃布 68

新刊紹介

米山一夫著『父が子らに語るわが人生』
藁品　彦一 71

茅ヶ崎市史文献目録(19) 平山　孝通 73

『茅ヶ崎市史研究』創刊号～第20号　総目次 83

市史編さん日誌 92



『茅ヶ崎市史研究　第21号』

タイトル 著　者 掲載頁

近世堤村畑地開発の歴史

-『相模国堤村田畑高反別水帳畑帳』を中心に-
柴田　貴行 1

茅ヶ崎の選挙(2)

-普通期の町会・県会議員選挙-
大西　比呂志 25

高度経済成長と減速経済-茅ヶ崎の工業の40年- -ち

がさきの統計4-
佐藤　正広 38

家庭学校と茅ヶ崎(2)

-茅ヶ崎にできた感化院-
田澤　薫 63

平成八年度アメリカ調査報告
大西　比呂志

手塚　健太郎
73

「府川元氏に聞く」に寄せて 山宮　正敬 83

<書評と紹介>

『地域文書館論』(高野修著)
佐藤　勝巳 85

茅ヶ崎市史文献目録(20) 平山　孝通 89

市史編さん日誌 104



『茅ヶ崎市史研究　第22号』-小特集　石上憲定「自渉録」-

タイトル 著　者 掲載頁

『明治の巡査日記-石上憲定「自渉録」』をめぐっ

て

高村　直助

東　哲郎
1

書評『明治の巡査日記-石上憲定「自渉録」』 大畑　哲 22

『明治の巡査日記-石上憲定「自渉録」』を読む 大日方　純夫 27

茅ヶ崎とアメリカ軍(2)-南湖院の戦車隊- 栗田　尚弥 39

茅ヶ崎の選挙(3)-戦後期の衆議院議員・県議会議員

選挙-
大西　比呂志 58

家庭学校と茅ヶ崎(3)-茅ヶ崎分校の子どもたち- 田澤　薫 67

書評

『茅ヶ崎市史現代3・「戦後」日々の記録』
松永　昌三 76

茅ヶ崎市史現代『「戦後」日々の記録』

茅ヶ崎市史編集員会編
藁品　彦一 80

市制50周年記念事業と市史編さん 向井　孝允 84

『三橋兄弟治作品集、追悼文集』によせて 三橋　英子 85

茅ヶ崎市史文献目録(21) 平山　孝通 87

市史編さん日誌 103

パソコンによる画像データの整理について 大島　英夫 128



『茅ヶ崎市史研究　第23号』

タイトル 著　者 掲載頁

湘南における結核療養所反対運動-南湖院の立場- 大島　英夫 1

「幻」の湘南海岸公園計画 小風　秀雅 37

浜見平団地の発展 柴田　貴行 57

茅ヶ崎の選挙(4)-戦後期の市長・市議会議員選挙

-
大西　比呂志 71

家庭学校と茅ヶ崎(4)-1926年茅ヶ崎分校の春夏秋

冬-
田澤　薫 83

書評

『茅ヶ崎市史ブックレット1、コロネット作戦

-第2次世界大戦と茅ヶ崎-』

田中　広巳

寺崎　弘康

永井　寿美子

94

97

100

茅ヶ崎市史文献目録(22) 平山　孝通 103

市史編さん日誌 117



『茅ヶ崎市史研究　第24号』

タイトル 著　者 掲載頁

戦後湘南地域における商勢の変遷

-茅ヶ崎商業「谷間論」から-
本宮　一男 1

茅ヶ崎と映画-地域イメージを中心に- 加藤　厚子 21

南湖院開設前後の高田畊安　-その医学的業績- 大島　英夫 37

茅ヶ崎とアメリカ軍(3)

-演習場チガサキ・ビーチ-
栗田　尚弥 65

キャンプ・チガサキの思い出

-鈴木貞司氏に聞く-
[解説]栗田　尚弥 83

《書評》藤間柳庵編、大口・川城・中村校訂

「年中公触録」(茅ヶ崎市史史料集、第二集)
西川　武臣 95

『ちがさき　歴史の散歩道』によせて 細井　守 99

茅ヶ崎市史文献目録(23) 平山　孝通 103

市史編さん日誌 114



『茅ヶ崎市史研究　第25号』

タイトル 著　者 掲載頁

高田畊安と父・増山守正 大島　英夫 1

茅ヶ崎とアメリカ軍(4)

-見えざる厳戒体制・1948年5月1日-
栗田　尚弥 25

ちがさきの統計6「住宅都市」の誤算

-高度経済成長期の人口推計と現実の趨勢-
佐藤　正広 39

茅ケ崎市政の回顧-元市助役深川六郎氏に聞く- 茅ヶ崎市史編集員会 51

《事例研究》中学校歴史授業の実践 加藤　清 67

《書評》『茅ヶ崎市史史料集』3

「茅ヶ崎地誌集成」
石井　修 87

《書評》『水越梅二「水越良助遺稿集」塵の外』

について
藁品　彦一 91

茅ヶ崎市史文献目録(24) 平山　孝通 97

市史編さん日誌 107



『茅ヶ崎市史研究　第26号』

タイトル 著　者 掲載頁

茅ヶ崎民衆駅計画

-その登場から挫折に至る経緯-
本宮　一男 1

高田畊安と徳富蘇峰

-畊安から蘇峰への書簡を読む-
大島　英夫 19

《書評》「図説　市民の半世紀(茅ヶ崎市史　現

代8)」を読んで
河野　健男 35

《書評》「地域学習の味方」がまた増えた

-『図説　市民の半世紀』に寄せて-
武田　俊司 39

《書評》『茅ヶ崎市史現代』第8巻

「図説　市民の半世紀」
篠原　武 43

《書評》『茅ヶ崎市史ブックレット』

第3集「萬鉄五郎と茅ヶ崎の風景」
山本　幹雄 47

《資料紹介》

マリア・テレーゼ・パーシェの回想

-ベルリンから茅ヶ崎へ-

大西　比呂志 51

茅ヶ崎市史文献目録(25) 平山　孝通 79

市史編さん日誌 79



『茅ヶ崎市史研究　第27号』

タイトル 著　者 掲載頁

高田畊安と本郷教会 大島　英夫 1

篤農家と農業技術改良

-野中静雄家農業日誌を事例として-
市川　大祐 15

《インタビュー》

木村義雄将棋名人と茅ヶ崎　木村義徳氏に聞く
茅ヶ崎市史編集員会編 29

《資料紹介》

写された銀幕-大庭ぬま氏寄贈資料について-
加藤　厚子 41

《書評》「和田篤太郎日記」

(『茅ヶ崎市史史料集』第4集)を読んで
岩田　みゆき 51

「茅ヶ崎むかし語り」

(『茅ヶ崎市史ブックレット』第4集)を読んで
八田　恵子 55

「茅ヶ崎むかし語り」

(『茅ヶ崎市史ブックレット』第4集)を読んで
石黒　清光 61

茅ヶ崎市史文献目録(26) 平山　孝通 65

市史編さん日誌 73



『茅ヶ崎市史研究　第28号』

タイトル 著　者 掲載頁

南湖院療養の日々　高田増平の日記から 大島　英夫 1

《事例研究》授業「戦後の茅ヶ崎」

-2本の映画からつくる中学校選択社会科の授業-
加藤　清 21

《インタビュー》

戦争体験を聞く　岩沢辰雄氏

茅ヶ崎市史編集員会編

解題　柴田貴行
33

《書評》「茅ヶ崎の暮らしを語る」

(『茅ヶ崎市史現代』第4巻)を読んで
末武　嘉也 53

《書評》「茅ヶ崎の暮らしを語る」

(『茅ヶ崎市史現代』第4巻)を読んで
椎原　久芳 57

《書評》「南湖院　高田畊安と湘南のサナトリウ

ム」

(『茅ヶ崎市史ブックレット』第5集を読んで

大島　登志彦 63

「南湖院」で授業を考える

-『茅ヶ崎市史ブックレット』第5集を使って-
森井　學 67

藁品彦一先生を偲んで 茅ヶ崎市史編集員会 73

茅ヶ崎市史文献目録(27) 平山　孝通 79

市史編さん日誌 89



『茅ヶ崎市史研究　第29号』

タイトル 著　者 掲載頁

南湖院と女性医師

-日本女医会と高田畊安-
大島　英夫 1

大規模小売店の進出と茅ヶ崎商業

-ダイクマを中心に-
本宮　一男 27

「歴史遺産」からみた茅ヶ崎

-歴史講座「おやこで学ぼう市民講座」報告-

柴田　貴行

加藤　清
43

《インタビュー》戦争体験

火薬廠から海軍へ　-内藤興氏に聞く-

茅ヶ崎市史編集員会編

解題　柴田　貴行
57

《インタビュー》戦争体験

自動車隊下士官の従軍体験　-井出忠吉氏に聞く-

茅ヶ崎市史編集員会編

解題　栗田　尚弥
85

《書評》「茅ヶ崎の歴史遺産」『茅ヶ崎市史ブッ

クレット』第6集を読んで
望月　直人 101

茅ヶ崎市史文献目録(28) 平山　孝通 105

市史編さん日誌 113



『茅ヶ崎市史研究　第30号』

タイトル 著　者 掲載頁

辻堂演習場問題の始まりと地域住民 羽田　博昭 1

華族の別荘生活

-茅ヶ崎土井利剛別荘「松潮園日誌」を読む-
島本　千也 17

《インタビュー》姥島の潜水漁に従事して

-内藤貞子・松下国枝氏に聞く-

茅ヶ崎市史編集員会編

解題　市川　大祐
35

松竹照明部での日々　-八鍬武氏に聞く-
茅ヶ崎市史編集員会編

解題　加藤　厚子
55

《書評》激変した戦後地域社会を読む

「ちがさきクロニクル」
樋口　雄一 75

《書評》「ちがさきクロニクル1945-2002」

(『茅ヶ崎市史現代』第9巻)を読んで
高木　秀彰 79

《書評》茅ヶ崎市史ブックレット7

「銀幕のなかの茅ヶ崎」
平野　正裕 83

《書評》茅ヶ崎・湘南のイメージ

～加藤厚子・茅ヶ崎市史編集員会編～

『茅ヶ崎市史ブックレット』第7集「銀幕のなか

の茅ヶ崎」

武田　知己 87

《書評》

「市民の戦争体験」-兵役・戦場・敗戦-

(『茅ヶ崎市史ブックレット』第8集)を読んで

土井　浩 91

《書評》茅ヶ崎市史ブックレット8

「市民の戦争体験」-兵役・戦場・敗戦-
荒川　融 95

茅ヶ崎市史文献目録(29) 平山　孝通 99

市史編さん日誌 105



『茅ヶ崎市史研究　第31号』

タイトル 著　者 掲載頁

《論文》

鉄道会社の観光政策と湘南

-明治期の臨時列車と企画乗車券を中心として-

大矢　悠三子 1

茅ヶ崎の別荘図

-景観と別荘人の横顔-
東　哲郎 17

《インタビュー》

南湖院看護学講習所

-三橋カヨ氏・小野間正氏に聞く-

茅ヶ崎市史編集員会編

解題　大島英夫
33

《インタビュー》

キャンプ・チガサキのガードとして

-高田吉雄氏に聞く-

茅ヶ崎市史編集員会編

解題　栗田尚弥
53

《書評》『茅ヶ崎市史現代』第1巻

「通史・六〇年の軌跡」を読んで

-現代史への一つの挑戦-

金原　左門 61

《書評》『茅ヶ崎市史現代』第1巻

「通史・六〇年の軌跡」の発刊によせて
北村　誠 67

《書評》『茅ヶ崎市史現代』第1巻

「通史・六〇年の軌跡」を読んで
植山　淳 71

《書評》『茅ヶ崎市史現代』第1巻

「通史・六〇年の軌跡」の刊行によせて

-戦後自治体史編さん事業の先駆者-

松本　洋幸 75

茅ヶ崎市史文献目録(30) 平山　孝通 81

市史編さん日誌 87



『茅ヶ崎市史研究　第32号』

タイトル 著　者 掲載頁

《巻頭言》

『茅ヶ崎市史現代』の完結にあたって

茅ヶ崎市史編集員会

編集主任　小風秀雅
1

《座談会》

『茅ヶ崎市史現代』の編集事業をふりかえって
茅ヶ崎市史編集員会 5

《寄稿》『茅ヶ崎市史現代』の完結によせて 平野　正裕 19

《寄稿》ワクワクしながら出かけた･･･ 佐藤　正広 21

《寄稿》市史編さん事業に関わって 北村　誠 23

《寄稿》『茅ヶ崎市史現代』第7巻地図集

「大地が語る歴史」の編さんにかかわって
野中　和幸 26

《事業のあゆみ》市史編さん日誌摘録

(昭和47年～平成18年)

市史刊行実績

『茅ヶ崎市史資料所在目録』一覧

『茅ヶ崎市史研究』総目次(創刊号～第31号)

市史関係者一覧(市史編さん委員会委員、編集員、

協力員、編さん事務局)

市史関係規定

29

《書評》同時代史としての『茅ヶ崎市史現代』を

読んで
井上　弘 65

《書評》『茅ヶ崎市史現代』を読んで 櫻井　明 68

《書評》市史編纂を考える 紺野　哲也 71

《書評》『茅ヶ崎市史現代』を読んで 白石　弘之 74

《書評》市民に“読まれる”市史とは 中村　光夫 77

《その他》茅ヶ崎市史文献目録(31) 平山　孝通 83

市史編さん日誌 96


