
阿弥陀三尊種子板碑 胡桃ヶ谷やぐら出土・鎌倉国宝館所蔵 2-4-1

石造五輪塔  銭洗弁財天周辺やぐら群出土・銭洗弁財天所蔵 2-4-2

流鏑馬（写真）　小笠原流・武田流 □ 隅金具 国指定史跡永福寺跡出土 2-1-1

鎌倉彫（唐草文茶櫃）　竹村佳男作　伝統鎌倉彫事業協同組合所蔵 □ 鈴 同 2-1-1

刀剣　山村綱廣（正宗二十四代之裔）作／寸延び短刀（室町時代） □ 幡吊金具 同 2-1-1

赤糸縅大鎧（畠山重忠所用大鎧模写）　早乙女義隆作 □ 幡吊金具 同 2-1-1

□ 幡吊金具 同 2-1-1

軒平瓦（下向剣頭文） 北条義時法華堂跡出土 □ 蓮華蕾断片 同 2-1-2

丸瓦筒部 同 □ 黒漆地螺鈿装断片 同 2-1-3

丸瓦玉縁部 同 □ 台座蓮弁 同 2-1-4

平瓦 同 仏像断片（天衣） 同 2-1-5

青白磁梅瓶片 同 仏像断片（螺髪か） 同 2-1-6

白磁口禿皿片 同 仏像断片（手） 同 2-1-7

高麗青磁瓶片 同 作庭記（複製） 原本：個人蔵 2-1-8

青磁劃花文碗（龍泉窯系） 大倉幕府周辺遺跡群出土 永福寺瓦屋根の復元 同 2-1-9

吾妻鏡（複製） 原本：国立公文書館所蔵

三鱗文鋲 大倉幕府北遺跡出土 ■ 今小路西遺跡北谷出土の輸入陶磁器 今小路西遺跡出土

三鱗文刻印下駄 今小路西遺跡出土 ■ 　青磁浮牡丹文太鼓胴水指（蓋） 同 2-2-1

三鱗文手あぶり 浄妙寺釈迦堂ヶ谷遺跡出土 ■ 　青磁浮牡丹文太鼓胴水指（身） 同 2-2-2

三鱗文火鉢 若宮大路周辺遺跡群出土 ■ 　青磁鎬文酒会壺身（蓋） 同 2-2-3

三鱗文漆絵皿 円覚寺門前遺跡出土 ■ 　青磁鎬文酒会壺蓋（身） 同 2-2-4

三鱗文漆絵皿 若宮大路周辺遺跡群出土 ■ 　青磁浮牡丹文太鼓胴水指蓋 同 2-2-5

三鱗文漆絵皿 若宮大路周辺遺跡群出土 ■ 　青磁紅白双魚文折縁鉢 同 2-2-6

三鱗文漆絵椀 若宮大路周辺遺跡群出土 ■ 　青磁龍文大盤 同 2-2-7

三鱗文折敷片 今小路西遺跡出土 ■ 　青磁双魚文折縁小鉢 同 2-2-8

白磁四耳壺 大倉幕府周辺遺跡群出土 ■ 　青白磁小壺 同 2-2-9

青磁無頸壺 北条時房・顕時邸跡出土　 2-2-10

白磁口兀皿 北条時房・顕時邸跡出土 2-2-11

石刃　旧石器時代から縄文時代 粟船山遺跡出土 1-1-3 青磁魚文皿 大蔵幕府周辺遺跡群出土 2-2-12

黒曜石　縄文時代 鎌倉市内各地出土　 1-1-2 青磁魚文皿 藤内定員亭跡出土 2-2-13

弥生土器　壺　弥生時代 南御門遺跡出土 1-1-4 青磁折縁小鉢 政所跡出土 2-2-14

□ 木簡（天平五年銘）　奈良時代 今小路西遺跡出土 1-1-1 青白磁水滴 名越ヶ谷遺跡出土 2-2-15

白磁刻花文碗 名越ヶ谷遺跡出土 2-2-16

頼朝一代記 当館所蔵 1-2-1 青磁劃花文碗 大倉幕府周辺遺跡群出土 2-2-17

法華堂瓦 鎌倉国宝館所蔵 1-2-2 喫茶養生記（複製） 原本：寿福寺所蔵 2-2-18

天目茶碗 東勝跡出土 2-2-19

大慈寺瓦 鎌倉国宝館所蔵 1-2-2 褐釉茶入 若宮大路周辺遺跡群出土 2-2-20

御成敗式目（尊経閣文庫蔵鶴岡本レプリカ） 当館所蔵 1-3-2 茶入（瀬戸窯） 鎌倉市内出土 2-2-21

瓦経 建長寺旧境内西来庵出土 1-4-1 五鈷杵　 平等寺跡出土　鎌倉国宝館所蔵 2-3-1

日蓮聖人註画讃 当館所蔵 1-4-2 青磁算木文香炉 妙長寺裏遺跡出土 2-3-2

□ 木製不動明王像 北条時房・顕時邸跡出土　 2-3-3

五輪塔地輪　元弘３年（1333）銘 鎌倉国宝館所蔵 1-5-1 銅製観音菩薩立像 由比ガ浜中世集団墓地遺跡出土 2-3-4

銅製観音菩薩立像 大倉幕府周辺遺跡群出土 2-3-5

□ 足利持氏御教書　神田孝平旧蔵文書 鎌倉国宝館所蔵 1-6-1 銅製如来立像 若宮大路周辺遺跡群出土 2-3-6

懸仏 名越ヶ谷遺跡出土 2-3-7

玉縄城跡出土品 玉縄城跡出土 土製地蔵像 由比ガ浜中世集団墓地遺跡出土 2-3-8

　瀬戸すり鉢 同 1-7-1 銅製如来坐像 由比ガ浜中世集団墓地遺跡出土 2-3-9

　瀬戸縁釉小皿 同 1-7-2 鉄製磬 米町遺跡出土 2-3-10

　かわらけ 同 1-7-3 仏花瓶 長谷小路南遺跡出土 2-3-11

　火鉢 同 1-7-4 仏花瓶 横小路周辺遺跡出土 2-3-12

仏花瓶 長谷小路周辺遺跡出土 2-3-13

新編鎌倉志　 江戸時代　当館所蔵 1-8-1 水晶宝珠 今小路西遺跡出土     　　 2-3-14

木製品珠玉 北条時房・顕時邸跡出土 2-3-15

相模国鎌倉名所及江之島全図 明治29年(1896)　当館所蔵 1-9-1 水晶玉 材木座町屋遺跡出土 2-3-16

土製五輪塔 南御門遺跡出土 2-3-17

大正関東地震硝子乾板 鎌倉国宝館所蔵 1-10-1～5 木製五輪塔 若宮大路周辺遺跡群出土　 2-3-18

銅製五輪塔 藤内定員邸跡出土 2-3-19

水晶製五輪塔 円覚寺門前遺跡出土 2-3-20

□ 透彫金具 国指定史跡永福寺跡出土 2-1-1 青白磁相輪 若宮大路周辺遺跡群出土 2-3-21

□ 装身具片（臂釧） 同 2-1-1 □ 地鎮埋納物 笹目遺跡出土 2-3-22

□ 装身具片（瓔珞） 同 2-1-1 地鎮埋納物 由比ガ浜中世集団墓地遺跡出土 2-3-23

呪符木簡 若宮大路周辺遺跡群出土 2-3-28 地鎮埋納物 今小路西遺跡出土 2-3-24

呪符木簡 北条時房・顕時邸宅跡出土 2-3-29 木製夫婦雛 若宮大路周辺遺跡群出土　 2-3-25

□ 印判 佐助ヶ谷遺跡出土 2-3-30 人面墨書かわらけ 北条泰時・時頼邸跡出土 2-3-26

呪符木簡 北条時房・顕時邸宅跡出土 2-3-27

鎌倉歴史文化交流館　展示リスト
■神奈川県指定文化財　□鎌倉市指定文化財　　※展示品はとくに断りのない限り鎌倉市の所蔵品もしくは保管品です。また「2.中世展示室」「4.考古展示室」の資料は、断りのない限り13～14世紀の出土品です。

特集展示　北条義時とその時代

2.中世展示室　《武家の都市・鎌倉》

武家屋敷の室礼～威信財としての唐物～

0.エントランス　《現代に受け継がれる中世のワザ》

1.通史展示室

733年：原始から古代の鎌倉

1180年：頼朝の鎌倉入りと幕府の成立

1221年：承久の乱の勝利

1253年：鎌倉仏教と建長寺創建

1923年：大正関東地震から文化財保護へ

宗教都市鎌倉～中世びとの信仰と祈り～

源頼朝と幻の大寺院～永福寺～

1333年：鎌倉幕府の滅亡

1455年：鎌倉公方から古河公方へ

1512年：後北条氏の台頭と玉縄城

1685年：新編鎌倉志と参詣地化

1889年：横須賀線開通と別荘文化

葬送とやぐら～鎮魂と供養の空間～

鎌倉歴史文化交流館　〒248-0011　神奈川県鎌倉市扇ガ谷1-5-1　TEL0467-73-8501



呪符木簡 若宮大路周辺遺跡群出土 2-3-28

呪符木簡 北条時房・顕時邸宅跡出土 2-3-29 書簡（喜田貞吉宛） 当館所蔵 3-2-1

□ 印判 佐助ヶ谷遺跡出土 2-3-30 書簡（柴田常恵宛） 同 3-2-2

書簡（金子元臣宛） 同 3-2-3

若宮大路周辺遺跡群出土の埋納銭 若宮大路周辺遺跡群出土 2-5-1 書簡（住田正一宛） 同 3-2-4

仏花瓶 若宮大路周辺遺跡群出土 2-5-2 『頼朝会雑誌』 同 3-2-5

渥美窯壺 由比ガ浜中世集団墓地出土 2-5-3 『武家時代之研究』１～３巻 同 3-2-6

黄釉水注 若宮大路周辺遺跡群出土 2-5-4 『かまくら』 同 3-2-7

瀬戸黒釉水注 今小路西遺跡出土     　　 2-5-5

写真パネル、年表他

現在の鎌倉（複製） 当館所蔵 3-1-1

微苦笑藝術　鎌倉震災日記 久米正雄著　当館所蔵 3-1-2 永福寺平瓦・丸瓦 国指定史跡永福寺跡出土

人間　創刊号 鎌倉文庫　当館所蔵 3-1-3

小原牧場牛乳瓶 鎌倉市中央図書館所蔵 3-1-4

鎌倉海浜ホテル関係資料 複製（原品は鎌倉市中央図書館） 3-1-5

□ 木簡（天平五年銘） 今小路西遺跡 №1 漆絵食籠蓋　牡丹文 若宮大路周辺遺跡群 №23

■ 渥美窯産甕 史跡永福寺跡 №2 漆塗刷毛 今小路西遺跡 №24

■ 渥美窯産片口鉢 同 №3 漆塗刷毛 今小路西遺跡 №25

■ 銅製経筒 同 №4 漆絵椀　檜扇文 若宮大路周辺遺跡群 №26

■ 数珠 史跡永福寺跡 №5 漆絵皿　秋草文 大倉幕府跡 №27

■ 金の粒（舎利） 同 №6 漆絵皿　楓文 北条時房・顕時邸跡 №28

■ 白磁小壺 同 №7 漆絵皿　竹文 佐助ヶ谷遺跡 №29

■ 短刀 同 №8 漆絵皿　松喰鶴文 今小路西遺跡 №30

■ 木製櫛 同 №9 漆絵皿　亀文か 今小路西遺跡 №31

■ 皆彫骨扇 同 №10 漆絵皿　菊花文 今小路西遺跡 №32

□ 白磁四耳壺 新善光寺跡内やぐら №11 漆絵椀　柏文（型押） 大倉幕府跡 №33

□ 火葬骨 同 №12 水付け漆皿 今小路西遺跡ほか №34

□ 写経石 同 №13 □ 墨壺 北条時房・顕時邸跡 №35

□ 瓦質香炉 同 №14 □ 墨書木簡 北条泰時・時頼邸跡 №36

□ かわらけ 同 №15 墨書木簡 北条小町邸跡 №37

□ 墨書木札（結番交名） 今小路西遺跡 №16 □ 控え梁 北条時房・顕時邸跡 №38

水滴 北条常盤邸跡 №17 青磁鎬蓮弁文碗 若宮大路周辺遺跡群 №39

変形硯 北条常盤邸跡 №18 □ 青磁鎬文酒会壺 太平寺跡　別願寺所蔵 №40

□ 板締染型板 若宮大路周辺遺跡群 №19 青白磁水注 若宮大路周辺遺跡群 №41

常滑大甕 今小路西遺跡 №20 青磁鎬蓮弁文碗・白磁口禿皿（一括） 若宮大路周辺遺跡群 №42

版木 若宮大路周辺遺跡群 №21 青磁鎬蓮弁文碗（漆補修） 若宮大路周辺遺跡群 №43

漆絵食籠蓋　多彩文 若宮大路周辺遺跡群 №22

ハンズオン展示　※新型コロナ感染症対策のため、中止しております。

浜と経済活動～生と死の交錯する場～

鎌倉歴史文化交流館　〒248-0011　神奈川県鎌倉市扇ガ谷1-5-1　TEL0467-73-8501

3.近世/近現代展示室

特集コーナー：杉原千畝と小辻節三

特集コーナー：鎌倉研究の先駆者―大森金五郎―

4.考古展示室　企画展「掘り出された鎌倉の名品ーMaster piece Collection 2020―」

①滑石鍋 　②瀬戸窯おろし皿 　③備前窯すり鉢　④青白磁梅瓶

⑤常滑窯甕（押印文）　⑥赤間ヶ関硯　⑦鳴滝産砥石（仕上砥）


