
資料名 作者名 発行所 発行年 請求記号

八王子市郷土資料館常設展示ガイドブック  八王子市郷土資料館/編  八王子市教育委員会 2018 M3674/HA-001/0135

弁財天池遺跡と縄文時代中期の狛江

こまえ文化財ブックレット 4 
狛江市教育委員会/編  狛江市教育委員会 2017 C3662/2136/0016-0004 

東京都狛江市弁財天池遺跡 第15次発掘調査報告書  共和開発/編  共和開発 2010 C3662/2102/0119 

弁財天池遺跡
〔東京都〕

狛江市教育委員会/〔編〕 

〔東京都〕

狛江市教育委員会 
1992 C3662/2102/0007 -S00 

小平市史 地理・考古・民俗編  小平市史編さん委員会/編  小平市 2013 C3664/2136/0038-0002-S00 

日野市落川遺跡調査概報 10  日野市落川遺跡調査会/編集  日野市落川遺跡調査会 1995 C3673/2102/0011-0010-S00 

国指定史跡武蔵国分寺跡 附東山道武蔵路跡

僧寺伽藍中枢地域の整備 歴史公園ガイドブック

国分寺市教育委員会ふるさと

文化財課/編 

国分寺市教育委員会

ふるさと文化財課 
2020 C3666/2136/0029

武蔵国分寺跡出土基礎資料集 1 

武蔵国分寺跡出土瓦集成 鐙瓦・宇瓦 
国分寺市遺跡調査会/編  国分寺市遺跡調査会 2019 C3666/2102/0060-0001

武蔵国分寺のはなし 見学ガイド [改訂2版]
国分寺市教育委員会

ふるさと文化財課
国分寺市教育委員会 2010 C3666/1859/0003 

武蔵御嶽神社と髙尾山薬王院 特別展 
東京都江戸東京たてもの園/編

 [米崎清実/執筆] 

東京都江戸東京

たてもの園
2011 M3666/TO-002/0120

義経記 1 東洋文庫 114  佐藤謙三,小林弘邦/訳  平凡社 1982 9134/0007/0001 

義経記 2 東洋文庫 125  佐藤謙三,小林弘邦/訳  平凡社 1982 9134/0007/0002 

資料名 作者名 発行所 発行年 請求記号

八王子城 みる・きく・あるく  峰岸純夫,椚国男/編  揺籃社  1989 2913/0636/0089 

八王子城主・北条氏照 氏照文書からみた関東の戦国

多摩歴史叢書 3 
下山治久/著 たましん地域文化財団 1994 2891/0460/0094

多摩のあゆみ 第60号 北条氏照と八王子城  多摩文化資料室/編  多摩中央信用金庫  1990

発掘された八王子城  八王子市郷土資料館/編集  八王子市教育委員会  1996 M3674/HA-001/0067

八王子城 平成24年度特別展 

[八王子市]生涯学習スポーツ部文

化財課,八王子市郷土資料館/編[土

井義夫,戸井晴夫/執筆・編集] 

八王子市郷土資料館  2012 M3674/HA-001/0121 

北条氏照と八王子城 特別展図録,

平成二年七月廿二日～九月五日 
八王子市郷土資料館/編  八王子市教育委員会  1990 M3674/HA-001/0016 

松平家忠日記 角川選書 304 盛本昌広/著  角川書店  1999 2891/0837/0099

續史料大成 第19巻 家忠日記 1 復刻版  松平家忠/著 竹内理三/編  臨川書店  1967 2100/0266/0019 

續史料大成 第20巻 家忠日記 2 復刻版  松平家忠/著 竹内理三/編  臨川書店  1967 2100/0266/0020

7階図書室で関連図書が閲覧できます。

開室時間：9：30～17：30

閲覧・複写請求受付：9：30～11：30/13：00～16：30

（複写料金：白黒 30円/１枚、カラー 100円/１枚）

縄文～奈良～鎌倉時代

南北朝～戦国時代



日本甲冑史 下巻 戦国時代から江戸時代 中西立太/著  大日本絵画  2009 7567/L0021/0002

物語日本の歴史 その時代を見た人が語る 20

関ヶ原の合戦 
笠原一男/編  木耳社  1992 2100/0461/0020 

関ケ原合戦写真集  安藤英男/著  新人物往来社 1988 2104/0059/0088

戦国合戦絵屏風集成 第3巻 関ケ原合戦図  桑田忠親/他編 中央公論社 1988 7210/L0060/0003

大関ヶ原展 徳川家康没後四〇〇年記念特別展 
東京都江戸東京博物館/他編

[齋藤慎一/他解説] 

テレビ朝日,BS朝日,

博報堂DYメディア

パートナーズ 

2015
M3624/TO-003/

0450 -S00 

太田道灌と戦国時代  岩澤良岱/編  2007 2104/0205/0007

図説太田道灌 江戸東京を切り開いた悲劇の名将  黒田基樹/著 戎光祥出版  2009 2891/1012/0009 

あらかわと太田道灌 令和元年度企画展  荒川区立荒川ふるさと文化館/編  荒川区,荒川区教育委員会  2019 M3641/AR-001/0038 

資料名 作者名 発行所 発行年 請求記号

東京人 第25巻第11号,no.286(2010.9) 江戸城  都市出版  2010

江戸城天下普請の謎 別冊宝島 2578  菅野俊輔/監修 宝島社  2017 5218/0262/0017

江戸城 物語・日本の名城  戸川幸夫/著  成美堂出版 1986 5218/0051/0086

江戸城 その歴史と構造  小松和博/著  名著出版 1985 5218/0088/0085

江戸と江戸城 内藤昌/著  鹿島出版会  1979 2136/0329/0079

江戸城 築城と造営の全貌  野中和夫/著  同成社  2015 5218/0199/0015

江戸城史 増補東京城史 限定版,増補版  伴三千雄/著 名著出版  1974 2136/0171/0074-S00

江戸城下変遷絵図集 御府内沿革図書 第8巻 
幕府普請奉行/編

朝倉治彦/解説・監修 
原書房  1986 2913/0551/0008 

徳川幕府事典  竹内誠/編 東京堂出版 2003 2105/1142/0003 

芝 増上寺 秀忠とお江の寺 企画展 
東京都江戸東京博物館/編

[齋藤慎一,大橋菜都子/解説] 
東京都江戸東京博物館  2011

M3624/TO-003/

0359 -S00

大本山増上寺史 本文編  大本山増上寺/編  大本山増上寺  1999 1886/0051/0001

鹿鳴館秘蔵写真帖 江戸城・寛永寺・増上寺・

灯台・西国巡幸 
霞会館資料展示委員会/編 平凡社 1997 7480/L0219/0097

芝増上寺境内地の歴史的景観 その建築と都市的空間

近世史研究叢書 36 
伊坂道子/著  岩田書院 2013 5218/0244/0013-S00

東京都江戸東京博物館調査報告書 第27集 芝地域を

考える －愛宕山・増上寺・芝神明 

東京都江戸東京博物館都市歴史

研究室/編  [池田敬子/編集] 

東京都,東京都歴史文

化財団,東京都江戸東

京博物館 

2012
M3624/TO-003/

0167-0027

参勤交代 巨大都市江戸のなりたち  江戸東京博物館,東京新聞/編  江戸東京博物館 1997 M3624/TO-003/0220

旅からわかる江戸時代 1 

参勤交代で大移動!武士の旅 
深光富士男/著  河出書房新社 2019 2105/1963/0001

実録参勤交代 別冊宝島 2395  八幡和郎/監修  宝島社  2015 2105/1723/0015

江戸の大名屋敷  江戸遺跡研究会/著  吉川弘文館  2011 2136/0849/0011 

勤番武士の心と暮らし 

参勤交代での江戸詰中日記から 
酒井博,酒井容子/著  文芸社 2014 2105/1675/0014

歴史REAL 別冊 参勤交代と大名行列 歩く・観る・

学ぶ 洋泉社MOOK 
永井博/編著  洋泉社 2012 2105/1572/0012

大名行列を解剖する 江戸の人材派遣

歴史文化ライブラリー 282 
根岸茂夫/著  吉川弘文館 2009 2105/1356/0009

参勤交代 日本歴史叢書 新装版  丸山雍成/著 吉川弘文館 2007 2105/1321/0007

柳沢史料集成 第10巻 参勤交代史料集 御例集 [柳沢文庫保存会/編]  柳沢文庫保存会 2004 2105/0990/0010

 大江戸二百六十年 日本史の中の江戸  川崎房五郎/著  桃源社  1977 2136/0176/0077 

日本橋 描かれたランドマークの四〇〇年

江戸東京博物館開館20周年記念特別展 

東京都江戸東京博物館,朝日新

聞社/編 [我妻直美/執筆] 

東京都江戸東京博物

館,朝日新聞社 
2012

M3624/TO-003/

0360 -S00

『江戸名所図会』の研究  齊藤智美/著  東京堂出版 2013 2913/1296/0013

江戸名所図会を読む  川田寿/著 東京堂出版  1991 2913/0014/0091

続江戸名所図会を読む  川田壽/著 東京堂出版  1995 2913/1157/0095

江戸の落語柳髪新話浮世床 限定版

江戸風俗資料 第5巻 

式亭三馬,瀧亭鯉丈/作

小野武雄/校註 
展望社  1974 9135/0038/0074-S00 

江戸時代



かわら版・鯰絵にみる江戸・明治の災害情報

－石本コレクションから 

東京大学附属図書館所蔵資料展

示委員会/編

[北原糸子/他解説] 

東京大学附属図書館 2008 M3632/TO-007/0002

天下大変 江戸の災害と復興  江戸文化歴史検定協会/編集  江戸文化歴史検定協会 2016 2105/1230/016 

江戸の災害史 徳川日本の経験に学ぶ 中公新書 2376 倉地克直/著  中央公論社 2016 2105/1751/0016

江戸の自然災害 同成社江戸時代史叢書 26  野中和夫/編 同成社  2010 2105/1063/0026

安政江戸地震災害誌 上巻 東京都
C36/3693/0004-0001

-S00 

安政江戸地震災害誌 下巻 東京都総務局行政部/編  東京都総務局行政部 1973 C36/3693/0004-0002

災害絵図集 絵で見る災害の歴史  日本損害保険協会/企画・編  日本損害保険協会 1988 3693/0079/0088

江戸・東京の大地震  野中和夫/著  同成社  2013 3693/0091/0013 

大江戸鳥瞰図 
立川博章/画

竹内誠,西川武臣/監修
朝日新聞出版  2013 2136/0889/0013

江戸から東京へ 第9巻 江戸の成るまで他,索引  矢田挿雲/著  中央公論社 1981 2913/0327/0009 

資料名 作者名 発行所 発行年 請求記号

文明開化東京 明治東京史話 新版 川崎房五郎/著  光風社出版  1984 2136/0201/0084

江戸東京歴史探検 4 開化の東京を探検する 
東京都江戸東京博物館/監修

岩城紀子/責任編集 
中央公論社  2003

M3624/TO-003/

0115-0004

江戸東京歴史探検 5 帝都の誕生を覗く 
東京都江戸東京博物館/監修

湯川説子/責任編集 
中央公論社  2003

M3624/TO-003/

0115-0005

都史紀要 1 江戸から東京への展開

－東京奠都の経済的意義 
東京都/編  東京都 1953 C36/2136/0005-0001

江戸・東京1000年地図帳 ビジュアル版 別冊宝島 2330 菅野俊輔/監修  宝島社  2015 2136/0916/2330 

江戸→TOKYOなりたちの教科書 1

一冊でつかむ東京の都市形成史 
岡本哲志/著  淡交社  2017 2136/1148/0001 

古写真で見る江戸から東京へ 保存版  小沢健志,鈴木理生/監修  世界文化社  2001 2136/0690/0001

日本鉄道事始め

NHKニッポンに蒸気機関車が走った日

高橋団吉,「ニッポンに蒸気機関車

が走った日」制作班/編著
NHK出版  2018 6862/0139/0018

東京駅100周年東京駅100見聞録  佐々木直樹/著 日本写真企画  2014 6865/0046/0014

東京駅 完全保存版 別冊宝島 1919  宝島社/[編]  宝島社 2012 6865/0043/0012

東京人 第18巻第7号,no.192(2003.7)

「駅」を旅する 
都市出版  2003

山手線誕生

半世紀かけて環状線をつなげた東京の鉄道史
中村建治/著  イカロス出版  2005 6862/0076/0005

東京の都市づくりのあゆみ
東京都都市整備局都市づくり政

策部広域調整課/編 
2020 C36/5188/0045 

工部省の研究 明治初年の技術官僚と殖産興業政策  柏原宏紀/著  慶應義塾大学出版会  2009 5091/0003/0009 

大東京綜覽  中村舜二/著  大東京綜覽刊行會  1925 3182/0090/0025

淺草名所金龍山淺草寺冩眞帖  浅草寺 1884/0020/

図説浅草寺 あさくさかんのん 今むかし  金竜山浅草寺/編集  金竜山浅草寺  1996 1884/0057/0096

東京都江戸東京博物館調査報告書 第33集 浅草地域

のあゆみ 2 近代化と盛り場の変容 

東京都江戸東京博物館都市歴史

研究室/編 [沓沢博行/編集] 

東京都,東京都歴史文

化財団,東京都江戸東

京博物館

2018
M3624/TO-003/

0167-0033

浅草今昔展 企画展 図録 江戸東京博物館開館15周年

記念・浅草寺本堂落慶50周年記念・浅草観光連盟創

立60周年記念 

東京都江戸東京博物館/編

[沓沢博行/編集・執筆] 
浅草観光連盟  2008 M3624/TO-003/0317 

浅草公園凌雲閣十二階 失われた「高さ」の歴史社会学  佐藤健二/著  弘文堂 2016 2106/0783/0016

地図にみる関東大震災 関東大震災の真実 第2版  歴史地震研究会/編 日本地図センター  2013 4532/0027/0013

関東大震災の社会史 朝日選書 881  北原糸子/著 朝日新聞出版 2011 3693/0075/0011 

関東大震災 写真集  北原糸子/編 吉川弘文館  2010 2106/L0720/0010 

図説関東大震災 ふくろうの本  太平洋戦争研究会/編  河出書房新社 2003 2106/0629/0003

渋沢栄一と関東大震災 復興へのまなざし 
渋沢栄一記念財団,渋沢史料館/

編[永井美穂/編集] 

渋沢栄一記念財団,

渋沢史料館
2010 M3642/SH-001/0024

新案ポケット形大東京區分地圖 20版  文彰堂編輯部/編纂  佐藤文彰堂  1939 2903/0070/0039

明治～現代



東京今昔歩く地図帖 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 004 
井口悦男,生田誠/著  学研パブリッシング 2010 2136/0829/0010

東京空襲写真集 決定版

アメリカ軍の無差別爆撃による被害記録 

東京大空襲・戦災資料センター

/編 早乙女勝元/監修
勉誠出版  2015 2107/L0533/0015

東京大空襲 未公開写真は語る 
NHKスペシャル取材班,

山辺昌彦/著 
新潮社 2012 2107/0515/0012

焦土からの出発 東京の記憶 田中哲男/編著  東京新聞出版部  2010 2107/0509/0010

図説 東京大空襲 ふくろうの本  早乙女勝元/著  河出書房新社  2003 2107/0440/0003 

銀座と戦争 GINZA & THE WAR 増補版  平和博物館を創る会/編著  平和のアトリエ 1993 2107/L0419/0093 

ぼくの街に爆弾が落ちた 銀座・その戦争の時代

市民ライブラリー 1 
平和博物館を創る会/編著  平和のアトリエ 1994 2136/0398/0094

東京100年散歩  鷹野晃/著  海竜社 2015 2136/0924/0015

東京今昔散歩 彩色絵はがき・古地図から眺める  原島広至/著  KADOKAWA  2014 2913/1306/0014

カラーでよみがえる東京 不死鳥都市の100年  岩田真治,NHK制作班/著  NHK出版  2015 2136/0904/0015 

明治・大正・昭和東京写真大集成 石黒敬章/編・解説  新潮社  2001 2136/L0840/0001 

銀座 土地と建物が語る街の歴史  岡本哲志/著  法政大学出版局  2003 5188/0303/0003

図説 地図で暮らしを読む東京の昭和  正井泰夫/監修  青春出版社 2007 2136/0804/0007 

東京慕情 昭和30年代の風景  田中哲男/著 
東京新聞出版局

(中日新聞東京本社) 
2008 2136/0808/0008 

東京スカイツリーと東京タワー

「鬼門の塔」と「裏鬼門の塔」
細野透/著  建築資料研究社  2011 2136/0866/0011 

東京タワーが見た日本 1958-2008 
堺屋太一/編著

日本電波塔株式会社/監修
日本経済新聞出版社  2008 2107/0600/0008

東京タワー物語  前田久吉/著  東京書房  1959 6990/0004/0059

ザ・タワー 都市と塔のものがたり

東京スカイツリー完成記念特別展 

東京都江戸東京博物館/他編

 [岩城紀子/解説] 

東京都江戸東京博物

館,読売新聞社,NHKプ

ロモーション 

2012
M3624/TO-003/

0358 -S00 

地図と写真で見る東京オリンピック1964

ブルーガイド
ブルーガイド編集部/編  実業之日本社  2015 7806/0049/0015-S00

1964年東京オリンピック全記録 日本国民が奮い

立った、あの感動をもう一度! 完全保存版

TJ MOOK 

宝島社  2014 7806/0046/0014

東京オリンピック1964 とんぼの本  フォート・キシモト,新潮社/編  新潮社  2009 7806/0030/0009

東京150年 企画展 

東京都歴史文化財団,東京都江

戸東京博物館/編 [沓沢博之/執

筆・編集 春木晶子/編集] 

東京都歴史文化財団,

東京都江戸東京博物

館

2018
M3624/TO-003/

0475 -S00
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【江戸東京博物館 7階 図書室（入室無料）】

〒130-0015 東京都墨田区横網1-4-1　電話：03-3626-9974（代表）

※貸出しは行っておりません。

※貴重品・筆記用具以外は図書室内に持ち込みできません。お手荷物は図書室入口のロッカーにお預けください。

※資料の状態によってはご覧いただけない場合もあります。

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、座席数の縮小や混雑時の閲覧時間の制限、共有機器の削減等の取り組みを行っております。

　利用者の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご協力をお願いいたします。

※資料閲覧以外(休憩・飲食・受験勉強等)での利用はお断りします。


