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「パスファインダー」（Pathfinder)とは、疑問や問題を解決するために図書館の資料や情報を探す際

に参考となる基本資料や情報源、調べ方を紹介する「テーマ別の手引き」のことです。 

 皆様の調べものや本探しにお役立てください。 

 

江戸の情緒や石畳の路地が風情をのこす神楽坂。町の歴史や文化に興味をお持ちの方を対象に図書館

に所蔵している資料の一部をご紹介します。 

 

わからないことがありましたら、お気軽に図書館職員におたずねください。 

調べるためのキーワード 

新宿区立図書館の検索機、もしくは、新宿区立図書館ホームページ「簡単検索」で「キーワード」を 

入力すると、関連資料がどこの館にあるのか確認できます。 

《キーワード「神楽坂」を使用して検索した図書の一例》 

タイトル 出版社 著者 出版年 

ISBN 資料番号 背ラベル 

内容紹介 

『古地図で楽しむ神楽

坂さんぽ』 

宝島社 菅野 俊輔／歴史・散策

コース監修 

2021 年 06 月  

978-4-299-01632-4 0760195020 T2 291 S ｺ 

街の歴史や散策の見どころ、文化人のゆかりの地、名店と土産物などを、豊

富な写真や古地図、現代地図とともに紹介する。 

『雑学神楽坂』 角川学芸出版角川出版

企画センター 

西村 和夫／著 2010 年 10 月 

978-4-04-653731-7 0050412093 C 213.61 S ﾆ 

神楽坂の魅力を、旺盛な好奇心と緻密な時代考証により、多様な視点から考

察する。 

『粋なまち神楽坂の遺

伝子』 

東洋書店 粋なまちづくり倶楽部

／著 

2013 年 04 月 

978-4-86459-107-2 0750229089 T2 291 S ｲ 

神楽坂らしさを地形、景観、まちなみなどから読み解くとともに、これから

のまちづくりの方向を示す。 

『神楽坂界隈 二十周

年記念号』 

新宿区郷土研究会  1997 年 09 月 

ISBN なし 0700584846 

館内利用の資料です 

T2 219 S ｷ 

中世～江戸時代の神楽坂界隈を文献などから考察する。 

『神楽坂がまるごとわ けやき舎 渡辺 功一／著 2007 年 08 月 

神楽坂の今昔について調べるには 

https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/selectsearch.do?searchkbn=0&histnum=1
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/searchdetail.do?docnum=0760195020
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/searchdetail.do?docnum=0760195020
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/searchdetail.do?docnum=0050412093
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/searchdetail.do?docnum=0750229089
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/searchdetail.do?docnum=0750229089
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/searchdetail.do?docnum=0700584846
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/searchdetail.do?docnum=0700584846
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/searchdetail.do?docnum=0750294528


新宿区立図書館パスファインダー                         2021 年 10月 31日作成 

2 

 

かる本』 978-4-88546-179-8 0750294528 T2 291 S ﾜ 

神楽坂に関する総合的な解説書。タウン誌『神楽坂まちの手帖』創刊 4周

年記念出版。 
 

 

直接図書館の棚に行って探す 

図書館の資料は、テーマ（分類）ごとに番号順で並んでいます。本の背表紙には右の図のよう 

なラベルが貼ってあります。上段は別置記号、分類番号、下段は図書記号です。 

図書記号は、原則著者名のよみの頭文字です。 分類番号等について詳しくはこちら 

このパスファインダーでは、（資料番号 別置記号 分類番号 図書記号） 

の順で表記しています。   例（0060123450 R336.8-シ）       

このパスファインダーでは、調べものに役立つ図書館の資料を下記項目「専門事典・辞

典で調べる」、「地域資料コーナーで調べる」でご紹介します。 

 

専門事典・辞典で調べる 

参考図書コーナーや書架にある百科事典・辞書などを使って、調べたいことの概要を調べて基礎的な

知識を得ましょう。手掛かりとなるキーワードを増やすことや、新たな切り口を見つけることができま

す。 

資料の一部をご紹介します。 

タイトル 出版社 著者 出版年 

ISBN 資料番号 背ラベル 

内容紹介 

『日本大百科全書 5 

かく‐かる』 

小学館  1985 年 08月 

4-09-526005-X 0700207819 R 031 ﾆ 5 

百科事典。調べたいことの概要・基礎知識を簡潔に解説している。 

『日本歴史地名大系 

13 東京都の地名』 

平凡社  2002 年 07月 

4-582-49013-1 0700997489 

館内利用の資料です 

291 ﾄ 

新宿区については旧四谷地区・旧牛込地区・旧淀橋地区の 3地区に分け

られて詳細に書かれている。 

『角川日本地名大辞典 

13 東京都』 

角川学芸出版 角川日本地名大辞典編

纂委員会／編 

2009 年 08月 

978-4-04-622917-5 0760173720 

館内利用の資料です 

291 ｶ 13 

<地誌編>は、各自治体毎に構成されており、新宿区についても解説され

ている。 

『東京の地名由来辞

典』 

東京堂出版 竹内 誠／編 2006 年 03月 

4-490-10685-8 0700906628 291 ﾄ 

現行地名、歴史的地名の由来、史料上の初見、事績を解説している。 
 

  
 

Ｒ３３６．８ 

シ 

分類番号 

図書記号 

別置記号 

https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/searchdetail.do?docnum=0750294528
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/lib/files/libimg1641422764.pdf
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/searchdetail.do?docnum=0700207819
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/searchdetail.do?docnum=0700207819
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/searchdetail.do?docnum=0700997489
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/searchdetail.do?docnum=0700997489
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/searchdetail.do?docnum=0760173720
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/searchdetail.do?docnum=0760173720
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/searchdetail.do?docnum=0700906628
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/searchdetail.do?docnum=0700906628
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地域資料コーナーで調べる 

東京や新宿に関する本（地域資料）をお探しの際は、「地域資料コーナー」をお役立てください。本の背

表紙には３段のラベルが貼ってあります。上段（別置記号、分類番号）には別置記号「C」（地域資料）、

新宿に関する地域資料には中段（図書記号）に「S」を付しています。下段は巻号です。 

神楽坂エリアに位置する中町図書館の地域資料コーナーでは、「神楽坂」に関する資料を特設していま

す。神楽坂に関する資料には背表紙のラベルにピンク色の丸シールが貼ってあります。また、OPAC 検索

においては、保管場所「展示２」、請求記号「T2」と表示します。調べものや本探しの参考にしてくださ

い。 

地域資料コーナーにある資料の一部をご紹介します。 

タイトル 出版社 著者 出版年 

ISBN 資料番号 背ラベル 

内容紹介 

『漱石と歩く、明治の東

京』 

祥伝社 広岡 祐／著 2012 年 04月 

978-4-396-31575-7 0750175016 T2 J02 ﾋ 

夏目漱石の足跡と作品で、東京を豊富な写真や地図とともにめぐる。 

『地図で見る新宿区の

移り変わり 牛込編』 

東京都新宿区教育委員

会 

東京都新宿区教育委員

会 

1982 年 03月 

ISBN なし 0700478354 

館内利用の資料です 

T2 219 S ｷ 

江戸絵図、御府内沿革図書、東京実測図、地形図などが、年代順に配列され

ている（江戸時代～昭和 50 年代）。 

『新宿文化絵図 新宿

まち歩きガイド』 

新宿区地域文化部文化

国際課 

新宿区地域文化部文化

国際課／編集 

2010 年 03月 

ISBN なし 0750209155 

館内利用の資料です 

C 291 S ｼ 

新宿まち歩きコースやエッセイなどで新宿区内の由緒ある歴史や自然、文化

の魅力を紹介。 

『写真が語る新宿今と

昔』 

東京都新宿区 新宿区役所総務部総務

課 

1987 年 

ISBN なし 0700487652 C 219 S ｿ 

新宿の今(昭和 60 年頃）と昔（昭和 30 年代前後が中心）の風景が対比でき

る写真集。 

『新修＊新宿区町名 

地名の由来と変遷』 

新宿区生涯学習財団新

宿歴史博物館 

新宿区生涯学習財団新

宿歴史博物館／編 

2010 年 03月 

ISBN なし 0750063866 

館内利用の資料です 

C 291 S ｼ 

町名・古地名の位置と由来とその変遷がかなり詳しく書かれている。 

『新宿区史  第１巻 新宿区 新宿区 1998 年 03月 

https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/searchdetail.do?docnum=0750175016
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/searchdetail.do?docnum=0750175016
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/searchdetail.do?docnum=0700478354
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/searchdetail.do?docnum=0700478354
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/searchdetail.do?docnum=0750209155
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/searchdetail.do?docnum=0750209155
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/searchdetail.do?docnum=0700487652
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/searchdetail.do?docnum=0700487652
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/searchdetail.do?docnum=0750063866
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/searchdetail.do?docnum=0750063866
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/searchdetail.do?docnum=0700506460
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区成立五〇周年記念』 ISBN なし 0700506460 

館内利用の資料です 

C 219 S ｿ 1 

新宿区の原始から近代の歴史、自然環境について書かれ、地形、河川、気候

などが簡潔にまとめられている。 

『新宿区史  第２巻 

区成立五〇周年記念』 

新宿区 新宿区 1998 年 03月 

ISBN なし 0700506451 

館内利用の資料です 

C 219 S ｿ 2 

昭和 22 年の新宿区成立から平成 9 年までの歴史、区政についてまとめられ

ている。 

『新宿区史  資料編 

区成立五〇周年記念』 

新宿区 新宿区 1998 年 03月 

ISBN なし 0700506443 

館内利用の資料です 

C 219 S ｿ 

自然環境、町名由来、人口、区の組織など、統計資料が多数掲載されてい

る。 
 

 

商用データベースで調べる 

新宿区立図書館ではデータベースを使用して調べることができます。 

新宿区立図書館内で下記のデータベースをご利用いただけます。カウンターでお申し込みください。 

●ジャパンナレッジ Lib 

日本大百科全書（ニッポニカ）、週刊エコノミストなど 70以上の辞事典や雑誌などから横断検索をす

ることができます。 

新聞のデータベースでは最新記事だけでなく、過去の記事を検索することもできます。 

●朝日新聞『聞蔵Ⅱビジュアル』 

1945 年以降の朝日新聞の記事検索ができます。本文をテキスト形式で収録しています。 

《「神楽坂」を使用して検索した記事の一例》 

タイトル 『「ここは牛込、神楽坂」タウン誌地元女性２人が手作り』 

朝日新聞 1995年 1月 12 日 朝刊 

●産経新聞『産経新聞データベース』 

1992 年 9 月以降の記事テキストデータと、2014 年 1 月以降の東京朝刊、大阪夕刊の紙面切り抜きイ

メージが検索できます。 

●毎日新聞『毎索』 

1872 年創刊号から 1999年の紙面を画像で収録しています。 

《「神楽坂」を使用して検索した記事の一例》 

タイトル 『神楽坂を昔の繁華街に－地元有志計画』 

毎日新聞 1953年 10月 31 日 朝刊 

●読売新聞『ヨミダス歴史館』 

1874 年創刊からの記事検索機能と 1989年迄は紙面イメージ、1986年以降は記事テキストを収録して

います。 

《「神楽坂」を使用して検索した記事の一例》 

https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/searchdetail.do?docnum=0700506460
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/searchdetail.do?docnum=0700506451
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/searchdetail.do?docnum=0700506451
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/searchdetail.do?docnum=0700506443
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/searchdetail.do?docnum=0700506443
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タイトル 『神楽坂 正式の町名に』 

読売新聞 1951年 2月 27 日 朝刊 

●中日新聞・東京新聞『中日新聞・東京新聞記事データベース』 

中日新聞：1987 年以降の記事検索と本文、東京新聞：1997 年以降の記事検索と本文を収録していま

す。 

●日本経済新聞『日経テレコン 21』 

「日本経済新聞（1981 年 1 月～）」「日経産業新聞（1981 年 10 月～）」「日経 MJ（1985 年 10 月～）」

等の記事検索ができます。 

 

インターネットで調べる 

●新宿歴史博物館ホームページ「データベース 写真で見る新宿」 

https://www.regasu-shinjuku.or.jp/photodb/ 

新宿歴史博物館が所蔵する写真資料を閲覧できるデータベース。 

●新宿区立図書館ホームページ「新宿区の地域資料」 

https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/ciiki-data/ 

・新宿の文化・観光案内 

「新宿の文化・観光案内」情報を掲載している。 

・新宿区史索引データベース 

『新宿区史－区成立 50周年記念』（第 1巻、第 2 巻、資料編、計 1,580 ページ）の何巻、何ページ

に記載されているかを調べることができるデータベース。 

・新宿区ゆかりの人物データベース 

新宿ゆかりの人物情報を基に作成したデータベース。 

・新宿区写真掲載資料検索データベース 

新宿区立図書館で所蔵している資料の何ページに掲載されているかを調べることができるデータベ

ース。（写真の閲覧はできません。） 

など、新宿区のこと、新宿区ゆかりの人物を調べるときに役立つ資料、データベースを紹介している。 

●温故知しん！じゅく散歩 ‐新宿文化観光資源案内サイト‐ 

https://bunkakanko-annai.city.shinjuku.lg.jp/ 

●一般社団法人 新宿観光振興協会 

https://www.kanko-shinjuku.jp/ 

新宿の観光事業の振興や地域経済の活性化に寄与することを目的とする一般社団法人 新宿観光振興

協会のホームページ。 

●神楽坂 de かぐらむら 

https://kaguramura.jp/ 

まちの情報誌『かぐらむら』を引き継いで情報を発信している。 

●粋なまちづくり倶楽部 神楽坂 

https://ikimachi.net/ 

まちづくりの推進を図る NPO 法人 粋なまちづくり倶楽部のホームページ。 

 

https://www.regasu-shinjuku.or.jp/photodb/
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/ciiki-data/
https://bunkakanko-annai.city.shinjuku.lg.jp/
https://www.kanko-shinjuku.jp/
https://kaguramura.jp/
https://ikimachi.net/
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他の図書館、類縁機関等で調べる 

●新宿歴史博物館 https://www.regasu-shinjuku.or.jp/rekihaku/ 

東京都新宿区四谷三栄町 12-16 電話:03-3359-2131 FAX:03-3359-5036 

新宿区の歴史と文化に関わる資料を収集保管する新宿区立博物館。 

●新宿区立漱石山房記念館 https://soseki-museum.jp/ 

新宿区早稲田南町 7 電話:03-3205-0209 FAX:03-3205-0211 

新宿ゆかりの文豪・夏目漱石の記念館。 

 

※掲載情報は 2021 年 10月 31 日現在のものです。 

※新宿区立図書館では、このパスファインダー掲載資料の他にも関連図書を所蔵しています。 

※新宿区立図書館ホームページの所蔵検索結果の見方はこちら 

 ご覧になりたい方は、図書館職員までお問い合わせください。 

担当：新宿区立中町図書館（指定管理者 丸善雄松堂株式会社） 

https://www.regasu-shinjuku.or.jp/rekihaku/
https://soseki-museum.jp/
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/lib/files/libimg1640217858.pdf

