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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。 

テーマは「新宿区について地図から調べるには」です。私たちは普段、地図を通して土地を画的に把握

しています。そして、土地を把握すればするほど、その土地との間につながりを感じることができるので

はないでしょうか。この機会に新宿区について地図から調べてみませんか。 

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。 

新宿区 ＆ （江戸図 重ね地図 区分地図 地籍図 土地宝典 火災保険特殊地図 住宅地図 ブルー

マップ 地形図）  

 

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）       

 

1. 江戸図・切絵図から調べたい 

 『江戸切絵図集成』全 6巻 斎藤直成／編 中央公論社 1981 年 8月〜1984 年 11月 

【ISBN】(6)4-12-401496-1のみ記載あり （(1)0004364860 (2)0004364852 (3)0004364844  

(4)0004364836 (5)0004364828 (6)0004364810 C291.3 - エ） 

江戸時代末期に刊行された切絵図 4種を吉文字屋板、近江屋板、尾張屋板、平野屋板 

の刊行順に収録したものです。図版のほか、各板についての解説が付されています。 

 『復刻江戸切絵図』8,12,15,24,30 図 岩橋美術 2005 年 5月〜2006年 11月 

【ISBN】(8) 4-900838-08-X (12)4-900838-12-8 (15)4-900838-15-2 (24)4-900838-24-1  

(30)4-900838-30-6 （(8)0004230854 (12)0004230897 (15)0004230680 (24)0004230937 

(30)0004230970 C210.58 - エ） 

江戸時代の人々が持ち歩いた尾張屋版江戸切絵図を原寸・原色で復刻したものです。 

新宿区内の地図は、8,12,15,24,30図に収録されています。 

 

新宿区について地図から調べるには 

 

  
 

Ｒ３３６.８ 

シ 

分類番号 

図書記号 

別置記号 

https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/selectsearch.do?searchkbn=0&histnum=1
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/lib/files/libimg1641422764.pdf
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/searchinput.do?searching=0&menukbn=0&subkbn=2&histname=&histnum=2&bkskbn=&btskbn=&authorid=&publishid=&kenmeiid=&keyword=%E6%B1%9F%E6%88%B8%E5%88%87%E7%B5%B5%E5%9B%B3%E9%9B%86%E6%88%90&keyflg=and&title=&titflg=and&author=&autflg=and&publish=&pubflg=and&publiy1=&publiy2=&publiy3=&publiy4=&isbn=&kenmei=&kenflg=and&seiky1=&bunruicode=&prize=&przflg=and&count=10&order=&orderflg=asc
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/searchlist.do?page=1&count=10&allcount=&keyword=%E5%BE%A9%E5%88%BB%E6%B1%9F%E6%88%B8%E5%88%87%E7%B5%B5%E5%9B%B3&keyflg=and&title=&titflg=and&author=&autflg=and&authorid=&publish=&pubflg=and&publishid=&isbn=&publiy1=&publiy2=&publiy3=&publiy4=&bunrui=&bunruicode=&recommend=&syubetu=&prize=&przflg=and&nasflg=&seiky1=&kan=01&kan=02&kan=03&kan=04&kan=05&kan=07&kan=08&kan=09&kan=10&kan=11&kan=12&kan=20&kan=21&kanflg=&media=&order=publish&man=&zastilcod=&gcode=&gtype=&searching=0&menukbn=0&subkbn=2&histname=&histnum=2&listtype=0&orderflg=asc&kenmei=&kenmeiid=&kenflg=and&bkskbn=&btskbn=&orderdispchange=publish&orderflgdispchange=asc


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

2 

 

2. 区分地図から調べたい 

 『東京市十五区番地界入地図』東京郵便局／編 人文社 1986 年 8月 

【ISBN】記載なし （0003687299 C291.3 - ト） 

東京郵便電信局が郵便集配業務のため調査し、編纂した五千分の一地図の復刻です。詳細な

地図で、町名、番地、主要な建物などが掲載されています。 

 『複刻大東京三十五区分詳図』地形社／著 人文社 1996年 5月 

【ISBN】(牛込区)4-7959-1561-X (四谷区)4-7959-1560-1 (淀橋区)4-7959-1575-X 

（(牛込区) 0004111144 (四谷区)0004111136 (淀橋区) 0004102903 C210.75 - Sシ） 

空襲による崩壊直前の東京、三十五区の区分詳細図です。 

新宿区立図書館では、牛込区・四谷区・淀橋区の区分詳細図を所蔵しています。 

 『新宿区 本図 1:8,000 - 東京都区分地図 4』昭文社 2008 年 

【ISBN】978-4-398-80524-9 （0004262840 C291.3 - Sシ） 

新宿区を 1枚の詳しい案内地図と付録の便利ガイドで紹介したものです。 

 

3. 地籍図から調べたい 

 『地籍台帳・地籍地図［東京］』2,3,5,6,巻 地図資料編纂会／編 柏書房 1989年 3月 

【ISBN】(2)4-7601-0471-2 (3)4-7601-0472-0 (5)4-7601-0474-7 (6)4-7601-0475-5

（(2)0003934044 (3)0003934036 (5)0003934010 (6)0003934001 C345.4 - チ） 

全 7巻＋別巻があり、明治末期 15区 4郡の土地所有状況を表しています。四谷区と牛込区 

が 2,3,5,6巻に収録されています。 

 『東京地籍図 新宿区編』全 3巻 不二出版 2011 年 5月 

【ISBN】(1)978-4-8350-6416-1 (2)978-4-8350-6417-8 (3)978-4-8350-6418-5 

（(1)0050422108 (2)0050422092 (3)0050422084 C345.4 - S ト） 

関東大震災からの復興期、首都東京では区画整理が始まり町名番地が変更されました。 

この資料では、戦前期新宿の景観を知ることができます。 

 

4. 住宅地図から調べたい 

 『火災保険特殊地図』都市整図社 戦前 1987 年，戦後 1999 年 

【ISBN】記載なし （戦前(淀橋区)0004118085 (四谷区)0004118093 (牛込区)0004118109  

戦後(1)0004118077 (2)0004119182 (3)0004119174 (4)0004119166 U291 - Sカ） 

火災保険料算定のために、昭和の初めから 30 年代までに作られた地図です。番地や住民の 

氏名のほか、建築物の構造や材質、井戸や消火栓の位置が記載されています。 

 『昭和前期日本商工地図集成 第 1期 - 東京・神奈川・千葉・埼玉』 地図資料編纂会／編 

柏書房 1987 年 6月 【ISBN】4-7601-0338-4 （0003510710 C291.0 - シ） 

商工地図は市街地の商店や会社等を案内するために作成された都市案内図です。昭和 3〜11 

年刊の「大日本職業別明細図」のうち東京・神奈川・千葉・埼玉地域分を復刻して収録。 

 『新修＊新宿区町名誌 - 地名の由来と変遷』新宿区生涯学習財団新宿歴史博物館／編・発行 

2010年 3月 【ISBN】記載なし （0004243310 C291.3 - Sキ） 

町名・古地名の位置と由来、そしてその変遷が詳しく書かれています。 

現・旧町名・旧地名の索引もあります。 

 

https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/searchdetail.do?docnum=0003687299
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/searchinput.do?searching=0&menukbn=0&subkbn=2&histname=&histnum=2&bkskbn=&btskbn=&authorid=&publishid=&kenmeiid=&keyword=%E8%A4%87%E5%88%BB%E5%A4%A7%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E4%B8%89%E5%8D%81%E4%BA%94%E5%8C%BA%E5%88%86%E8%A9%B3%E5%9B%B3&keyflg=and&title=&titflg=and&author=&autflg=and&publish=&pubflg=and&publiy1=&publiy2=&publiy3=&publiy4=&isbn=&kenmei=&kenflg=and&seiky1=&bunruicode=&prize=&przflg=and&count=10&order=&orderflg=asc
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/searchdetail.do?docnum=0004262840
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/searchinput.do?searching=0&menukbn=0&subkbn=2&histname=&histnum=2&bkskbn=&btskbn=&authorid=&publishid=&kenmeiid=&keyword=%E5%9C%B0%E7%B1%8D%E5%8F%B0%E5%B8%B3%E3%83%BB%E5%9C%B0%E7%B1%8D%E5%9C%B0%E5%9B%B3%EF%BC%BB%E6%9D%B1%E4%BA%AC%EF%BC%BD&keyflg=and&title=&titflg=and&author=&autflg=and&publish=&pubflg=and&publiy1=&publiy2=&publiy3=&publiy4=&isbn=&kenmei=&kenflg=and&seiky1=&bunruicode=&prize=&przflg=and&count=10&order=&orderflg=asc
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/searchinput.do?searching=0&menukbn=0&subkbn=2&histname=&histnum=2&bkskbn=&btskbn=&authorid=&publishid=&kenmeiid=&keyword=%E6%96%B0%E5%AE%BF%E5%8C%BA%E3%80%80%E5%9C%B0%E7%B1%8D%E5%9B%B3&keyflg=and&title=&titflg=and&author=&autflg=and&publish=&pubflg=and&publiy1=&publiy2=&publiy3=&publiy4=&isbn=&kenmei=&kenflg=and&seiky1=&bunruicode=&prize=&przflg=and&count=10&order=&orderflg=asc
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/searchinput.do?searching=0&menukbn=0&subkbn=2&histname=&histnum=2&bkskbn=&btskbn=&authorid=&publishid=&kenmeiid=&keyword=%E7%81%AB%E7%81%BD%E4%BF%9D%E9%99%BA%E7%89%B9%E6%AE%8A%E5%9C%B0%E5%9B%B3&keyflg=and&title=&titflg=and&author=&autflg=and&publish=&pubflg=and&publiy1=&publiy2=&publiy3=&publiy4=&isbn=&kenmei=&kenflg=and&seiky1=&bunruicode=&prize=&przflg=and&count=10&order=&orderflg=asc
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/searchdetail.do?docnum=0003510710
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/searchdetail.do?docnum=0004243310
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 『ゼンリン住宅地図 東京都新宿区』ゼンリン 2021 年 10月 

【ISBN】978-4-432-50024-6 （0060697744 U291.3 - Sゼ - ’21） 

国土地理院作成の地図を基にして作成し、建物の形状や居住者名等を記した縮尺 1/1500 

の詳細な地図です。住宅地図（新宿区）の所蔵一覧はこちら 

 『ブルーマップⅡ 新宿区 202012』ゼンリン 2020 年 12月 

【ISBN】978-4-432-50417-6 （0060704870 U291.3 - ブ - ’20） 

 『ゼンリン住宅地図』の上に登記所備え付けの公図を重ね合わせて、「地番」と「住居表示 

番号」を分かりやすく対照できるようにしたものです。 

ブルーマップ（新宿区）の所蔵一覧はこちら 

 

5. 地形図から調べたい 

 『東京都地形図 二千五百分の一』東京都都市計画局／著 武揚堂  

【ISBN】記載なし ((四ツ谷)0003687489 (高田馬場)0003687398 (新宿御苑)0003687438 

(歌舞伎町)0003687411 (市ヶ谷駐屯地)0003687462 (池袋)0003687363 (江古田)0003687347 

(江戸川橋)0003687446 (神田)0003687470 (小石川)0003687454 (中央公園)0003687420 

(中野)0003687371 (長崎)0003687355 (東中野南部)0003687403 (東中野北部)0003687380 

(明治神宮)0003687497 (元赤坂)0003687502 C454 - Sト) 

一枚物の区部・市町村部の地形図です。 

新宿区立図書館では、新宿区が掲載されている地図を所蔵しています。 

 『明治前期・昭和前期東京都市地図 2』清水靖夫／編集 柏書房 1996 年 1月 

【ISBN】4-7601-1224-3（0002845392 C291.3 - メ - 2） 

第 1部で地域ごとの大まかな変容の特徴を把握でき、第 2部でその詳細を追跡できます。 

新宿区の地図は 22-27p,64-82pに掲載されています。 

 『帝都地形図 1922-47』第 3-4集・別冊 井口悦男／編 之潮 2005年 3 月 

【ISBN】(3), (4), (別冊)ともに 978-4-902695-02-1 

（(3)0004358658 (4)0004358666 (別冊)0004358682 C291.3 - Sテ） 

大正 11（1922）年〜昭和 22（1947）年に都市計画用地図として作られた 1/3000地形図を 

原寸のまま掲載しています。 

 

6. 沿革図集から調べたい 

 『新宿区地図集』東京都新宿区教育委員会／編・発行 1979 年 3月 

【ISBN】記載なし （0000232391 C291.3 - Sキ） 

江戸時代から太平洋戦争後までの地図を基に作成してあり、「地図編」、「解説編」、 

「目録編」で構成されています。 

 『地図で見る新宿区の移り変わり』 全 5巻 新宿区教育委員会／編・発行 

1982年 3月〜1987 年 8月 【ISBN】記載なし 

（(牛込編)0004639502 (四谷編)0003779856 (淀橋・大久保編)0003567027 

(戸塚・落合編)0003567043 (索引編)0001189328 C213.61 - Sキ） 

牛込編、四谷編、淀橋・大久保編、戸塚・落合編、索引編の 5 巻からなり、各地域 

の変遷を詳細に紹介しています。 

 

https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/searchdetail.do?docnum=0060799682
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/searchlist.do?page=1&count=10&allcount=&keyword=%E6%96%B0%E5%AE%BF%E5%8C%BA%E3%80%80%E4%BD%8F%E5%AE%85%E5%9C%B0%E5%9B%B3&keyflg=and&title=&titflg=and&author=&autflg=and&authorid=&publish=&pubflg=and&publishid=&isbn=&publiy1=&publiy2=&publiy3=&publiy4=&bunrui=&bunruicode=&recommend=&syubetu=&prize=&przflg=and&nasflg=&seiky1=&kan=01&kan=02&kan=03&kan=04&kan=05&kan=06&kan=07&kan=08&kan=09&kan=10&kan=11&kan=12&kan=20&kan=21&kanflg=&media=&order=publish&man=&zastilcod=&gcode=&gtype=&searching=0&menukbn=0&subkbn=2&histname=&histnum=2&listtype=0&orderflg=asc&kenmei=&kenmeiid=&kenflg=and&bkskbn=&btskbn=&orderdispchange=publish&orderflgdispchange=asc
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/searchdetail.do?docnum=0060704870
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/searchlist.do?page=1&count=10&allcount=&keyword=%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%97%E3%80%80%E6%96%B0%E5%AE%BF%E5%8C%BA&keyflg=and&title=&titflg=and&author=&autflg=and&authorid=&publish=&pubflg=and&publishid=&isbn=&publiy1=&publiy2=&publiy3=&publiy4=&bunrui=&bunruicode=&recommend=&syubetu=&prize=&przflg=and&nasflg=&seiky1=&kan=01&kan=02&kan=03&kan=04&kan=05&kan=06&kan=07&kan=08&kan=09&kan=10&kan=11&kan=12&kan=20&kan=21&kanflg=&media=&order=publish&man=&zastilcod=&gcode=&gtype=&searching=0&menukbn=0&subkbn=2&histname=&histnum=2&listtype=0&orderflg=asc&kenmei=&kenmeiid=&kenflg=and&bkskbn=&btskbn=&orderdispchange=publish&orderflgdispchange=asc
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/searchlist.do?page=2&count=10&allcount=&keyword=%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%9C%B0%E5%BD%A2%E5%9B%B3%E3%80%80%E4%BA%8C%E5%8D%83%E4%BA%94%E7%99%BE%E5%88%86%E3%81%AE%E4%B8%80&keyflg=and&title=&titflg=&author=&autflg=and&authorid=&publish=&pubflg=&publishid=&isbn=&publiy1=&publiy2=&publiy3=&publiy4=&bunrui=&bunruicode=&recommend=&syubetu=&prize=&przflg=&nasflg=&seiky1=&kan=01&kan=02&kan=03&kan=04&kan=05&kan=06&kan=07&kan=08&kan=09&kan=10&kan=11&kan=12&kan=20&kan=21&kanflg=&media=&order=&man=&zastilcod=&gcode=&gtype=&searching=0&menukbn=0&subkbn=0&histname=&histnum=1&listtype=0&orderflg=&kenmei=&kenmeiid=&kenflg=&bkskbn=&btskbn=&orderdispchange=&orderflgdispchange=asc
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/searchdetail.do?docnum=0002845392
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/searchinput.do?searching=0&menukbn=0&subkbn=0&histname=&histnum=1&count=10&bkskbn=&btskbn=&authorid=&keyword=%E5%B8%9D%E9%83%BD%E5%9C%B0%E5%BD%A2%E5%9B%B3%E3%80%801922-47&keyflg=and&author=&autflg=and&publiy1=&publiy2=&publiy3=&publiy4=&kan=01&kan=02&kan=03&kan=04&kan=05&kan=06&kan=07&kan=08&kan=09&kan=10&kan=11&kan=12&kan=20&kan=21
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/searchdetail.do?docnum=0000232391
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/searchinput.do?searching=0&menukbn=0&subkbn=2&histname=&histnum=2&bkskbn=&btskbn=&authorid=&publishid=&kenmeiid=&keyword=%E5%9C%B0%E5%9B%B3%E3%81%A7%E8%A6%8B%E3%82%8B%E6%96%B0%E5%AE%BF%E5%8C%BA%E3%81%AE%E7%A7%BB%E3%82%8A%E5%A4%89%E3%82%8F%E3%82%8A&keyflg=and&title=&titflg=and&author=&autflg=and&publish=&pubflg=and&publiy1=1982&publiy2=&publiy3=1987&publiy4=&isbn=&kenmei=&kenflg=and&seiky1=&bunruicode=&prize=&przflg=and&count=10&order=&orderflg=asc
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インターネットで調べる 

 東京国立博物館所蔵 古地図データベース 

https://webarchives.tnm.jp/infolib/meta_pub/G0000002070607HM 

東京国立博物館が所蔵する江戸時代の地図類を検索・閲覧できるデータベースです。 

 

 国際日本文化研究センター所蔵地図データベース https://lapis.nichibun.ac.jp/chizu/ 

近世の都市地図を中心に、国際日本文化研究センター所蔵の地図資料画像を閲覧できます。 

 

 農業・食品産業技術総合研究機構：農業土地利用変遷マップ 

http://aginfo.cgk.affrc.go.jp/altmap/index.html.ja 

明治初期の大縮尺図である、参謀本部陸軍部測量局による「東京 5千分の 1」図の画像が閲覧 

できます。 

 

 国土交通省：地籍調査 Web サイト：地籍調査状況マップ 

http://www.chiseki.go.jp/map/index.php 

都道府県・市区町村別の、地籍調査の実施状況、地籍調査進捗率、地籍調査等の実施地域 

の地図を調べることができます。 

 

 新宿区みんなの GIS https://www.sonicweb-asp.jp/shinjuku/ 

新宿区の「道路台帳平面図」「街区基準点」「都市計画情報」などを閲覧できます。 

 

 国土地理院 https://www.gsi.go.jp/ 

 地理院地図 https://maps.gsi.go.jp/ 

地形図、写真、標高、地形分類、災害情報など、日本の国土の様子を閲覧できます。 

地理院地図の使い方 http://maps.gsi.go.jp/help/intro/index.html 

 地図記号：項目別一覧 

https://www.gsi.go.jp/KIDS/map-sign-tizukigou-h00tizukigou.htm 

地図記号と地形図の読み方の解説などを掲載しています。 

 

 

 

 

※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：新宿区立中央図書館 
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