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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。 

 

都営戸山ハイツは東京都新宿区戸山 2 丁目、新宿から北方へ約 2 ㎞に位置する大規模住宅団地です。戦

後、住宅不足に困っていた東京都に対し進駐軍が建設資材を提供し、昭和 24 年に 1052 戸の水洗トイレ付木

造住宅（平屋）を建築。その後昭和 43年から鉄筋高層アパートへと改築が始まり、現在の姿となりました。

近年では住居者の高齢化など課題も抱えていますが、集合住宅の元祖として深い歴史を持ち、小説の舞台や

集合住宅研究の対象にもなっています。 

新宿区立図書館の資料で身近な地域の成り立ちやその場所での出来事について調べてみませんか。 

 

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。 

戸山ハイツ 戸山 公営住宅 都営住宅 住宅団地 団地 戸山団地 

 

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）       

 

地域資料コーナーへ(分類番号の前に別置記号「C」、図書記号の前に｢S｣が付いています。) 

 

関連する分類番号 テーマ 

213.6 東京都の歴史 

291 日本の地理 

527 住宅建築 

672 商業史・事情 

 

 

戸山ハイツについて調べるには 

  
 

Ｒ３３６．８ 

シ 

分類番号 

図書記号 

別置記号 

資料の一部をご紹介します→ 

●『1970 年代の再生(建替え)後、約 40 年を経た都内の団

地の原点ともいえる戸山ハイツの現状と今後の展望に関す

る調査研究』公益財団法人アーバンハウジング／編 2014

年 4月 (0550399850 C527‐S セ) 

戸山ハイツの歴史、住居者の生活実態等を調査した報告書

です。 

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/searchdetail.do?docnum=0550399850
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/searchdetail.do?docnum=0550399850
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/searchdetail.do?docnum=0550399850
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● 『東京風土図』産経新聞社会部／編 社会思想社 1993 年 10月 【ISBN】4-390-50192-5 

 (0800741840 R291‐サ) 

新宿区の頁(p47)には「①箱根山は見ていた（戸山町、西大久保）」の欄があり、戸山ハイツの成立に

ついての記述があります。 

● 『東京消えた街角 新装版』加藤 嶺夫／著 河出書房新社 2009 年 2月 

【ISBN】978-4-309-27084-5 (0860015393 C213.6‐カ) 

新宿区の頁(p39)には「昭和 43年 3月 10日都営住宅戸山ハイツ 新宿区戸山 2-32 先から東方」の写

真が見開きで掲載されています。 

● 『新宿彩物語～時と人の交差点～ 新宿区成立 70 周年記念誌』新宿区総務部総務課／編 星雲社 

2017 年 6月 (0560061835 C219‐Sソ) 

江戸時代と現代の地図を比較することができる資料です。戸山ハイツの成立や昭和 50 年の戸山ハイ

ツ鉄筋高層化についての記述もあります。 

 

専門事典・辞典で調べる 

● 『新宿区史 第 2巻 区成立五〇周年記念』新宿区 1998年 3月 (0500975047 C219‐Sソ‐2) 

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

ています。戸山ハイツについては第 2巻に数か所記述があり、p178には「戸山ハイツ平面図」が、p223

には「戸山ハイツ建て替え事業概要」が掲載されています。 

 

雑誌・新聞・視聴覚資料（ＣＤ・ＤＶＤ等）で調べる 

雑誌 

● 国立国会図書館雑誌記事索引 

1948 年以降の雑誌記事を検索できます。（1948 年～1974 年は人文・社会系のみ）。キーワードに「戸

山ハイツ」及び関連用語を入力すると、関連記事の載っている雑誌名、号数の特定ができます。 

 検索結果の一部をご紹介します→ 

・「団地の年輪 戸山ハイツと高島平団地に見る」福住 治夫・高島 平吾 『東京人』1992 年

2月号 7巻 2号(53 号)教育出版 1992 年 2月 （0030176239 閉架 雑誌一般） 

ニュータウンの草分けともいえる戸山ハイツと高島平団地について、建設から 40 年余りが経過

した時点での課題や住民の声がまとめられています。 

・「気がつくと戸山ハイツの住人になっていた。(特集 地図を片手に 江戸東京 空想エア散歩。)」

柴崎 友香 『東京人 2020-9』都市出版 2020 年 9月 （0031276279 閉架 雑誌一般） 

戸山ハイツを舞台とした小説『千の扉』について、著者である柴崎友香さんが語った記事です。 

 『千の扉』柴崎 友香／著 中央公論新社 2017 年 10 月【ISBN】978-4-12-005011-4

（0560066290 J36‐シバ） 

新聞 

各新聞の原紙の所蔵館は、新宿区立図書館ホームページ図書館新聞などの目録でご確認ください。 

また新聞縮刷版（朝日・読売・毎日・日経）も区内図書館で所蔵しています。所蔵館についてはお問い合

わせください。 

https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/searchdetail.do?docnum=0800741840
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/searchdetail.do?docnum=0860015393
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/searchdetail.do?docnum=0560061835
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/searchdetail.do?docnum=0500975047
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/searchdetail.do?docnum=0030176239
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/searchdetail.do?docnum=0030176239
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/searchdetail.do?docnum=0031276279
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/searchdetail.do?docnum=0560066290
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/newspaper/
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商用データベースで調べる 

● ヨミダス歴史館【読売新聞】 

1874 年の讀賣新聞創刊から最新版までの記事を収録、紙面イメージで表示します。 

 キーワード「戸山ハイツ」での検索結果の一部をご紹介します→ 

「初応募でズバリ「１４９９倍」 戸山ハイツ抽選 ああクジ運／東京・新宿」1973 年 1月 9 日 

朝刊 p23 

● 毎索【毎日新聞】 

記事検索：毎日新聞東京本社発行の朝夕刊最終版の全文(1987 年～)、大阪本社、西部本社、中部本

社、北海道支社、各都道府県の地方版の記事を収録。即日収録、毎日更新。 

 キーワード「戸山ハイツ」での検索結果の一部をご紹介します→ 

「新宿区：建替え急いでと陳情－戸山ハイツ居住者有志」1967 年 8月 8日 朝刊 p16 

● 産経新聞データベース【産経新聞】 

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

メージが検索可能です。 

 キーワード「戸山ハイツ」での検索結果の一部をご紹介します→ 

「復活した「ご近所づきあい」 支え合う老い 東京・新宿の住民組織「戸山未来・あうねっと」」  

2019年 9月 20日 (東京版) 朝刊 p14 

 

インターネットで調べる 

新宿区のウェブサイト 

● 新宿区史索引データベース https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/kusi/ 

(2021 年 10月 20日確認) 

『新宿区史 区成立五〇周年記念』（第 1巻、第 2 巻、資料編、計 1580 頁）の内容のデータベース化。 

検索したい事柄が、上記区史の何巻、何頁に記載されているかを調べることができます。 

● 新宿区写真掲載資料検索データベース https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/photograph/ 

(2021 年 10月 20日確認) 

新宿区ゆかりの人物・新宿区に所在している建物・地名などの写真が、新宿区立図書館で所蔵してい

る資料の何頁に掲載されているかを調べることができます。 

● 新宿区公式ホームページ https://www.city.shinjuku.lg.jp/ 

(2021 年 10月 20日確認) 

新宿区サイト内検索で「戸山ハイツ」に関する地域のお知らせ等を調べられます。 

● 新宿区史年表 http://www.city.shinjuku.lg.jp/kusei/70kinenshi/ 

(2021 年 10月 20日確認) 

旧石器時代から平成時代まで新宿区に関して年代ごとにまとめられた年表です。 

● 新宿区ゆかりの人物データベース https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/jinbutuyukari/ 

(2021 年 10月 20日確認) 

キーワードに「戸山ハイツ」と入力すると戸山ハイツに住んでいた人物の情報を調べられます。 

 

https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/kusi/
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/photograph/
https://www.city.shinjuku.lg.jp/
http://www.city.shinjuku.lg.jp/kusei/70kinenshi/
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/jinbutuyukari/
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その他のウェブサイト 

● CiNii Articles - 日本の論文をさがす https://ci.nii.ac.jp/ 

(2021 年 10月 20日確認) 

学協会刊行物・大学研究紀要・国立国会図書館の雑誌記事索引データベースなどの学術論文情報を検

索できます。 

 キーワード「戸山ハイツ」で検索すると関連論文を探すことができます。 

検索結果の一部をご紹介します→ 

「都営戸山ハイツにおける高齢者の住まい方からみた 継続居住に関する研究」古賀 繭子・定

行 まり子 『都市住宅学』公益社団法人都市住宅学会 2013 年 83 号 p73-78 

 

他の図書館、類縁機関等で調べる 

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

(2021 年 10月 20日確認) 

〒160-0008 東京都新宿区四谷三栄町 12-16  電話 03-3359-2131 FAX 03-3359-5036 

新宿区に関する歴史資料を収集保存し、展示公開。新宿区の歴史・文化について、大型の模型や展示

品で紹介しています。区内図書館にはない戸山ハイツ関連資料も所蔵しています。 

● 国立国会図書館 東京本館 https://www.ndl.go.jp/ 

(2021 年 10月 20日確認) 

〒100-8924 千代田区永田町 1-10-1 電話 03-3581-2331（代表） 

国立国会図書館サーチで、全国の公共図書館、学術研究機関等が提供する資料、デジタルコンテンツ

を総合的に検索できます。 

 

戸山ハイツを訪ねる 

● 戸山生涯学習館 

〒162-0052 東京都新宿区戸山 2-11-101 電話 03-3207-1181  FAX03-5272-8270 

戸山ハイツ敷地内の都立戸山公園に隣接する生涯学習館です。2階では戸山ハイツ全体の完成予定像

の模型を展示しています。(昭和 55年設置)。同 2階に新宿区立戸山図書館もあります。 

● マップを片手に、戸山ハイツ周辺を歩いてみる（戸山ハイツ西通り商店会） 

『ぶらり戸山イラストマップ』早稲田大学創造理工学研究科 2019 年 

(0004369216 C672.1‐Sブ) 

戸山地域の商店などを掲載したイラストマップです。戸山地域と早稲田大学西早稲田キャンパス周辺

の歴史もイラストでまとめられています。 

 

※掲載情報は 2021 年 10月 20 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；新宿区立戸山図書館（株式会社図書館流通センター） 

https://ci.nii.ac.jp/
https://www.regasu-shinjuku.or.jp/rekihaku/
https://www.ndl.go.jp/
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/searchdetail.do?docnum=0004369216
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/lib/files/libimg1640217858.pdf

