パスファインダー〈地域資料をさがそう〉
東大和市立中央図書館 地域資料担当

第３号

２０２１年１１月１日発行

〒207-0015 東大和市中央 3-930
電 話 042-564-2454 FAX 042-564-2425
メール chuo@lib.higashiyamato.tokyo.jp

「パスファインダー」とは、
「道しるべ」という意味です。
パスファインダーは、あるテーマについて書かれた所蔵資料のリストを掲載したり、資料の検索方法を紹介したり
して、利用者の方が調べものをするお手伝いをするためのものです。
今号は、地域資料の地図資料と多摩地域の名所をご案内する本をご紹介します。
昔、そして現在の東京の風物に思いを馳せるお手伝いができましたら幸いです。
また、お天気の良い日には、図書館で借りていただいた地域資料を片手に、都内の散策をお楽しみください。

テーマ その１

東京・多摩地域の「地図」

図書館では、書籍タイプ、絵地図、１枚ものなど、いろいろな形状の地図資料を所蔵しています。
現在はインターネットで簡単に最新の地図を見ることができる時代ですが、じっくりと新旧の地図を見比べ
あんきょ

ると、今は暗渠となっている河川の昔のルートを確認できたり、自分の住まいが昔はどんな土地だったのか調
べられたりと、土地の変化を知ることができます。また、地形・地質を研究して“ブラタモリ”のような気分を
味わうなど、地図には無限の楽しみ方があります。

◆所蔵資料
書名（叢書名）
東京都北多摩郡大和村地
籍圖 １：５，０００
東京都北多摩郡大和町地
籍圖 １：６，０００
荒川・隅田川散策絵図
―源流から河口まで―

昭和３６年の東京と現在
の東京(レトロマップシ
リーズ １)
東大和市都市計画図 令
和元年９月現在 (多摩地
区都市計画図 第２２図)

（発行年順）
編・著者
不明

出版・発行所
不明

村松 昭
作・絵

国際地学協
会 編集

東京都の公園緑地マップ
２０２１
－Ｔｏｋｙｏ Ｐａｒｋ
Ｍａｐ－

発行年
不明

請求記号
館内閲覧用
貸出はして
いません

聖岳社

1988

K-290.3-01

塔文社

2004

K-291.3-04

国際地学協会

2019

K-518.8-10

東京都建設局
公園緑地部計
画課企画担当

2021

K-629.3-04

◆検索する際のキーワード
地図 絵図 マップ 都市計画 地籍図（圖）
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特徴
東大和市が村・町だった時代の
大きな１枚の地籍図です。
レファレンス室の地図キャビネ
ットに納めてあります。
誰もがその名を知る荒川と隅田
．．
川。源流がどこか、ご存じです
か？ 多くの川と合流し、やがて
水門で二つの川に分かれ、東京
湾に至るまでの長い旅路を描く
絵地図です。
大きな地図 2 枚入り。レトロ懐
かしい昭和 36 年と 2004 年の東
京を比較できます。
地域資料コーナーには多摩地区
各市町村の都市計画図がありま
す。家を建てたいとき、計画道
路のことを知りたい時など、ぜ
ひご活用ください。
憩いの場の都立公園は、
災害時の
防災拠点でもあります。
いざとい
うときのために場所を知ってお
くと便利。
大きな 1 枚地図を折り
たたんだ形状です。

テーマ その２

散策にお役立ち！ 近場のガイドブック

メジャーなガイドブックには載っていない、ご近所の名所。散策の参考にしていただける図書をご紹介します。

◆所蔵資料
書名（叢書名）
こだいらの史跡めぐり

（発行年順）
発行年
1989

請求記号
K-291.3-19

博文館新社

1990

K-213.6-04

走る歩く ＠ たま

アサヒタウン
ズ

2010

K-291.3-05

行ってみよう!! 東京水
道名所

東京都水道局
経理部管理課

2018

K-518.1-04

ＳＡＹＡＭＡ ＨＩＬＬ

西武・狭山丘
陵パートナー
ズ

2020

K-291.3-01

しゃ しん

大東京寫眞案内
－博文館版復刻－

編・著者
小平市教育
委員会社会
教育部社会
教育課 編
集
博文館編纂
部 編纂

あっと

Ｓ ＮＯＴＥＳ
－ 狭 山 丘陵 は っけ ん ノ

出版・発行所
小平市教育委
員会社会教育
部社会教育課

ート－

特徴
小平市の史跡散策コースを街道
別に設定したガイド本。小平市
に残る有形・無形の文化財を後
世に伝えるために作成された本
です。
昭和 8 年に発行された東京区部
ガイドの復刻版。昔の東京名所
をとことん紹介しています。と
にかく写真が豊富で、当時の賑
わいが存分に伝わる一冊です。
記者が実際に取材した、景色の
良い遊歩道など、ジョギングに
も散策にも向く多摩地域の 55 コ
ースをカラー写真で紹介。
東京都水道局選定の水道名所
7 か所をカラーで紹介する、コン
パクトサイズのパンフレット。
もちろん多摩湖・狭山湖・玉川上
水も入っています。
狭山丘陵は、多摩湖・狭山湖の水
源保存林を中心とした広大な丘
陵地。雑木林、湿地、里山風景が
残り、季節ごとに植物、昆虫を観
察できる自然の宝庫です。観光、
グルメも楽しめるガイド。

◆検索する際のキーワード
観光 ガイド 名所 旧跡 史跡 狭山丘陵 多摩 市町村名・地名

番外編 地域資料以外の資料もご紹介します
〇レファレンス室には国土地理院発行の地勢図・地形図があります。
1/200,000 地勢図、1/50,000 地形図、1/25,000 地形図の三種類です。
貸出はしておりませんが、コピーは可能です。登山・ハイキングなどに、ぜひご利用ください。
〇西武拝島線・狭山線など、東大和市近隣の鉄道沿線の歴史を取り上げた本をご紹介します。
書名（叢書名）
西武全線古地図さんぽ
－懐かしい西武沿線にタ
イムトリップ－

編・著者
坂上 正一
著

出版・発行所
フォト・パブ
リッシング

発行年
2018

請求記号
686.2

特徴
関東大震災を機に郊外農地の宅
地化が加速化し、また多摩湖の
観光開発の一環で、多摩地域の
鉄道が発展しました。
西武線沿線の発展・開発の軌跡
を、新旧の地図で比較できます。

今 回 紹 介し き れな か った 地 図 や ガ イ ドブ ッ ク は 、 ま だま だ あり ま す！
今 後 も パス フ ァイ ン ダー を 継 続発 行 し、 魅 力的 な 地 域資 料 をご 紹 介し て ま いり ま す。
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