
　　　「北区」が登場する本のリスト 　　　 2022年10月1日現在　★・網掛：追加分

Ｎｏ. カナ 著者名 書　　名 出版社 請求記号 掲載頁・地名

1 ｱｶｾ 赤瀬川　源平 オブジェを持った無産者 河出書房新社 704 P345（東十条駅）

2 ｱｶｾ 赤瀬川　源平 実業美術館 文藝春秋 069.8 P98（田端駅）、P172～（国立印刷局滝野川工場）

3 ｱｶｾ 赤瀬川　源平 東京随筆 毎日新聞社 915.6/ｱｶ
Ｐ48(田端）、Ｐ50～53（王子・王子稲荷・名主の滝・赤
羽・上中里・旧古河庭園）、Ｐ263（赤羽）

4 ｱｶｾ 赤瀬川　源平 目利きのヒミツ 岩波書店 914.6/ｱｶ Ｐ25（赤羽）

5 ｱｷﾊﾞ 秋庭　俊 帝都東京・地下の謎８６ 洋泉社 10/518.8

P20～21（王子、赤羽、神谷、地下鉄南北線車両基
地、神谷堀公園、西が丘サッカー場）、P34～35（赤
羽、志茂、神谷、王子、西ヶ原など地下鉄南北線沿
線にある地下防火水槽がある公園リスト）

6 ｱｷﾔ 秋山　秀一 大人のまち歩き 新典社 20/291.09
Ｐ121～128（岡安堂・北とぴあ・飛鳥山公園・アスカ
ルゴ・紙の博物館・北区飛鳥山公園・渋沢史料館・音
無親水公園・名主の滝・王子稲荷神社）

7 ｱｸﾀ 芥川  喜好 画家たちの四季 読売新聞社 720.8 P60～（滝野川）

8 ｱｸﾀ 芥川　也寸志 音楽の基礎 岩波書店 761 P27（滝野川）

9 ｱｸﾀ 芥川　也寸志 私の音楽談義 筑摩書房 B/760.4 P240・241（「田端の思い出」の章）

10 ｱｸﾀ 芥川　龍之介 大震日録（芥川龍之介全集10巻） 岩波書店 918.68/ｱｸ P148～151、P164

11 ｱｸﾀ 芥川　龍之介 田端日記（芥川龍之介全集2巻） 岩波書店 918.68/ｱｸ P264～272

12 ｱｸﾀ 芥川　龍之介 田端人（芥川龍之介全集12巻） 岩波書店 918.68/ｱｸ P111～P114、P166

13 ｱｸﾀ 芥川　龍之介 東京田端（芥川龍之介全集9巻） 岩波書店 918.68/ｱｸ P263～266、298、360

14 ｱｸﾀ 芥川　瑠璃子 影灯籠 人文書院 288.3 P7～22（田端での龍之介）

15 ｱｸﾀ 芥川　瑠璃子 双影 新潮社 910.268/ｱｸ P9～

16 ｱｻｲ 浅井　建爾
知らなかった！驚いた！日本全国
「県境」の謎

実業之日本社
20/291.04
291.04

P96～97（浮間の管轄変更）

17 ｱｻｲ 浅井　建爾 東京23区境界の謎 自由国民社 291.36
Ｐ83～86（浮間）、Ｐ145～149（滝野川区）、Ｐ164～
167（豊島）
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18 ｱｻｲ 朝井　まかて 悪玉伝 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913.6/ｱｻ Ｐ86（飛鳥山）

19 ｱｻｸ 朝倉　文夫 彫塑余滴 朝倉彫塑館 46/712.1 P232～（王子）

20 ｱｻﾀﾞ アサダ　ワタル 住み開き 筑摩書房 B/361.7 P95～99（まれびとハウス／田端）

21 ｱｻﾋ 朝日新聞社会部 東京地名考（朝日文庫）（上） 朝日新聞社 10/291.36 P393～P410

22 ｱｻﾋ 朝日新聞出版 空撮ＪＲ車両基地 朝日新聞出版 516.5 P90～93（尾久車両センター・田端運転所）

23 ｱｻﾐ
浅見光彦を愛する
会

浅見光彦の謎 コアラブックス
20/910.268/ｳ
ﾁ

P18～35

24 ｱｼﾀﾞ 芦田　正次郎 北区史跡散歩 学生社 20/291.36

25 ｱｽｵ
「明日を拓く匠」制作
委員会

明日を拓く匠 ぎょうせい 20/509.21 北区内のものづくりの達人/企業紹介

26 ｱﾀﾞﾁ
足立区立郷土博物
館

足立区立郷土博物館紀要　第36号
足立区立郷土博
物館

45/069.61
P19～22（職工向け住宅－同潤会千住緑町分譲住
宅－（著者本間孝夫氏（北区の歴史を学ぶ会会員）
／赤羽分譲住宅）

27 ｱﾂﾐ 渥美　清 赤とんぼ　渥美清句集 本阿弥書店 911.368/ｱﾂ P74（田端駅）

28 ｱﾄｳ 阿刀田　高 街のアラベスク 新潮社 913.6/ｱﾄ
P13(王子・飛鳥山）、P14（滝野川１丁目・飛鳥山・王
子・栄町・梶原）

29 ｱﾄｳ 阿刀田　高 面影橋 中央公論社 913.6/ｱﾄ

★30 ｱﾄｳ 阿刀田　高 陽気なイエスタデイ 文芸春秋 914.6/ｱﾄ P１１４（東京ゲーテ記念館）

31 ｱﾄﾍﾞ 跡部　蛮
古地図で謎解き江戸東京「まち」の歴
史

双葉社 10/213.6 P225～229（王子）

32 ｱﾍﾞ 阿部　了 東京商店夫婦 交通新聞社 10/672.13
Ｐ20～23（パリーシューズ/靴屋　西ヶ原）、Ｐ80～83
（赤羽・美声堂/音楽ＣＤ・カセット販売店　赤羽）

33 ｱﾏﾉ 天野　頌子 陰陽屋へようこそ ポプラ社 20/913.6ｱﾏ
王子が舞台（王子稲荷神社・王子第二小学校・王子
桜中学校）

34 ｱﾏﾉ 天野　頌子 よろず占い処陰陽屋あやうし ポプラ社 20/913.6/ｱﾏ P8（飛鳥山）、P30（飛鳥高校）

35 ｱﾏﾉ 天野　頌子 よろず占い処陰陽屋へようこそ ポプラ社 20/913.6/ｱﾏ 王子が舞台（王子稲荷神社・王子桜中）
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36 ｱﾏﾉ 天野　頌子 よろず占い処陰陽屋の恋のろい ポプラ社 20/913.6/ｱﾏ P38～（王子稲荷神社）、P218（王子の狐）

37 ｱﾏﾉ 天野　頌子 よろず占い処陰陽屋猫たたり ポプラ社 20/913.6/ｱﾏ 王子が舞台（飛鳥高校・王子稲荷神社）

38 ｱﾗｼ 嵐山　光三郎 江戸東京　味の散歩道 山川出版社 10/596.04
P187～193（飛鳥山公園・音無川親水公園・扇屋・王
子稲荷・名主の滝公園・斎藤酒場）

39 ｱﾗｼ 嵐山　光三郎 美妙、消えた。 朝日新聞社 913.6/ｱﾗ
P225～226、229（王子村字岸・王子稲荷・名主の
滝）、P252(滝野川・王子・飛鳥山公園）

40 ｱﾗｼ 嵐山　光三郎 美妙　書斎は戦場なり 中央公論社 913.6/ｱﾗ
P278～280（王子村岸・名主の滝公園・王子稲荷）、
P306（滝野川・飛鳥山公園)

41 ｱﾗﾅ 荒波　力 火だるま槐多 春秋社 A/723.1/ﾑﾗ
P161～168、P174、P176、P183、P189、P193、
P216、P218～222、P317～318（田端）、P196（飛鳥
山）

42 ｱﾗﾏ 荒俣　宏 日本妖怪巡礼団 集英社 147.6 P67(王子）

43 ｱﾗﾏ 荒俣　宏 日本妖怪巡礼団 集英社 20/147.6 P68～71（王子の狐／王子稲荷）

44 ｱﾘｻ 有坂　蓉子 ご近所富士山の「謎」 講談社 20/163.1 十条富士

45 ｱﾘｻ 有坂　蓉子 富士塚ゆる散歩 講談社 20/163.1 P86（田端富士）、P117、133（十条富士）

46 ｱﾘﾖ 有吉　佐和子 和宮様御留 講談社 913.6/ｱﾘ P330（荒川・赤羽・王子）

47 ｱﾜｻ 泡坂　妻夫 織姫かえる 文藝春秋 913.6/ｱﾜ

48 ｱﾝｻﾞ 安西　水丸 東京美女散歩 講談社
10/915.6/ｱﾝ
915.6/ｱﾝ

Ｐ303～312（上中里－西ヶ原－王子周辺散策。平塚
神社、旧古河庭園、地震の科学館、東京ゲーテ記念
館、飲食店／Ｔａｇｅｎ、ホテル／ＬＯＮＤＯＮ、卵焼屋
／扇屋、音無親水公園、石神井川／音無川、王子
神社、飛鳥山、王子稲荷神社、カレー店／ムル
ギー、名代久寿餅／石鍋商店、いなり幼稚園、名主
の滝）

49 ｱﾝﾄﾞ 安藤　広重 広重名所江戸百景 小学館 10/721.8 P26～（王子・飛鳥山／錦絵）
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50 ｱﾝﾄﾞ 安藤　優一郎 江戸・東京の歴史と地理 日本実業出版社 10/291.36

P47(王子稲荷・王子権現）、P95（王子区・滝野川区
／昭和7年の東京の区域）、P120（飛鳥山・飛鳥山公
園）、P13（赤羽・十條・尾久／同潤会が供給した住
宅の分布）、P136～137（岩淵水門）

51 ｱﾝﾄﾞ 安藤　優一郎 古地図のひみつ メイツ出版 291.03 P74～75（王子権現・飛鳥山）

52 ｱﾝﾄﾞ 安藤　優一郎 山手線お江戸めぐり 潮出版社 10/291.36 P66～71（田端）、P72～76（駒込）

53 ｱﾝﾄﾞ 安東　能明 限界捜査 祥伝社 913.6/ｱﾝ 北区赤羽が舞台。

54 ｱﾝﾄﾞ 安東　能明 侵食捜査 祥伝社 913.6/ｱﾝ
北区赤羽が舞台。他に岩渕水門、王子、飛鳥山、都
電荒川線、滝野川等もあり。

55 ｱﾝﾄﾞ 安東　能明 ソウル行最終便 祥伝社 913.6 P22（赤羽駅）

56 ｱﾝﾍﾞ アンベール 幕末日本図絵　下 雄松堂書店 291.09
Ｐ58（王子権現豊年祭り／版画）、Ｐ219（王子権現、
王子稲荷神社）、Ｐ270（音無川）、Ｐ273～375（王子
稲荷神社）

57 ｲｲﾀﾞ 飯田　則夫 図説日本の軍事遺跡 河出書房新社 210.6
P52～53（東京第一陸軍造兵廠・北区立中央公園文
化センター・王子・十条・赤羽・堀船・北区立中央図
書館）

58 ｲｲﾀﾞ 飯田　則夫 TOKYO軍事遺跡 交通新聞社 291.3

59 ｲｲﾉ 飯野　頼治 東京の川を歩く さきたま出版社 10/291.36 Ｐ249～260（石神井川）、Ｐ484（荒川）

60 ｲｶﾞﾊ 五十畑　弘 図説日本と世界の土木遺産 秀和システム 510.2 P48～49（旧岩淵水門／志茂）

61 ｲｶﾗ いからし　ひろき 東京もっこり散歩 自由国民社 10/291.36 P22～25（飛鳥山古墳/王子）

62 ｲｸﾞﾁ 井口　悦男 東京今昔街角散歩
JTBパブリッシン
グ

10/291.36
P74～75（駒込・上中里）、P76～77（王子・飛鳥山・
西ヶ原・上中里）

63 ｲｸﾞﾁ 井口　悦男 よみがえる都電
学研パブリッシン
グ

20/686.91
P134～141(王子駅・王子稲荷神社・飛鳥山・王子電
気軌道・王子電車・赤羽駅）

64 ｲｸﾀ 生田　誠
朝日新聞社機が撮った1960～70年
代の鉄道駅

フォト・パブリッシ
ング

686.21 P90～95（田端操車場・王子駅・赤羽駅）
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65 ｲｹ 池　亨 みる・よむ・あるく東京の歴史　３ 吉川弘文館 10/213.6 P90（北区の商店街）

66 ｲｹ 池　亨 みる・よむ・あるく東京の歴史　７ 吉川弘文館 10/213.6 P122～127（王子・滝野川）、P128～133（浮間）

67 ｲｹｳ 池内　紀 東京いいまち一泊旅行 光文社 915.6/ｲｹ
P39～50（十条・王子／篠原演芸場、演芸通り商店
街）

68 ｲｹｳ 池内　紀 森の紳士録 岩波書店 481.7 P182（王子／キツネ）

69 ｲｹﾀﾞ 池田　信 1960年代の東京 毎日新聞社 20/748
P169（西ヶ原一里塚）、P170～171（石神井川／王子
本町１丁目～滝野川２丁目付近、北区役所旧庁舎、
元滝野川中学校）

70 ｲｹﾅ 池波　正太郎
池波正太郎が書いたもうひとつの「鬼
平」「刺客」「梅安」

武田ランダムハウ
スジャパン

912.6/ｲｹ P289（王子権現）

71 ｲｹﾅ 池波　正太郎 雲霧仁左衛門　　後編 新潮社 B/913.6/ｲｹ P63～（王子稲荷）

72 ｲｹﾅ 池波　正太郎 剣客商売　波紋 新潮社 913.6/ｲｹ P275～（夕紅大川橋、後半あたり）

73 ｲｹﾅ 池波　正太郎 剣客商売　波紋 新潮社 B/913.6/ｲｹ

P300～336（夕紅大川橋 九章　武蔵の国・北豊島
郡・中里　平塚明神が舞台になっている。他に飛鳥
山・王子道・道灌山・王子稲荷・平塚明神の鎧塚な
ど）

74 ｲｹﾅ 池波　正太郎 梅安最合傘 講談社 B/913.6/ｲｹ
P22、P.33、P.50、P57～63（王子稲荷・王子権現・飛
鳥山・音無川・滝野川）

75 ｲｻﾞｶ 居酒屋散策同人会 昼ベロ酒場　東京編 辰巳出版 596.7
P95～99（赤羽立ち飲み屋街／川栄、馬ん馬んいく
どん、立ち飲みいこい本店・支店、丸健水産）

76 ｲｻﾞﾍﾞ ｲｻﾞﾍﾞﾗ･ﾊﾞｰﾄﾞ イザベラ・バードの日本紀行 下巻 講談社 B/291.0 P221（王子）、P235（赤羽）、P241（田端・飛鳥山）

77 ｲｼｲ 石井　柏亭 日本絵画三代志 ぺりかん社 720.2 P29～（王子・滝野川印刷）、P56（岩淵）

78 ｲｼｲ 石井　象二郎
虫に食べられないアズキを求めて
人間ライブラリー　２

偕成社（児） 289/ｲｼ
Ｐ38（農林省農事試験場／西ヶ原、東京府北豊島郡
滝野川村大字西ヶ原、滝野川消防署）

79 ｲｼｲ 石井　庸雄 東京探見 甲陽書房 10/291.36 P38(飛鳥山）、P52(浮間公園）、P74（旧古河庭園）
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80 ｲｼｲ 石井　正己 文豪たちの関東大震災体験記 小学館 369.31 P58～67（田端文士村）、P156（田端）、P170（赤羽）

81 ｲｼｶ 石川　光陽 痛恨の昭和 岩波書店 210.7 P18～19（赤羽銀座・飛鳥山）

82 ｲｼｶ 石川　淳 至福千年（石川淳全集8巻） 筑摩書房 918.68/ｲｼ

83 ｲｼｶ 石川　日出志 農耕社会の成立 岩波書店 210.27
P53（御殿前遺跡／西ヶ原遺跡群、田端駅）、P54（田
端）

84 ｲｼｶ 石川　博司 石佛雑記ノート　５８ 多摩野佛研究会 20/718.4 P18～30（北区庚申塔巡り）

85 ｲｼｸﾞ 石黒　三郎 図説鉄道パノラマ地図 河出書房新社 291.03 P38～39（都電荒川線）

86 ｲｼｸﾞ 石黒　順子 訪問看護師さゆりの探偵ノート 講談社 913.6
P5・.317（飛鳥山）、P156・257・283・287・293・344・
370（音無川）、P273・276・378・298・362（王子・王子
署）

87 ｲｼﾂﾞ 石塚　紀久雄 大場政夫の生涯 東京書籍 20/788.3 P38（王子商店街にあった帝拳ジム）

88 ｲｼﾀﾞ 石田　千 踏切みやげ 平凡社 914.6/ｲｼ 王子

89 ｲｼﾀﾞ 石田　千 平日 文藝春秋 10/915.6/ｲｼ P2７～50（十条）

90 ｲｼﾀﾞ 石田　千 踏切趣味 筑摩書房 914.6/ｲｼ P7～12（赤羽～十条）

91 ｲｼﾔ 石山　勇人 ラーメンＣＬＩＭＡＸ　2013 リイド社 596.38
P12～13（上十条／らあめんHAJIME）、P72（志茂／
ほうきぼうし）

92 ｲｽﾞﾐ 泉　　麻人 街のオキテ 　 B/913.6/ｲ

93 ｲｽﾞﾐ 泉　　麻人 大東京23区散歩 講談社 915.6/ｲｽﾞ
P254～259（田端・王子・飛鳥山）、P260～265（十条・
赤羽・浮間）
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　　　「北区」が登場する本のリスト 　　　 2022年10月1日現在　★・網掛：追加分

Ｎｏ. カナ 著者名 書　　名 出版社 請求記号 掲載頁・地名

94 ｲｽﾞﾐ 泉　　麻人 大東京23区散歩 講談社 B/915.6/ｲｽﾞ

P161（王子）、P478（浮間舟渡）、P494（王子・赤羽）、
P495（渋沢栄一）、P518（西ヶ原）、P524（芥川龍之
介／田端文士村作家）、P527～539（「北区【その一】
田端・王子・飛鳥山」の章）、P540～553（「北区【その
二】十条・赤羽・浮間」の章）,P554(都電荒川線，王
電、王子電気軌道）、P555・.559（船形神社、堀船）、
P557（田端新町）、P566（王子・王子電車）、P567(王
電）、P663（北／北区の略）、P666(昭和町）P667（赤
羽岩淵、小山酒造）、P668(尾久駅）

95 ｲｽﾞﾐ 泉　　麻人 東京23区物語 主婦の友社 40/915.6/ｲｽﾞ

96 ｲｽﾞﾐ 泉　　麻人 新・東京23区物語(新潮文庫） 新潮社 10/291.36

97 ｲｽﾞﾐ 泉　　麻人 東京いつもの喫茶店 平凡社 10/596.7 P146～149（アトリエ･ﾄﾞ･ﾘｰﾌﾞ／北区立中央図書館）

98 ｲｽﾞﾐ 泉　　麻人 気になる物件 扶桑社 915.6/ｲｽﾞ
P236～238「王子のキツネ」の章（音無川・北とぴあ・
王子稲荷神社・久寿餅石鍋商店／王子駅近辺を散
策）

99 ｲｽﾞﾐ 泉　麻人 東京いい道、しぶい道 中央公論新社 915.6/ｲｽﾞ
P53～57(志茂駅、志茂銀座、七溜商店街、熊野神
社、岩淵水門、小山酒造

100 ｲｽﾞﾐ 泉　麻人 青春の東京地図 筑摩書房 10/915.6 P94～95（「十条演芸場通り」の章）

101 ｲｽﾞﾐ 泉　麻人 大東京のらりくらりバス遊覧 東京新聞 291.3
P83～84（Ｋバスルート、紅葉橋、榎本ハンバーグ研
究所、古河庭園、田端銀座商店街、赤紙仁王、中央
図書館、中央公園文化センター）

102 ｲｽﾞﾐ 泉　ゆたか 猫まくら　眠り医者ぐっすり庵
実業之日本社文
庫

B/913.6/ｲｽﾞ
西ヶ原/小説の舞台　飛鳥山・滝野川・王子稲荷が
出てくる

103 ｲﾁｶ 市川　礼子 石ってふしぎ 柏書房 458.21 P134（王子稲荷神社）
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　　　「北区」が登場する本のリスト 　　　 2022年10月1日現在　★・網掛：追加分

Ｎｏ. カナ 著者名 書　　名 出版社 請求記号 掲載頁・地名

104 ｲﾁﾉ 一之瀬　和郎 かわいそうな河合荘 一粒書房
29／913.6／
イチ

P67～89（「貧乏神との対話」／志茂に住む著者が王
子方向に進む間に北区内の各所が出てくる。）

105 ｲﾄｳ 伊東　悦代 東京現代遺跡発掘の旅 交通新聞社 291.361
カバー折り返し部分に「北区滝野川の古本屋で見つ
けた～」の文章・P86（旧紙の博物館／王子）、P92
（幻の引き込み線／王子・赤羽）

106 ｲﾄｳ 伊藤　隆之
今日、見に行くことができる国宝・需
要文化財レトロ建築

地球丸 521.6 P18～21（晩香蘆・青淵文庫／旧渋沢家飛鳥山邸

107 ｲﾄｳ 伊藤　栄洪 豊島区史跡散歩＜新版＞ 学生社 291.361

Ｐ42（飛鳥山、王子）、Ｐ４５（種屋／「江戸切絵図」に
も載っている滝野川三軒屋の一軒）、49Ｐ（王子、飛
鳥山、王子電車）、54Ｐ（西ヶ原四丁目）、Ｐ56（北区
の金剛寺、滝ノ川）

108 ｲﾅｶﾞ 稲垣　忠彦 総合学習を創る 岩波書店 375 P3（飛鳥山）

109 ｲﾅｶﾞ 稲垣　足穂 東京きらきら日誌 潮出版 914.6/ｲﾅ
P49～54（田端時代の室生犀星）、P55～88（滝野川
南谷端）

110 ｲﾅｶﾞ 稲垣　足穂 稲垣足穂全集９ 筑摩書房 918.68/ｲﾅ 滝野川南谷端P443（滝野川）

111 ｲﾇﾔ 犬山　紙子 街コンのホントのところ 新人物往来社 152.1 P69～88（赤羽）

112 ｲﾉｳ 井上　明久 惜春 河出書房新社 913.6/ｲﾉ P102～（田端文士村）

113 ｲﾉｳ 井野上　裕伸 赤ひげの末裔たち 文藝春秋 913.6/ｲﾉ
北区が舞台（北とぴあ・王子神社・赤羽・新河岸川・
岩淵水門）

114 ｲﾉｼ 井下　優子 東京週末「坂道」散歩 ぱる出版 291.361
Ｐ25～36（不動坂・ポプラ坂・与楽寺坂・飛鳥大阪・王
子稲荷の坂）

115 ｲﾉｾ 猪瀬　直樹 作家の誕生 朝日新聞社 910.26/ｲﾉ
P44～48（平塚らいてう）、P47（田端駅）、P114・115
（芥川龍之介）、P114（王子）、P200・202（王子製
紙）、P202（十條製紙）
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　　　「北区」が登場する本のリスト 　　　 2022年10月1日現在　★・網掛：追加分

Ｎｏ. カナ 著者名 書　　名 出版社 請求記号 掲載頁・地名

116 ｲﾌﾞｾ 井伏　洋介 さよならの週末 幻冬舎 B/913.6/ｲﾌﾞ
P11、86（東十条、上中里）、P127（赤羽駅前）、P133
（十条駅）、P182、196（東十条駅）

117 ｲﾏｲ 今井　晶子 キャバレーダンスホール20世紀の夜 グラフィック社 673.98 P48～53（赤羽ハリウッド）

118 ｲﾏｲ 今井金吾/編著 半七の見た江戸 河出書房新社 910.268/ｵｶ P69（王子稲荷）、P133（飛鳥山）

119 ｲﾏｲ 今井　金吾 江戸っ子の春夏秋冬 河出書房新社 10/210.5
P58（王子稲荷・岸町）、P69～P77（飛鳥山）、P165
（道灌山）、P186（滝野川）

120 ｲﾏｲ 今井　金吾 「半七捕物長」江戸めぐり 筑摩書房 B/210.5
P17（滝野川村・西ヶ原村・王子村・上条村・中里村・
豊島村）

121 ｲﾏｵ 今尾　恵介 東京凸凹地形案内　２ 平凡社 10/291.36 P30～35（王子・滝野川）、P35～41（赤羽・西が丘）

122 ｲﾏｵ 今尾　恵介 東京凸凹地形案内　３ 平凡社 10/291.36 P54～59（都電荒川線・王子駅前-早稲田）

123 ｲﾏｵ 今尾　恵介 地図が隠した「暗号」 講談社 Ｂ/448.9 P34（十条）

124 ｲﾏｵ 今尾　恵介 地図で読む昭和の日本 白水社 210.7
P114～123（浮間・荒川・新河岸川・中外製薬・岩淵
水門・埼京線・北赤羽）、　P254～268（尾久）

125 ｲﾏｵ 今尾　恵介 東京凸凹地形散歩 平凡社 10/454.91

Ｐ136～145第3章山手・西北編（王子・滝野川の章／
きつね塚・石神井川・王子神社・音無親水公園・飛鳥
山公園）、Ｐ14～153（赤羽・西が丘の章／八幡神社
のある台地・第一の谷（八幡谷）・第二の谷・赤羽自
然観察公園・第三の谷（稲付谷））

126 ｲﾏｵ 今尾　恵介
鉄道唱歌と地図でたどるあの駅この
街

朝日新聞出版社
20/686.21
686.21

Ｐ90～92（王子、飛鳥山、荒川）、Ｐ123～130（田端、
王子、王子製紙工場、石神井川、大蔵省印刷局／
現・国立印刷局、飛鳥山、滝野川、音無親水公園、
王子電軌道／都電荒川線、赤羽）

127 ｲﾜｲ イワイサトシ
私がしあわせな東京豆大福五〇の
覚書き

東京ニュース通信
社

596.65
Ｐ56～57（「平塚亭つるおか」の章／西ヶ原にある和
菓子屋）

128 ｲﾜｶﾞ 岩垣　顕
歩いて楽しむ江戸東京旧街道
めぐり

街と暮らし社 10/291.36 P148（西ヶ原）、P149～161（JR王子駅～赤羽駅）
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　　　「北区」が登場する本のリスト 　　　 2022年10月1日現在　★・網掛：追加分

Ｎｏ. カナ 著者名 書　　名 出版社 請求記号 掲載頁・地名

129 ｲﾜｻ 岩崎　京子 花咲か 偕成社 913.6
P14・207（霜降橋）、P17（浮間ヶ原）、P42～44（王
子）、P49～50・187（飛鳥山）、P215～216（田端）、
P224・226（西ヶ原）

130 ｲﾜｼ 岩下　尚史 芸者論 雄山閣 384.9 Ｐ170（王子、岩淵）

131 ｲﾜﾐ 岩見　隆夫 総理の娘 原書房 312.1
Ｐ266～301（小渕恵三元首相、次女小渕優子へのイ
ンタビュー（優子の幼少時代からの話））

132 ｲﾝｸ ｲﾝｸ･ｲﾝｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 庭園散歩　西洋の庭 グラフィック社 629.2 P152～153（旧古河庭園）

133 ｳｲ 宇井　邦夫 東京の熊野神社 巌松堂出版 10/175.93
P41～45（七社神社・王子神社・紀州神社・熊野神
社）

134 ｳエﾀﾞ うゑだ　さと士 昭和を走ったチンチン電車 新日本出版社 10/686.91
P39（飛鳥山）、Ｐ40～41（都電荒川線）、Ｐ43（王子駅
前）

135 ｳｴﾉ 上野　敏彦 そば打ち一代 平凡社 673.97 P7（滝野川）、P82（中里、聖学院）

★136 ｳｴﾑ 植村　峻 世界の銀行券 印刷局朝暘会 337.4 P65（王子村・滝野川工場）

★137 ｳｻﾐ 宇佐美　まこと 羊は安らかに草を食む 祥伝社 913.6
Ｐ５（京浜東北線王子駅北口）Ｐ６（音無さくら緑地・
緑の吊り橋・音無もみじ緑地）

138 ｳｽｲ 薄井　ゆうじ 透明な方舟 講談社 20/913.6/ｳｽ

Ｐ8・93・94・（赤羽）、P96（赤羽・赤羽郷・赤羽台）、
P109（赤羽）、P110ｐ（赤羽「梅の木」・「セキネ食堂」・
荒川）、P111（八幡神社）P114（「赤羽屋」・八幡神
社）、P119（赤羽郷・桐ケ丘団地）、P120（赤羽郷）、
P122（赤羽台団地）、P123（王子）P124（赤羽台団
地）、P125（赤羽郷・八幡神社）、P127（八幡神社・八
幡小学校）、P133（赤羽郷）、P254（赤羽）※著者は
幼年時代4年間赤羽に在住。

139 ｳｽｷﾞ 宇杉　和夫 まち路地再生デザイン 彰国社 518.84
P107～109、P215～217　（赤羽台団地／ヌーヴェル
赤羽台）

140 ｳﾀﾞｶ 歌川　広重 歌川広重富士三十六景 二玄社 721.8 P26～27（東都飛鳥山の絵図）
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　　　「北区」が登場する本のリスト 　　　 2022年10月1日現在　★・網掛：追加分

Ｎｏ. カナ 著者名 書　　名 出版社 請求記号 掲載頁・地名

141 ｳﾀｶﾞ 歌川　広重 広重TOKYO 講談社 721.8

P244（新荒川大橋）、P246～257（飛鳥山北の眺望・
王子音無川堰埭世俗大瀧卜唱・王子不動之瀧・王
子瀧の川・王子稲荷の社・王子装束ゑの木大晦日
の狐火）

142 ｳﾁﾀﾞ 内田　宗治
「水」が教えてくれる東京の微地形散
歩

実業之日本社 10/291.36 P179～192（王子、滝野川）

143 ｳﾁﾀﾞ 内田　宗治 地形で解ける！東京の街の秘密50 実業之日本社 10/291.36 P116(王子駅付近の石神井川、谷田川、飛鳥山)

144 ｳﾁﾀﾞ 内田　宗治 東京鉄道遺産１００選 中央公論新社
10/686.21

Ｐ99～106（王子・十条・赤羽に広がる軍事工場、十
条／東京陸軍造兵廠電気軌道跡、赤羽／陸軍兵器
補給廠引込線跡）、Ｐ125～131（都電荒川線／王子
－飛鳥山近辺）

145 ｳﾁﾀﾞ 内田　康夫 金沢殺人事件 祥伝社 27/913.6/ｳﾁ

146 ｳﾁﾀﾞ 内田　康夫 蜃気楼 講談社 913.6/ｳﾁ

147 ｳﾁﾀﾞ 内田　康夫 極秘調査ファイル　浅見光彦の秘密 祥伝社 910.268/ｳﾁ P90～102、112

148 ｳﾁﾀﾞ 内田　康夫 極秘調査ファイル　浅見光彦の真実 祥伝社
20/910.268/ｳ
ﾁ

P50～51、P92、P112～

149 ｳﾁﾀﾞ 内田　康夫/編 はじめての小説（ミステリー） 実業之日本社 27/913.68/ｳﾁ

150 ｳﾁﾀﾞ 内田　康夫
名探偵浅見光彦のニッポン不思議
（ミステリアス）紀行

学研 915.6/ｳﾁ
P201～203（上中里駅・平塚神社・平塚亭・旧古河庭
園・滝野川小学校・飛鳥山・王子駅・北区飛鳥山博
物館・王子権現・音無川）

151 ｳﾁﾀﾞ 内田　康夫

152 ｳﾁﾀﾞ 内田　百聞 私の「漱石」と「竜之介」 筑摩書房 B/910.2/ﾅﾂ P223、P244

153 ｳﾁﾀﾞ 内田　青蔵 お屋敷拝見 河出書房新社 523.1 P36～43（旧古河庭園）

154 ｳﾉ 宇野　浩二 芥川龍之介（昭和文学全集3） 小学館 918.6/ｼｮ

≪名探偵・浅見光彦シリーズに登場する北区の地名リスト≫（最後部）をご覧ください
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　　　「北区」が登場する本のリスト 　　　 2022年10月1日現在　★・網掛：追加分

Ｎｏ. カナ 著者名 書　　名 出版社 請求記号 掲載頁・地名

155 ｳﾉｻ 宇野澤　辰雄
日本のステンドグラス宇野澤辰雄の
世界

白揚社 751.5 Ｐ70～79（晩香廬・青淵文庫）

156 ｳﾝﾉ 海野　弘 江戸よ語れ 河出書房新社 913.6/ｳﾝ P85～95（西ヶ原）

157 ｳﾝﾉ 海野　弘 東京の盛り場 六興出版 10/213.6

158 ｳﾝﾉ 海野　弘 新編東京の盛り場
アーツアンドクラ
フツ

10/382.13

159 ｴｸﾆ 江國　滋 絵本・落語風土記 河出書房新社 B/779.1 P182～187（王子の狐）

160 ｴﾄｳ 江藤　淳 文学と私・戦後と私 新潮社 B/914.6/ｴﾄ P249～261

161 ｴﾝﾁ 円地　文子 円地文子全集　第5巻 新潮社 918.68/ｴﾝ 狐火（王子）

162 ｴﾝﾁ 円地　文子 狐火（新潮現代文学19） 新潮社 918.6/ｼﾝ P281

163 ｴﾝﾄﾞ 遠藤　哲夫 大衆食堂パラダイス！ 筑摩書房 B/596.0 P54（王子／秀楽）　P97（十条／天将・斎藤酒場）

164 ｴﾝﾄﾞ 遠藤　宏之 地名は災害を警告する 技術評論社 291.01

Ｐ94（北区/ゲリラ豪雨地域）、Ｐ116～121（北区荒川
流域/「首都圏は災害地名の宝庫」の章）、Ｐ124（岩
淵水門）、Ｐ166（赤羽）、Ｐ177（浮間）、Ｐ213（田端）、
Ｐ216（平塚）、Ｐ231（袋小学校/赤羽北）

165 ｵｲﾚ オイレンブルク 日本遠征記　上 雄松堂書店 291.09
Ｐ128～131（王子へ遠足・遠乗り・扇屋・飛鳥山・王
子稲荷・王子権現）

166 ｵｵｶ 大角　修 「宮沢賢治」の誕生 中央公論新社 910.268/ﾐﾔ P177（西ヶ原／農事試験場）

167 ｵｵｶ 大川　渉 下町酒場巡礼 四谷ラウンド 673.98

P103（田端新町／神谷酒場）、P129（東十条／埼玉
屋）、P132（東十条／新潟屋）、P203（上十条／斎藤
酒場）、P207（十条仲原／大林酒場）、Ｐ214（王子／
山田屋）、Ｐ216(滝野川／高木）、Ｐ220（赤羽／まる
ます家）

168 ｵｵｻﾞ 大笹　吉雄 女優二代　鈴木光枝と佐々木愛 集英社 20/775.1 P19（赤羽）　P124～（文化座・田端駅）
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169 ｵｵｼ 大島　和雄 東京の文学風景を歩く　続 風濤社 10/910.2/ｵｵ

P151～177（田端駅、田端文士村記念館、東覚寺、
赤紙仁王、大龍寺、正岡子規、板谷波山、横山作次
郎、旧古川庭園、地震の科学館、西ヶ原一里塚、飛
鳥山公園、渋沢史料館、飛鳥山博物館、紙の博物
館、王子神社、音無親水公園、王子駅）

170 ｵｵｼ 大島　健二 下町の名建築さんぽ エクスナレッジ 521.6
P178～185（王子区、滝野川区・音無親水公園・音無
橋・そば清/東十条、霜降銀座商店街）

171 ｵｵﾀ 太田　和彦 東京エレジー 集英社 291.36 Ｐ8～23（田端）

172 ｵｵﾀ 太田　和彦 太田和彦の居酒屋味酒覧 新潮社 596.7
P78（斎藤酒場/十条の居酒屋）、P79（まるます屋/
赤羽の居酒屋）

173 ｵｵﾀﾞ 大平　一枝
日々の散歩で見つかる山もりのしあ
わせ

交通新聞社 291.36
P76～81(十条・十条銀座・十条富士見・十条仲通り・
園芸通り・フジサンロード)

174 ｵｵﾀ 大竹　聡 五〇年酒場へ行こう 新潮社 596.7
「赤羽の酒はホッとするねえ！」の章。
P139～150（赤羽界隈、まるます家、小川酒造）

175 ｵｵﾀ 大竹　道茂 江戸東京野菜
農村漁村文化協
会

10/626

P11（滝野川ゴボウ、滝野川ニンジン）、P13（滝野川
ゴボウ）、P21（滝野川村)、P26（滝野川人参）、P37
（滝野川の種屋街道）、P115～（滝野川村・滝野川西
区民センター）

176 ｵｵﾆ 大西　隆 人口減少時代の都市計画 学芸出版社 20/518.8 P228～234（神谷・豊島地区密集市街地整備）

177 ｵｵﾉ 大野　暁彦 日本の美しい庭園図鑑 エクスナレッジ 629.21 P66～69(旧古河庭園／西ヶ原）

178 ｵｵﾏ 大町　桂月 東京遊行記（文学地誌「東京」叢書3） 大空社 10/291.36

179 ｵｵﾔ 大山　顕 団地さん エンターブレイン 527.8 P8～15（赤羽台団地）

180 ｵｵﾔ 大山　顕 団地の見究 東京書籍 527.8
P74、75（豊島5丁目団地）、P78,79（都営浮間1丁目
アパート6号棟）、P104、105（都営浮間1丁目アパー
ト7号棟）

181 ｵｵﾔ 大山　誠一郎 密室蒐集家 原書房 913.6/ｵｵ P166～167（西ヶ原）
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　　　「北区」が登場する本のリスト 　　　 2022年10月1日現在　★・網掛：追加分

Ｎｏ. カナ 著者名 書　　名 出版社 請求記号 掲載頁・地名

★182 ｵｶ 岡　山鳥 江戸名所花暦 八坂書房 10/291.36
P42、44～45（飛鳥山、金輪寺、王子稲荷）、P53王子
村、P100（飛鳥山）、P162（与楽寺、無量寺）、P185
（平塚神社）

183 ｵｶｻﾞ Ｊ．Ｃ．オカザワ Ｊ．Ｃ．オカザワの昼めしを食べる 晶文社 10/596 P244～247（東田端・中十条）、P286（上十条）

184 ｵｶﾍﾞ おかべ　たかし 目でみることば　３ 東京書籍 812 Ｐ120～121（赤羽）

185 ｵｶﾍﾞ 岡部　敬史 見つける東京 東京書籍 10/291.36 P88、9（岩淵水門）

186 ｵｶﾓ 岡本　綺堂 風俗江戸物語 埼玉福祉会 D/913.6/ｵｻ
P29（豊島郡豊島村の西福寺、豊島郡西ヶ原の無量
寺、田端村の与楽寺）、P32・34（飛鳥山）、P268（王
子権現）、P269（王子稲荷、装束榎・飛鳥山碑名）

187 ｵｶﾓ 岡本　哲志 最高に楽しい大江戸ＭＡＰ エクスナレッジ 10/213.61
P114～119（王子・王子神社・王子稲荷神社・飛鳥
山・王子の狐）

188 ｵｶﾓ 岡本　憲之 失われた「狭い線路」の記録集 講談社 20/686.21
P54～60（陸軍造兵廠電気鉄道線／王子駅付近、北
区立中央図書館「北区の部屋」）

189 ｵｶﾓ 岡本　憲之 消散軌道風景　　Vol.１ イカロス出版 20/686.2
P9・20～29（陸軍兵器補給廠専用線/赤羽周辺の軍
用鉄道）

190 ｵｶﾓ 岡本　憲之 消散軌道風景　　Vol.２ イカロス出版 20/686.2
P20～28（陸軍造兵廠電気鉄道線/赤羽周辺の軍用
鉄道）、P29～34（陸軍兵器補給廠専用線/赤羽周辺
の軍用鉄道）

191 ｵｶﾓ 岡本　憲之 消散軌道風景　　Vol.３ イカロス出版 20/686.2 P10・P20～25（北王子線/赤羽周辺の軍用鉄道）

192 ｵｶﾞﾜ 小川　顕道 塵塚談俗事百工起源 現代思潮社 20/382.1 P244（王子/紙人形）

193 ｵｶﾞﾜ 小川　和佑 唱歌・讃美歌・軍歌の始源 ｱｰﾂｱﾝﾄﾞｸﾗﾌﾂ 911.66/ｵｶﾞ P205・206・211・275（王子、飛鳥山）

194 ｵｶﾞﾜ 小川　裕夫 封印された東京の謎 彩図社 B/213.6
P99（王子、飛鳥山）、P164（田端駅、王子電気軌
道）、P188～192（「北区・王子は日本の重要都市
だった？」の章）

195 ｵｷﾞ 小木　新造 江戸東京学 都市出版 10/213.6 P75(王子町の人口推移）
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196 ｵｷﾞ 尾木　直樹 子どもが自立する学校 青灯社 376.31 P129～172（神谷中学校）

197 ｵｷﾞｸ 荻窪　圭 古地図でめぐる今昔東京さんぽ 玄光社 20/291.36 P52～63（豊島郡衙と飛鳥山／王子）

198 ｵｷﾞｸ 荻窪　圭 東京古道探訪 青幻舎 291.36

Ｐ162～175（「王子から赤羽へ鎌倉街道を辿る」の章
／上中里駅・平塚神社・岩槻街道一里塚・飛鳥山公
園・音無渓谷・王子神社・地福寺・十条富士・香取神
社・普門院・静勝寺・赤羽駅・宝幢院・赤羽八幡神
社）

199 ｵｸ 奥  須磨子 都市と娯楽 日本経済評論社 20/384.8

P274～（「高木助一郎日記、冨田秀策日記」の章／
十条・王子・滝野川・飛鳥山・名主の滝・王子稲荷神
社・四本木稲荷神社・富士神社・荒川小学校・岩淵
町・志茂・熊野神社）

200 ｵｸｽ 奥住　喜重 東京を爆撃せよ 三省堂 10/210.75 P82～102（北区空襲の記録）

201 ｵｸﾀﾞ 奥田　英朗 空中ブランコ 文芸春秋 913.6/ｵｸ 王子税務署前横断歩道橋（※架空）

202 ｵｸﾀﾞ 奥田　尚 古代飛鳥「石」の謎 学生社 210.33 P195～196（十条遺跡）

203 ｵｸﾞﾘ 小栗　清吾 はじめての江戸川柳 平凡社 911.45/ｵｸﾞ
Ｐ20（六阿弥陀・西福寺／豊島、無量寺／西ヶ原、与
楽寺／田端）

204 ｵｹﾀ 桶谷　秀昭 天の河うつつの花 北冬舎 914.6/ｵｹ P164（飛鳥山・田端）

205 ｵｻﾞﾜ 小沢　昭一 昭和の肖像（町） 筑摩書房 210.76 P76～79（都電荒川線飛鳥山・王子駅）

206 ｵｻﾞﾜ 小沢　昭一 俳句で綴る変哲半世紀 岩波書店 911.368/ｵｻﾞ P14（田端駅）、P44（王子）

207 ｵｻﾞﾜ 小沢　健志 写真で見る関東大震災 筑摩書房 B/369.3 P78（飛鳥山／王子抄紙部、王子農事試験場）

208 ｵｻﾞﾜ 小沢　信男 あの人と歩く東京 筑摩書房 10/915.6/ｵｻﾞ P203～211（王子・飛鳥山）

209 ｵｻﾞﾜ 小沢　信男 捨身なひと 晶文社 910.26/ｵｻﾞ P206（岩淵水門）

210 ｵｻﾞﾜ 小沢　信男 東京骨灰紀行 筑摩書房 10/915.6/ｵｻﾞ P43、65（飛鳥山公園）

211 ｵｻﾞﾜ 小澤　宏之 大東京神輿 講談社 10/386.1 P129（北区・粋鳳連）

212 ｵｾﾞ 尾瀬　あきら 夏子の酒　１（漫画コミック） 講談社 Z/726.1/ｵｾﾞ
滝野川醸造試験場（現在の赤ﾚﾝｶﾞ倉庫のある公園
として開放）

213 ｵﾀﾞ 小田　豊二 日曜日のハローワーク 東京書籍 366.29 Ｐ2（飛鳥山）

15



　　　「北区」が登場する本のリスト 　　　 2022年10月1日現在　★・網掛：追加分

Ｎｏ. カナ 著者名 書　　名 出版社 請求記号 掲載頁・地名

214 ｵﾀﾞｼﾞ 小田嶋　隆 山手線膝栗毛 ジャストシステム 10/914.6/ｵﾀﾞ 第26章（田端）

215 ｵﾀﾞｼﾞ 小田嶋　隆 場末の文体論 日経ＢＰ社 914.6/ｵﾀﾞ
P29（聖母の騎士幼稚園）、Ｐ196～207（特別対談
「北区から港区に来るだけでアウェイ感」、他）、Ｐ209
（赤羽）

216 ｵﾉ 小野　佐和子 江戸の花見 築地書館 10/382.1 P32～P35（飛鳥山）

217 ｵﾉﾀﾞ 小野田　滋 東京鉄道遺産 講談社 10/686.21 P162～172（田端道灌山トンネル・中里トンネル）

218 ｵﾌﾞﾁ 小淵　暁子 父のぬくもり 扶桑社 289.1/ｵﾌﾞ 王子

219 ｵﾘﾊ 折原　一 死仮面 文藝春秋 913.6/ｵﾘ （主人公が赤羽在住）

220 ｵﾘﾊ 折原　一 侵入者 文藝春秋 913.6/ｵﾘ
P6（赤羽・十条）、P17（十条）、P35（赤羽・十条）、
P40（赤羽）

221 ｵﾘﾊ 折原　一
倒錯の死角（アングル）　２０１号室の
女

講談社 B/913.6/ｵﾘ P10、P14（東十条）

222 ｵﾘﾊ 折原　一 倒錯のオブジェ 文藝春秋 913.6/ｵﾘ
P91（北本通り・王子五丁目団地・東十条）、P173～
175（赤羽・王子・東十条・十条駅・埼京線）、P254（北
区立中央図書館）、P400（東十条・王子警察）

223 ｶｲ 甲斐　みのり お菓子の包み紙 グラフィック社 675.18 P17（フランス菓子・カド）、P55（菓匠・明美）

224 ｶｲﾂﾞ 貝塚　爽平 東京の自然史 紀伊国屋書店 10/454.91
P21、P34、P38、P43、P46（谷田川・赤羽台・王子貝
層など）

225 ｶｲﾂﾞ 貝塚　爽平 東京の自然史 講談社 10/454.9
P21（飛鳥山）、P35（赤羽・田端）、P41（荒川）、P56
（石神井川・音無川）、P65（王子・田端貝層）、P75
（王子・田端・滝野川）、P77（赤羽粘土層）

226 ｶｲﾄﾞ 海渡　雄一 沿線住民は眠れない 緑風出版 516.18
P179（北区志茂補助８６号線/東京地裁で係争中の
都市計画案件）

227 ｶﾞｸｼ 学習院大学史料館 写真集大正の記憶 吉川弘文館 210.69
P109（王子電軌道）、P110（滝野川/名主の滝・飛鳥
山の桜・荒川堤の桜）、P209～210（田端駅）

228 ｶｼﾞ 梶　よう子 一朝の夢 文藝春秋 913.6/ｶｼﾞ P26（王子／扇屋）
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229 ｶｼﾜ 柏木　珠希
大家さん！これからの不動産投資は
「ゲストハウス・シェアハウス」が絶対
お得です！

秀和システム 673.99 P252～261（田端／ボニータ田端）

230 ｶｽｶﾞ 春日　和夫 江戸・東京８８の謎 大和書房 10/213.61 P169（豊島氏）、P170～177（赤羽・上中里・王子）

231 ｶｾﾞﾉ 風野　真知雄 王子狐火殺人事件 文藝春秋 20/913.6/ｶｾﾞ 全頁（王子／扇屋）

232 ｶｾﾞﾉ 風野　真知雄 妖かし斬り 角川書店 B/913.6/ｶｾﾞ
P169～207第四章「狐火宗匠」（王子・王子の狐・飛
鳥山・音無川・王子稲荷）

233 ｶｾﾞﾉ 風野　真知雄 縄文の家殺人事件 大和書房 B/913.6/ｶｾﾞ
P23（古河庭園）、P38～（上中里駅・古河庭園）、P68
～滝野川警察署・財務省印刷所）、P155～（飛鳥山・
旧渋沢栄一邸・北区の博物館・赤羽古墳）

234 ｶﾀ 加太こうじ サボテンの花 晩声社 20/384 P33～63（尾久町）

235 ｶﾀﾔ 片山　喜康 花と俳句の東京散歩 ベストセラーズ 291.36 P46～（飛鳥山公園）、P90～（旧古河庭園）

236 ｶﾀﾔ 片山　郷子 もやい舟 烏影社 29/913.6/ｶﾀ P246、P.301～（赤羽・赤羽小学校）

★237 ｶﾂ 勝　海舟 勝海舟全集　１２ 講談社 081.6 P5-7（滝野川村地内反射炉、錐台取建ての上申）

238 ｶﾂ 勝　海舟 氷川清話 角川書店 B/289.1/ｶﾂ

239 ｶﾂﾀﾞ 勝田　至 日本葬制史 吉川弘文館 385.6 P283（豊島/石井家）

240 ｶﾂﾔ カツヤマ　ケイコ 女２人の東京ワイルド酒場ツアー★ ﾒﾃﾞｨｱﾌｧｸﾄﾘｰ 596.7
P9～18（赤羽／丸健水産）、P49～58（東十条／埼玉
屋）、P109～118（十条／斎藤酒場）

241 ｶﾄﾞﾀ 門田　隆将 康子十九歳戦渦の日記 文藝春秋
20/289.1
B/289.1

P3～4（北区立中央図書館、旧東京第一陸軍造兵
廠、北区立中央公園、陸上自衛隊十条駐屯地）、
P21(十条駅)、P131～135(十条駅)。※本作前半部分
は主人公が働いていた十条の造兵廠が舞台となっ
ている。

242 ｶﾄｳ 加藤　郁美
にっぽんのかわいいタイル昭和レト
ロ・モザイクタイル篇

国書刊行会 751.4 Ｐ144～147（岩の湯／赤羽岩淵にある銭湯）

★243 ｶﾄｳ 加藤　ジャンプ 今夜はコの字で 集英社 B/596.7 P161～183（赤羽/まるます家）
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　　　「北区」が登場する本のリスト 　　　 2022年10月1日現在　★・網掛：追加分

Ｎｏ. カナ 著者名 書　　名 出版社 請求記号 掲載頁・地名

244 ｶﾄｳ 加藤　佳一 都バスで行く東京散歩 洋泉社 10/291.36

P42～44（田端文士村記念館・田端駅）、P130（王
子）、P135（飛鳥山・王子駅）、P143（十条銀座）、
P168～170（赤羽駅・岩淵町・荒川治水資料館・旧岩
淵水門・王子5丁目／都バスの路線）、第7章中扉写
真（都電荒川線）、P220～221（赤羽・王子・飛鳥山／
都電の路線）

245 ｶﾄｳ 加藤　佳一
都バスで行く東京散歩
          2018年版

洋泉社 291.36

P167～171（王子・飛鳥山公園・飛鳥山博物館・渋沢
史料館・青淵文庫・晩香蘆・紙の博物館・王子製
紙）、P183～184（からし焼き/東十条名物・とん八・
飲食店・神谷町・王子）

246 ｶﾄｳ 加藤　秀俊 人づくり風土記　１３（東京）
農山漁村文化
協会

10/210.5

P31（西ヶ原）、P40・225・633（田端）、P96・308・312・
610・616・663・665・713・725（王子・王子稲荷・王子
権現）、P179・182（上中里）、P230（河口の渡し／北
区）P276・306・308・313（瀧野川）、306・308・313・
532・611～613・640・659（飛鳥山）、P664（上豊島村
西福寺・西ヶ原無量寺・田端与楽寺・田端、西ヶ原、
上豊島）、P682（岩淵水門）

247 ｶﾄｳ 加藤　嶺夫 東京消えた街角 河出書房新社 10/213.61 Ｐ167～176(昭和42年～56年の北区の街角風景）

248 ｶﾄﾘ 香取　俊介 渋沢栄一の経営教室
日本経済新聞出
版社

913.6/ｶﾄ
P46・.311（飛鳥山公園）、P47・48（王子駅・渋沢史料
館・晩香慮.・青淵文庫）

249 ｶﾈｺ 金子　勤 東京23区の地名の由来 幻冬舎ルネッサンス 10/291.36
P75～82（北区の章「区名の由来、区内地図、北区
内の主要町名・小名」）

250 ｶﾅﾓ 金森　敦子 お葉というモデルがいた 晶文社 289.1/ｻｻ P28～

251 ｶﾌﾞﾗ 鏑木　清方 鏑木清方文集　５ 白鳳社 914.6/ｶﾌﾞ P126（王子製紙）、P215（王子の滝）

252 ｶﾐｼﾞ 上条　さなえ 10歳の放浪記 講談社 910.268/ｶﾐ
P52～61（第五章は滝野川・王子近辺が舞台になっ
ている）
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　　　「北区」が登場する本のリスト 　　　 2022年10月1日現在　★・網掛：追加分

Ｎｏ. カナ 著者名 書　　名 出版社 請求記号 掲載頁・地名

253 ｶﾐｼﾞ 上条　さなえ 10歳の放浪記 講談社 B/910.2/ｶﾐ P51～60（滝野川）

254 ｶﾕﾐ かみゆ歴史編集部 大江戸今昔マップ 新人物往来社 10/291.36 P96（駒込・王子・十条台・板橋）

255 ｶﾐﾕ かみゆ歴史編集部 大江戸今昔マップ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 10/291.36
P108～111（巣鴨・駒込・王子周辺）、P112～115（日
暮里・千駄木・田端周辺）

256 ｶﾐﾕ かみゆ歴史編集部 大江戸幕末今昔マップ 新人物往来社 10/291.36 P90～93（飛鳥山・渋沢史料館）

257 ｶﾒﾔ 亀山　郁夫 ドストエフスキーとの５９の旅
日本経済新聞出
版社

914.6/ｶﾒ
P54・58・66・70・106・110・114・118・182（西ヶ原／東
京外語大学）

258 ｶﾘﾍﾞ 刈部　山本 東京「裏町メシ屋」探訪記 光文社 B/596.0

P23（十条銀座）、P176（第5章「戦争への足音が響い
た町ー板橋から北区へと広がった軍用地は今！？」
／板橋ー滝野川ー十条ー赤羽にあるかっての軍用
地を巡り区内を散策）

259 ｶﾘﾔ 雁屋　哲 美味しんぼ　７ 小学館 Z/726.1/ﾊﾅ P120～130（みやこ豆腐）

260 ｶﾜｲ 河井　酔茗
東京近郊めぐり（文学地誌｢東京」叢
書9）

大空社 10/291.36

261 ｶﾜｲ 河井　酔茗 東京近郊めぐり 博文館 20/291.3

262 ｶﾜｲ 河合　隼雄 とはずがたり（物語をものがたる） 小学館 913/ｶ

263 ｶﾜｺﾞ 川越　修 分別される生命 法政大学出版局 498.02 P129～162（滝野川健康調査）

264 ｶﾜｻ 川崎　大助 東京フールズゴールド 河出書房新社 913.6/ｶﾜ P296（王子）、P307（王子・赤羽・十条）、P310（赤羽）

265 ｶﾜｼ 川島高峰 流言・投書の太平洋戦争 講談社 B/210.7
P56（滝野川区）、P73（飛鳥山）、P238（王子・滝野川
区）

266 ｶﾜｿﾞ 川添　登 東京の原風景 筑摩書房 10/291.36 P32～36、P43～48ほか

267 ｶﾜｿﾞ 川副　秀樹 東京「消えた山」発掘散歩 言視舎 10/291.36
P66～73（滝野川城址・平塚神社・上中里／モチ坂・
飛鳥山・王子権現・王子稲荷・名主の滝）

268 ｶﾜﾀ 河田　重三 渋沢栄一の深谷 さきたま出版会 26/289.1/ｼﾌﾞ P92～93（飛鳥山・渋沢資料館・青淵文庫・晩香盧）

269 ｶﾜﾀ 川田　寿 江戸名所図会を読む 東京堂出版 10/291.36 P234～245（王子・田端）
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　　　「北区」が登場する本のリスト 　　　 2022年10月1日現在　★・網掛：追加分

Ｎｏ. カナ 著者名 書　　名 出版社 請求記号 掲載頁・地名

270 ｶﾜﾊﾞ 川端　誠 お化けのおもてなし ＢＬ出版 ＥＹ/ｶﾜ（児） Ｐ13（王子のキツネ）

271 ｶﾜﾊﾞ 川端　康成 川のある下町の話 新潮社 B/913.6/ｶﾜ 滝野川

272 ｶﾜﾑ 川村　匡由 防災福祉のまちづくり 水曜社 369.3
P89～98（「第3章防災福祉の先進自治体」の章／東
京都北区）

273 ｶﾜﾓ 川本　三郎 きのふの東京、けふの東京 平凡社 914.6/ｶﾜ
P6～（岩淵／荒川放水路）　P54～（浮間／サクラソ
ウ圃場）

274 ｶﾜﾓ 川本　三郎 そして、人生はつづく 平凡社 914.6/ｶﾜ

P8～9（王子・飛鳥山公園・アスカルゴ）、P16～19（田
端・尾久・赤羽・岩淵水門）、P100～103（滝野川・飛
鳥山・王子・アスカルゴ・北区飛鳥山博物館・滝野川
小学校）

275 ｶﾜﾓ 川本　三郎 東京つれづれ草 三省堂 10/914.6/ｶﾜ

276 ｶﾜﾓ 川本　三郎 東京の空の下、今日も町歩き 筑摩書房 10/915.6/ｶﾜ P125～139（赤羽・王子）

277 ｶﾜﾓ 川本　三郎 私の東京町歩き 筑摩書房 10/291.36
P137～146（赤羽・静勝寺・星美学園・道灌湯・小山
酒造・ＯＫ横町・岩淵水門）Ｐ152～157（旧中仙道・.
板橋駅・滝野川・谷端市場通り・近藤勇の墓）

278 ｶﾜﾓ 川本　三郎 東京抒情 春秋社
10/914.6/ｶﾜ
914.6/ｶﾜ

Ｐ159～166（ＪＲ板橋駅、近藤勇の墓、中山道、石神
井川、東京ガス滝野川制圧所／板橋のガスタンク、
都電、コミックス／東京都北区赤羽）

279 ｶﾜﾓ 川本　三郎 ひとり居の記 平凡社 914.6/ｶﾜ

P66(王子駅、飛鳥山、音無橋、大蔵省醸造試験所、
赤レンガ酒造工場）、P67(滝野川／石神井川・中央
公園文化センター・埼京線陸橋、十条／東京家政大
学・斉藤酒造）、P99(赤羽駅周辺、西ヶ原・いこい・ま
るます屋・岩淵水門)、P111(赤羽／いこい・まるます
屋・荒川・岩淵水門）、P111(荒川・荒川放水路)

280 ｶﾝﾀﾞ 神田餃子研究会 Ｔｏｋｙｏ餃子図鑑 マイウェイ出版 596.22 P47（滝野川／華興）

281 ｷｸﾁ 菊池　寛 日本武将譚 文芸春秋 B/913.6/ｷｸ P98（豊島氏・平塚城）
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　　　「北区」が登場する本のリスト 　　　 2022年10月1日現在　★・網掛：追加分

Ｎｏ. カナ 著者名 書　　名 出版社 請求記号 掲載頁・地名

282 ｷｻﾗ 如月　小春 都市の遊び方 新潮社 B/915.6/ｷｻ P177（紙の博物館）

283 ｷｼ 岸　　朝子 東京五つ星の甘味処 東京書籍 10/596.65
P121(王子・十条）、P130～131（石鍋商店の久寿餅
／王子駅最寄りの甘味処）、P132～133（だるまや餅
菓子店の宇治金時／十条駅最寄りの甘味処）

★284 ｷｼ 岸　　朝子 東京五つ星の手みやげ 東京書籍 10/596
P84（中里の揚最中/中里）、P86（土佐屋の芋ようか
ん/田端）、P88（草月の黒松/東十条）

285 ｷｼﾓ 岸本　千佳 もし京都が東京だったらマップ イーストプレス 291.62 表紙（赤羽）、Ｐ40～42（赤羽）

286 ｷｼﾓ 岸本　豊 中山道浪漫の旅　東編 信濃毎日新聞社 291.5
P12～14（「板橋宿」の章／都電荒川線・滝野川三軒
家・近藤勇の墓・平尾一里塚跡・飛鳥山公園・滝野
川）

287 ｷｼﾀﾞ 岸田　稚魚 岸田稚魚 花神社 911.368/ｷｼ
P8（西ヶ原）、P14（滝野川）、P71（王子）、P89（西ヶ
原）

288 ｷﾀ きた　とした 東京文学スケッチ散歩 日貿出版社 10/910.26/ｷﾀ
P27～28（田端駅界隈）、P31～40（田端・芥川旧居
跡・ポプラ坂・文士村・赤紙仁王・東覚寺・岸町・王子
の狐・王子・飛鳥山）

289 ｷﾀ 北　俊夫 郷土の発展につくした先人　５ 偕成社 28（児） P10～13（渋沢栄一）

290 ｷﾀﾞ 紀田　順一郎 図書館が面白い 筑摩書房 B/010.2 P33～59（東京ゲーテ記念館／西ヶ原）

291 ｷﾀｶﾞ 喜田川　守貞 近世風俗志１ 岩波書店 B/382.1 P311料理屋番付（扇屋・海老屋）

292 ｷﾀｸ
北区総務部女性政
策課/編

田端文士・芸術家村と女たち ドメス出版
20/367.21

293 ｷﾀｸ
北区総務部女性政
策課/編

戦時下に暮らした女性たち ドメス出版
20/367.21

294 ｷﾀｸ
北区総務部男女共
同参画室/編

翔ばたく女性たち ドメス出版
20/367.21
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　　　「北区」が登場する本のリスト 　　　 2022年10月1日現在　★・網掛：追加分

Ｎｏ. カナ 著者名 書　　名 出版社 請求記号 掲載頁・地名

295 ｷﾀﾊ 北原　進 百万都市江戸の生活 角川書店 10/213.6 Ｐ24～25（王子）

296 ｷﾉｼ 木下　庸子 いえ団地まち
住まいの図書館
出版局

527.8
20/527.8

P87（豊島5丁目団地）、Ｐ132～143（赤羽台団地）

297 ｷﾏﾙ 木丸　みさき わたしの舞台は舞台裏 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 775.5 P152（篠原演芸場/中十条２）

★298 ｷﾖﾉ 清野　茂樹 コブラツイストに愛をこめて 立東舎 788.2
P97～118（古舘伊知郎/滝野川出身のアナウン
サー）、P101（滝野川）

299 ｷﾘﾊ 桐原　哲夫 鉄道駅スタンプめぐり 中経出版 B/291.3
P80～90（上中里駅・王子駅・東十条駅・赤羽駅・尾
久駅）

300 ｷﾘﾊ 桐原　良光 井上ひさし伝 白水社 910.268/ｲﾉ P33（十条）

301 ｷｰﾝ ドナルド・キーン 私の大事な場所 中央公論新社 27/914.6/ｷﾝ P71～（古河庭園周辺）

302 ｸｻﾊ 草原　克豪 新渡戸稲造1862-1933 藤原書店 289.1/ﾆﾄ P355・391・392・426・437・439・520（渋沢栄一）

303 ｸｼﾞﾗ 鯨　統一郎 鬼のすべて 光文社 B/913.6/ｸｼﾞ 飛鳥山、王子本町

304 ｸｽﾊ 楠原　祐介
江戸・東京間違いだらけの地名の由
来

祥伝社 291.36
P144～148（田端・赤羽の地名の由来）、P278（区名
の由来）

305 ｸｽﾐ 久住　昌之 孤独のグルメ 扶桑社 Z/726.1/ﾀﾆ

306 ｸﾄﾞｳ 工藤　寛正 図説 東京お墓散歩 河出書房新社 10/291.36 田端・大龍寺

307 ｸﾆﾛ くにろく 東京駅近居酒屋名店探訪 東京書籍 10/596.7 P58（駒込/立呑ひろし）、P60（田端/こたつ屋）

308 ｸﾎﾞｼ 窪島　誠一郎 鼎と槐多 信濃毎日新聞社 913.6/ｸﾎﾞ
Ｐ131・160・179・183・191・194・231・275・316・325（田
端）、Ｐ324（桐ヶ丘）

309 ｸﾎﾞｼ 窪島　誠一郎 わが愛する夭折画家たち 講談社 723.1 P26～（小杉放庵宅）

310 ｸﾗｶ 倉方　俊輔 東京レトロ建築さんぽ エクスナレッジ 523.13 P118～123（晩香蘆・青淵文庫）

311 ｸﾗｻ 倉阪　鬼一郎 下町の迷宮、昭和の幻 実業之日本社 20/913.6/ｸﾗ 飛鳥山・田端
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　　　「北区」が登場する本のリスト 　　　 2022年10月1日現在　★・網掛：追加分

Ｎｏ. カナ 著者名 書　　名 出版社 請求記号 掲載頁・地名

312 ｸﾗｼ 倉嶋　紀和子 Ｔｏｋｙｏぐびぐびばくばく口福日記 新講社 10/596.7
赤羽（まるます家・ＯＫ横丁・八起・チロリ・馬ん馬ん
いくどん）、東十条（埼玉屋）、王子（酒類総合研究
所・平澤かまぼこ・山田屋）

313 ｸﾗﾕ くらゆい　あゆ 世界、それはすべて君のせい 集英社 B/913.6/ｸﾗ
P116.206.279（王子駅・醸造試験所跡地公園）、
P124.208.228.281（王子駅）、P169（南北線王子駅）、
P209(王子駅・飛鳥山公園）

314 ｸﾘﾀ 栗田　尚弥 地域と占領 日本経済評論社 10/210.76 P130～133（北区・北区長）

315 ｸﾞﾚﾝ ｸﾚｲｸﾞｸﾞﾚﾝﾃﾞｨ ギネス世界記録　２０１５
角川アスキー総
合研究所

031.5 （日本の記録）J－08（北区立滝野川第七小学校）

316 ｸﾘﾔ 栗山　茂久 近代日本の身体感覚 青弓社 20/498.02 滝野川区健康調査（昭和13年）

317 ｸﾛｻ 黒沢　浩 新学校図書館入門 草土文化 017 P111(北区立滝野川第一小学校）

318 ｸﾛｻ 黒沢　永紀 東京ディープツアー 毎日新聞出版
291.36
10/291.36

P6、12～15（旧東京第一陸軍造兵廠、北区立中央
図書館、赤レンガ図書館)

319 ｸﾛﾀﾞ 黒田　杏子 広重江戸名所吟行 小学館
10/911.304/ﾋ
ﾛ

P20～21（王子不動之瀧）、P58～59・114（王子）、
P106～109（王子装束ゑの木）

320 ｸﾛﾀﾞ 黒田　涼 江戸城を歩く 祥伝社 10/291.36 P108（荒川放水路）

321 ｸﾛﾀﾞ 黒田　涼 江戸の街道を歩く 祥伝社 10/213.61
P250～262（十条駅～志茂駅/岩槻街道「日光御成
道」）

322 ｺｳ 高　由貴子 東京いとしの和菓子
ソニー･マガジン
ズ

10/596.65
P101～103（草月／東十条の和菓子屋、石鍋商店／
王子の和菓子屋）　、P137（Map）

323 ｺｱｸ 小圷　健水 ＜句集＞滝野川 本阿弥書店 29/911.36/ｺｱ P149（田端・大龍寺／正岡子規の墓）

324 ｺｳｻ 高斉　忠男 人間のいる風景 都政人協会 20/914.6/ｺｳ
Ｐ141（滝野川支所・上中里・尾久・王子）、Ｐ145（飛
鳥山・王子駅前・王子・飛鳥山公園・上中里・王子
駅・新田橋）、Ｐ146（清光寺）

325 ｺｳ 神　達雄 故郷の風景路面電車 トンボ出版 83/686.91 P5(西ヶ原一里塚）、P48（都電王子駅前）

★326 ｺｳﾀﾞ 幸田　真音 大暴落　ガラ 中央公論新社 913.6/ｺｳ 荒川河川事務所、岩淵水門などが登場する
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327 ｺｳﾀﾞ 幸田　露伴 一国の首都 岩波書店 B/914.6/ｺｳ P191(水の東京）

328 ｺｳﾀﾞ 幸田　露伴
露伴全集（渋澤榮一伝　露伴全集第
17巻）

岩波書店 918.68/ｺｳ

329 ｺｳﾀﾞ 黄田　光 昭和ひとけたひとり語り 朝日新聞社 914.6/ｺｳ P17～（神谷・荒川放水路・王子電車）

330 ｺｳﾂﾞ 香月　日輪 大江戸妖怪かわら版　３ 講談社 B/913.6/ｺｳ
P32・35（王子の千年榎/装束稲荷神社の元となる、
現在は無くなってしまった榎）

331 ｺｳﾊ 硬派菓士の会 こころに響く感動の御菓子(ｽｲｰﾂ) 自由国民社 L/596.65 P12～13（十条商店街／だるまや餅菓子店）

332 ｺｸｼ 国書刊行会 目でみる江戸・明治百科　２ 国書刊行会 721.8
P28～29（王子稲荷社初午詣）、P86～87（王子権現
社祭礼）

333 ｺｸﾞﾚ 木暮　正夫 街かどの夏休み 旺文社 09/ｺｸﾞ（児）

334 ｺｼﾛ 古城　武司 江戸ねこ漫歩記（そぞろあるき） ごま書房 10/210.58 P115～116（王子稲荷）、P117～119（飛鳥山）

335 ｺﾞｼｭ 御朱印集め研究会
カラフル！かわいい！みんなの御朱
印コレクション

洋泉社 175.9 Ｐ18～19（赤羽八幡神社）

336 ｺｽｷﾞ 小杉　健治 狐火の女 角川春樹事務所 B/913.6/ｺｽ P192（王子）

337 ｺｽｷﾞ 小杉　健治 それぞれの断崖 集英社 B/913.6/ｺｽ P223～（東十条）

338 ｺﾀﾆ 木谷　恭介 津軽十三湖殺人事件 双葉社 913.6/ｺﾀ P22～23、P162～163、P203

339 ｺﾀﾞﾏ 児玉　喬夫 東京絵本 日貿出版社 10/726.5 P91（大谷美術館/北区西ヶ原）

340 ｺﾀﾞﾏ 児玉　花外 東京印象記（文学地誌「東京」叢書4） 大空社 10/291.36

341 ｺﾞﾄｳ 後藤　治 それでも、「木密」に住み続けたい！ 彰国社 518.87 P215～219（上十条５丁目）

342 ｺﾞﾄｳ 吾峠　呼世晴
鬼滅の刃公式ファンブック鬼殺隊見
聞録

集英社 726.10
P62（東京府北豊島郡滝野川村/キャラクター・胡蝶
しのぶの出身地）

343 ｺﾆｼ 小西　聖一 花のお江戸のスーパースター 理論社 289/ｵｵ P8～16（飛鳥山）

344 ｺﾊﾞﾔ 小林　章
東京・石と造園１００話　もうひとつの
ガイドブック

東京農業大学出
版会

629.61
P106～116（飛鳥山公園）、P118～122（名主の滝公
園）、P123（音無親水公園）
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345 ｺﾊﾞﾔ 小林　一郎 「ガード下」の誕生 祥伝社 518.83

P188～194（赤羽駅／赤羽エコー広場館・北区環境
大学・赤羽しごとセンター・北区シルバー人材セン
ター・アルカード赤羽生活提案館・スーパー銭湯
「わっしょい」）

346 ｺﾊﾞﾔ 小林　一茶 一茶俳句集 岩波書店 B/911.3/ｺﾊﾞ P67(王子稲荷）

347 ｺﾊﾞﾔ 小林　紀晴 写真で愉しむ東京「水流」地形散歩 集英社 454.91 P99～115（日暮里崖線の章）

348 ｺﾊﾞﾔ 小林　弘忠 「金の船」ものがたり 毎日新聞社 913.6/ｺﾊﾞ
P80～248（田端/「金の船」編集部が東京市外に移
転。その後の文士たちとの関わりが描かれている）

349 ｺﾏﾂ 小松　健一
「鬼平犯科帳」から見える東京２１
世紀

ＣＣＣメディアハウ
ス

913.6/ｺﾏ Ｐ74～83（扇屋・飛鳥山・名主の滝）

350 ｺﾔﾉ 小谷野　敦 東十条の女 幻戯書房 913.6/ｺﾔ
P157～190（東十条、王子、飛鳥山界隈／「東十条
の女」の章）

351 ｺﾝﾄﾞ 近藤　富枝
矢の倉は水の匂いにつつまれて「追
憶の下町」

都市出版 10/916/ｺﾝ
P153～P176（田端一丁目）、P188～P213（田端二丁
目）

352 ｺﾝﾄﾞ 近藤　富枝 田端文士村（中公文庫） 中央公論社 28/910.26/ｺﾝ

353 ｺﾝﾄﾞ 近藤　富枝 文壇資料田端文士村 講談社 28/910.26/ｺﾝ

354 ｺﾝﾄﾞ 近藤　富枝 馬込文学地図 中央公論新社 A/910.26/ｺﾝ
P16・P66～67・P78～79・P81・P83・P119・P128～
129・P132・P139・P176・P181・P254（田端）

355 ｺﾝﾄﾞ 近藤　祐 洋画家たちの東京 彩流社 10/723.1 P192・253（田端）、P257（飛鳥山）、P268（滝野川）

356 ｺﾝﾊﾟ コンパッソ ぶらっと行きたい！東京商店街ガイド
毎日ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
ｽﾞ

10/291.36
P50～53（十条銀座）、P122～124（滝野川馬場商店
会）

357 ｻｲﾄ 齋藤　一骨 ＜句集＞両忘 角川書店 29/911.36/ｻｲ 「鬼女の図」／王子稲荷神社

358 ｻｲﾄ 斎藤　月岑 武江年表　１　増訂（東洋文庫） 平凡社 10/210.5
P39（王子権現、田端東覚寺仁王）、P141(飛鳥山、
音無川）

359 ｻｲﾄ 斎藤　月岑 武江年表　２（東洋文庫） 平凡社 10/210.5 P202(飛鳥山下に反射炉建設）
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360 ｻｲﾄ 斎藤　栄 奥の細道殺人事件
ワンツーマガジン
社

913.6/ｻｲ 北区が舞台、北区豊島の工場

361 ｻｴｷ 佐伯　泰英 「居眠り磐音江戸双紙」読本 双葉社 B/913.6/ｻｴ

362 ｻｴｷ 佐伯　泰英 狐火ノ杜 双葉社 B/913.6/ｻｴ

363 ｻｴｷ 佐伯　泰英 夏燕ノ道 双葉社 B/913.6/ｻｴ P151～176（王子川ー王子村ー岩淵）

364 ｻｴｷ 佐伯　泰英 「密命」読本 翔伝社 B/913.6/ｻｴ P7～（飛鳥山・王子・滝野川）

365 ｻｴｷ 佐伯　泰英 百年の呪い 新潮社 B/913.6/ｻｴ P127(音無川・飛鳥山・滝野川村・西ヶ原村)

366 ｻｵﾄ 早乙女　勝元 東京空襲写真集 勉誠出版 82/210.75 Ｐ241（滝野川）、Ｐ331（王子駅前）

367 ｻｶｲ 酒井　茂之 江戸・東京坂道ものがたり 明治書院 10/291.36
P201～210（地蔵坂・与楽寺坂・江戸坂・大炊介坂・
蝉坂・六石坂・権現坂・王子稲荷の坂・王子大坂・馬
坂・清水坂・静勝寺の坂）

368 ｻｶｲ 酒井　茂之 大江戸錦絵散歩 新人物往来社 10/291.36
P134～143（飛鳥山公園・不動の滝・音無川・金剛
寺・王子稲荷・新荒川大橋）

369 ｻｶｲ 酒井　茂之 大江戸タイムスリップ・ウォーキング 明治書院 10/291.36 P155～156（滝野川）

370 ｻｶｲ 酒井　茂之 大江戸錦絵散歩 新人物往来社 10/291.36
P134～143（飛鳥山公園・不動の滝・音無川・金剛
寺・王子稲荷・新荒川大橋）

371 ｻｶｲ 酒井　順子 地下旅！ 文藝春秋 10/291.36 P91～93（南北線赤羽岩淵駅）

372 ｻｶｵ 坂岡　真 恋々彩々 徳間書店 913.6/ｻｶ P161～190（飛鳥山／おろく　飛鳥山暮雪）

★373 ｻｶｷ 榊原　喜佐子 徳川慶喜家の子ども部屋 草思社 B/289.1/ｻｶ
P75、76（渋沢栄一）、P82（渋沢栄一邸に招かれた
際の写真）

374 ｻｶｻﾞ 坂崎　重盛 一葉からはじめる東京町歩き 実業之日本社 10/910.26/ｻｶ P133（田端）

375 ｻｶｻﾞ 坂崎　重盛 東京煮込み横丁評判記 光文社 10/596/ｻｶ
P68～76（赤羽／米山・まるます家・丸健水産・まるよ
し）、P144～152（王子／山田屋・一福・平澤かまぼ
こ・宝泉・リーベ）

376 ｻｶｻﾞ 坂崎　重盛 東京読書 晶文社 10/910.26/ｻｶ
Ｐ238（飛鳥山）、Ｐ240（王子電鉄）、Ｐ312（旧古河庭
園／西ヶ原）、Ｐ316（田端・赤羽）、Ｐ349（王子）
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377 ｻｶｻﾞ 坂崎　仁紀 ちょっとそばでも 廣済堂出版 L/596.38
P100～101（東十条／そば清）、P102～103（田端／
かしやま）

378 ｻｸﾗ さくらい　よしえ 東京★せんべろ食堂 ﾒﾃﾞｨｱﾌｧｸﾄﾘｰ 10/596
P42～134（山忠食堂・まるよし・山田屋・動坂食堂・と
きわ食堂動坂・天将食堂・じんじん亭）

379 ｻｸﾗ 桜井　正信 東京に活きる江戸 光村図書 10/291.36
Ｐ131（村落図に尾久）、Ｐ135（長禄江戸図に王子・タ
キノ川・トシマ・梶原塚・尾久etｃ）、P157（凧市／王子
稲荷神社）

380 ｻｸﾗ 桜井　正信 東京江戸案内 八坂書房 10/291.36 P134～135（田端駅）、P340～341（赤羽・王子）

381 ｻｸﾗ 櫻井　寛
櫻井寛さんの全国私鉄路線と車両大
図鑑

世界文化社 686.21
Ｐ72（埼玉高速鉄道/赤羽岩淵）、Ｐ100（都電荒川
線）

382 ｻｻｷ 佐々木　藤雄 私が掘った東京の考古遺跡 祥伝社 10/213.61
P15（中里・赤羽台）、P20（音無川・滝野川）、P21（王
子神社・飛鳥山）

383 ｻｻｷ 佐々木　譲 沈黙法廷 新潮社 913.6/ｻｻ
赤羽界隈で起きた殺人事件を赤羽警察署勤務の主
人公が追う

384 ｻﾀ 佐多　稲子 私の東京地図（日本の文学49） 中央公論社 918.6/ﾆﾎ

385 ｻﾀ 佐多　稲子 出会った縁 講談社 914.6/ｻﾀ P289

386 ｻﾀ 佐多　稲子 夏の栞 新潮社 913.6/ｻﾀ

387 ｻﾀ 佐多　稲子 時と人と私のこと 講談社 A/914.6/ｻﾀ P21～

388 ｻﾄｳ 佐藤　勝彦 江戸東京野菜 マガジンランド 10/626 P36(滝野川かぶ）、Ｐ38(滝野川ごぼう）

389 ｻﾄｳ 佐藤　さとる 机の上の仙人 ゴブリン書房 913.6/ｻﾄ P61～64・208（飛鳥山）、P65（王子稲荷）

390 ｻﾄｳ 佐藤　滋 現代に生きるまち 彰国社 20/518.8 P82～107（滝野川）
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391 ｻﾄｳ 佐藤　高 （ふるさと東京）江戸風物誌 朝文社 10/382.13

P44（花見/飛鳥山）、P53（桜草/尾久・浮間公園）、
P75（富士塚/富士神社/中十条・田端八幡神社/田
端）、P81（十条の富士祭り/富士神社）P145（王子凧
市/王子稲荷神社/岸町）、巻末資料・東京年中行事
暦　　P6　二月（凧市/王子稲荷神社/岸町・火防凧/
装束稲荷神社/王子）、P8～9　四月（花見/飛鳥山
公園/堀船・桜草まつり/浮間公園/浮間・正光寺植
木市/正光寺/岩淵）、P11　六月（八雲神社祭礼/八
雲神社/岩淵）、P12　七月（送り盆・迎え盆/観音寺/
岩渕町）、P14　八月（王子田楽舞「槍祭り」王子神社
/王子本町）、（田端八雲神社祭礼/田端八雲神社/
田端）P16　九月（八幡神社祭礼/八雲神社/赤羽
台）、Ｐ20　一二月（熊手市・針供養/王子神社/王子
本町）

392 ｻﾄｳ さとう　つねお 明治の西洋館　１ 毎日新聞社 523.1 P32、107（旧古河庭園）

393 ｻﾄｳ　 佐藤　テツ 東京街角お地蔵・稲荷・石塔めぐり 廣済堂出版 20/387 P145～158北区内の庚申塔、稲荷神社等

394 ｻﾄｳ サトウ ハチロー サトウハチロー僕の東京地図 ネット武蔵野 28/915.6/ｻﾄ
P250～252（霜降橋）、P256～261（滝野川・田端・中
里）

395 ｻﾄｳ 佐藤　洋一 図説占領下の東京 河出書房新社 10/210.7 P39～41（十条・王子・赤羽）

396 ｻﾉ 佐野　真一 渋沢家三代（文春新書） 文芸春秋 26/288.3 P88・100ほか

397 ｻﾉ 佐野　真一 東電ＯL殺人事件 新潮社 B/368.61 P197（赤羽）

398 ｻﾒｼﾞ 鮫島　敦 皇室ゆかりの逸品《厳選４７》 辰巳出版 675.1 P108～109（豊島／濱野皮革工藝）

399 ｻﾑｶ 寒川　鼠骨 正岡子規の世界 六法出版社 911.36/ﾏ Ｐ183(音無川、瀧ノ川)

400 ｻﾔﾏ 佐山　二郎 小銃拳銃機関銃入門 光人社 82/559.1
P187（火工廠十条兵器製造所）、P214(十条及び東
京兵器製造所）、P384（十条射場）

401 ｻﾜｷ 沢木　欣一 近代俳人 桜楓社 911.36/ﾊｲ P197（田端／団子坂）

402 ｻﾜｷ 沢木　耕太郎 王の闇 文芸春秋 913.6/ｻﾜ P49（王子）

403 ｻﾜﾁ　 澤地　久枝 火はわが胸中にあり 岩波書店 B/210.6 P287～309（王子／王子行軍）
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404 ｻﾜﾔ 沢柳　健一 思い出の省線電車 交通新聞社 686.21
P12～13、17～20、56（赤羽線）、P63（田端）、P85～
110（京浜東北線・下十条区・赤羽）

405 ｼｲﾅ 椎名　誠 哀愁の町に霧が降るのだ 三五館 914.6/ｼｲ

406 ｼﾞｪｲ ＪＴＢパブリッシング ニッポンを解剖する！東京図鑑
ＪＴＢパブリッシン
グ

10/291.36
P54（王子／秀楽）　P97（十条／天将・斎藤酒場）都
電荒川線、王子駅前、赤羽、王子電気鉄道）

407 ｼｷ 志岐　祐一 世界一美しい団地図鑑 エクスナレッジ 527.8 Ｐ52～59（赤羽台団地）　Ｐ76～79（豊島５丁目団地）

408 ｼﾁﾌ 七福神散歩会
首都圏七福神めぐりご利益コースガ
イド

メイツ出版 10/387 P30（田端／東覚寺（福録寿））

409 ｼﾅｶﾞ
品川区立品川歴史
館

東京の貝塚を考える 雄山閣 61/213.61
P27（赤羽一丁目袋町貝塚・中里貝塚）、P30～31
（西ヶ原貝塚）、P164～168（西ヶ原貝塚・中里貝
塚）、P210～211（北区の貝塚）、P251（中里貝塚）

410 ｼﾅﾘ シナリオ作家協会 年鑑代表シナリオ集　’79 ダヴィッド社 912.78/ﾈﾝ
滝野川・飛鳥山・十条・十条仲原などがロケ地になっ
た。

411 ｼﾉﾊ 篠原　聡子 住まいの境界を読む 彰国社 527 P144～163（赤羽台団地）

412 ｼﾊﾞ 司馬　遼太郎 街道をゆく　第37冊　本郷界隈 朝日新聞社 41/915.6/ｼﾊﾞ P192（岩槻街道）　太田道灌

413 ｼﾊﾞ 司馬　遼太郎 坂の上の雲 文芸春秋 913.6/ｼﾊﾞ

414 ｼﾌﾞｶ 澁川　泰彦
原色再現江戸名所図会よみがえる八
百八町

新人物往来社 10/291.36
P16～19（飛鳥山花見）、P32～33（田端・道灌山虫聴
き）

415 ｼﾌﾞｻ 渋沢研究会
公益の追求者・渋沢栄一：新時代の
創造

山川出版社 289.1/ｼﾌﾞ P19（飛鳥山邸における民間外交）

416 ｼﾌﾞｻ 渋沢　幸子 澁澤竜彦の少年世界 集英社 910.268/ｼﾌﾞ P170～P183

417 ｼﾌﾞｻ 澁澤　龍彦
澁澤龍彦全集２２（都心ノ病院ニテ幻
覚ヲ見タルコト）

河出書房新社 918.68/ｼﾌﾞ
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418 ｼﾌﾞｻ 澁澤　龍彦 狐のだんぶくろ：わたしの少年時代 河出書房新社 29/914.6/ｼﾌﾞ
P25～31（滝野川中里・飛鳥山・滝野川第七尋常小
学校・田端・富士見橋・大龍寺）、　P213（滝野川中
里・平塚神社）

419 ｼﾌﾞｻ 渋沢　秀雄 渋沢栄一
渋沢青淵記念財
団竜門社

26/289.1/ｼﾌﾞ P70ほか

420 ｼﾏﾀﾞ 島田　荘司 帝都衛星軌道 講談社 913.6/ｼﾏ

Ｐ31（田端）、Ｐ47（王子）、Ｐ49（旧古河庭園）、Ｐ52
（滝野川小学校）、Ｐ54・55（十条駅）、ｐ56（王子駅・
十条駅）、ｐ58・62（旧古河庭園）、Ｐ63（西ヶ原・旧古
河庭園）、Ｐ258（王子・旧古河庭園）、Ｐ259（旧古河
庭園・滝野川小学校）、ｐ262（十条駅）、Ｐ264（王子
駅・十条駅）、Ｐ265（王子駅・十条駅・荒川）

421 ｼﾏﾀﾞ 島田　雅彦 ニッチを探して 新潮社 913.6/ｼﾏ
P50～59（赤羽／一番街・シルクロード・ＯＫ横丁・ま
るます家・丸健水産、東十条／埼玉屋）

422 ｼﾏﾑ 島村　恭則 みんなの民俗学 平凡社 380.1 P89（田端駅の鑑賞池）

423 ｼﾏﾓ 島本　慶 東京湯巡り、徘徊酒 講談社 10/291.36
P28～（十条／十条湯、斎藤酒場）、　P56～（赤羽／
第二岩の湯、八起）

424 ｼﾐｽﾞ 清永　聡
気骨の判決－東條英機と闘った裁判
官－

新潮社 314.88
主人公は滝野川の生まれ、滝野川での生活が描か
れている

425 ｼﾐｽﾞ 清水　一行 器に非ず（徳間文庫） 徳間書店 B/913.6/ｼﾐ P103～P115（上十条）、P274（滝野川）

426 ｼﾐｽﾞ 清水　正之 山茶花の実 私家版 29/914.6/ｼﾐ

427 ｼｬｶ 社会科見学隊 親子で行く！社会科見学ガイド 扶桑社 T/291.3 Ｐ92～93（国立印刷局滝野川工場）

428 ｼｭｳ
週刊SPA！『孤独の
グルメ』取材班

『孤独のグルメ』巡礼ガイド　２ 扶桑社 596/ｺﾄﾞ P64～67(大衆割烹　田や/十条）

429 ｼｭﾘ H・シュリーマン シュリーマン旅行記清国・日本 エス・ケイ・アイ 10/210.5

430 ｼｭﾘ
ハイリッヒ・シュリー
マン

シュリーマン旅行記清国・日本 講談社 B/292.2 P146（王子）、P147（王子の茶屋）、P149（王子神社）
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431 ｼｭﾝ 春風亭　小朝 私だけの東京散歩　下町・都心編 作品社 10/291.36 P81～86（上中里）

432 ｼﾞｮｳ 城島　徹 新聞活用最前線 清水書院 20/375.1
P6～11・69～70（北区立東十条小学校の取り組みの
記述あり）

433 ｼｮｳ 商店街研究会 ＴＯＫＹＯＵ＋ひときわ輝く商店街 同友館 10/672.13
P58～67第2章（東十条商店街）、P122～125（霜降り
銀座商店街）

434 ｼﾛﾔ 城山　三郎 雄気堂々（下巻） 新潮社 B/913.6/ｼﾛ P288、P346ほか

435 ｼﾝｶ 新海　誠 小説　天気の子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B/913.6/ｼﾝ
P90（主人公の出会った少女・陽菜が住んでいるの
が田端）

436 ｼﾝｻ 辛酸　なめ子 大東京達人たちの散歩術 洋泉社 10/291.36 P48～49（稲荷場／滝野川）

437 ｼﾝｻ 辛酸　なめ子 無銭ひとり散歩 コアマガジン 10/291.36 P133～138（赤羽馬鹿祭り）

438 ｼﾝｼﾞ 新人物往来社 昭和６０年国鉄山手線物語 新人物往来社 B/686.2 P56～62（田端駅）

439 ｼﾝｼﾞ 新人物往来社 近藤勇のすべて 新人物往来社 289.1/ｺﾝ P224～226（近藤勇の墓／滝野川7丁目）

440 ｼﾝｾ 新星出版社 江戸時代 新星出版社 10/210.5
P112（王子飛鳥山）、ｐ169（飛鳥山・王子権現社・王
子稲荷の社）

441 ｼﾝﾄﾞ 新藤　兼人 ハチ公物語 小学館 916/ｼﾝ（児） P45、P69（王子／農林省試験場）

★442 ｼﾝﾄ
新東京珍百景探索
隊

新東京珍百景でチルする メディアパル 291.36 P92、93（上中里）

443 ｼﾝﾌﾞ
慎　武宏
（ｼﾝ　ﾌﾞｺｳ）

祖国と母国とフットボール
ランダムハウス講
談社

783.47 P16（西が丘）

444 ｼﾝﾎﾞ 真保　裕一 奇跡の人 角川書店 913.6/ｼﾝ P219～（浮間・赤羽）、P230（赤羽警察）

445 ｽｴﾅ 末永　直海 薔薇の鬼ごっこ 河出書房新社 916/ｽｴ

446 ｽｶﾞﾜ 菅原　健二 川の地図辞典 之潮 10/517.21
P302～309（北区の時代別地図）、P318～323（北区
の川の解説と写真）

★447 ｽｷﾞｳ 杉浦　日向子 二つ枕 筑摩書房 Z/726.1/ｽｷﾞ
P261～272（王子権現、王子稲荷、装束榎、飛鳥山、
扇屋、海老屋）

448 ｽｷﾞｳ 杉浦　日向子 大江戸観光 筑摩書房 B/210.5 飛鳥山
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449 ｽｷﾞｻﾞ 杉崎　行恭 山手線ウグイス色の電車今昔５０年 ＪＴＢﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ 10/686.21 P98～101（田端駅）

450 ｽｷﾞﾓ 杉本　苑子 東京の中の江戸名所図会 文芸春秋
10/915.6/ｽｷﾞ

P65～75（王子稲荷、名主の滝）

451 ｽｽﾞｷ 鈴木　浩三 江戸の都市力 筑摩書房 10/213.61
Ｐ65（石神井川・滝野川・飛鳥山公園・堀船・「武蔵野
国豊島の上・滝野川・板橋」）

452 ｽｽﾞｷ 鈴木　さちこ 路面電車すごろく散歩 木楽社 686.91 「化物姫」P16～（王子、扇屋、王子稲荷、飛鳥山）

453 ｽｽﾞｷ 鈴木　茂夫 東京自転車旅行ノート けやき出版 10/291.36 P101～105（都電荒川線沿線の記事）

454 ｽｽﾞｷ 鈴木　進吾 お江戸ののれん 拓殖書房新社 10/674.8 P182（川治／王子）

455 ｽｽﾞｷ 鈴木　琢磨 今夜も赤ちょうちん 青灯社 10/596.7
P8～9（斎藤酒場／十条）、P22～23（赤羽ハリウッ
ド・まるます家／赤羽）、P70～71（山田屋／王子駅
北口）、P226～227（埼玉屋／東十条）

456 ｽｽﾞｷ 鈴木　伸子 グッとくる鉄道 ﾘﾄﾙﾓｱ 10/686.21

P24、P44、P100(田端）、P27（飛鳥山の都電）、P41、
P43（赤羽）、P46（飛鳥山下跨線橋）、P88（北とぴ
あ）、P108、P109、P114、P115（田端運転所、北王子
貨物駅）

457 ｽｽﾞｷ 鈴木　伸子 シブいビル ﾘﾄﾙﾓｱ 523.13
P70～71（総合レジャービル／サンスクエア、王子駅
周辺）

458 ｽｽﾞｷ 鈴木　博之 元勲・財閥の邸宅
JTBパブリッシン
グ

20/521.8
P88～94（旧古河庭園）　P108、113、116、117（青淵
文庫・晩香盧）

459 ｽｽﾞｷ 鈴木　博之 日本の〈地霊（ゲニウス・ロキ）〉 講談社 210.6
P67～102（王子・飛鳥山・王子神社・渋沢邸・晩香
盧）

460 ｽｽﾞｷ 鈴木　博之 保存原論 市ヶ谷出版社 20/521.6 P66～69（青淵文庫・晩香盧）

461 ｽｽﾞｷ 鈴木　理生 江戸・東京の地理と地名 日本実業出版社 10/291.36 P38～39（荒川放水路、岩淵水門）

★462 ｽｽﾞｷ 鈴木　るりか さよなら、田中さん 小学館 J/913.6/ｽｽﾞ
P48（王子/権現坂）、P49（北区のあゆみ/小学校の
副読本）、P82、84（岸町）

★463 ｽｽﾞｷ 鈴木　るりか 私を月に連れてって 小学館 29/913.6/ｽｽﾞ 主人公は北区在住
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464 ｽﾀﾞ 須田　一政 わが東京１００ 禅フォトギャラリー 10/748/ｽﾀﾞ P3（上十条）、P66（田端）

465 ｽﾄﾞｳ 須藤　常央 子規探訪 静岡新聞社 911.362/ﾏｻ
P117～120（道灌山・田端駅）、P142～162（大龍寺/
田端・与楽寺・赤紙仁王/東覚寺・八幡神社・田端
駅・田端文士村記念館・滝野川第七小学校）

466 ｽﾐｲ 住井　すえ わが生涯 岩波書店 910.268/ｽﾐ P44

467 ｽﾜ 諏訪　優 東京風人日記 広済堂出版 29/914.6/ｽﾜ

468 ｽﾜ 諏訪　優 田端日記 思潮社 29/918.68/ｽﾜ

469 ｽﾜ 諏訪　優 芥川龍之介の俳句を歩く 踏青社 29/911.36/ｽﾜ

470 ｽﾜ 諏訪　優 坂のある町 踏青社 10/914.6/ｽﾜ

471 ｽﾜ 諏訪　優 田端事情 思潮社 20/911.5

472 ｽﾜ 諏訪　優 詩集太郎湯 思潮社 29/911.56/ｽﾜ

473 ｾｵ 瀬尾　幸子 みんなの大衆めし 小学館 596/ｾｵ/ｺﾞﾊﾝ P56～64（上十条、十条銀座/てんしょう）

474 ｾﾄｳ 瀬戸内　晴美 自立した女の栄光 講談社 B/281 P41（田端）

475 ｾｷｶ 関川　夏央 白樺たちの大正 文芸春秋 910.26/ｾｷ P332（芥川龍之介の家／田端）、P417（田端）

476 ｾｷｶ 関川　夏央 子規、最後の八年 講談社 911.362/ﾏｻ
P94（板橋・赤羽）、Ｐ181（飛鳥山）、Ｐ199・201・355
（田端）、Ｐ382（大竜寺）

477 ｾｷｸﾞ 関口　安義 芥川竜之介 岩波書店 910.268/ｱｸ P106・P116

478 ｾｷﾈ 関根　敏男 想い出の都電 東京新聞 10/686.91
頁表記なし。　Ｐ6～21・Ｐ39～42あたり（昭和44年頃
の王子駅界隈を走行する都電）

479 ｾｷｼ
せきしろ・からしま・
おおね

去年ルノアールで田端店－ドラマ版
公式ﾌﾞｯｸ

マガジンハウス 20/912.7/ｷﾖ 田端

480 ｾﾞﾝｺ
全国地質調査業協
会連合会

日本列島ジオサイト地質百選 ２ オーム社 455.1 Ｐ50～51（音無桜緑地/王子貝層）

481 ｾﾝﾍﾞ せんべろ女子隊 せんべろ女子隊酒場探訪記 世界文化社 10/596.7
45～76P（東十条／埼玉屋・新潟屋・斉藤酒場、赤羽
／まるまる家・丸健水産・立ち飲みいこい支店）
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482 ｿｲﾘ 鼠入　昌史 山手線30駅 イカロス出版 686.21 P106～111（田端駅）

483 ｿﾉﾍﾞ 薗部　澄 失われた日本の風景　都市懐旧 河出書房新社 210.76 P22（谷端川）、P34～35（王子）

484 ﾀｶｳ 高宇　政光 お茶のソムリエの日本茶教室 筑摩書房 B/619.8 Ｐ178（赤羽／思月園）

485 ﾀｶｳ 高宇　政光 僕は日本茶のソムリエ 筑摩書房 29/619.8/ﾀｶ Ｐ22（赤羽／思月園）

486 ﾀｶｼ 高嶋　哲夫 ジェミニの方船 集英社 913.6/ﾀｶ P295～296、P304（岩淵水門）

487 ﾀｶｼ 高嶋　哲夫 東京大洪水 集英社 Ｂ/913.6/ﾀｶ
Ｐ41（岩淵）、Ｐ404・420・553（荒川・新岩淵水門）、Ｐ
405（荒川・新岩淵水門・志茂）

488 ﾀｶﾀﾞ 高田　勲 ちんちんでんしゃがはしるまち PHP研究所 EＹ/ﾀｶ（児）

489 ﾀｶﾉ 鷹野　晃 東京１００年散歩 海竜社 10/213.61
Ｐ120～121（飛鳥山、飛鳥山タワー、飛鳥山トンネ
ル、あすかパークレール紙の博物館、渋沢資料館、
晩爐、青淵文庫、王子製紙）

490 ﾀｶﾉ 高野　和明 グレイヴディッガー 講談社 913.6/ﾀｶ Ｐ55（神谷発着場）

491 ﾀｶﾊ 高橋　克彦 完四郎広目手控 集英社 913.6/ﾀｶ 「化物姫」P16～（王子、扇屋、王子稲荷、飛鳥山）

492 ﾀｶﾊ 高橋　春人 ほろびの街
ＰＨＰエディーター
ズ・グループ

10/213.60
P20～21（東京スケッチマップ「滝野川周辺の地
図」）、P65（滝野川町・三軒屋）

★493 ﾀｶﾊ 高橋　弘樹 都会の異界 産業編集センター 10/291.36
P102～135（赤羽/中之島（荒川の岩淵水門を渡った
島））

494 ﾀｶﾊ 高橋　文子 田端のふしぎな家 風雲舎 289.1/ﾀｶ 田端

495 ﾀｶﾊ たかはし　みき 東京23区おみやげさんぽ
ダイヤモンド・ビッ
グ社

10/596/ﾀｶ
P64～67石鍋商店（久寿餅)・明美(都電もなか）、中
里（揚最中〉

496 ﾀｶﾐ 高見澤　潤子 兄　小林秀雄 新潮社 910.268/ｺﾊﾞ P127～

497 ﾀｶﾑ 高村　薫 照柿 講談社 913.6/ﾀｶ
P167（赤羽の団地）、P177(赤羽西）、P379（赤羽
駅）、P496（赤羽）

498 ﾀｶﾑ 高村　薫 マークスの山 早川書房 913.6/ﾀｶ P202（王子公務員宿舎）
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499 ﾀｶﾑ 高村　薫 冷血　上 毎日新聞社 913.6/ﾀｶ

P99～178（赤羽・荒川・赤羽駅東口・赤羽駅東口の
マクドナルド・赤羽台・桐ヶ丘・西が丘・赤羽駅・埼京
線・赤羽西・ダイエー・赤羽台団地・赤羽署・国立西
が丘サッカー場）

500 ﾀｶﾑ 高村　薫 冷血　下 毎日新聞社 913.6/ﾀｶ P33（赤羽、西が丘、北本通り）

501 ﾀｷｲ 瀧井　孝作 無限抱擁 改造社 A/913.6/ﾀｷ

502 ﾀｹｳ 竹内　正浩
古地図と古写真で楽しむ！明治・大
正・昭和東京時空散歩

洋泉社 10/213.61 P89（旧古河庭園）

503 ﾀｹｳ 竹内　正浩 空から見る戦後の東京 実業之日本社 10/213.61 P21（桐ヶ丘団地）、P34～39（田端）

504 ﾀｹｳ 竹内　正浩 地図と愉しむ東京歴史散歩 中央公論新社 10/291.36 P117～122（赤羽の陸軍施設群）

505 ﾀｹｳ 竹内　正浩 地図と愉しむ東京歴史散歩 中央公論新社 213.6
Ｐ30・88～90（旧古河庭園）、Ｐ86（王子・小渕恵三）、
Ｐ111（飛鳥山）

506 ﾀｹｳ 竹内　正浩 地図と愉しむ東京歴史散歩・地形編 中央公論新社 10/213.6

P46～47（王子・滝野川）、P60～64（田端）、P88（田
端駅・上中里）、P91（十条商店街）、P167（古河庭
園）、P203（上中里・田端）、P215～216（渋沢史料
館）

507 ﾀｹｳ 竹内　正浩
地図と愉しむ東京歴史散歩・都心の
謎編

中央公論新社 10/213.6 P158～160（赤羽射撃場跡・稲付射撃場跡）

508 ﾀｹｳ 竹内　正浩
地図と愉しむ東京歴史散歩・地下の
秘密編

中央公論新社 10/213.6

巻頭資料頁（地下鉄南北線赤羽岩淵駅の写真）、Ｐ
38（田端・赤羽）、Ｐ67（王子）、Ｐ68（滝野川区・王子
区）、Ｐ70（中十条・赤羽）、Ｐ111～118（第4章「団地
の土地を読み解く」第2項「団地の土地の来歴を探
る」/赤羽・赤羽台団地、他）、Ｐ125（豊島5丁目団地）
Ｐ147（地下鉄南北線/西ヶ原・王子・王子神谷・志
茂・赤羽岩淵）

509 ﾀｹｳ 竹内　正浩
「家系図」と「お屋敷」で読み解く歴代
総理大臣　昭和・平成編

実業之日本社 312.1/ﾀｹ
P302～304（小渕恵三／王子が東京の居宅）、Ｐ381
（小渕家住所表示）

35



　　　「北区」が登場する本のリスト 　　　 2022年10月1日現在　★・網掛：追加分

Ｎｏ. カナ 著者名 書　　名 出版社 請求記号 掲載頁・地名

510 ﾀｹｳ 竹内　正浩
地図と愉しむ東京歴史散歩
お屋敷のすべて篇

中央公論新社 10/213.6

P30(西ヶ原）、P86(王子・小渕恵三）、P88～90（旧古
河庭園）、P111（飛鳥山）、P127(王子本町/小渕
邸）、P146(滝野川町大字田端/野田邸　・滝野川町
大字西ヶ原/渋沢邸）

511 ﾀｹﾀﾞ 武田　竜弥 日本全国産業博物館めぐり PHP研究所 602.1 P87～89（紙の博物館）

512 ﾀｹﾑ 武村　岳男 本好きのためのウォーキング入門 平凡社 291.09 P39～44（飛鳥山公園・飛鳥の小径・旧古河庭園）

513 ﾀｹﾑ 竹村　民郎 大正文化　帝国のユートピア 三元社 210.69 P131～148（田端文士村）

514 ﾀﾞｻﾞｲ 太宰　治 今読みたい太宰治私小説集 小学館 913.6/ﾀﾞｻﾞ
北区在住の現役高校生作家 鈴木るりか氏が解説
文を書いている。

515 ﾀｻﾞﾜ 田澤　拓也 江戸の名所 小学館 10/291.36
P144～148（飛鳥山・王子権現社（王子神社）・王子
稲荷社（王子稲荷神社））

516 ﾀｻﾞﾜ 田澤　拓也 渋沢栄一を歩く 小学館 26/289.1/ｼﾌﾞ P187（王子・飛鳥山）

517 ﾀｼﾛ 田代　博 「富士見」の謎 祥伝社 291.51 P60（北とぴあ）

518 ﾀﾀﾞﾉ 唯野　未歩子 僕らが旅に出る理由 文藝春秋 913.6/ﾀﾀﾞ P31～46（赤羽駅）

519 ﾀﾁﾓ 日明
タチモリ

　恩
メグミ

埋み火 講談社 913.6/ﾀﾁ
主人公が赤羽台の消防出張所に勤務し、赤羽周辺
が　　　舞台となっている。志茂、赤羽台など多数地
域が登場　　する。
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520 ﾀﾁﾓ 日明　恩 鎮火報 講談社 20/913.6/ﾀﾁ

P7(赤羽台）、Ｐ10（赤羽西）、Ｐ11（赤羽・赤羽台）、Ｐ
15（赤羽・浮間・赤羽台・志茂・西が丘）、Ｐ47・Ｐ56
（赤羽台）、Ｐ69・Ｐ74・Ｐ76（赤羽）、Ｐ86（赤羽・豊
島）、Ｐ102（赤羽）、Ｐ111（赤羽・西が丘）、Ｐ181（滝
野川第六小学校・紅葉中学校・観音橋・北養護学
校・寿徳寺・王子駅）、Ｐ209（十条駅・赤羽駅）、Ｐ211
（赤羽駅）、Ｐ292（赤羽台」）、Ｐ299（赤羽台・滝野川・
赤羽北）、Ｐ303（赤羽・赤羽台）、Ｐ352(東十条・赤
羽）、Ｐ353（東十条・上十条・西が丘・赤羽・富士見
橋・滝野川）、Ｐ382・Ｐ445（赤羽）、Ｐ447（赤羽台）

521 ﾀﾂｶ 立川　昭二 病いの人間史 文芸春秋 B/281.04 P127～130（正岡子規、大龍寺）

★522 ﾀﾃﾉ 立野井　一恵 東京の美しい図書館 エックスナレッジ 010.21 P10、P40～43（北区立中央図書館）

523 ﾀﾃﾉ 立野井　一恵 日本の最も美しい図書館 エックスナレッジ 20/016.21 Ｐ22～25（北区立中央図書館）

524 ﾀﾅｶ 田中　貢太郎 霊能者列伝 河出書房新社 913.6/ﾀﾅ
P196（王子・飛鳥山・石神井（滝野川）・王子権現）、
P201（北豊島郡豊島村）

525 ﾀﾅｶ 田中　澄江 花の百名山 文芸春秋 915.6/ﾀﾅ P281（浮間ヶ原）

526 ﾀﾅｶ 田中　康夫 ブリリアントな午後 河出書房新社 B/913.6/ﾀﾅ 上中里の女子高、豊島五丁目団地～岩淵水門

527 ﾀﾅｶ 田中　優子 江戸を歩く 集英社 10/291.36 P178～183（王子・王子稲荷・音無川・飛鳥山公園）

528 ﾀﾅｶ 田中　喜美 技術教育の諸相 学文社 20/375.6
Ｐ181～193（「第11章・東京都北区立中学校技術教
室と改築過程を通してみる普通教育としての技術教
育の実習施設の整備に関する現状と課題」の章）

529 ﾀﾅｻﾞ 棚澤　明子
子鉄&ママ鉄の電車ウオッチングガイ
ド

エイ出版社 10/686.21

P18～20（王子駅・飛鳥山公園）、P34～37（北とぴ
あ・飛鳥山公園）、P68（清水坂公園）、P83（飛鳥山
公園）、P114～115（田端駅・尾久車両センター）、
P132～133（田端駅・ホテルメッツ内レストラン「ラ
ポート」）

530 ﾀﾆｶ 谷川　彰英 地名に隠された「東京津波」 講談社 291.36
P43（田端・王子・飛鳥山）、P151（王子）、Ｐ160（滝野
川）
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531 ﾀﾆｶ 谷川　彰英 東京「駅名」の謎 祥伝社
10/291.36
B/291.3

P194～197（王子駅周辺）

532 ﾀﾆｶ 谷川　彰英 東京・江戸地名の由来を歩く ﾍﾞｽﾄｾﾗｰｽﾞ 10/291.36 P178～181（王子・飛鳥山）

533 ﾀﾆｶ 谷川　彰英 東京「地理・地名・地図」の謎 実業之日本社 291.36 P120～121（赤羽、岩淵、赤羽台団地）

534 ﾀﾆｶ 谷川　彰英 地図に秘められた「東京」歴史の謎 実業之日本社 10/291.36
Ｐ27・29（王子）、Ｐ66・68（田端駅・赤羽駅）、Ｐ69～
71（都電荒川線・王子・赤羽）、Ｐ90～93（赤羽線・赤
羽駅）、Ｐ120～122（赤羽）

535 ﾀﾆｶ 谷川　彰英 六本木には木が６本あったのか？ 朝日新聞出版 10/291.36 Ｐ124～133（飛鳥山・王子）

536 ﾀﾆｸﾞ 谷口　圭子 ケンカこでまり 集英社 913.6/ﾀﾆ P141（滝野川、東京外語大）

537 ﾀﾆｸﾞ 谷口　榮 東京下町の開発と景観 雄山閣 213.61 P131（赤羽台古墳群、中里遺跡）

538 ﾀﾆﾅ 谷中　安規 谷中安規モダンとデカダン 国書刊行会 733.08

P12（飛鳥・西ヶ原）、P43（滝野川・西ヶ原）、P149（飛
鳥山・滝野川・西ヶ原）、P218（滝野川区西ヶ原・滝野
川区中里町（現、北区中里1丁目））、P237（滝野川
区役所・上中里）、P238（滝野川区役所・滝野川区中
里５９番）、262・264P（略年表の中に北区の地名記
載あり）

539 ﾀﾈﾑ 種村　季弘 雨の日はソファで散歩 筑摩書房 914.6/ﾀﾈ P72（十条、王子／山田屋）

540 ﾀﾉﾘ 田野　隆太郎 土着喫茶ＴＯＫＹＯ 戎光祥出版 596.7 P12～17（東十条／コーヒー サン）

541 ﾀﾊﾗ 田原　総一朗 子育て知らずの孫育て 東京新聞 914.6/ﾀﾊ P176（十条のアパート）

542 ﾀﾏ たま たまの月経散歩 角川書店 29/914.6/ﾀﾏ

543 ﾀﾏｶﾞ 玉川　しんめい ぼくは浅草の不良少年 作品社 911.52/ｻﾄ P86・92・108（田端）

544 ﾀﾒﾁ 為近　磨巨登 写真で知る墨・硯・紙 木耳社 728.3 P5・6（紙の博物館／王子・飛鳥山公園内）

545 ﾀﾔﾏ 田山　花袋 東京近郊一日の行楽 博文館 10/291.36
Ｐ563～565（「瀧の川の紅葉」の章）、P578～580
（「太田道灌の木像」の章）、P581～582（「浮間ヶ原」
の章）
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546 ﾀﾔﾏ 田山　花袋 東京近郊一日の行楽 社会思想社 B/915.6/ﾀﾔ

P24～29(「林の趣味と水郷の美」の章）、P45～46
（「郊外の古駅」の章）、P95～109（「田の北効」の
章）、P277～279（「瀧の川の紅葉」の章）、P284～
286（「太田道灌の木像」の章）、P286～288（「浮間ヶ
原」の章）

547 ﾀﾔﾏ 田山　花袋 東京百年散歩 辰巳出版 10/915.6/ﾀﾔ P101～102（王子電車軌道、東北本線）

548 ﾀﾔﾏ 田山　花袋 東京の三十年 講談社 10/914.6/ﾀﾔ Ｐ124・197（飛鳥山）

549 ﾀﾐｵ 民岡　順郎
東京レスタウロ歴史を活かす建築再
生

ソフトバンククリエ
イティブ

10/523.13
P172～175（中央公園文化センター）、P216～219（北
区立中央図書館）

550 ﾁｲ 地井　武男 ちい散歩地井さんの絵手紙 第2集 新日本出版社 10/291.36
P18～21（名主の滝公園・奥山峰石・十条・篠原演芸
場・まちなか公房・鳥肉の山田屋）

551 ﾁｲ 地井　武男 ちい散歩地井さんの絵手紙 第3集 新日本出版社 10/291.36 P54～55（北赤羽・荒川・浮間公園）

★552 ﾁﾈﾝ 知念　実希人 螺旋の手術室 新潮社 B/913.6/ﾁﾈ
P186（赤羽病院）、P317（北区純正会医科大学付属
赤羽病院※架空の病院）

553 ﾁﾋﾛ 千尋 赤羽キャバレー物語 ワニブックス 29/673.98/ﾁﾋ 赤羽

554 ﾁﾖｳ 鳥海　房枝 ノロウイルス感染対応マニュアル 雲母書房 498.6
特別養護老人ホーム「清水坂あじさい荘」の経験と
対策

555 ﾂｶｻ 司　修 赤羽モンマルトル 河出書房新社 20/913.6/ﾂｶ
P131（赤羽駅・荒川）、Ｐ132（稲付・王子）、Ｐ141（カト
リック赤羽教会・赤羽・王子）、Ｐ142（西友ストア・荒
川）、Ｐ144（荒川土手・岩淵水門）、Ｐ146（赤羽）

556 ﾂｸﾀﾞ 佃　由美子 日本でいちばん小さな出版社 晶文社 023.06 P52～（王子／日販）

557 ﾂｼﾞ 辻　明人 東京の城めぐり Ｇ.Ｂ. 521.82
Ｐ26～31（稲付城・滝野川城・飛鳥山城・平塚城・梶
原堀之内・袋の殿山）

558 ﾂｼﾞ 辻　邦生 私の二都物語 中央公論社 914.6/ﾂｼﾞ P78（飛鳥山）

559 ﾂｼﾞ 辻　達也 徳川吉宗 吉川弘文館 289.1/ﾄｸ P150

560 ﾂｼﾏ 津島　佑子 火の山（上） 講談社 913.6/ﾂｼ

39



　　　「北区」が登場する本のリスト 　　　 2022年10月1日現在　★・網掛：追加分

Ｎｏ. カナ 著者名 書　　名 出版社 請求記号 掲載頁・地名

561 ﾂｼﾏ 津島　佑子 火の山（下） 講談社 913.6/ﾂｼ

562 ﾂｼﾏ 津島　佑子 電気馬 新潮社 913.6/ﾂｼ
「恋しくば」の章／P152～164（古河庭園・飛鳥山・王
子稲荷神社・名主の滝）

563 ﾂﾂﾞｷ 都筑　響一 天国は水割りの味がする 廣済堂あかつき 10/673.98
P52～70（ナイトレストラン「マカロニ」のマスターが語
る赤羽界隈での一代記／赤羽）

564 ﾂﾂﾞｷ 都筑　響一 東京右半分 筑摩書房 291.36 P436～443（ハリウッド／赤羽ﾞ）

565 ﾂﾂﾞｷ 都筑　響一 東京スナック飲みある記 ミリオン出版 10/673.98
P61～69（スナック花うさぎ・スナックノエビア／赤羽
駅東口）

566 ﾂﾂﾞｷ 都筑　道夫 二日酔い広場 集英社 B/913.6/ﾂｽﾞ
P259～P307（区役所・音無川・赤羽台・王子・滝野
川・赤羽駅周辺）

567 ﾂﾁﾔ 土屋　喬雄 日本資本主義史上の指導者たち 岩波書店 332
「澁澤榮一」の章／P112(王子製紙）、P124(滝野川
学園）、P127（飛鳥山邸）

568 ﾂﾁﾔ 土屋　武之 まるまる山手線めぐり 交通新聞社 10/686.21

Ｐ42～43（田端）、Ｐ72（板橋駅、赤羽駅）、Ｐ75～76
（板橋駅、十条駅、赤羽駅、田端駅）、Ｐ77・98～99・
103・109（田端駅）、Ｐ85（王子電車）、Ｐ113（田端界
隈／裏口の珈琲屋）

569 ﾂﾁﾔ 土屋　達彦 叛乱の時代 トランスビュー 20/377.96 P86～101（王子野戦病院反対運動）

570 ﾂﾈﾏ 常松　祐介 リノベーション名建築の旅 講談社 10/523.1 P48～55（北区立中央図書館）

571 ﾂﾎﾞｳ 坪内　逍遥 当世書生気質 岩波書店 B/913.6/ﾂﾎﾞ P129（赤羽）

572 ﾂﾎﾞｳ 坪内　稔典 正岡子規 岩波書店
S/911.362/ﾏ
ｻ

P96（王子）

573 ﾂﾓﾄ 津本　陽 異形の将軍（上）：田中角栄の生涯 幻冬舎 913.6/ﾂﾓ P159(理研ピストンリング王子工場）

574 ﾂﾓﾄ 津本　陽 小説　渋沢栄一（上） 日本放送出版協会 26/913.6/ﾂﾓ

575 ﾂﾓﾄ 津本　陽 小説　渋沢栄一（下） 日本放送出版協会 26/913.6/ﾂﾓ

576 ﾂﾙﾏ 鶴松　房治
江戸切絵図にひろがる鬼平犯科帳雲
霧仁左衛門

人文社 10/913.6/ｲｹ P110～P113（王子・飛鳥山周辺）
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577 ﾂﾙﾏ 鶴松　房治
池波正太郎が愛した江戸を行く
（パート２）城西・山の手編

朝日新聞社
10/291.36
291.36

「飛鳥山－一里塚」までの行楽コース
Ｐ24～29（王子駅、飛鳥橋跡、音無川、王子権現／
王子神社、卵焼き店／扇屋、和菓子店／狸屋、三本
杉橋跡、王子稲荷神社、名主の滝公園、日光御成
道、紅葉橋、金剛院／紅葉寺、岩谷弁財天洞窟跡、
音無さくら緑地、音無川堰跡／音無川親水公園、明
治通り、飛鳥山公園、渋沢栄一史料館、紙の博物
館、北区飛鳥山博物館、本郷通り、西ヶ原一里塚）

578 ﾃﾗｵ 寺尾　隆 図書館徹底活用術 洋泉社 015 P16・18（田端図書館）、P98（中央図書館）

579 ﾃﾗｶ 寺門　静軒
新日本古典文学大系第100巻　江戸
繁昌記

岩波書店 918/ｼﾝ P117（飛鳥山）

580 ﾃﾗﾀﾞ 寺田　寅彦 写生紀行（寺田寅彦随筆集第1巻） 岩波書店 B/914.6/ﾃﾗ P243～

581 ﾃﾗﾀﾞ 寺田　寅彦
煤煙（森田草平著）「現代日本文学全
集22」

筑摩書房 918.6/ｹﾞﾝ

582 ﾃﾗﾑ 寺村　輝夫 のんカン行進曲（マーチ） 理論社 ﾃﾗ/（児）

第三岩淵尋常小学校の1年生が主人公　P10～（王
子区・稲付・香取神社・赤羽駅・荒川・新荒川大橋）、
P306～（赤羽小学校）・P338～339（稲付・工兵隊・射
撃場・被服廠・兵器廠・赤羽駅）

583 ﾃﾗﾓ 寺本　敏子 東京の花と緑を楽しむ小さな旅 平凡社 10/291.36
P103～115（音無親水公園、王子稲荷神社、名主の
滝公園、飛鳥山公園、西ヶ原一里塚、旧古河庭園）

584 ﾃﾙｲ 照井　啓太 日本懐かし団地大全 辰巳出版 365.35 P14～15（赤羽団地）、P102～103（豊島5丁目団地）

585 ﾃﾝﾏ 天満　ふさこ 「星座」になった人 新潮社 289.1/アク
P24（西ヶ原）、Ｐ40・44・138・139・183・185・187・192・
205・226・232・271（田端）
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586 ﾄｳｷ
東京クリティカル連
合

東京五大 夏目書房社 291.36

Ｐ43（石神井川／王子七滝・飛鳥山・音無親水公
園）、Ｐ56（十条銀座商店街）、Ｐ122（珈琲店／友路
有赤羽店、Ｐ154（大衆食堂兼居酒屋／天将）、Ｐ122
（飛鳥山公園）、Ｐ266（居酒屋／いこい本店）

587 ﾄｳｷ
東京ご利益スポット
研究会

東京「ご利益」散歩 中経出版 10/175.9 P208～213（王子稲荷神社）

588 ﾄｳｷ 東京新聞写真部 ＴＯＫＹＯ異形 東京新聞出版部 10/748/ﾄｳ
Ｐ39（第二中里踏切）、Ｐ101（日本製紙物流の倉庫
／王子）

589 ﾄｳｷ
東京都教育庁生涯
学習スポーツ部計
画課

新東京の遺跡散歩 東京都 10/291.36 P76（西ヶ原貝塚）

590 ﾄｳｷ 東京都公園協会 緑と水のひろば　６８ 東京都公園協会 10/629.3 P22（豊島/新豊橋）

591 ﾄｳｷ 東京都公園協会 緑と水のひろば　８９ 東京都公園協会 10/629.3
Ｐ16～17（代々木公園とともに開園を迎えた浮間公
園）

592 ﾄｳｷ 東京都公園協会 緑と水のひろば　９１ 東京都公園協会 10/629.3
表紙～Ｐ9（旧古河邸、旧古河庭園）、Ｐ10～13（飛鳥
山・西ヶ原・田端／周辺散策、北区立中央図書館所
蔵写真）、Ｐ27(旧古河庭園）

593 ﾄｳｷ
東京都社会福祉協
議会

きずなづくり大賞入選集　２０１５
東京都社会福祉
協議会

10/369.7
P65～72（飯田陽子著「ママからママへ、つながるバ
トン。」/北区十条にある子育て応援塾『ほっこりー
の』の活動を紹介」

594 ﾄｳｷ 東京神社研究会 すばらしい東京の神社ベスト151 自由国民社 10/175.93
P124～129（王子神社・王子稲荷神社・赤羽八幡神
社・平塚神社）、P172（装束稲荷神社）、P175（富士
神社・王子神社）

595 ﾄｳｷ 東京古里会 東京の１万年を歩く 学研 10/291.36
P58～63(平塚神社、西ヶ原一里塚、飛鳥山公園、滝
野川城祉、王子稲荷神社、王子神社、稲付城址）

596 ﾄｳｷ 東京散歩倶楽部  東京ご利益散歩ガイド 小学館 10/291.36 P239～240(東覚寺・与楽寺・装束稲荷・寿徳寺）
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597 ﾄﾞｳﾊﾞ 堂場　瞬一 コーチ 東京創元社 913.6/ﾄﾞｳ
P7～65（第一章が北区の警察署を舞台として、王子
駅・豊島二丁目・志茂駅・赤羽岩淵駅・十条駅前の
交番が出てくる）

598 ﾄｸﾀﾞ 徳田　秋声 日本文学全集　8 集英社 918.6/ﾆﾎ

599 ﾄｸﾀﾞ 徳田　秋声 日本文学全集　11 筑摩書房 918.6/ﾆﾎ

600 ﾄｸｶﾞ 徳川　慶喜 将軍が撮った明治 朝日新聞社 20/210.6

P50～52（浅野家西ヶ原別邸）、P53（西ヶ原別邸より
の眺望）、P64～69（飛鳥山渋沢邸）、P76～77（飛鳥
山よりの眺望）、P78～79（飛鳥山公園）、P85（滝野
川紅葉寺）

601 ﾄｸｶﾞ 徳川 夢声 夢声戦中日記 中央公論新社 B/210.7 P23（滝野川）、P291（赤羽）

602 ﾄｸｶﾞ 徳川 夢声 夢声戦争日記  第1巻 中央公論社 B/210.7 P17（王子製紙）、P８１（滝野川）

603 ﾄｸｶﾞ 徳川 夢声 夢声戦争日記　第4巻 中央公論社 B/210.7 P167・184・212（赤羽）

604 ﾄｸｶﾞ 徳川 夢声 夢声戦争日記　第6巻 中央公論社 B/210.7 P215（田端）

605 ﾄﾂｶ 戸塚　省三 東京路地裏観光 二玄社 10/291.36
P242～（小山酒造／岩淵）、P244～（みやこ豆腐／
赤羽）、P248～（篠原演芸場／十条）

606 ﾄﾐｵ 富岡　多恵子 とはずがたり（古典の旅　9） 講談社 915.4/ｺ

607 ﾄﾐﾀ 富田　勲 音の雲 日本放送出版協会 762.1 Ｐ226（王子）

608 ﾄﾐﾀ 冨田　幹太 無名の巨人たち ロングセラーズ 281.04
Ｐ89～121（滝野川／株式会社亀の子束子西尾商
店）

609 ﾄﾐﾀ 富田　均 東京映画名所図鑑 平凡社 10/778.21 P37～P51

610 ﾄﾐﾀ 冨田　均 東京坂道散歩 東京新聞出版局 10/291.3
P32～263（西ヶ原・上中里・十条仲原・田端・岸町・滝
野川・王子本町・赤羽台・王子）

611 ﾄﾞﾓﾝ 土門　トキオ 王子のきつね 学研教育出版 913/ﾄﾞﾓ（児） Ｐ111（王子／王子稲荷神社・扇屋）

612 ﾄﾞﾗﾏ
ドラまっぷプロジェク
ト

TVドラマここがロケ地だ！！ サンブックス 778.8 P30(旧古河庭園）、P51（中央公園文化センター）

613 ﾅｲﾄ 内藤　正人 もっと知りたい歌川広重 東京美術 721.8
P30（飛鳥山）、P56（音無川・不動の滝・滝之川）、
P69～70（王子稲荷）

43



　　　「北区」が登場する本のリスト 　　　 2022年10月1日現在　★・網掛：追加分

Ｎｏ. カナ 著者名 書　　名 出版社 請求記号 掲載頁・地名

★614 ﾅｶ 仲　隆裕 名家・名門の庭園を歩く 宝島社 629.21 P40、41（渋沢史料館）

615 ﾅｶｲ 中井　英夫
中井英夫戦中日記　彼方より　完全
版

河出書房新社 915.6/ﾅｶ P27(田端）

616 ﾅｶﾞｲ 永井　荷風 日和下駄（荷風随筆集（上）） 岩波書店 B/914.6/ﾅｶﾞ P45、P53、P81

617 ﾅｶﾞｲ 永井　泰宇 寄席殺人伝 講談社 913.6/ﾅｶﾞ

618 ﾅｶﾞｲ 永井　義男
下級武士の日記で見る江戸の「性」と
「食」

河出書房新社 210.5 P127～129（飛鳥山、王子熊野権現社、扇屋、王子）

619 ﾅｶﾞｲ 永井　義男 本当はブラックな江戸時代 辰巳出版 210.5 P218（飛鳥山）

620 ﾅｶｴ 中江　克己
歴史と風情を愉しむ　江戸東京の地
名散歩

ベストセラーズ 10/291.36 P84～87（飛鳥山）

621 ﾅｶﾞｵ 長尾　宏 カメラと歩く東京の下町 みやび出版 10/291.36
P40（西ヶ原）、P41（中十条）、P84～87（王子）、P144
～147（田端）、P180～183（十条）

622 ﾅｶｶﾞ 中上　健次 十九歳の地図 河出書房新社 B/913.6/ﾅｶ 滝野川・飛鳥山

623 ﾅｶﾞｻ 長崎　夏海 クリオネのしっぽ 講談社 J/913.6/ﾅｶﾞ P104・P115・P166・P172（北中）

624 ﾅｶｻﾞ 中里　富美雄 自分史を読む 菁柿堂(ｾｲｼﾄﾞｳ) 280.7 P124・P133・P162・P176・P224（赤羽文化センター）

625 ﾅｶｻﾞ 中里　融司 花見の宴 小学館 B/913.6/ﾅｶ P241～291（飛鳥山）

626 ﾅｶﾞｻ 長沢　利明 江戸東京ご利益事典 笠間書院 10/387

Ｐ6（赤紙仁王）、Ｐ74（王子稲荷神社）、Ｐ75（王子稲
荷の御石様）、Ｐ76（王子神社）、Ｐ116（上田端八幡
神社）、Ｐ121（亀ヶ池弁天）、Ｐ210（装束稲荷）、Ｐ232
（関神社）、Ｐ233（関神社の毛塚）、Ｐ259（賊よけ地
蔵）Ｐ333（七社神社）、Ｐ335（名主の滝）、Ｐ485（与
楽寺の阿弥陀如来）

627 ﾅｶｼﾞ 中島　京子 さようなら、コタツ 集英社 B/913.6/ﾅｶ P184～

628 ﾅｶｼﾞ 中島　京子 小さいおうち 文藝春秋 913.6/ﾅｶ P296（東十条／登場人物の居住地）

629 ﾅｶｼﾞ 中島　京子 小さいおうち 文藝春秋 Ｂ.913.6/ﾅｶ P316（東十条／登場人物の居住地）

630 ﾅｶﾀ 中谷　航太郎 戦争遺跡 ミリオン出版 82/748/ﾅｶ
P49～49（東京第一陸軍造兵廠／現北区立中央図
書館）
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631 ﾅｶﾉ 中野　純 東京「夜」散歩 講談社 10/291.36 P35～45　（王子駅ー石神井川）

632 ﾅｶﾞﾉ 永野　賢 山本有三正伝（上巻） 未来社 910.268/ﾔﾏ P274～275

633 ﾅｶﾏ 中町　信 暗闇の殺意 光文社 B/913.6/ﾅｶ P251・.274（赤羽／登場人物の一人が住んでいる）

634 ﾅｶﾏ 中町　信 模倣の殺意 東京創元社 B/913・6/ﾅｶ
P10他（北区稲付町／登場人物の一人が住んでい
る）

635 ﾅｶﾑ 中村　彰彦 天保暴れ奉行 実業之日本社 913.6/ﾅｶ 飛鳥山

636 ﾅｶﾑ 中村　建治 消えた！３１０路線東京の鉄道 イカロス出版 10/686.21

P132～135（「日本製紙・王子工場線」の章／田端信
号場・王子駅・北王子線・北王子駅）、P148～151
（「陸軍・造兵廠軽便線」の章／赤羽線・東京第一陸
軍造兵廠・自衛隊十条駐屯地・東京第一陸軍造兵
廠滝野川工場・滝野川もみじ小学校・東京第二陸軍
造兵廠堀船工場・堀船緑地・王子駅・旧陸軍東京第
１造兵廠棟・北区立中央図書館・北区の部屋・ちんち
ん山児童遊園）

637 ﾅｶﾑ 中村　建治
消えた！東京の名駅
失われた『個性派』駅舎を辿る

イカロス出版 10/686.53
P52～54（田端駅の新旧駅舎／北区立中央図書館
写真画像提供あり）

638 ﾅｶﾑ 中村　輝雄 おじいちゃんのノート セブン＆アイ出版
20/749.06
749.06

北区滝野川六丁目にある印刷会社「（有）中村印刷
所」のドキュメンタリー

639 ﾅｶﾑ 中村　航 ぐるぐるまわるすべり台 文芸春秋 913.6/ﾅｶ P58、P105

640 ﾅｶﾑ 中村　博 王子のきつね ポプラ社 20/388.1

641 ﾅｶﾑ 中村　博/編 王子のきつね（東京の民話） 一声社 10/388.1

642 ﾅｶﾑ 中村　真一郎 私の履歴書 ふらんす堂 910.268/ﾅｶ

643 ﾅｶﾑ 中村　真一郎 全ての人は過ぎて行く 新潮社 914.6/ﾅｶ P22～25・28（田端）

644 ﾅｶﾑ 中村　みつを お江戸超低山さんぽ
書肆侃侃房(ｼｮｼｶ
ﾝｶﾝﾎﾞｳ)

291.36
P58～69（飛鳥山公園・王子神社・名主の滝・扇屋・
石鍋商店）

645 ﾅｶﾑ 中村　みつを 東京まちなか超低山 ぺりかん社 10/291.36
P6（飛鳥山・十条富士）P16～17（飛鳥山）、P126（十
条富士）、Ｐ70～75（名主の滝公園上部亀山）
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646 ﾅｷﾞﾀ 名木田　恵子 トラム、光をまき散らしながら ポプラ社 J/913.6/ﾅｷﾞ （王子・飛鳥山・滝野川）

647 ﾅｷﾞﾗ なぎら　健壱 なぎら健壱の東京自転車 作品社 10/291.36

P115～116（豊島橋・新豊橋・新田橋・新神谷橋・岩
淵水門）、P157～158（西ヶ原四丁目・滝野川三丁
目・飛鳥山公園・王子駅前・栄町・梶原）、P184～186
（新堀橋・音無親水公園・王子神社・音無さくら緑地・
谷津大観音）

648 ﾅｷﾞﾗ なぎら　健壱 町のうしろ姿 岳陽舎 20/689.91 P44～65（町の風景写真）

649 ﾅｷﾞﾗ なぎら　健壱 町の残像 日本カメラ社 291.36 P44～45（都電荒川線・王子・飛鳥山）

650 ﾅﾂﾒ 夏目　漱石 三四郎 岩波書店 913.6/ﾅﾂ P69（田端）

651 ﾅﾅｵ 七尾　与史 山手線探偵 ポプラ社 B/913.6/ﾅﾅ P126（田端駅、田端文士村記念館）

652 ﾅﾅﾀ 七滝　雅孝 きつね装束殺人事件 新風舎 B/913.6/ﾅﾅ
王子が舞台（北とぴあ、王子稲荷神社、狐の行列、
荒川放水路、赤水門）

653 ﾅﾙｾ 成瀬　桜桃子 久保田万太郎の俳句 ふらんす堂 911.362/ｸﾎﾞ Ｐ191～196（田端）

654 ﾅﾙﾐ 鳴海　丈 あやかし小町 廣済堂出版 B/913.6/ﾅﾙ
第3話王子の狐　P192（王子稲荷社・飛鳥山・豊島
郡）

655 ﾅﾜﾀ 縄田　一男 大江戸ぶらり切絵図散歩 PHP研究所
10/291.36 P103～109（王子）、P109に少し古い歴史時代小説

で王子が舞台のもの一覧あり

656 ﾆｶﾐ 仁上　幸治 図書館員のためのPR実践講座 樹村房 013.7

P79『北区立中央図書館』（「実践事例」さまざまな工
夫が施されたサイン例/絵文字使った表示：トイレ・
総合カウンター等々）、P97(さまざまなPR紙例/ぽ
けっと）、P109（「実践事例」オリジナルグッズ/「ドナ
ルドキーンコレクション」グッズ）

657 ﾆｼｲ 西井　一夫 昭和二十年東京地図[正] 筑摩書房 10/291.36 P183～204（王子・十条・赤羽／佐多稲子）

658 ﾆｼｵ 西尾　幹二 国民の歴史　上 文藝春秋 B/210.0 P99(中里貝塚）

659 ﾆｼｵ 西尾　忠久 鬼平犯科帳を歩く　１ 旬報社 10/291.36 P68～71（王子・滝野川）

660 ﾆｼｶ 西川　敦子 大人のためのシェアハウス案内 ダイヤモンド社 365.37 P171～（ｒｏｍａｎ亭／王子）

661 ﾆｼｻﾞ 西沢　笛畝 日本郷土玩具事典 岩崎美術社 759.9 P60（王子神社の槍）、P61（王子稲荷の暫狐）
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★662 ﾆｼﾑ 西村　健 バスを待つ男 実業之日本社 913.6/ﾆｼ
第2章・第6章・第7章に記載あり（北とぴあ、王子神
社、王子稲荷、装束榎、扇屋、岩淵水門、北区立赤
羽小学校、OK横丁）

663 ﾆｼﾑ 西村　賢太 寒灯 新潮社 913.6/ﾆｼ P7、P55、P85（滝野川）

664 ﾆｼﾑ 西村　賢太 苦役列車 新潮社 913.6/ﾆｼ
P129（赤羽）、P131（ヨーカ堂・滝野川）、P140（王子
駅行き）、P144（赤羽台）

665 ﾆｼﾑ 西村　賢太 瘡瘢旅行 講談社 913.6/ﾆｼ P150（王子駅）

666 ﾆｼﾑ 西村　賢太 東京者がたり 講談社 914.6/ﾆｼ Ｐ131～136（十条、滝野川、西ヶ原）

667 ﾆｼﾑ 西村　賢太 一日 文藝春秋 914.6/ﾆｼ P123（滝野川／近藤勇の墓）

★668 ﾆｼﾓ 西森　聡 路面電車大百科 天夢人 686.91
P44～49（王子界隈/東京さくらトラム）、P152、153
（王子・赤羽・北本通り/失われた路面電車たち）

669 ﾆﾎﾝ
日本エクステリア学
会

図説近代エクステリアの歴史 建築資料研究社 524.89
P102～103（赤羽分譲住宅／現北区西が丘）、
P137(晩香蘆／北区西ヶ原）

670 ﾆﾎﾝ
日本児童文学者協
会

王子のきつね（東京都の民話） 偕成社 09（児）

671 ﾇﾚｷ 濡木　痴夢男 「奇譚クラブ」とその周辺 河出書房新社 B/051.6 P123（王子・飛鳥山）

672 ﾉｶﾞﾐ 野上　弥生子 野上弥生子日記 岩波書店 915.6/ﾉｶﾞ P222～

673 ﾉｶﾞﾐ 野上　弥生子 森 新潮社 913.6/ﾉｶﾞ

674 ﾉｶﾞﾐ 野上　弥生子 野上弥生子全集　第２期　第２８巻 岩波書店 918.68/ﾉｶﾞ P62(王子駅)

675 ﾉｷﾞ 野木　桃花 江戸から東京へ あすか社
20/911.36/ｴ
ﾄﾞ

P106～115（飛鳥山・王子稲荷・名主の滝・近藤勇の
墓）

676 ﾉｸﾞﾁ 野口　冬人 旅行作家それぞれの旅 現代旅行研究所 291.09
Ｐ34～38（「王子～滝野川江戸庶民の行楽地を歩く」
の章／飛鳥山、王子稲荷、王子七滝、音無川等）

677 ﾉﾅﾐ 乃南　アサ 自白 文藝春秋 913.6/ﾉﾅ P161（赤羽）、P165（赤羽、東十条）

678 ﾉﾑﾗ 野村　敬子 「採訪」という旅
アーツアンドクラ
フツ

914.68/ｻｲ P67～79（赤羽北・上中里／八百比丘尼やおびくに）
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679 ﾉﾑﾗ 野村　純一 ふるさとお話の旅　4 星の環会 901/ﾌﾙ（児）

680 ﾊﾞｲｼ 倍賞　千恵子 お兄ちゃん 広済堂出版
27/778.21/ﾊﾞ
ｲ

P33（滝野川）

681 ﾊﾞｲｼ 倍賞　千恵子 倍賞千恵子　出会いに感謝を 東京新聞
27/778.21/ﾊﾞ
ｲ

P8、12、20～21、105（滝野川）

682 ﾊｶﾞ 芳賀　ひらく デジタル鳥瞰江戸の崖東京の崖 講談社 10/454.91
P.118～（赤羽・十条台・稲荷公園・王子稲荷・十条仲
原）

683 ﾊｷﾞﾜ 萩原　朔太郎
萩原朔太郎全集　8巻（移住日記・田
端に居た頃）

筑摩書房 911.56/ﾊｷﾞ

684 ﾊｷﾞﾜ 萩原　朔美 東京セレクション　花の巻 住まいの図書館 10/291.36 P92～99（駒込駅、田端、滝野川）

685 ﾊｼﾓ 橋本　純 百鬼夢幻　河鍋暁斎妖怪日誌 光栄 913.6/ﾊｼ 第2章・第4章（王子の狐）

686 ﾊｾ 長谷　聰 団地ノ記憶 洋泉社 /527.8//
頁表記なし（公団赤羽台団地・都営桐ヶ丘アパート・
公団豊島5丁目団地）

687 ﾊﾀ 秦　建日子 殺人初心者 文藝春秋 B/913.6/ﾊﾀ
P154（岩淵町）、P159（東十条）、P167（赤羽）、P168
（赤羽岩淵の交差点）、P192（王子）

688 ﾊﾀﾅ 畑中　三応子 ミュージアム・レストランガイド 朝日新聞社 706.9 P110～111（飛鳥山３つの博物館）

689 ﾊﾀｹ 畠中　恵 いっちばん 新潮社 913.6/ﾊﾀ P114（王子稲荷）

690 ﾊﾀｹ 畠中　恵 アコギなのかリッパなのか 新潮社 B/913.6/ﾊﾀ P252､262（赤羽）

691 ﾊﾀﾉ 秦野　章 逆境に克つ 講談社 289.1/ﾊﾀ P244～246（王子／野戦病院）

692 ﾊﾄﾘ 羽鳥 昇兵 ぶらっと東京 読売新聞社 10/291.36
P202(工部省赤羽製作所）、Ｐ219（散歩地図のＰ8・
田端）

693 ﾊﾅｻ 花咲　一男 大江戸ものしり図鑑 主婦と生活社 10/382.13 P90～91（飛鳥山・王子稲荷）

★694 ﾊﾞﾊﾞ 馬場　啓一 池波正太郎が通った<店> いそっぷ社 596/ﾊﾞﾊﾞ P108（扇屋）

695 ﾊﾏｸ 浜倉　好宣
僕は人も街も再生する酒場のプロ
デューサー

商業界 20/673.98 P100～101（赤羽／トロ函）

696 ﾊﾏﾀﾞ 浜田　信郎 とりマニア メディアパル 10/596.33 P12～13（とり市／赤羽、焼鳥どん／滝野川）
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697 ﾊﾔｶ 早川　光 東京名物 新潮社 10/675.1
P60～61（岸町／釜焼き玉子）、P62～63（滝野川／
亀の子束子）、P148～149（岩淵町／小山酒造）

698 ﾊﾔｼ 林　秀年 落語で辿る江戸・東京三十六席。 三樹書房 10/779.13 Ｐ148～155（王子の狐）

699 ﾊﾔｼ 林　順信 都電が走った街今昔
日本交通公社出
版事業局

83/686.91 P104～107（都電飛鳥山・赤羽終点・都電王子駅前）

700 ﾊﾔｼ
林家　正蔵
（９代目）

四時から飲み 新潮社
10/596.7 Ｐ66～72（まるます家、丸健水産、赤羽ＯＫ横町／赤

羽）、Ｐ120～123(埼玉屋／東十条）

701 ﾊﾔｼ 林家　たい平 たい平の野菜シャキシャキ噺 講談社 779.1 Ｐ17（北区の若手落語家競演会／十条）

702 ﾊﾔﾐ 早見　俊 魔笛の君 光文社 B/913.6/ﾊﾔ 飛鳥山で横笛を吹く

703 ﾊﾔﾐ 早見　俊 犬侍の嫁 二見書房 B/913.6/ﾊﾔ P12～14（飛鳥山・王子権現・金輪寺）

704 ﾊﾔﾐ 早見　俊 若殿討ち 光文社 B/913.6/ﾊﾔ P1～（飛鳥山・王子村・王子稲荷・岩淵）

705 ﾊﾗ 原　進一 アムステルダムの詭計 原書房 913.6/ﾊﾗ
P39(西ヶ原）、P40(都電）、P54・258・263（学生会館
／東京外語大学、女子高／武蔵野学園）

706 ﾊﾗｼ 原信田　実 謎解き広重「江戸百」 集英社 721.8

P120～123（王子神社・装束稲荷神社/王子、王子稲
荷の社・王子不動之瀧・王子装束ゑの木大晦日の
狐火・豊島梶原辺・飛鳥山）、P171～174（王子瀧の
川・飛鳥山北の眺望）

707 ﾊﾞﾝﾄﾞ 坂東　眞砂子 貌孕み（かおはらみ） 文藝春秋 B/913.6/ﾊﾞﾝ P347（王子稲荷）

708 ﾋｶﾞｼ
東日本仕事と憩研
究会

東京おさぼりマップ 山海堂 10/291.36 Ｐ160（田端文士村記念館・北とぴあ展望ロビー）

709 ﾋｶﾞｼ 東野　圭吾 真夏の方程式 文藝春秋 913.6/ﾋｶﾞ P201～202（王子・滝野川）

710 ﾋｸﾞﾁ 樋口　有介 11月そして12月 中央公論新社 B/913.6/ﾋｸﾞ P85～112（赤羽）

711 ﾋｸﾞﾁ 樋口　有介 刑事さん、さようなら 中央公論新社 913.6/ﾋｸﾞ P114（王子・赤羽）

712 ﾋﾞﾋﾞﾙ ビビる大木 ビビる大木、渋沢栄一を語る プレジデント社 779.14 渋沢栄一

713 ﾋﾑｶ 日向　遼 埋められた匣 新風舎 20/913.6/ﾋﾑ

714 ﾋﾗｲ 平井　晩村 幡隋院長兵衛 国書刊行会 913.6/ﾋﾗ P83～90（飛鳥山）
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715 ﾋﾗｲ 平岩　弓枝 雨月（御宿かわせみ） 文芸春秋 913.6/ﾋﾗ P200（王子権現）

716 ﾋﾗｲ 平岩　弓枝
王子稲荷の女（はやぶさ新八御用帳
9）

講談社 913.6/ﾋﾗ

717 ﾋﾗｲ 平岩　弓枝
華族夫人の忘れもの（新・御宿かわ
せみ）

文藝春秋 913.6/ﾋﾗ 王子神社・飛鳥山

718 ﾋﾗｲ 平岩　弓枝 清姫おりょう（御宿かわせみ） 文芸春秋 913.6/ﾋﾗ P162～

719 ﾋﾗｲ 平岩　弓枝 江戸の子守唄 文芸春秋 B/913.6/ﾋﾗ
P241～（王子・飛鳥山・音無川・扇屋・王子権現・滝
不動・岩屋弁天・正受院・不動の滝）

720 ﾋﾗｲ 平岩　弓枝 横浜慕情 文芸春秋 913.6/ﾋﾗ
P69～P100（「烏頭坂今昔」／王子権現・滝野川弁
天・金剛寺・音無川・荒川・石神井川）

721 ﾋﾗｶ 平川　正枝 東京のおキツネさん 出版芸術社 10/387.3
ｐ144～149（田端八幡神社・八幡神社・装束稲荷・王
子稲荷神社）

722 ﾋﾗﾂ 平塚　らいてう 元始、女性は太陽であった（完） 大月書店 289.1/ﾋﾗ

723 ﾋﾗﾉ 平野　啓一郎 決壊     下巻 新潮社 913.6/ﾋﾗ Ｐ300（王子、旧陸軍275号館））

★724 ﾋﾗﾉ 平野　紗季子 私は散歩とごはんが好き<犬かよ>。 マガジンハウス 291.36
P129（都電王子駅前駅から飛鳥山、平澤かまぼこ、
山田屋）

725 ﾋﾗﾉ 平野　勝 むさしの「城跡」ウオーキング 東京新聞出版局 10/291.36 P45～47（平塚城跡）

726 ﾋﾗﾏ 平松　純宏 東京の湧水 のんぶる舎 10/452.95 P42～45（小山酒造・赤羽西少年運動場・袋小学校）

727 ﾋﾗﾏ 平松　洋子 味なメニュー 幻冬舎 596.04
Ｐ36～56（赤羽／大衆酒場まるよし・丸健水産・赤羽
一番街・ＯＫ横町・八起・川栄・立ち飲み屋いこい本
店・支店、飛鳥山、荒川）

728 ﾋﾙﾏ 昼間　たかし 東京23区教育格差
マイクロマガジン
社

10/372.13

Ｐ17～37（北区の学力ランキング／「子どもの学力と
親の学歴」の章）、Ｐ58（北区の学費／区立幼稚園・
子ども園の年間学費ランキング）、Ｐ208～213（北区
／「東京23区別教育レベル」の章）

729 ﾋﾛｵ 広岡　友紀 東京地下鉄 毎日新聞社 10/686.06 Ｐ155～160（南北線）
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730 ﾌｫﾁ
ロバート・フォーチュ
ン

幕末日本探訪記 講談社 B/291.0

731 ﾌｸｼ 福嶋　司 東京の森を歩く 講談社 652.13
P70～75（「徳川吉宗が作った桜の名所・飛鳥山公園
の森」の章）

732 ﾌｸｼ 福島　泰樹 中原中也帝都慕情 日本放送出版協会 911.52/ﾅｶ 田端・王子・飛鳥山

733 ﾌｸｼ 福島　泰樹 宮沢賢治と東京宇宙 日本放送出版協会 910.26/ﾐﾔ
Ｐ44～68（西ヶ原・王子・田端・上中里・西ヶ原農事試
験場・平塚神社・防災センター・南北線）

734 ﾌｸｽﾞ 福住　治夫 きんきらかわ ＩＮＡＸ 755.5 Ｐ54（堀船にあった大蔵省印刷局の工場/写真）

★735 ﾌｼﾞｲ 藤井　誠一郎 ごみ収集とまちづくり 朝日新聞出版 20/518.54
著者の清掃労働体験（ごみ収集作業）は北区清掃事
務所の滝野川清掃庁舎で行われた

736 ﾌｼﾞｲ 藤井　誠二 一生に一度は喰いたいホルモン 双葉社 596.33 P88～101（たる鉄／中十条）

737 ﾌｼﾞｲ 藤石　波矢 時は止まったふりをして 新潮社 B/913.6/ﾌｼﾞ P81～89（ヒロインが先輩と赤羽1番街に飲みに行く）

738 ﾌｼﾞｷ 藤木TDC 東京裏路地<懐>食紀行 ミリオン出版 29/596/ﾌｼﾞ
P96～96（赤羽其之一／OK横丁の「八起）、P97～
101（赤羽其之二／赤羽駅東口前「大衆酒場まるよ
し」）

739 ﾌｼﾞｷ 藤木TDC 東京裏路地<懐>食紀行（続） ミリオン出版 29/596/ﾌｼﾞ P59～64（東十条駅北口「とん八」）

740 ﾌｼﾞｷ 藤木TDC 消えゆく横丁 筑摩書房 B/291.0 P86～91（さくら新道/王子）

741 ﾌｼﾞｻ 藤沢　周平 日暮れ竹河岸 文芸春秋 B/913.6/ﾌｼﾞ P149～163（『広重「名所江戸百景」飛鳥山の章）

742 ﾌｼﾞｻ 藤沢　衛彦 日本の伝説　江戸東京 河出書房新社 10/388.1 P337～338（王子の狐・装束榎）

743 ﾌｼﾞﾉ 藤野　千夜 すしそばてんぷら 角川春樹事務所 B/913.6/ﾌｼﾞ P259～267（扇屋・えび屋・王子稲荷神社）

★744 ﾌｼﾞﾉ 藤野　千夜 じい散歩 双葉社 913.6/ﾌｼﾞ P18（赤羽）

745 ﾌｼﾞﾓ 藤森　照信 日本の近代建築（下） 岩波書店 523.1 P93

746 ﾌｼﾞﾓ 藤森　照信 完本・建築探偵日記 王国社 523.13 P138～144（旧古河庭園）

747 ﾌﾀｶﾞ 二上　洋一 怪奇・ホラーワールド　第５巻 リブリオ出版 D/913.68/ｶｲ Ｐ199～202（田端・東十条）

748 ﾌﾀﾑ 二村　高史 国鉄風景の３０年 技報堂出版 686.21
P12～13（昭和58年の板橋貨物駅）、P36～37（昭和
50年の東北本線赤羽駅）
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749 ﾌﾅﾊﾞ 舟橋　聖一 とりかへばや秘文（新潮日本文学29） 新潮社 918.6/ｼ

750 ﾌﾁｭ 府中市美術館 おかえり美しき明治 府中市美術館 11/706.9 P58（赤羽風景・鹿子木孟郎作）

751 ﾌﾐﾂ 文月　向日葵
バネジョのお嬢様が焼くパンケーキは
謎の香り

光文社 B/913.6/ﾌﾐ
主人公は赤羽在住で、話も赤羽界隈が舞台となって
いる。

752 ﾌﾐﾂ 文月　向日葵
バネジョのお嬢様が焼くパンケーキは
謎の香り・２

光文社 B/913.6/ﾌﾐ
主人公は赤羽在住で、話も赤羽界隈が舞台となって
いる。

753 ﾌﾗｲ FRIDAY編集部
首都直下地震東京２３区震災避難
マップ

講談社 10/369.31 P84～87（北区全般）

754 ﾌﾙｲ 古居　智子 100年前の東京と自然 八坂書房 291.3 Ｐ23（王子神社）

755 ﾌﾙｲ 古市　憲寿 大田舎・東京 文藝春秋 10/291.36

Ｐ47（田端駅）、Ｐ132～133（池袋東口～西新井駅）、
Ｐ134～135（王子駅前～新田1丁目）、Ｐ146～147
（北千住駅前～王子駅前）、Ｐ154～155（王子駅前～
千住車庫前）、Ｐ158～159（赤羽駅東口～豊島5丁目
団地）、Ｐ170～171（池袋東口～浅草雷門南）、Ｐ180
～181（新宿駅西口～王子駅前）

756 ﾌﾙｶ 古川　庄次 東京の『江戸切絵図』散策 文芸社 10/291.36
P100～108（「巻之五」の章／巣鴨庚申塚、板橋駅、
孤雲山乗蓮寺、飛鳥山、平塚明神社、王子権現社、
他）

757 ﾌﾙﾀ 古舘　伊知郎 えみちゃんの自転車 集英社 29/916/ﾌﾙ

758 ﾌﾙﾀ 古舘　伊知郎 第４学区
集英社インターナ
ショナル

29/914.6/ﾌﾙ P73～99（滝野川/亀の子たわし）

759 ﾌﾟﾛｼﾞ プロジェ・ド・ランディ 東京ピクニッケ 白夜書房 291.36
P70～77（音無親水公園、扇屋、石鍋久寿餅店、王
子稲荷、名主の滝公園）、P90～91（旧古河庭園）

760 ﾌﾞﾝｹﾞ
文芸散策の会
（近藤富枝/監修）

文豪の愛した東京山の手
日本交通公社出
版事業局

10/910.26/ﾌﾞ
ﾝ

P113～128（田端/芥川龍之介）
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761 ﾌﾞﾝｷ 文京区教育委員会 ぶんきょうの史跡めぐり
文京区教育委員
会

41/291.36
P90（岩槻街道・西ヶ原・一里塚・飛鳥山・王子・岩渕・
日光御成道）

762 ﾍﾞﾚｯ Ｂｅｒｅｔｔａ　P-08 東京町工場 雷鳥社 10/509.21 P172～175（豊島／㈲タチハラ写真機製作所）

763 ﾍﾟﾝﾄ
ペンと剣の旗の下
刊行委員会

ペンと剣の旗の下
ペンと剣の旗の下
刊行委員会

20/376.48

表紙裏（東京第一陸軍造兵廠十条工場見取り図）、
巻頭グラビア（xvi東京第一陸軍造兵廠写真）、P165
～210（東京第一陸軍造兵廠の章）P450～456（「資
料3」学徒勤労動員参考資料・東京第一陸軍造兵廠
について）

764 ﾎｼｲ 星井　さえこ おりたたみ自転車はじめました ＫＡＤＯＫＡＷＡ 291.09
P29～43（荒川河川敷・旧岩淵水門）、P76～95（姥ヶ
橋・稲付公園・静勝寺・赤羽台団地）

★765 ﾎｼｵ ほしお　さなえ 東京のぼる坂くだる坂 筑摩書房 913.6/ﾎｼ P103～117（王子稲荷の坂）

766 ﾎｼ 星　新一 祖父・小金井良精の記（上） 河出書房新社 B/913.6/ﾎｼ P289～292

767 ﾎﾘ 堀　多恵子 堀辰雄の周辺 角川書店 910.2/ﾎﾘ P61～

768 ﾎﾘ 堀　寿伸 東京夜景 創元社 748
P101～103（旧岩淵水門・北とぴあ展望ロビー・飛鳥
山公園歩道橋）

★769 ﾎﾘｳ 堀内　康司 堀内康司の遺したもの 求龍堂 723.1
P53、56、60～63、73、74、118、122（王子近辺の絵
多数あり）

770 ﾎﾘｳ 堀内　誠一 父の時代　私の時代 マガジンハウス 727.02 P17・157（滝野川）

771 ﾎﾘｴ 堀江　敏幸 いつか王子駅で 新潮社 20/913.6/ﾎﾘ

772 ﾎﾘｺ 堀越　正光
あの本の主人公と歩く
東京物語散歩１００

ペリカン社 910.26
P16～17（王子稲荷神社）、P64～65(醸造試験所跡
地公園）、P78～79（東京水辺ライン神谷発着場）、
P204～205[王子駅）

773 ﾎﾝｺﾞ 本郷　明美 ブラ酒場 講談社ビーシー 596.7 P50～５３（山田屋／王子の居酒屋）

774 ﾎﾝﾀﾞ 誉田　哲也 オムニバス 光文社 913.6/ﾎﾝ Ｐ141～252（小説の舞台が北区の警察署）

775 ﾎﾝﾀﾞ 誉田　哲也 月光 徳間書店 913.6/ﾎﾝ P32～33（赤羽の高校が舞台）

776 ﾎﾝﾀﾞ 誉田　哲也 ハング 中央公論新社 B/913.6/ﾎﾝ P351（豊島５丁目団地）、P352（王子駅）

777 ﾎﾝﾀﾞ 誉田　哲也 ハング 徳間書店 913.6/ﾎﾝ P296（豊島５丁目団地、王子駅）
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778 ﾎﾝﾀﾞ 誉田　哲也 ブルーマーダー 光文社 913.6/ﾎﾝ P121（王子警察署）

779 ﾎﾟﾝﾄ 先斗　ポン太 今日も落語に行ってきます！ 秀和システム 779.13 P18～19（王子のきつね／王子稲荷神社、扇屋）

780 ﾏｲﾆ 毎日新聞浦和支局 荒川 さきたま出版会
10/291.34
10/517.21

P186（赤羽）、P191・197・206・219（建設省荒川下流
工事事務所）、P192・198（岩淵水門）、P192（岩淵）、
P196（豊島、浮間）、P199～203（赤水門／旧岩淵水
門）、P201（志茂）、P202（志茂小学校）

781 ﾏｴｼﾞ 前島　幹雄 フクシマ／ヒロシマランニング 彩流社 916/ﾏｴ
P13（東田端公園）、P36（板橋）、P93（王子）、P98
（滝野川病院）

782 ﾏｴﾀﾞ 前田　司郎 恋愛の解体と北区の滅亡 講談社 913.6/ﾏｴ P160～162（宇宙人による北区への報復攻撃）

783 ﾏｷﾉ 牧野　伊三夫 今宵も酒場部 集英社 10/596.7
P42～49（東十条／埼玉屋）、P50～55（十条／斎藤
酒場）、P106～109（赤羽／きらく）

784 ﾏｷﾉ 牧野　和人
懐かしい国鉄駅舎と鉄道風景<都内
区間>

フォト・パブリッシ
ング

10/686.21
P26～37（田端・上中里・王子・東十条・赤羽・尾久
駅）、P42～45（赤羽線）

785 ﾏｻｵ 正岡　子規 回想の子規（子規全集別巻2） 講談社 A/918.68/ﾏｻ P232～

786 ﾏｻｵ 正岡　子規 仰臥漫録 岩波書店 B/915.6/ﾏｻ 赤羽

787 ﾏｻｵ 正岡　子規 正岡子規 河出書房新社 911.362/ﾏｻ 「王子紀行」P102～104（王子権現・飛鳥山）

788 ﾏｻｵ 正岡　容 東京恋慕帖 筑摩書房 10/914.6/ﾏｻ
P186～193（滝野川・西ヶ原・飛鳥山・王子扇屋・海老
屋・無量寺・王子の狐）

789 ﾏｻｷ 正木　久仁 47都道府県・商店街百科 丸善出版 672.1 Ｐ103～104（十条銀座商店街）

790 ﾏｽﾔ 増山　かおり
死ぬまでに一度は訪ねたい東京の文
学館

エクスナレッジ 910.6/ﾏｽ
P70～71（東京ゲーテ記念館）、Ｐ96～97（田端文士
村記念館）

791 ﾏﾀﾖ　 又吉　直樹 東京百景 ヨシモトブックス 10/779.14 P254（田端文士村記念館）

792 ﾏﾁﾀﾞ 町田　康 東京
トウキョウ

飄然
ヒョウゼン

中央公論新社 10/914.6/ﾏﾁ P37（滝野川一町目）、P39～48（飛鳥山・王子）

793 ﾏﾁﾀﾞ 町田　忍 ザ・東京銭湯 戎光祥出版 10/383.6 P19（志茂/テルメ末広）
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794 ﾏﾁﾀﾞ 町田　忍
銭湯　「浮世の垢」も落とす庶民の社
交場

ミネルヴァ書房 383.6
P164(北区の銭湯／千代の湯）、P178(銭湯／稲荷
湯）、P194～195(銭湯／テルメ末広)

★795 ﾏﾁﾀﾞ 町田　忍 町田忍の銭湯パラダイス 山と渓谷社 383.6 P14（稲荷湯）、P40（テルメ末広）

796 ﾏﾁﾀﾞ 町田　誠之 紙と日本文化 日本放送出版協会 585.6

797 ﾏﾂｵ 松岡　圭祐 水鏡推理　Ⅱ 講談社 B/913.6/ﾏﾂ P13（梶原/ヒロインの在住地）

798 ﾏﾂｷﾞ 松木　武彦 楽しい古墳案内 平凡社 210.32 P80（王子・十条・赤羽台）

★799 ﾏﾂｷ マッキー牧元 ポテサラ酒場 辰巳出版 L/596.37 P16、17（十条/斎藤酒場）

800 ﾏﾂﾀﾞ 松田　力 東京建築散歩マップ エクスナレッジ
10/523.13
523.13

Ｐ201～205（北区中央公園文化センター、滝野川／
酒類総合研究所赤レンガ酒造工場、、西ヶ原／渋澤
史料館青淵文庫・渋澤資料館晩香盧・旧内閣印刷
局滝野川分室工場・大谷美術館、栄町／東書文庫、
堀船/東京書籍印刷工場）

801 ﾏﾂﾀﾞ 松田　磐余 江戸・東京地形学散歩 之潮 20/454.91 P83～86（名主の滝）、P161～168（岩淵水門）

802 ﾏﾂﾀﾞ 松田　道生 大江戸花鳥風月名所めぐり 平凡社 10/402.91

803 ﾏﾂﾀ 松谷　みよ子 自伝　じょうちゃん 朝日新聞社 910.268/ﾏﾂ P9（月光院／滝野川)､P36(滝野川）､P138(赤羽)

804 ﾏﾂﾊﾞ 松葉　一清 帝都復興せり！ 平凡社 10/523.13
P113（王子、内閣印刷局工場・農事試験場・日本製
紙赤羽工場）、P114（王子電車）

805 ﾏﾂﾊﾞ 松葉　一清 帝都復興せり！ 朝日新聞社 B/523.1
P110（王子）、P111（内閣印刷局工場・農事試験場・
日本製紙赤羽工場、王子電車）、PⅤ（農事試験
場）、PⅪ（内閣印刷局工場）

806 ﾏﾂﾓ 松本　康治 旅先銭湯　4 さいろ社 673.96
P32（都電荒川線、王子駅前、飛鳥山公園、アスカル
ゴ）P33（梶原駅、都電もなか）

807 ﾏﾂﾓ 松本　清張 声（松本清張全集36） 文芸春秋 913.6/ﾏﾂ P258～271（田端）

808 ﾏﾂﾓ 松本　清張 砂の器（松本清張全集5） 文芸春秋 913.6/ﾏﾂ 滝野川の地名のみ

809 ﾏﾂﾓ 松本　清張 日本の黒い霧 913.6/ﾏﾂ 田端操車場

810 ﾏﾂﾓ 松本　清張 死の発送 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B/913.6/ﾏﾂ P201 ～ （田端駅）
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811 ﾏﾂﾓ 松本　園子 証言・戦後改革期の保育運動 新読書社 20/376.12
P48(豊川保育園）、P108～124（神谷保育園・赤羽・
東十条・ナトリ、滝野川、平塚神社）、P165（労働者ク
ラブ保育園）、P331（王子職安）

812 ﾏﾂﾓ 松本　幸夫 中村天風伝 総合法令出版 20/289.1/ﾅｶ P2（王子）

813 ﾏﾂﾓ 松本　典久 図説街場の鉄道遺産 セブン＆アイ出版 10/686.21 Ｐ50王子駅周辺

814 ﾏﾂﾓ 松本　典久 東京の鉄道名所さんぽ１００ 成美堂出版 10/686.21
Ｐ96～97王子・荒川エリアの章（飛鳥山下人道橋・飛
鳥山・北とぴあ展望台）、Ｐ98～99（王子電気軌道）、
Ｐ104（梶原商店街にある和菓子屋）

815 ﾏﾉ 間野　義之 オリンピック・レガシー ポプラ社 780.69
P268～269（国立スポーツ科学センター・ナショナルト
レーニングセンター）

816 ﾏﾉﾄ まのとのま 東京Ｂ面ぶらぶら散歩 ｱｽﾍﾞｸﾄ 10/291.36
P66-75（赤羽／小山酒造・赤水門・岩淵水門・ＯＫ横
丁・八起・まるます家）

817 ﾏﾘ 真梨　幸子 人生相談。 講談社 913.6/ﾏﾘ P222（赤羽）

818 ﾏﾘ 真梨　幸子 聖地巡礼 講談社 913.6/ﾏﾘ
P41・53・64(王子)、P59(王子駅・北本通り・東十条・
王子消防署）

819 ﾏﾙｷ 丸木　俊 丸木俊（女絵かきの誕生） 日本図書センター 723.1

820 ﾏﾙﾔ 丸谷　才一 半日の客一夜の友 文芸春秋 914.6 P167（　王子の音無川　）

821 ﾐｳﾗ 三浦　展 大人のための東京散歩案内 洋泉社
291.36

P98～118（赤羽台団地・同潤会・赤羽モンマルトル）

822 ﾐｳﾗ 三浦　展 下町はなぜ人を惹きつけるのか 光文社新書 213.6106
Ｐ27（第四下町・王子区）、Ｐ30（滝野川区）、Ｐ234～
243（北区（旧王子区））

823 ﾐｳﾗ 三浦　展 新東京風景論 ＮＨＫ出版 10/361.78 Ｐ84～85（赤羽同潤会分譲住宅）

824 ﾐｳﾗ 三浦　展 スカイツリー東京下町散歩 朝日新聞出版 10/291.36 P138（梶原）

825 ﾐｳﾗ 三浦　展 花街の引力 清談者ｐｕｂｌｉｃｏ 384.9 Ｐ155～160（「駒込・王子」　北区部分）

826 ﾐｳﾗ 三浦　展
毎日同じ服を着るのがおしゃれな時
代

光文社 304/ﾐｳ Ｐ177（北区郷土資料館・赤羽団地・飛鳥山）
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827 ﾐｳﾗ 三浦　展 東京田園モダン 洋泉社 10/213.61

Ｐ14（東京35区の人口変換）、Ｐ22～33（第1章北区
「イギリス都市の発想は飛鳥山からだった！？」）、Ｐ
86～87（都内の銭湯の数の推移・1985年の東京23
区銭湯密度）、Ｐ208～218（コラム「セツルメントの時
代」／北豊島郡・滝野川村・滝乃川学園・渋沢栄一）

828 ﾐｳﾗ 三浦　正雄 怪談 講談社 913.68/ｶｲ

829 ﾐﾀ 三田　佳子 てとテと手 主婦と生活社 772.1

830 ﾐﾀﾆ 三谷　一馬 江戸年中行事図聚 中央公論新社 10/386 P148～151（飛鳥山の花見）

831 ﾐﾁｵ 道尾　秀介 笑うハーレキン 中央公論新社 913.6/ﾐﾁ
P13～（赤羽）、P99（飛鳥山）、P190～（赤羽）、P224
～（王子駅）、P232～（装束稲荷）

832 ﾐﾂﾀ 三津田　宏/編 あゝ深川ー戦時下の学童たち 三津田宏発行 54/213.61 P524～（滝野川小学校）

833 ﾐﾅｶ 水上　勉 古河力作の生涯（水上勉全集17） 中央公論社 918.68/ﾐｽﾞ P67～

834 ﾐﾅｶ 水上　勉 薔薇海溝 光文社 914.6/ﾐｽﾞ 石神井川の汚染の話

835 ﾐﾅｶ 水上　勉 薔薇海溝 光文社 B/913.6/ﾐｽﾞ 石神井川の汚染の話

836 ﾐﾅｶ 水上　勉 鳥たちの夜　下 集英社 B/913.6/ﾐｽﾞ Ｐ164・168（赤羽）

837 ﾐﾅｶﾞ 皆川　典久 東京「スリバチ」地形散歩 洋泉社 10/454.91
P40（西ヶ原/旧古河庭園）、P42・43（西ヶ原/しもふり
銀座商店街）、P164～173（赤羽/巨大スリバチ団地）

838 ﾐﾅｶﾞ 皆川　典久 東京「スリバチ」地形散歩２ 洋泉社 10/454.91
P94～103（王子/音無さくら緑地・もみじ緑地・平塚神
社・谷田川）

839 ﾐﾅｶﾞ 皆川　典久 東京「スリバチ」地形散歩 宝島社 10/454.91
P168～177（赤羽台団地・赤羽自然観察公園・稲付
谷）

★840 ﾐﾅｶﾞ 皆川　典久
東京「スリバチ」の達人　分水嶺東京
北部編

昭文社 40/454.91
P112～123（石神井川水系/王子・駒込）、P154～163
（荒川水系/赤羽）

★841 ﾐﾅｶﾞ 皆川　典久 東京スリバチ街歩き イースト・プレス 10/454.91 P28～47（赤羽）
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842 ﾐﾅﾐ 南　政時 「撮り鉄」入門 講談社 743.5
P44（田端操車場）、P64（田端駅前「ホテルメッツ田
端のトレインビューの部屋」からの撮影）、P89（東北
本線東十条付近）

843 ﾐﾅﾐ 南　正時 南正時の知られざる廃線 天夢人 686.21 P67（東京砲兵工廠電氣鐡道線）

844 ﾐﾈｷﾞ 峰岸　純夫 享徳の乱 講談社 210.46 P135・P160～161（豊島氏）

845 ﾐﾌﾞ 壬生　篤 「鬼平」と江戸の町 廣済堂出版 10/913.6/ｲｹ P103～110（王子・滝野川）

846 ﾐﾔｵ 宮尾　登美子 蔵　　上 毎日新聞社 913.6/ﾐﾔ P321（滝野川）

847 ﾐﾔｻﾞ 宮崎　祐治 東京映画地図 キネマ旬報社 778.21/ﾐﾔ

P198～201(音無川、飛鳥山公園、飛鳥山スカイラウ
ンジ／飛鳥山タワー、音無橋、都電荒川線飛鳥山駅
停留所、王子駅、尾久２丁目、尾久車両基地、田端
貯炭場、中里３丁目、旧古河庭園、旧岩淵水門、新
荒川大橋、赤羽八幡神社、赤羽台東小学校、桐ヶ丘
団地、赤羽台団地、赤羽駅、十条駅、都電荒川線
西ヶ原４丁目駅停留所、滝野川／稲荷湯）

848 ﾐﾔｻﾞ 宮崎　徹 鏑木清方　江戸東京めぐり 求龍堂 10/721.9 Ｐ66～67（音無親水公園／滝野川）

849 ﾐﾔｻﾞ 宮沢　洋 隈研吾建築図鑑 日経ＢＰ 523.1 P205（東洋大学赤羽台キャンパス新校舎）

850 ﾐﾔｼ 宮下　潤也 東京のかわいい看板建築さんぽ エックスナレッジ 523.13
Ｐ142～143（カットハウスナカザワ/上十条１丁目の
理髪店）

851 ﾐﾔﾀ 宮田　親平 「科学者の楽園」をつくった男 河出書房新社 B/407.6
P45(大日本人造肥料㈱）、
P254(理研コランダム　王子・荒川地区工場計画）

852 ﾐﾔﾍﾞ 宮部　みゆき 夢にも思わない 中央公論社 913.6/ﾐﾔ

853 ﾐﾔﾍﾞ 宮部　みゆき レベル　7 新潮社 B/913.6/ﾐﾔ

854 ﾐﾔﾍﾞ 宮部　みゆき 竜は眠る 出版芸術社 913.6/ﾐﾔ

855 ﾐﾔﾍﾞ 宮部　みゆき 日暮らし　上 講談社 913.6/ﾐﾔ P47～65（岸町・名主の滝・岸村・不動の滝）

856 ﾐﾔﾍﾞ 宮部　みゆき 日暮らし　上 講談社 B/913.6/ﾐﾔ

857 ﾐﾔﾍﾞ 宮部　みゆき 宮部みゆきの江戸怪談散歩 中経出版 B/910.2/ﾐﾔ P34～35（王子稲荷神社）、P242（赤羽）
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858 ﾐﾔﾍﾞ 宮部　みゆき 希望荘 文藝春秋 B/913.6/ﾐﾔ 主人公が開業した探偵事務所の場所が東京都北区

859 ﾐﾔﾓ 宮本　浩次 明日に向かって歩け！ 集英社 767.8/ﾐﾔ

860 ﾐﾔﾓ 宮本　常一 宮本常一著作集　　５０ 未来社 380.8
Ｐ94～105（「1渋沢敬三の少年時代」の章で祖父渋
沢栄一と飛鳥山邸について記述あり）

861 ﾐﾔﾜ 宮脇　俊三 最長片道切符の旅 新潮社 291.09 尾久駅・赤羽駅・田端駅・王子・飛鳥山公園など

862 ﾐﾔﾜ 宮脇　俊三 時刻表昭和史（増補版） 角川書店 686.2 P82（赤羽）、P203（空襲･･･王子区）

863 ﾑﾄｳ 武藤　郁子 縄文神社　首都圏篇 飛鳥新社 175.9 P98～101（七社神社）

864 ﾑﾗｲ 村石　利夫 おもしろ地名・駅名歩き事典 みやび出版 291.01 P13（尾久）

865 ﾑﾗｶ　 村上　健 昭和に出合える鉄道スケッチ散歩
JTBパブリッシン
グ

686.21 P42～49（都電荒川線、梶原／都電もなか）

866 ﾑﾗｶ 村上　健司 日本全国妖怪スポット１ 汐文社 J/388.1 P33～36（王子の狐・王子稲荷・装束稲荷）

867 ﾑﾗﾏ 村松　友視 再会セッション 河出書房新社 913.6/ﾑﾗ P28～P54

868 ﾑﾛｳ 室生　犀星
一冊のバイブル（室生犀星全集第１
巻）ほか

新潮社 918.6/ﾑﾛ 他の巻にも田端の住まいでの様子が書かれている。

869 ﾑﾛｳ 室生　犀星 我が愛する詩人の伝記 新潮社 A/911.52/ﾑﾛ

870 ﾒﾄﾛ メトロポリタﾝプレス だんごや大福帳
メトロポリタンプレ
ス

596.65
P24～25（平塚亭つるおか）、P26～27（だるまや餅菓
子店）

871 ﾒﾃﾞｨ メディアユニオン 東京の川と水路を歩く 有楽出版社 10/291.36
P42～45（荒川、荒川放水路、新河岸川、浮間ヶ
池）、P58～62（岩淵水門、赤水門、荒川治水資料
館）

872 ﾓｸﾀﾞ 杢代　哲雄 評伝 田畑政治 国書刊行会 289.1/ﾀﾊﾞ
P151～157（北島義彦／北区出身元都議会議員・１
９６４年東京オリンピック招致実行委員長）

873 ﾓｽﾞﾒ 物集　高音 大東京三十五区冥都七事件 祥伝社 913.6/ﾓｽﾞ P207～216（飛鳥山・音無川・中里・田端）

874 ﾓﾄﾔ 本山　賢司 シートンの毛皮 早川書房 20/913.6/ﾓﾄ P6、P74（王子・田端・赤羽・志茂・岩淵）
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875 ﾓﾗｽ マイク・モラスキー 呑めば、都 筑摩書房 20/596.7
P110～138（赤羽・十条・王子／まるます家・いこい・
丸健水産・斎藤酒場・田や・さくら新道・集っこ・喜多
屋・北区中央図書館）

876 ﾓﾘ 森　鴎外 青年（鴎外近代小説集第４巻） 岩波書店 913.6/ﾓﾘ P124（王子）、P132（王子・赤羽）

877 ﾓﾘ 森　鴎外 ヰタ・セクスアリス（多数あり） 扇屋の言葉のみ

878 ﾓﾘ 森　銑三 明治東京逸聞史（第1巻） 平凡社 10/382.13 P33、P315、P337ほか

879 ﾓﾘ 森　真沙子 東京怪奇地図 角川書店 913.6/ﾓﾘ
Ｐ239～261（田端346番地／主人公が昔住んでいた
番地・田端界隈、中里、赤紙仁王などを追憶する。）

880 ﾓﾘ 森　まゆみ 女のきっぷ 岩波書店 281.04 Ｐ52・142（田端）、111～112（滝乃川）

881 ﾓﾘ 森　まゆみ 帝都の事件を歩く 亜紀書房 10/213.61 P213～240「田端と芥川龍之介の死」

882 ﾓﾘ 森　まゆみ 抱きしめる、東京 講談社 40/914.6/ﾓﾘ

883 ﾓﾘ 森　まゆみ 路地の匂い町の音 旬報社 914.6/ﾓﾘ

884 ﾓﾘ 森　まゆみ 明治東京畸人伝 新潮社 10/281.36

★885 ﾓﾘ 森　まゆみ 昭和・東京・食べある記 朝日新聞出版 10/596.04
P299（王子・東十条/山田屋、埼玉屋、大衆酒場斎
藤（斎藤酒場））

886 ﾓﾘ 森　まゆみ 東京ひがし案内 筑摩書房 10/291.36

P123～139（西ヶ原・旧古河庭園・東京ゲーテ記念
館・   七社神社・国立印刷局滝野川工場・喫茶店「ア
ンリィ」・  旅館「月の家」・田端文士村記念館・田端・
王子・飛鳥山公園・扇屋・音無親水公園・王子神社・
中央工学校・    紙の博物館・北区飛鳥山博物館・渋
沢史料館）

887 ﾓﾘｸﾞ 森口　秀志 これがボランティアだ！ 晶文社 29/369.7/ﾅｶ P254～258（中一訓／富士見橋エコー広場館）

888 ﾓﾘﾀ 森田　草平 煤煙　（日本文学全集18） 集英社 918.6/ｼ

889 ﾓﾛﾀ 諸田　玲子 来春まで 新潮社 913.6/ﾓﾛ P143（王子村）

890 ﾔｷﾞｻ 八木澤　高明 江戸・東京色街入門 実業之日本社 384.9 P104～109（赤羽西口　弁天通）

60



　　　「北区」が登場する本のリスト 　　　 2022年10月1日現在　★・網掛：追加分

Ｎｏ. カナ 著者名 書　　名 出版社 請求記号 掲載頁・地名

891 ﾔｷﾞﾕ 柳生　九兵衛 東京まんぷく商店街 ぴあ 10/596.04
P5～１7（赤羽一番街商店街）、P93～104（十条銀座
商店街）、P166（滝野川馬場商店街）

892 ﾔｸﾏ 薬丸　岳 ハードラック 徳間書店 913.6/ヤク P161～P314（東十条）

893 ﾔｻﾞｷ 矢崎　泰久 口きかん　わが心の菊池寛 飛鳥新社 913.6/ﾔｻﾞ P71～77（田端文士村）

894 ﾔｽｵ 安岡　章太郎 僕の東京地図 文化出版局 10/915.6/ﾔｽ
P69～77（赤羽・荒川/著者は中学時代静勝時に預
けられていた）

895 ﾔｽｵ 安岡　章太郎 自叙伝旅行（安岡章太郎全集2） 講談社 918.68/ﾔｽ

896 ﾔｽｼﾞ 安島　太佳由 訪ねて見よう！日本の戦争遺産
角川SSｺﾐｭﾆｹｰｼｮ
ﾝｽﾞ

210.6
P167（東京陸軍造兵廠の十条工場／
北区立中央図書館）

897 ﾔｽｽﾞ 安住　孝史 東京・昭和のおもかげ 日貿出版社 10/723.1
P5(上十条）、P58（王子駅前）、P62（旧古河庭園）、
P63（神谷）、P64（田端）、P65（音無親水公園）、
P113（赤羽）、P117（駒込ー田端間の踏切）

898 ﾔｽﾑ 安村　敏信 浮世絵に遊ぶ 新潮社 721.8 P66・67（飛鳥山）

899 ﾔﾅｷﾞ 柳田　國男 柳田國男全集　２４ 筑摩書房 380.8 P526（西ヶ原の一里塚二本榎）

900 ﾔﾅｷﾞ 柳家　三三 王子のきつね あかね書房 09（児） 裏表紙裏（王子稲荷神社、扇屋）

901 ﾔﾅｷﾞ 柳亭　燕路 古典落語子ども寄席第1集2日目 こずえ 913/ｺﾄﾞ（児）

902 ﾔﾅｷﾞ 柳亭　燕路 古典落語子ども寄席第1集4日目 こずえ 913/ｺﾄﾞ（児）

904 ﾔﾌﾞﾉ 藪野　健 東京2時間ウォーキング 中央公論新社 10/291.36 P42～63（都電荒川線／滝野川・飛鳥山・王子）

905 ﾔﾌﾞｷ 矢吹 申彦 散歩者のための東京面白倶楽部 話の特集 10/291.36
P26（篠原演芸場／十条・十条銀座）、P52～53（小山
酒造・赤羽駅）

906 ﾔﾏｳ 山内　和幸 地形由来でみる東京の地名 まつお出版 291.36

P4・79（田端／本郷大地の海食崖を示す地名）、P35
（浮間・荒川・新河岸川／低地や湿地を示す地名）、
P93（豊島／尖った洲が突出した形を示す地名）、
P98（赤羽／粘土質土壌を示す地名）

907 ﾔﾏｳ 山内　マリコ 東京２３話 ポプラ社
10/913.6/ﾔﾏ
913.6/ﾔﾏ

Ｐ131～137（赤羽駅・王子／飛鳥山公園、旧古河庭
園）
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908 ﾔﾏｵ 山岡　荘八 徳川家康２６ 講談社 B/913.6/ﾔﾏ P350（岩淵・荒川）

909 ﾔﾏｶﾞ 山上　次郎 子規の書画 二玄社
911.362/ﾏｻ/
ﾏｻｵｶｼｷ

P319（田端／正岡子規の墓）

910 ﾔﾏｷ 山木　美里 ホタル探偵の京都はみだし事件簿 実業之日本社 B/913.6 主人公の勤務先・王子出版の所在地が東京都北区

911 ﾔﾏｻﾞ 山崎　光夫 藪の中の家 文芸春秋 910.268/ｱｸ P10～

912 ﾔﾏｻﾞ 山崎　マキコ 東京負け犬狂詩曲（ﾗﾌﾟｿﾃﾞｨ）
JTBパブリッシン
グ

913.6/ﾔﾏ P36～37（赤羽／いこい）

913 ﾔﾏｼ 山下　喜一郎 徹底東京花めぐり 講談社 10/291.36 P72～73（旧古河庭園）

914 ﾔﾏｼ 山下　柚実 年中行事を五感で味わう 岩波書店 J/386.1 P167～(王子の狐行列）

★915 ﾔﾏｼ 山下　ルミコ 都電荒川線沿線ぶらり旅
フォト・パブリッシ
ング

686.91
P120（栄町）、P124（王子駅前）、P146（飛鳥山）、
P158（滝野川一丁目）、P166（西ヶ原四丁目）

916 ﾔﾏﾀﾞ 山田　順子
絵解き「江戸名所百人美女」江戸美
人の粋な暮らし

淡交社
10/721.8
721.8

Ｐ104（王子稲荷・飛鳥山）、Ｐ175・178（王子稲荷）、
P178・180（飛鳥山）

917 ﾔﾏﾀﾞ 山田　春生 新編月別祭り俳句歳時記 紅書房 911.307/ﾔﾏ
P80～81（王子稲荷の初午祭）、P230（王子田楽）、
P329（王子の狐火）

918 ﾔﾏﾅ 山中　恒 暮らしの中の太平洋戦争 岩波書店 210.75 P178（滝野川区・王子区）

919 ﾔﾏﾓ 山本　一力 湯どうふ牡丹雪 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913.6/ﾔﾏ 第５話（王子村・飛鳥山の桜・王子権現）

920 ﾔﾏﾈ 山根　基世 歩きながら 文化出版局 914.6/ﾔﾏ

921 ﾔﾏﾓ 山本　周五郎 栄花物語 新潮社 B/913.6/ﾔﾏ P372(飛鳥山)

922 ﾔﾏﾓ 山本　俊明 僕の街に「道路怪獣」が来た 緑風出版 518.84
P223（志茂・十条・赤羽／道路問題紛争一覧表）
P224（十条の商店街）

923 ﾔﾏﾓ 山本　博文 古地図で歩く江戸・東京 三栄書房 213.61 P98～101(王子／飛鳥山）

924 ﾔﾏﾓ 山本　博文 古地図で大江戸おさんぽマップ 実業之日本社 213.61 P38～39（岩淵）、P108～109（飛鳥山）

925 ﾔﾏﾓ 山本　幸久 展覧会いまだ準備中 中央公論新社 B/913.6/ﾔﾏ
P317～370（書き下ろし「王子の羊」／花見で訪れた
飛鳥山で起こる出来事の短編）

926 ﾕｲｶ 唯川　恵 めまい 集英社 913.6/ﾕｲ P191～
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927 ﾕｻ 遊佐　喜美男 りばーたうん荒川之下流三十景 A＆Iデザイン 20/517.21

P9（清光寺/豊島の寺院）、P10（小山酒造/岩淵の造
り酒屋）、P12（浮間公園）、P50～51（豊島５丁目団
地、豊島橋、庚申通り商店街）、P54～55（岩淵水
門、荒川放水路、赤羽交差点、小山酒造）、P58～59
（赤羽駅、赤羽台、師団坂、諏訪神社、赤羽稲荷神
社、赤羽馬鹿祭り）、P62～63（浮間公園のさくら
草）、P75（西福寺・無量寺・与楽寺/六阿弥陀詣）、
P77（赤羽台団地・飛鳥山公園・音無親水公園・浮間
公園/花見の名所）、P79（富士神社/お富士さん）、
P91（円勝寺/中里の寺院）、P93（王子の庚申塔）

928 ﾕｽﾀ 遊子谷　玲 世界遺産富岡製糸場 勁草書房 639.06
P49～52（「資本主義の父、渋沢栄一（深谷出身）が
富岡の生みの親」の章）、P70・97（渋沢栄一）

★929 ﾖｺﾀ 横田　アサヒ 都電の神さまはカピバラでした。 双葉社 B/913.6/ﾖｺ
物語の中に都電荒川線の停留所（栄町、王子駅前、
飛鳥山、西ヶ原四丁目）とその周辺地域が書かれて
いる。

930 ﾖｼｶ 吉川　文夫 東京都電の時代 大正出版 83/686.91 P42～43（旧王電／王子駅前・王子四丁目）

931 ﾖｼﾀﾞ 吉田　和正
アウトローと呼ばれた画家
評伝　長谷川利行

小学館 28/723.1/ﾊｾ P62（田端）、P107（赤羽）、P147（滝野川）

932 ﾖｼﾀﾞ 吉田　章一 東京落語散歩（角川文庫） 角川書店 10/779.1 P18～23

933 ﾖｼﾀﾞ 吉田　友和 大人の東京自然探検
エムディエヌコー
ポレーション

10/291.36
P52～53（旧古河庭園）、P94～95（名主の滝公園）、
P102～103（浮間公園）

934 ﾖｼﾀﾞ 吉田　雄亮 飛鳥山の骸 角川春樹事務所 B/913.6/ﾖｼ 飛鳥山・王子権現・金輪寺・音無川・滝野川

935 ﾖｼﾅ 吉永　陽一 空から見た絶景鉄道 洋泉社 686.21 P9（王子駅前・飛鳥山公園）、Ｐ94（王子駅前）

936 ﾖｼﾅ 吉永　陽一 空鉄　鉄道鳥瞰物語 講談社 83/686.21
P2～3（尾久車両センター）、Ｐ16～23（尾久車両セン
ター・東京新幹線車両センター・田端運転所）、P82
（都電荒川線飛鳥山電停－王子駅前電停）
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★937 ﾖｼﾅ 吉永　陽一 空鉄 天夢人 686.21
P100（東京都交通局都電荒川線、夜間の王子駅前
～飛鳥山の併用軌道区間）

938 ﾖｼﾏ 吉丸　昌昭 早春賦をつくった吉丸一昌 ほおずき書籍 911.58
P115（芥川龍之介、渋沢栄一）、P121（王子滝野川、
王子製紙）

939 ﾖｼﾑ 吉村　生 暗渠マニアック！ 柏書房 291.36

P42-43（西ヶ原・旧古河庭園）、P46（谷田川流域地
図）P50-55（霜降り銀座商店街・旧古川庭園・田端銀
座商店街／谷田川流域）、P88-90（北区の暗渠・開
渠・暗渠統計）、P115-124（上十条のわき水と水質調
査結果）P131-133（谷田川、石神井川、田端）

940 ﾖｼﾑ 吉村　生 まち歩きが楽しくなる水路上観察入門 KADOKAWA 291.36
P47～54（谷田川・西ヶ原4丁目・田端銀座商店街）、
P104（写真10　北区）、P162（写真13　三本杉橋）

941 ﾖﾂﾔ 四谷　シモン 四谷シモン前編 学研 759.02 P380(王子中学校)

942 ﾖﾂﾔ 四谷　シモン 四谷シモン人形日記 平凡社 759.02 P18（滝野川）、　P135（滝野川小学校）

943 ﾖﾈﾔ 米屋　こうじ なぜ，上野駅に18番線がないのか？ 洋泉社 686.21

Ｐ38～41（「東北本線：尾久駅」の章）、Ｐ64～67（「国
鉄専用線：東京陸軍兵器補給廠専用線・陸軍造兵
廠軽便線」の章）、Ｐ104～105（「都電荒川線：王子駅
停留場-飛鳥山停留場」の章）、Ｐ108～111（「山手
線：目黒付近、駒込～田端駅間」の章）、Ｐ148～149
（「京浜東北線：上中里駅」の章）、Ｐ168～169（「国鉄
時代：鉄道管理局」の章）

944 ﾛｼﾞｮ 路上観察学会 昭和の東京 ビジネス社 10/291.36 P166（田端新町/ニワトリテレビ）

945 ﾜｶﾊﾞ 若林　純 寺社の装飾彫刻 日貿出版社 521.81 P42(王子稲荷神社拝殿）

946 ﾜﾀﾅ 渡辺　保 黙阿弥の明治維新 岩波書店 B/912.5/ｶﾜ P42（飛鳥山）

947 ﾜﾀﾅ 渡辺　典博
東京周辺パワーツリーに会いに行
く！

山と渓谷社 10/653．21 P24～27（王子神社）

948 ﾜﾀﾅ 渡辺　裕之 叛逆捜査 中央公論新社 913.6/ﾜﾀ
P236～237（十条駐屯地、上十条、紅葉橋）、P242
（十条駐屯地）、P247（十条）
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949 ﾜﾀﾅ 渡辺　真理
マコト

小さなコミュニティ 彰国社 10/527.8 P51､P58（赤羽台団地）、P72（上中里の集合住宅）

950 ﾜﾀﾍﾞ 渡部　建
芸能界のアテンド王が教える最強の
店７７軒

文藝春秋 596/ﾜﾀ P119（東十条／埼玉屋）

951 ﾜﾀﾍﾞ 渡部　淳 歩いて描いて東京風情 産経新聞出版 10/291.36

P22～25（都電荒川線、王子駅、掘割、滝野川、板橋
駅、近藤勇の墓）、P73～75（上中里駅、平塚神社、
一里塚、飛鳥山公園、、名主の滝公園、富士神社、
篠原演芸場、十条銀座）

952 ｱﾙｸ ---------- 歩く地図東京散歩　２０１４ 成美堂出版 10/291.36
P92～93（旧古河庭園・地震の科学館・西ヶ原一里
塚・飛鳥山公園）

953 ｲｻﾞｶ ----------
居酒屋パスポート十条・東十条通行
手形

笠倉出版社 596.7

P6～51（十条酒飲エリア）、P52～77（東十条酒飲み
エリア）、P78～81（十条・東十条サッカーチーム）、
P82～87（十条人インタビュー）、P88～89（東十条人
インタビュー）、P90～97（十条・東十条歴史）、P98～
109（ぶらり十条・東十条散歩）、P110～113（エリア
マップ）

954 ｲｼﾞｭ ---------- 移住日記（作家の自伝　47） 日本図書センター
28/911.52/ﾊ
ｷﾞ

955 ｲｾｷ ---------- 遺跡が語る東京の三万年　１ 柏書房 10/210.2 P84～85、177（飛鳥山貝塚）

956 ｲﾏﾄﾞ ---------- いまどきウレシイ東京ランチ 日本出版社 10/596

P39～42（十条／ユマ・ミーナ、十条／味の大番、赤
羽／自家製麺伊藤、赤羽／ペンナロッソ、北赤羽／
オキドキ、浮間舟渡／味亭、東十条／日本料理庵、
王子／中華料理同花、上中里・尾久／エベレストダ
イニング）

957 ｳｷﾖ ---------- 浮世絵と古地図でたどる江戸の名所 洋泉社 213.61
P2・9・92～93（飛鳥山）、P94（王子七滝／滝野川）、
P95（王子稲荷／王子）

958 ｳﾁﾌﾞ ---------- ウチ風呂の作法 ｴﾝﾀｰﾌﾞﾚｲﾝ 498.37 P102～（滝野川／稲荷湯）
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959 ｳﾗﾛ ---------- 裏路地紀行 ｲｶﾛｽ出版 10/291.36
P68～69（赤羽/ＯＫ横丁通り）、P76～77（都電荒川
線・滝野川/金剛寺）、P90～91（田端・赤羽/井戸ﾎﾟﾝ
ﾌﾟ）

960 ｴｲｺﾞ ---------- 英語で東京を案内できますか 宝島社 10/291.36 P13(旧古河庭園)

961 ｴｷｶ ---------- 駅からウォーキング関東
ＪＴＢパブリッシン
グ

10/291.3
P86～89（旧岩渕水門・赤羽桜堤・浮間の渡船場跡・
浮間公園・小山酒造・たいらや・浮間舟渡）

962 ｴｺﾙ ----------
ｴｺｰﾙ･ﾄﾞ･ﾛｲﾔﾙ古代日本を考える
10　古代日本の山と信仰

学生社 210.3 P133（飛鳥山）

963 ｴﾄﾞｻ ---------- 江戸散歩・東京散歩 成美堂出版 10/291.36 P116～119（王子・巣鴨）

964 ｴﾄﾞﾄ ---------- 江戸東京名所事典 笠間書院 10/213.61

P326～29・342～347（平塚明神社、無量寺、西福
寺、昌林寺、真性寺、飛鳥山、王子権現社、金輪
寺、王子稲荷の社、音無河、滝不動尊、松橋弁財天
社、金剛寺、板橋の駅）P348～349（飛鳥山の桜）

965 ｴﾄﾞﾄ ---------- 江戸・東京歴史の散歩道　４ 街と暮らし社 10/291.36
P59～90（田端界隈、上中里・西ヶ原、飛鳥山・滝野
川、王子本町・中十条、赤羽西・赤羽台、赤羽・岩
淵、王子・豊島）

966 ｴﾄﾞﾄ ----------
江戸東京物語
上野・日光御成道界隈

新潮社 10/291.36

Ｐ178～187（田端『田端文士村・田端文化人・大瀧
寺・田端八幡宮・与楽寺』）、Ｐ190～219（王子・赤羽
界隈の章『旧古河庭園・滝野川・豊島郡衙・日光御
成道・西ヶ原の一里塚・王子神社・飛鳥山・王子権現
その他ｅｔｃ』）

967 ｴﾄﾞﾄ ---------- 江戸東京切絵図散歩 山川出版社 291.36
P158～163（六義園・巣鴨駅・飛鳥山公園・板橋区役
所前駅　周辺）

968 ｴﾝﾗ ---------- 円楽の大江戸なんでも番付 河出書房新社 382.13 Ｐ132～137（飛鳥山と王子稲荷神社）

969 ｵｲｼ ---------- おいしい魚の店 ぴあ 596.35
P42（活鮮四季／東十条）、P50（SAKANAYAうっちゃ
ん/赤羽）、P62（鮨DINING藤/赤羽）、P71（海鮮どん
ぶり築地や/十条）
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970 ｵｲｼ ---------- おいしい肉の店 ぴあ L/596.33 P10（埼玉屋／東十条）

971 ｵｲｼ ---------- おいしい肉の店　2019 ぴあ 596.33 P76（埼玉屋／東十条）

972 ｵｵｴ ---------- 大江戸１００景地図帳 人文社 10/291.36 P138～140（王子稲荷・飛鳥山・滝野川）

973 ｵｵｴ ---------- 大江戸歴史事件現場の歩き方
ダイヤモンド・ビッ
グ社

10/291.36
P102（板橋宿・平尾の一里塚付近/滝野川6丁目付
近）、P112～113（「近藤勇、処刑図」地図（周辺地
図））

974 ｵﾃﾞﾝ ---------- おでん大全 旭屋出版ＭＯＯＫ 596.21 Ｐ20（平澤かまぼこ/王子）

975 ｵﾄﾅ ---------- おとなの週末　２０１２年７月号 講談社 20/291.36
P121～124（大東京23区画報　北区　田端文士村・
旧古河庭園・昭和町・王子・中央公園・飛鳥山公園・
渋沢栄一・さくら新道）

976 ｵﾄﾅ ---------- 大人のための東京マニア散歩 洋泉社 291.36 P75～77（霜降銀座、谷田橋）

977 ｵﾄﾅ ---------- 大人の東京案内 ぴあ 10/291.36 P106・P112(旧古河庭園・都電荒川線）

978 ｵﾄﾅ ----------
大人の日帰り旅ブラ歩き美術館＆文
学館

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 706.9 P49（田端文士村記念館）

979 ｵﾔｺ ---------- 親子で楽しむ鉄道体験大百科 講談社 686.21 P42（都電荒川線））、P62(北とぴあ）

980 ｶｿﾞｸ ---------- 家族でおでかけ春＆Ｇ．Ｗ．（2015） 旺文社 Ｔ/291.3
P51(Ｋバス　王子・駒込ルート、北とぴあ17階展望ロ
ビー、飛鳥山公園、旧古川庭園）

981 ｶｿﾞｸ ----------
家族でお出かけ夏休み2016－関東・
首都圏発（まっぷるマガジン）

昭文社
20/016.21

Ｐ171（王子/北区立中央図書館）

982 ｷﾀﾅ ---------- きたな美味い店 扶桑社 10/596 P122～125（東十条／千石寿司）

★983 ｷﾞｮｳ ----------
業界最高権威TRYラーメン大賞
第２２回（2021-2022）

講談社 596.38
P36（中里/ラーメン奏）、P94（豊島/中華そば屋伊
藤）、P95（上十条/煮干そば流。）、P106(赤羽/麺髙
はし）

984 ｷｮｳ ----------
「郷土玩具」で知る日本人の暮らしと
心　４

くもん出版 75（児） P12-13（火防の凧／王子稲荷神社）

985 ｷｮｳ ---------- 郷土の発展に尽くした先人　➄産業 偕成社 28（児） Ｐ10（渋沢栄一）
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986 ｷﾞｮｳ ---------- 仰臥漫録（筑摩現代文学大系7） 筑摩書房 918.6/ﾁｸ 赤羽

★987 ｹﾝｺ ---------- 健康さんぽ東京 朝日新聞出版 T/291.36

P128～131（王子/お札と切手の博物館、飛鳥山公
園、渋沢史料館、王子稲荷神社、名主の滝公園、北
区立中央図書館、中央公園文化センター、四本木稲
荷神社）

988 ｹﾞﾝﾀﾞ ---------- 現代ホラー傑作選　第３集 角川書店 B/913.68/ｹﾞﾝ P225～

989 ｺｳｴ ---------- 公園の時間／散歩の達人MOOK 交通新聞社 10/291.36 P48～49（旧古河庭園）

990 ｺﾞｼｭ ---------- 御朱印でめぐる東京の七福神
ダイヤモンド・ビッ
ク社

10/175.93 P63（東覚寺/田端/谷中七福神の一つ）

991 ｺﾁｽﾞ ---------- 古地図で巡る百年越えの老舗東京
JTBパブリッシン
グ

10/596/ｺﾁ P133～139(王子・巣鴨・駒込）

992 ｺﾃﾂ ----------
♯子鉄とGO ！電車ウオッチングさん
ぽ

辰巳出版 10/686.21
P9(飛鳥山公園）、P11(赤羽八幡公園）、ｐ15（北とぴ
あ１７階展望ルーム）、P22(清水坂公園）、ｐ27（上中
里さわやか橋）、P99(王子駅前歩道橋）

993 ｺﾄﾞｸ ---------- 『孤独のグルメ』巡礼ガイド　２ 扶桑社 20/596/ｺﾄﾞ P64～67(大衆割烹田や/十条）

994 ｺﾄﾞｸ ---------- 孤独のスイーツ 枻出版 596.65 P17（ボンヌカフェ／十条）

995 ｺﾄﾞﾓ ----------
こどもの運動能力がぐんぐん伸びる
公園

ＪＴＢパブリッシン
グ

781.9
Ｐ38（清水坂公園）、Ｐ100（飛鳥山公園）、　Ｐ106（浮
間公園）、Ｐ142（西ヶ原みんなの公園）

996 ｺﾐｭ ---------- コミュニティバス図鑑
スタジオタッククリ
エイテｨブ

68（児） P22（Ｋバス／北区コミュニティバス）

997 ｻｶﾅ ---------- さかなマニア メディアパル 10/596.35
P10～19（赤羽／立ち飲みいこい・まるまる家・喜多
屋、十条／斎藤酒場）

998 ｻﾞｼｮ ---------- ザ・商店街さんぽ 交通新聞社 10/291.36
P69～72（西ヶ原／霜降銀座商店街）、P73～76（十
条／十条銀座・十条富士見銀座商店街）

999 ｻﾞｯｼ ---------- 「雑誌」荷風！　Vol.24 日本文芸社 20/291.36 P1～25（飛鳥山公園）

1000 ｻﾗﾒ ---------- サラメシ
学研パブリッシン
グ

498.5 P116～119（十条銀座商店街／鳥大）
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1001 ｻﾝﾎﾟ ---------- 散歩の達人　駅からさんぽ東京 交通新聞社 T/291.36 P112～115（十条・赤羽)

1002 ｻﾝﾎﾟ ---------- 散歩の達人　山手線３０駅さんぽ 弘済出版社 10/291.36

P４５(田端駅南口）、P50（がらんす／田端）、P64（カ
プリカフェ・アトレヴィ田端店／田端駅ビルの中の
店）、Ｐ66（中里台遊び場／田端）、P125（平塚亭つ
るおか／西ヶ原）

1003 ｻﾝﾎﾟ ---------- 散歩の達人　東京名酒場 交通新聞社 596.7

P34（いこい本店／赤羽）、Ｐ40～41（TRＥＶＯ・醸し屋
素郎・まるます家・喜多屋・エナブ／赤羽界隈の飲食
店）、Ｐ51（Ｂｅeｒ＋＋／十条）、Ｐ75（鯵屋／赤羽）、Ｐ
79（和バル ステンショ／尾久）、Ｐ86（一東庵／東十
条）、Ｐ121（三忠食堂／十条）

1004 ｻﾝﾎﾟ ---------- 散歩の達人　東京喫茶 交通新聞社 596.7 P111(　Gallery & café　FIND　十条）

1005 ｻﾝﾎﾟ ----------
散歩の達人　街がわかる東京散歩地
図

交通新聞社 10/291.36

P134～135（王子/飛鳥山公園・紙の博物館・北区飛
鳥山博物館・渋沢資料館・王子神社・王子稲荷神
社・名主の滝公園・北とぴあ展望ロビー・（人気）らー
めん えんや・（名物）石鍋久寿餅店、（街探検）渋沢
栄一と飛鳥山）、P136～137（十条・東十条/十条銀
座商店街・黒松本舗 草月・篠原演芸場（名店）斎藤
酒場、（名物）とん八）

1006 ｼﾞｷﾞｮ ----------
「東京都第二市街地整備事務所」事
業概要「平成30年度版」

東京都第二市街
地整備事業所管
理課

10/518.86

十条地区（補助第８３号線）、志茂地区（補助第86号
線）、田端北地区（補助第92号線）、田端地区（土地
区画整理事業施行済地区）、赤羽北地区（市街地再
開発事業施行済地区）

1007 ｼｾｷ ---------- 史跡で読む日本の歴史　１ 吉川弘文館 210.1 P68～69(中里貝塚）

1008 ｼｯﾃ ---------- 知っておきたい日本人のお葬式 洋泉社 385.6
Ｐ111～112（明治期の葬列・昭和初期の祭壇写真／
『北区史』民俗編3、1996より）
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1009 ｼﾌﾞｻ ---------- 渋沢栄一の足跡をたどる旅
東京ニュース通信
社

26/289.1/ｼﾌﾞ

P92～95（晩香盧・青淵文庫）、P100～113（渋沢資料
館・飛鳥山・晩香盧・青淵文庫・紙の博物館・七社神
社・旧醸造試験所第一工場・音無橋「音無親水公
園」・旧古河庭園）

1010 ｼﾌﾞｻ ---------- 澁澤龍彦事典 平凡社 910.268/ｼﾌﾞ
P100～101（滝野川・中里町・田端文士村記念館・滝
野川第七小学校）

1011 ｼｬｼ ----------
写真家が案内する江戸・東京下町ガ
イド

ｱｽﾍﾟｸﾄ 10/291.36
P48～49（王子／都電荒川線）、P52～53（王子から
荒川遊園地）、P78～83（田端文士村）

1012 ｼｬｼ ---------- 写真でみる貨物鉄道百三十年 日本貨物鉄道 83/686.6
P34（田端駅）、P52（田端操車場）、P104（田端、駒込
駅付近）

1013 ｼｬｼ ----------
写真と地図で読む！知られざる軍都
東京

洋泉社 210.6
P46～53（東京第一陸軍造兵廠、東京第二陸軍造兵
廠、旧十条工場275棟）

1014 ｼｭﾄ ---------- 首都圏貨物列車ハンドブック イカロス出版 743.5 P88～91、「北王子線」に関する記述あり。

1015 ｼｮｳ ---------- 昭和６０年代の国鉄通勤電車 双葉社 686.21
P19（赤羽／首都圏国電暴動）、P38～41（赤羽～田
端／京浜東北線）、P５４～５５（板橋～赤羽／赤羽
線）、P107（赤羽線／103系）、P122・125（赤羽線）

1016 ｼﾝｴ ---------- 新・江戸切絵図 人文社 10/291.36 P104～105（飛鳥山）

1017 ｼﾝﾁ ----------
新潮日本文学アルバム　１３　芥川龍
之介

新潮社 910.26/ｱｸ P23～33、65、78、94、95

1018 ｼﾝﾁ ----------
新潮日本文学アルバム　別巻２　大
正文学アルバム

新潮社 910.26/ﾀｲ
P65（田端の芥川家への坂道の写真。田端文士村と
言われるようになった当時の田端）

1019 ｼﾝﾄ ---------- 新東京一日乗車券ガイド イカロス出版 291.36 P88～91（都電荒川線／王子駅前・飛鳥山）

1020 ｽﾞｶｲ ---------- 図解！江戸の大名屋敷 宝島社 213.61
P105（多紀家墓所（上中里1丁目・城官寺墓地内）東
京都指定史跡、西ヶ原一里塚（西ヶ原2丁目）国指定
史跡）
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1021 ｽﾞｾﾂ ----------
図説東京の今昔を歩く！江戸の地図
帳

青春出版社 10/213.6 P154～157（王子／飛鳥山）

1022 ｾﾞﾝｺ ---------- 全国映画ドラマロケ地事典 日外アソシエーツ 778.03
P131～132（赤羽一番街や中央公園文化センターな
ど、映画・ドラマのロケ地となった場所）

1023 ｾﾞﾝｺ ---------- 全国お元気商店街百選 明治書院 672.1 P93（十条銀座商店街）

1024 ｾﾞﾝｺ ---------- 全国文学館ガイド 小学館 910.6/ｾﾞﾝ P72（田端文士村記念館)

1025 ﾀｲｼ ---------- 大衆演芸お作法 ぴあ 775.5 P20～25（篠原演芸場・十条商店街）

1026 ﾀｽﾞﾈ ---------- 訪ねてみたい東京のお寺 インデックス 10/185.91 P182～187（與楽寺・東覚寺・静勝寺）

1027 ﾀﾀﾞﾃﾞ ---------- タダで楽しむ東京とっておきスポット メイツ出版 10/291.36
P33（東書文庫）、P44（国立印刷局王子展示室）、
P113（北とぴあ）

1028 ﾀﾁｸﾞ ----------
立ち食いそば手帳名店１２０
　　　　　　　　　　　　首都圏編

学研プラス 10/596.38 P80～81（そば清／東十条駅最寄りの蕎麦屋）

1029 ﾀﾁｸﾞ ---------- 立ち食いそば名店１００　首都圏編
学研パブリッシン
グ

10/596.38 P43（そば清／東十条）

1030 ﾀﾊﾞﾀ ---------- 田端事情（ふるさと文学館14巻） ぎょうせい 918.6/ﾌﾙ

1031 ﾀﾊﾞﾀ ---------- 田端日記（日本幻想文学集成28） 国書刊行会 918.6/ﾆﾎ

1032 ﾁｷｭ ---------- 地球の歩き方ａｒｕｋｏ東京 地球の歩き方 10/291.36 Ｐ47（旧古河庭園）

1033 ﾁﾘｲ ---------- 地理院地図で東京を歩く　１ 清水書院 T/291.36 P110～117（王子周辺、北区立中央図書館）

1034 ﾃﾞｨﾃﾞ ---------- ｄ　ｄｅｓｉｇｎ　travel
Ｄ&DEPARTMENT
PROJECT

T/291.09 P26～27（滝野川／稲荷湯）

1035 ﾃﾂﾄﾞ ---------- 鉄道遺構再発見 ＬＩＸＩＬ出版 686.21
P40（王子駅／飛鳥山公園・アーチ橋）、P68(北区・
横須賀専用線・鉄道線廃止跡)

1036 ﾃﾂﾄﾞ ---------- 鉄道ファン　2012年2月号（610号） 交友社 20/686.21 P143～338（田端ふれあい橋／旧田端大橋）

1037 ﾃﾂﾄﾞ ---------- 鉄道ファン　2012年3月号（611号） 交友社 20/686.21
P136～141（田端をまたぐ跨線橋田端ふれあい橋／
旧田端大橋）
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1038 ﾃﾐﾔ ---------- 手土産を買いに（2018）東京篇
京阪神エルマガ
ジン社

10/596 P50～51（豊島/玉川食品）、P60～61（東十条/草月）

★
1039

ﾄｳｷ ---------- TOKYOいい川釣れる運河 つり人社 787.15
P16、17（荒川/岩淵水門周辺）、P18、19（新河岸川/
岩淵周辺）、P24、25（隅田川/王子周辺）

1040 ﾄｳｷ ---------- 東京一日乗車券完全ガイド イカロス出版 T/291.36 P82（王子駅前・飛鳥山）

1041 ﾄｳｷ ---------- 東京イラスト歳時記 博文館新社 10/382.1 P138～139（赤羽交通公園）

1042 ﾄｳｷ ---------- 東京おいしいもの文学散歩 婦人画報社 10/596 P64（そば屋-浅野屋）

1043 ﾄｳｷ ---------- 東京おさんぽノート JTBﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ 10/291.36 P53（フランス菓子カド）、P94（旧古河庭園）

1044 ﾄｳｷ ---------- 東京お得技ベストセレクション 晋遊舎 10/291.36 P88（子育て充実）、P95（旧古河庭園）

1045 ﾄｳｷ ---------- 東京サイクリング　２３区編 八重洲出版 10/291.36
P20～21（北本通り・環八通り）、P62～63（荒川サイ
クリング/旧岩淵水門・青水門・北とぴあ）P66～67
（王子・音無川・浮間公園・中央図書館）

1046 ﾄｳｷ ---------- 東京四季の花名所図鑑 婦人画報社 10/291.36
P28～29（旧古河庭園・飛鳥山公園）、P47（飛鳥
山）、P57、P64（旧古河庭園）

1047 ﾄｳｷ ---------- 東京七福神を歩く
ＪＴＢパブリッシン
グ

10/387
P6、10、16（田端/田端文士村記念館）、P6・7（田端/
東覚寺）

1048 ﾄｳｷ ---------- 東京現代遺跡発掘の旅 交通新聞社 20/291.36
カバー折り返し部分（北区滝野川の古本屋とある）、
P86～91（旧紙の博物館/王子）、P92～97（幻の引き
込み線/王子・赤羽周辺）

1049 ﾄｳｷ ---------- 東京自然を楽しむウォーキング
ＪＴＢパブリッシン
グ

10/291.36
Ｔ/291.36

Ｐ22～25（王子駅、音無川、王子稲荷神社、名主の
滝公園、王子神社、音無親水公園、音無さくら緑地、
八津大観音）、Ｐ186～187（中里／霜降銀座商店
街、旧古河庭園）
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★
1050

ﾄｳｷ ---------- 東京下町さんぽ 交通新聞社 10/291.36

P100～103（荒川の水辺から情の厚い商店街へ/赤
羽・十条）、P104～107P（駅前の喧騒とは裏腹な江
戸の風雅が残る街/王子）、P108、109（大衆居酒屋
の殿堂/赤羽・十条・王子）

★
1051

ﾄｳｷ ---------- 東京老舗の手みやげ ぴあ 596/ﾄｳ P37（王子/石鍋商店）、P85（東十条/黒松本舗草月）

1052 ﾄｳｷ ---------- 東京老舗名店 ぴあ 596/ﾄｳ Ｐ85（華興/滝野川）、Ｐ95（御菓子司　中里/中里）

1053 ﾄｳｷ ---------- 東京老舗名店案内 ぴあ 10/596 P75（十条／玉屋）

1054 ﾄｳｷ ---------- 東京商店街さんぽ　VOL.１ 秀和システム 291.36

P44～47（十条銀座商店街）、P48～49（ＬａＬａガーデ
ン・赤羽スズラン通り）、Ｐ52～54（近藤勇の墓／滝
野川）、Ｐ74～76（都電／飛鳥山・王子・梶原）、Ｐ79
（王子銀座商店街）、Ｐ80（梶原銀座商店街）、Ｐ81
（小台銀座商店街／堀船）、Ｐ100～103（朝から呑め
る居酒屋密集地赤羽）、Ｐ124～127（北区商店街／
田端銀座・東十条商店街・森下通り商店会・滝野川
市場通り商店街、霜降り銀座）

1055 ﾄｳｷ ---------- 東京消防庁ＰＥＲＦＣＴ　ＢＯＯＫ イカロス出版 10/317.79
Ｐ109（王子消防署）、Ｐ110（滝野川消防署・赤羽消
防署）

1056 ﾄｳｷ ---------- 東京人　2008年2月号 都市出版 10/051
北区Y字路徘回／横尾忠則　P118～120（志茂・西が
丘・堀船）

1057 ﾄｳｷ ---------- 東京人　2008年5月号 都市出版 10/051 P43（晩香盧・青淵文庫）、P53（北区立中央図書館）

1058 ﾄｳｷ ---------- 東京人　2009年3月号 都市出版 10/051 P44～47（北王子線）、P54（田端駅）

1059 ﾄｳｷ ---------- 東京人　2009年10月号 都市出版 10/051 P66～67、92（旧古河邸本館）
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1060 ﾄｳｷ ---------- 東京人　2010年１月号 都市出版 10/051

P.94～95（篠原演芸場・小山酒蔵・亀の子束子／西
尾商店・田端文士村記念館・赤レンガ図書館／新中
央図書館・飛鳥山モノレール）、P96～97（赤羽／小
山織・都電終点・赤羽銀座・近江屋呉服店・金竜堂
書店・谷内六郎・一番街）

1061 ﾄｳｷ ---------- 東京人　2010年4月号 都市出版 10/051
P115（赤羽）、P136～137（王子神社・「王子紀行」・モ
ノレール）、P160（荒川治水資料館）

1062 ﾄｳｷ ---------- 東京人　2010年5月号 都市出版 10/051
P32～33(東田端一丁目／東京新幹線引込線・赤羽
台四丁目／赤羽八幡神社）、P36（王子一丁目／北
とぴあ展望台）

1063 ﾄｳｷ ---------- 東京人　2010年7月号 都市出版 10/051 P20（晩香盧・青淵文庫／渋沢栄一）

1064 ﾄｳｷ ---------- 東京人　2010年8月号 都市出版 10/051 P84～（岩淵水門・親水公園）

1065 ﾄｳｷ ---------- 東京人　2011年1月号 都市出版 10/051

P22～29（東十条／埼玉屋、篠原演芸場、十条／風
来坊、お功楽や、斎藤酒場）、P36～41（赤羽／ＯＫ
横丁）、58P（赤羽／すみた）、P84～85（赤羽／丸健
水産）

1066 ﾄｳｷ ---------- 東京人　2011年10月号 都市出版 10/051 P41（旧東京第一陸軍造兵廠薬莢場、赤羽/八起）

1067 ﾄｳｷ ---------- 東京人　2012年1月号 都市出版 10/051
P83～85（旧東京第一陸軍造兵廠第一製造所275棟
／北区立中央図書館、旧東京第一陸軍造兵廠本館
／北区中央公園文化センター）

1068 ﾄｳｷ ---------- 東京人　2012年3月号 都市出版 10/051
P41（駒込、田端）、P43（飛鳥山下人道跨線橋）、P68
～69（赤羽）、P79（山手線第二中里踏切）、P93（東
京第一・第二陸軍造兵廠線跡）
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1069 ﾄｳｷ ---------- 東京人　2012年10月号 都市出版 10/051

P28、29（飛鳥山）、P30、64（十条富士）、P30（陸奥
宗光邸／旧古河庭園）、P31（王子神社、渋沢栄一
邸／飛鳥山)、P67（王子神社）、P79（静勝寺参道）、
P92、93（赤羽八幡神社、埼京線、アスカルゴ/飛鳥
山公園）、P145（静勝寺／赤羽西口）

1070 ﾄｳｷ ---------- 東京人　2013年8月号 都市出版 10/051
P15（一里塚/西ヶ原）、P28～29（飛鳥山/王子）、
P54（日光御成道）、P71(滝野川の弁財天）、P97(坂
の地図）

1071 ﾄｳｷ ---------- 東京人　2015年4月号 都市出版 10/051 Ｐ20（王子神社）

1072 ﾄｳｷ ---------- 東京人　2015年5月号 都市出版 10/051
P36～40（田端・滝野川・西ヶ原など藍染川流域）、
P51（王子界隈）、P59（王子区・滝野川区）、P62～63
（暗染データ)

1073 ﾄｳｷ ---------- 東京人　2015年7月号 都市出版 10/051 P120（しもふり銀座）

1074 ﾄｳｷ ---------- 東京人　2015年8月号 都市出版 10/051

P33（都営堀船３丁目アパート／宝酒造王子工場／
都住宅公社堀船ほか）、P34（堀船清掃作業所／豊
島橋／UR豊島５丁目団地／神谷の船着場／岩淵
水門／赤羽駅ほか）、P122～127（飛鳥山博物館／
渋沢史料館／紙の博物館／扇屋ほか）

1075 ﾄｳｷ ---------- 東京人　2018年9月号 都市出版 10/051
P10（王子装束ゑの木　大晦日の狐火）、P34（王子
稲荷）

1076 ﾄｳｷ ---------- 東京人　2018年10月号 都市出版 10/051
P126(志茂）、、P128（あなたのまちの地域危険度別
順位表、志茂、岸町、上十条、上中里）

1077 ﾄｳｷ ---------- 東京人　2018年11月号 都市出版 10/051 P122～123(北区おでん、赤羽、王子、田端、十条）

1078 ﾄｳｷ ---------- 東京人　2020年3月号 都市出版 10/051 P75（北区立中央図書館こども図書館）
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★
1079

ﾄｳｷ ---------- 東京人　2022年8月号 都市出版 10/051
P133（北区立中央図書館「北区の部屋」黒川徳男地
域資料専門員インタビュー）

1080 ﾄｳｷ ---------- 東京千円さんぽ 交通新聞社 10/291.36

P31（北とぴあ）、P48～49(飛鳥山公園・紙の博物館・
北区飛鳥山博物館・渋沢史料館）、P73(十条銀座商
店街／タピオカワールド・鳥大・あい菜家・だるまや
餅菓子店・十条菓子舗むさしや）

1081 ﾄｳｷ ---------- 東京手みやげ散歩 バジリコ 10/596 Ｐ137～149（王子・飛鳥山）

1082 ﾄｳｷ ---------- ＴＯＫＹＯ図書館紀行 玄光社 010.21
P28～31（北区立中央図書館）、　P76～79（紙の博
物館）、P123・125（各館のＭＡＰ）

1083 ﾄｳｷ ----------
東京都内乗合バス・ルートあんない
№１６

人文社 10/291.36
P119（王子／ターミナル駅詳細図）、P120（赤羽／
ターミナル駅詳細図）

★
1084

ﾄｳｷ ---------- 東京都の不思議事典　上巻 新人物往来社 10/291.36 P36、37（北区で発見された古代の役所　豊島郡衙）

1085 ﾄｳｷ ---------- 東京２３区の有名公園散歩 新人物往来社 10/291.36 P164～169（飛鳥山・旧古河庭園）

1086 ﾄｳｷ ---------- 東京の古墳を歩く 祥伝社 10/291.36
P60～63（十条台古墳群）、P64～67(赤羽台古墳
群）、P68～69（赤羽台横穴墓群）

1087 ﾄｳｷ ---------- 東京の桜 山と渓谷社 10/291.36

Ｐ40～43（王子駅・飛鳥山・音無親水公園・路線地図
／都電荒川線で通る桜名所）、Ｐ79（飛鳥山）、Ｐ114
～116（醸造試験所跡地公園・旧岩淵水門・赤羽保
健センター前通り・飛鳥山公園／北区の桜の名所）

★
1088

ﾄｳｷ ---------- 東京の老舗　上 東京新聞出版局 10/672.13 P146～148（扇屋）

★
1089

ﾄｳｷ ---------- 東京の老舗　下 東京新聞出版局 10/672.13 P73（扇屋）、78（中里）
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1090 ﾄｳｷ ---------- 東京の神社をめぐる本
京阪神エルマガ
ジン社

10/175.93

P21（赤羽八幡神社）、P34（王子稲荷神社）、P83（王
子稲荷神社・凧市）、P86（王子神社・例大祭）、P87
（王子神社・熊手市）、P88（王子稲荷神社・暫狐・願
掛け狐）、P90（王子神社・御槍）

1091 ﾄｳｷ ---------- 東京の長寿企業７０社 日刊工業新聞社 335.21
P24～27（株式会社　アドバネクス／田端６丁目にあ
る精密ばね等製作販売会社）

1092 ﾄｳｷ ---------- 東京のトリセツ 昭文社 10/291.36
P72～73（都電荒川線）、P36～37（稲付坂・馬坂・王
子大坂・田端大橋/名前を持つ坂）

1093 ﾄｳｷ ---------- 東京のまちみどりっぷ マルモ出版 T/291.36 Ｐ81（旧古河庭園）、Ｐ82（飛鳥山公園）

1094 ﾄｳｷ ---------- 東京ノスタルジックＢＡＲグルメ 辰巳出版 10／596 P59（アルビオンズバー/十条）

1095 ﾄｳｷ ---------- 東京古き良き西洋館へ 淡交社 10/523.13 P22～29（青淵文庫・晩香盧・旧古河邸本館）

★
1096

ﾄｳｷ ---------- 東京ベストカフェ 昭文社 596.7 P46（AERU COFFEE STOP/赤羽岩淵）

1097 ﾄｳｷ ---------- 東京名酒場１００ ぴあ 10/596.7
P32（埼玉屋／東十条）、P77（あら川／東十条、丸健
水産／赤羽）、P80（まるます家／赤羽）、P86（いこい
本店/赤羽）

1098 ﾄｳｷ ---------- 東京名酒場案内 ぴあ 10/596.7
P38(やきとん埼玉屋／東十条）、P89（天ぷら日本料
理あらい／東十条、丸健水産／赤羽）、P92（まるま
す屋／赤羽）、P99（立ち飲みいこい本店／赤羽）

1099 ﾄｳｷ ---------- 東京ひとり酒場１００ ぴあ 10/596.7

P18（斎藤酒場／十条）、P２７(大衆割烹　田や／十
条、P29(やきとん　埼玉屋／東十条）、P30（大衆酒
場　まるよし／赤羽）、P36(立ち飲み　いこい本店／
赤羽）

1100 ﾄｳｷ ---------- 東京　街なか山さんぽ
メイツユニバーサ
ルコンテンツ

10/291.36 P30（飛鳥山）

1101 ﾄｳｷ ---------- 東京有名人のお墓さんぽ 人文社 10/291.36 P59（近藤勇／寿徳寺、正岡子規／大龍寺）
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1102 ﾄｳｾ ----------
当世書生気質（日本近代思想体系
16）

岩波書店 081

1103 ﾄｼｮ ---------- 図書館さんぽ 駒草出版 010.2
Ｐ106～107（北区立中央図書館・紙図書室／紙の博
物館1階にある紙の専門図書館）

1104 ﾄｼｮ ---------- 図書館の学校　2013年夏号 図書館振興財団 20/016.21
P36（北区立中央図書館／ドナルドキーンコレクショ
ンコーナー）

1105 ﾄｼｮ ---------- 図書館へ行こう！！ 洋泉社
20/010.21
010.21

P13（東十条駅、北区立中央図書館）、P19・裏表紙
(北区立中央図書館）

1106 ﾄｼﾝ ----------
都心ノ病院ニテ幻覚ヲ見タルコト（日
本幻想文学集成　4）

国書刊行会 918.6/ﾆﾎ

1107 ﾄﾃﾞﾝ ---------- 都電荒川線お散歩BOOK 日本出版社
10/291.36
T/291.361

P16（王子駅前／洋食・ラ　カザワ）、P53～63 (西ヶ
原４丁目停留所－王子駅前停留所・散歩コース）、
P72～73（飛鳥山公園）、P76～79（滝野川－王子／
グルメ＆カフェ）、P80～83（滝野川－王子／甘味＆
スィーツ）、P87(王子／居酒屋)、P132(梶原停留所／
都電もなか・都電のおもちゃ)

1108 ﾄﾘﾂ ---------- 都立公園ガイド　平成15年
東京都建設局公
園緑地部管理課

10/629.41
P22（浮間公園）、P99～100・P153～154・P159（旧古
河庭園）、P152（名主の滝公園・飛鳥山公園）

1109 ﾆﾎﾝ ----------
日本人のへそ（筑摩現代文学大系
92）

筑摩書房 918.6/ﾁｸ P402（王子）、P408（赤羽、尾久）

1110 ﾆﾎﾝ ---------- 日本の古代遺跡３２ 保育社 10/213.6

P6～8（中里遺跡・赤羽台遺跡）、P11（西ヶ原貝塚）、
P44（赤羽）、P85～90（袋町貝塚・浮間の遺跡・豊
島）、P110～135（飛鳥山の遺跡・田端不動坂遺跡・
甲冑塚古墳・中里貝塚・西ヶ原貝塚・赤羽台の遺跡・
赤羽台古墳群・桐ヶ丘遺跡）
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1111 ﾆﾎﾝ ---------- 日本の財閥 洋泉社 335.58
P7（旧古河庭園）、Ｐ68～71（渋沢栄一、渋沢史料
館）

1112 ﾆﾎﾝ ---------- 日本の名随筆　65 作品社 914.68/ﾆﾎ P191～197（飛鳥山）

1113 ﾆﾝｷ ---------- 人気店に教わる極上かき氷 枻出版社 L/596.65 P29（だるまや餅菓子店）

1114 ﾉｼﾞｭ ---------- ノジュール
JTBパブリッシン
グ

-------- P102（中央図書館）

1115 ﾊｲｾ ---------- 廃線跡ウォーキング東日本
JTBパブリッシン
グ

T/291.09
Ｐ26～29（東京陸軍兵器補給廠専用線・赤羽緑道公
園・赤羽八幡神社・国立スポーツ科学センター）

1116 ﾊｯﾂ ---------- 発見！23区　Ｐａｒｔ1 人文社 10/291.36 Ｐ84-85東十条跨線橋　Ｐ88赤羽台団地

1117 ﾊﾅﾏ ---------- 花散歩東京を歩く 実業之日本社 10/291.36 Ｐ82～83（浮間公園）、Ｐ86～88（旧古河庭園）

1118 ﾋｶﾞｼ ----------
東日本大震災時の都心部での帰宅
困難者の避難及び帰宅行動に関する
調査・研究

都市防災美化協
会

369.3/ｼﾝｻｲ P105～106（赤羽公園・王子駅前公園）

1119 ﾋﾞｽﾞﾏ ---------- ｂｉｚｍｏｍ
ベネッセコーポ
レーション

L/599.05 P74～76（王子駅・飛鳥山公園・尾久操車場）

1120 ﾋﾞﾐｵ ---------- 美味おやつ 洋泉社 596.65 P24（東十条／草月）

1121 ﾌﾞﾀﾆ ---------- 豚肉好き。 枻出版社 L/596.33
P20～21（埼玉屋/東十条のやきとん・串焼き屋）、
P24～25（とん八/東十条の元祖からし焼屋）

1122 ﾌﾞﾗﾘ ---------- ぶらり一人飲み Ｅ-lock.planning 596.7

P6～7（巻頭写真・名店酒場案内・まるます家）、P86
～89（丸健水産・まるます屋／赤羽）、P90～91（より
みち/東十条）P92～93（まるよし／赤羽）、P112～
113（とん八／東十条）、P114～115（天将／十条）

★
1023

ﾍﾞﾂｻ ---------- 別冊カドカワ総力特集宮本浩次 KADOKAWA 29/767.8/ﾐﾔ
宮本氏は北区出身、「東京都北区赤羽」の作者、漫
画家清野とおる氏のメッセージ

1024 ﾍﾝﾈ ---------- 編年体大正文学全集　第５巻 ゆまに書房 918.6/ﾍﾝ P581（飛鳥山の短歌３首）
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1025 ﾏｻｵ ----------
正岡容（滝野川貧寒）「日本の名随筆
別32」

作品社 914.68/ﾆﾎ

1026 ﾏｻｵ ---------- 正岡子規 河出書房新社 911.362/ﾏｻ P102～109（「王子紀行」/音無川・田端停車場）

1027 ﾏﾎﾞﾛ ---------- 幻のオリンピック 小学館 780.69 P170～P174（名主水泳地/現在の名主の滝公園）

1028 ﾏﾏｻ ----------
ママさんぽＶｏｌ．３
散歩の達人ＭＯＯＫ

交通新聞社 20/016.21 P37（北区立中央図書館）

1029 ﾓﾀﾞﾝ ---------- モダン都市文学　Ⅳ 平凡社 918.6/ﾓﾀﾞ 蝙蝠館／丸山薫　P402～（東京府上滝野川町）

1030 ﾐﾙ× ----------
見る×乗る×楽しむ路線別一日乗車
券でめぐる東京

昭文社 10/291.36
P52-53（名主の滝公園・飛鳥山公園・渋沢資料館・
晩香蘆・青淵文庫・旧古河庭園・平塚亭つるをか）

1031 ﾔﾏﾉ ---------- 山手線一周グルメ 交通新聞社 10/596
Ｐ112～113（田端／セパラン、がらんす、家庭料理の
店・伽羅）

1032 ﾖｼﾀﾞ ---------- 吉田類の酒場放浪記　４杯目 ＴＢＳサービス Ｌ/596.7
Ｐ110～113（東田端／初恋屋）、Ｐ118～121（中十条
／田や）、Ｐ126～129（赤羽／まるよし）、Ｐ134～137
（東十条/さくま）

1033 ﾛﾒﾝ ---------- 路面電車年鑑　２０１４ イカロス出版 10/686.91 P36～39（都電荒川線・王子電気軌道）

1034 ﾛﾒﾝ ---------- 路面電車年鑑　２０１８ イカロス出版 10/686.91
P12～15（都電荒川線7000系）、P34～35（東京都交
通局『都電荒川線・東京さくらトラム』）

1035 ﾛﾒﾝ ---------- 路面電車ＥＸ　vоl.　0４ イカロス出版 686.9
P119（都電荒川線・王子電気軌道「・飛鳥山・王子・
赤羽）

1036 ﾜｼｯ ---------- 和紙ってなに？　３ 理論社 75（児） P5～9、P12～18（紙の博物館）

1037 ﾜﾀｼ ---------- 私の好きな東京。
東京ファッション
協会

10/291.36 Ｐ21（王子駅から臨む都電荒川線）

1038 ﾜﾀｼ ---------- 私の好きな東京立ち食いそば
リベラルタイム出
版

L/596/ﾜﾀ
P176～177（そばいちエキュート赤羽店／赤羽駅）、
Ｐ188～189（かしやま／田端駅）
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