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2012年 2月 1日改訂 

2010年 11月 1日作成 

 
 
パスファインダーとは、あるトピックについて調べるときに役立つ資料やツールを紹介した「情報探索の道知るべ」です。 
 

１．【情報探索のキーワード】 
効率的な情報検索には、適切なキーワードが必要です。同義語、類義語など様々なキーワードを組み合わせて検索 

してみましょう。 

 

 

 

※キーワード化のポイント・・・建築物の「何を」調べるのか明確にする。 

 

２．【図書から情報を得る】〈入門的な情報源〉   
調べたい言葉やテーマの意味が丌明確な場合は「キーワード」を手がかりに百科事典や建築の事典・辞書類を引いて

みましょう。千代田図書館には、以下の資料があります。 

 

●一般的な辞書・事典類 

<図書館で所蔵している図書（一例）> 

資料情報（書誌情報） 請求記号 資料 ID 配架場所 

『大百科事典 全 31巻』 平凡社編 （平凡社，1998） R031 102690344 参考図書（禁帯） 

『日本大百科全書 全 25巻』 相賀徹夫 （小学館，1984） R031 100049618 参考図書（禁帯） 

 

●建築の辞書・事典類 

・建築に関する専門的な事項について調べることができます。 

<図書館で所蔵している図書（一例）> 

資料情報（書誌情報） 請求記号 資料 ID 配架場所 

『建築大百科事典』 長澤泰ほか （朝倉書店，2008） R520 130182017 参考図書（禁帯） 

『建築大辞典』 彰国社編 （彰国社，1993） R520.3 130629595 参考図書（禁帯） 

『日本近代建築総覧 改訂補版』 日本建築学会編 (新建築

社，1987) 

R523.1 130628837 参考図書（禁帯） 

『総覧 日本の建築 全 9 巻』第 3 巻「東京」，日本建築学会編 

（新建築社，1987） 

R521 130498934 参考図書（禁帯） 

『建築学用語辞典 第2版』日本建築学会編（岩波書店，2006） R520.3 130499080 参考図書（禁帯） 

『日本近代建築総覧』 日本建築学会編（技報堂出版，1980） R523.1 130628837 参考図書（禁帯） 

 

●建物に関する文献を探す 

・研究文献を調べるための索引があります。 

<図書館で所蔵している図書（一例）> 

資料情報（書誌情報） 請求記号 資料 ID 配架場所 

『江戸・東京学研究文献案内』 

大串夏身，江戸・東京資料研究会編 （青弓社，1991） 

TA3/020 100612852 地域資料（禁帯） 

 

3.【館内所蔵を探す】 
●テーマの棚に行って探す 

図書館の本は主題を示す請求記号ごとに棚に並んでいます。請求記号の番号を参考にして同じ主題の本を探す

ことができます。請求記号は館内案内図や書架に記されています。 

<関連分野の分類記号（一例）〉 

521.6 日本の建築 523.1 西洋の建築 TP 地域資料 土木・建築 

など 

東京の近代建築を調べる 

～千代田区内の建物を調べる～ 

建物  建設  土木  工学  建築学  地域  皇居  東京駅  議事堂  景観   商業施設  

施設  家屋  東京  千代田区  神田区  麹町区  など 
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●オンライン目録（OPAC）で探す 

千代田区立図書館の蔵書を検索することができます。 

 

「千代田区立図書館 蔵書検索」 インターネット http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/search/index.html 

所蔵の有無、所蔵館、配架場所、請求記号、状態（在架あるいは貸出）がわかります。  

 

【建築の歴史】 

・建築の歴史を調べることができます 

<図書館で所蔵している図書（一例）> 

資料情報（書誌情報） 請求記号 資料 ID 配架場所 

『日本の建築 明治・大正・昭和 全 10 巻』 (三省堂，

1983) 

523 130613805 開架 

 

『明治初期の洋風建築』 堀越三郎（南洋堂書店，1973） TP3/051 101499820 閉架（禁帯） 

『図説 東京都市と建築の一三〇年』 初田亨(河出書房，

2007) 

TP3/036 105678628 地域（禁帯） 

『日本の近代建築 上・下』 藤森照信（岩波書店，1993） 523.1 101735843 開架 

『近代建築史』 藤岡洋保 (森北出版，2011) 523 1000002970 開架 

 

※特定の建築名や関連したキーワードで検索することも有効です 

例）東京駅駅舎について調べる → キーワード「赤レンガ」で区内所蔵資料を検索する 

<図書館で所蔵している図書（一例）> 

資料情報（書誌情報） 請求記号 資料 ID 配架場所 

『東京駅～赤レンガの丸の内駅舎～』 佐々木直樹（日本写

真企画，2008） 

TU4/114 130353154 地域資料（禁帯） 

『赤レンガの東京駅』 赤レンガの東京駅を愛する市民の会編

（岩波書店，1992） 

TU4/107 105393821 地域資料（禁帯） 

『東京ステーションホテル物語』 種村直樹（集英社，1995） 689.8 100457910 開架 

 

【文化財認定の建物】  

・東京都内や千代田区内の建物を調べることができます 

<図書館で所蔵している図書（一例）> 

資料情報（書誌情報） 請求記号 資料 ID 配架場所 

『東京都の文化財（一）』 東京都教育庁生涯学習部文化課

（東京都教育庁生涯学習部文化課，1992） 

TN4/021/1 101068864 地域資料（禁帯） 

『千代田の文化財探訪』 千代田区教育委員会編（千代田

区教育委員会編，1995） 

TN4/015/

チ 

101844264 地域資料（禁帯） 

『千代田まち事典』 新井巌ほか（千代田区区民生活部，

2005） 

TJ1/008 130481997 地域資料（禁帯） 

 

【建物の場所】 

・近代の建物の場所は、土地の区画形状、地番等を記してある大縮尺の地図「地籍地図」や、この地図に対応した土

地所有者名が記載されている「地籍台帳」等を使って調べることができます。 

※詳しくは、パスファインダー『明治以降の「住宅地図」の調べ方』をご覧ください 

http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/guidance/index.html#guidance_index9-1 

<図書館で所蔵している図書（一例）> 

資料情報（書誌情報） 請求記号 資料 ID 配架場所 

『地籍台帳・地籍地図「東京」第2巻』台帳編，地図資料

編纂会編（柏書房，1989） 

TC4/027 105009062 地域資料（禁帯） 

『地籍台帳・地籍地図「東京」第 5巻』地図編 

地図資料編纂会編（柏書房，1989） 

TC4/030 105009039 地域資料（禁帯） 

 

 

 

 

http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/search/index.html
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/guidance/index.html#guidance_index9-1
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【建物の写真】 

<図書館で所蔵している図書（一例）> 

資料情報（書誌情報） 請求記号 資料 ID 配架場所 

『明治大正建築写真聚覧』建築学会編（建築学会，
1936） 

TP3/052 101018810 閉架（禁帯） 

『明治・大正・昭和東京写真大集成』石黒敬章編（新潮

社，2001） 

TV7/038/L 105484489 地域（禁帯） 

『コレクション・モダン都市文化 05 モダン都市景観』 

和田博文監修（ゆまに書房，2004） 

TB6/184/1  105707061 地域資料（禁帯） 

 

例）東京駅駅舎の写真を調べる 

『八角屋根の東京駅赤レンガ駅舎』エスエス編（エスエ

ス，2009） 

TＵ4/100 130505787 地域資料（禁帯） 

 

【建物の図面】 

〈図書館で所蔵している図書（一例）> 

資料情報（書誌情報） 請求記号 資料 ID 配架場所 

『図面で見る都市建築の明治』鈴木博之ほか（柏書房，1990）  

※大正、昭和編も所蔵あり 

TP3/009 105009609 地域資料（禁帯） 

『東京の近代洋風建築』東京都教育庁（東京都教育庁，1991） TP3/006 101373777 地域資料（禁帯） 

 

●国内で刊行されている図書を探す 

千代田区立図書館で所蔵していない図書や雑誌を調べることができます。 

 

・「東京都公立図書館統合検索」インターネット 

http://ufinity51.jp.fujitsu.com/cass/usrshd.do?tenantId=metro&system=1331019062252&login=off 

   東京都内の公立図書館各館の図書や雑誌の所蔵を調べることができます。 

 

・「NDL-OPAC」  インターネット http://opac.ndl.go.jp/ 

国立国会図書館の蔵書目録。国内で刊行されている図書や雑誌が検索できます。 

 

・「Webcat Plus」  インターネット http://webcatplus.nii.ac.jp/ 

明治以前の図書から新刊書まで約 250万冊の日本語の図書を検索できます。「連想検索機能」を使って、 

関連している資料を探すことができます。所蔵している図書館も表示されます。 

 

４．【雑誌を探す】 
●千代田区立図書館の蔵書を検索する  

オンライン目録（OPAC）で調べることができます。 

・「千代田区立図書館 蔵書検索」 インターネット http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/search/index.html 

キーワード検索で、資料の種類を「雑誌」と指定すると、雑誌のみの検索ができます。 

〈図書館で所蔵している雑誌（一例）> 

資料情報（書誌情報） 請求記号 資料 ID 配架場所 

『新建築』2009年 10月号 「プロジェクト 東京駅 丸の内駅

舎保存・復元」 

TP3/009 105009609 地域資料（禁帯） 

 

●国内で刊行されている雑誌を探す 

・『雑誌新聞総かたろぐ』メディア･リサーチ・センター 冊子 

現在刊行されている雑誌、新聞が調べられます。 

 

   ・「新建築Ｏnline」新建築社 インターネット http://www.japan-architect.co.jp/jp/backnumber/ 

建築専門雑誌『新建築』やその他新建築社発行の雑誌のバックナンバーを検索することが出来ます。 

 

●雑誌記事を探す 

・「CiNii(サイニイ)」 インターネット http://ci.nii.ac.jp/ 

国立情報学研究所（NII）の論文情報ナビゲータ。学協会で発行された学術雑誌と、大学等で発行された研究

紀要の両方を検索し、検索された論文の引用文献情報や、本文を参照したりすることができます。千代田図書

館ではオンラインデータベースで利用できます。 

 

 

http://ufinity51.jp.fujitsu.com/cass/usrshd.do?tenantId=metro&system=1331019062252&login=off
http://opac.ndl.go.jp/
http://webcatplus.nii.ac.jp/
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/search/index.html
http://www.japan-architect.co.jp/jp/backnumber/
http://ci.nii.ac.jp/
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・「国立国会図書館雑誌記事索引」（NDL-OPAC） インターネット  http://opac.ndl.go.jp/ 

国内で刊行された学術雑誌、紀要を中心に人文科学･社会科学・自然科学の記事情報が検索可能。 

 

＜こんな雑誌記事が検索できます（一例）＞ 

記事見出し 掲載誌情報 資料 ID 所蔵館・配架場所 

「大手町・丸の内・有楽町再開発 東京駅丸

の内駅舎保存・復元工事―明治・大正の技

術と平成の技術が、“赤レンガ駅舎”に結集」 

『東京人』2011 年 4 月

号, 都市出版発行 

130662463 千代田・開架 

 

5.【オンラインデータベースで調べる】 
● 新聞記事データベースを探す 

建物に関する当時の記事や、写真付きの記事等を検索することができます。 

＜近代の新聞記事が検索できるデータベース＞ 

データベース 新聞 収録期間 

朝日新聞記事データベース 

（聞蔵ビジュアルⅡ） 

朝日新聞 1879 創刊～1984 年の記事検索と紙面イメージ。

1985年以降の記事の検索と記事全文。 

毎日 Newsパック 毎日新聞 1987年以降の新聞記事検索と記事本文。 

ヨミダス文書館 読売新聞 1874年創刊～1989年の紙面イメージ。 

1986年以降の記事検索と記事全文。 

 

＜こんな新聞記事が検索できます＞ 

見出し 新聞・日付 内容 

「東京駅の初日見物 三百の駅

員は嬉しそう 宏壮驚く乗降客」 

朝日新聞 大正 3年 12月 21日付  東京駅開業時の見物人や乗客の様子、

駅の使用感などが記事になっている 

 
６.【WEB情報源】 
● 建物に関するインターネットサイトは数多くあります。 

・「日本建築学会デジタルアーカイブス」 http://www.aij.or.jp/jpn/search.htm 

日本建築学会図書館の蔵書検索だけでなく論文や有償利用写真アーカイブスなど、色々な検索サービスが 

あります。 

 

・「文化遺産オンライン」 http://bunka.nii.ac.jp/Index.do 

全国的に文化遺産情報が網羅されている、文化庁運営の文化遺産についてのポータルサイト。「時代」「分野」

「地域」を選び、キーワード検索することができる。建物の概要と現在の写真が掲載されています。 

 

・「写真の中の明治・大正―国立国会図書館写真帳から-」 http://www.ndl.go.jp/scenery_top/index.html  

明治・大正期の建物が写っている写真を調べられます。東京編、大阪編に分かれており、キーワード検索や 

地図から探すことができます。また、「官公庁」「寺社」などのカテゴリー別にも分かれています。 

 

・「近代デジタルライブラリー」 http://kindai.ndl.go.jp/index.html 

国立国会図書館が所蔵する明治・大正・昭和前期刊行図書のデジタル画像を収録しています。 

キーワード検索の他、詳細検索の「くわしく検索」やジャンル別にまとまっている「分野で検索」があります。 

 

７．【類縁機関】 
● 専門図書館 

・「東京都立中央図書館 特別文庫室」 

http://www.library.metro.tokyo.jp/edo_tokyo/tokubun_guide/tabid/771/Default.aspx 

江戸・東京の郷土資料や和書、漢籍、建築関係の図面などを所蔵しています。所蔵約２５万冊。 

都立図書館では、電話 E メールでのレファレンス（資料問い合わせ）も受けています。 

 

・「国土交通省図書館」http://www.mlit.go.jp/library/main.htmｌ 

土木、建築だけでなく、交通や経済、法律の和書 91,000冊と、日本語雑誌 440誌を揃えています。 

館外貸し出しサービスは行っていません。 

 

・「建築産業図書館」 http://www.ejcs.co.jp/library/cil.html  

主に建設産業史、社史・団体史、建設統計、経営管理、法規、災害記録などの資料を収集しています。 

無料で登録、閲覧、貸出が可能です。                       作成：千代田区立千代田図書館 

http://opac.ndl.go.jp/
http://www.aij.or.jp/jpn/search.htm
http://bunka.nii.ac.jp/Index.do
http://www.ndl.go.jp/scenery_top/index.html
http://kindai.ndl.go.jp/index.html
http://www.library.metro.tokyo.jp/edo_tokyo/tokubun_guide/tabid/771/Default.aspx
http://www.mlit.go.jp/library/main.htm
http://www.ejcs.co.jp/library/cil.html

