
◆　展示目録

（０５９）神奈川県武蔵国橘樹郡神奈川駅
『明治前期測量２万分１フランス式彩色地図　第一軍管地方二万分一迅速測図原図覆刻版
　横浜市港北区・鶴見区周辺』　日本地図センター　1996

（０６０）神奈川砲台
『明治前期測量２万分１フランス式彩色地図　第一軍管地方二万分一迅速測図原図覆刻版
　横浜市港北区・鶴見区周辺』　日本地図センター　1996

（０６１）神奈川県武蔵国橘樹郡小机村都筑郡新羽村
『明治前期測量２万分１フランス式彩色地図　第一軍管地方二万分一迅速測図原図覆刻版
　横浜市港北区・鶴見区周辺』　日本地図センター　1996

（０６９）神奈川県武蔵国橘樹郡程谷駅久良岐郡下大岡邨
『明治前期測量２万分１フランス式彩色地図　第一軍管地方二万分一迅速測図原図覆刻版
　横浜市中央部地区』　日本地図センター　1996

（０７０）神奈川県武蔵国久良岐郡笹下村上大岡村
『明治前期測量２万分１フランス式彩色地図　第一軍管地方二万分一迅速測図原図覆刻版
　横浜市中央部地区』　日本地図センター　1996

（０７１）神奈川相模国鎌倉郡品濃村上柏尾村
『明治前期測量２万分１フランス式彩色地図　第一軍管地方二万分一迅速測図原図覆刻版
　横浜市中央部地区』　日本地図センター　1996

（０７２）神奈川県相模国鎌倉郡下柏尾村舞岡村
『明治前期測量２万分１フランス式彩色地図　第一軍管地方二万分一迅速測図原図覆刻版
　横浜市中央部地区』　日本地図センター　1996

（０５８）神奈川県武蔵国橘樹郡綱島村
『明治前期測量２万分１フランス式彩色地図　第一軍管地方二万分一迅速測図原図覆刻版
　横浜市港北区・鶴見区周辺』　日本地図センター　1996

『明治前期内務省地理局作成地図集成　第１巻（都市図編）』　地図資料編纂会／編　柏書房　1999

『明治前期内務省地理局作成地図集成　第２巻（日本図・地方図編）』　地図資料編纂会／編　柏書房　1999

『横浜実測図』　1/5000　1881　（『横濱實測圖』　古地図史料出版　出版年不明）

（０６７）神奈川県武蔵国久良岐郡横浜区
『明治前期測量２万分１フランス式彩色地図　第一軍管地方二万分一迅速測図原図覆刻版
　横浜市中央部地区』　日本地図センター　1996

（０６８）神奈川県武蔵国久良岐郡富岡村
『明治前期測量２万分１フランス式彩色地図　第一軍管地方二万分一迅速測図原図覆刻版
　横浜市中央部地区』　日本地図センター　1996

（０６２）神奈川県武蔵国橘樹郡神奈川青木町及羽沢村
『明治前期測量２万分１フランス式彩色地図　第一軍管地方二万分一迅速測図原図覆刻版
　横浜市港北区・鶴見区周辺』　日本地図センター　1996

（０６３）神奈川県武蔵国都筑郡川和村佐江戸邨
『明治前期測量２万分１フランス式彩色地図　第一軍管地方二万分一迅速測図原図覆刻版
　横浜市港北区・鶴見区周辺』　日本地図センター　1996

「日本のかたち 

  ～明治・大正・昭和の地図～」 
展 示 目 録 ・ 参 考 文 献 

【開催期間】 平成29年11月21日（火）～12月17日（日）  【場所】 横浜市中央図書館 １階展示コーナー 

【協力】 一般財団法人 日本地図センター 

 



◆参考文献

【図書資料】

1 地図資料概説　研修教材シリーズ 鈴木純子／著 国立国会図書館 1996

2 日本近代都市変遷地図集成　解題 地図資料編纂会／編 柏書房 1988

3 五万分の一地図　中公新書 井上英二／著 中央公論社 1966

『昭和前期日本都市地図集成』　地図資料編纂会／編　柏書房　1987

『明治前期・昭和前期横浜都市地図　現在地形図対照１：２５０００／１：１００００／１：５０００』
　清水靖夫／編　柏書房　1995

『大日本分県地図　明治十四年・大正五年　復刻　地図でみる県の移り変り』　昭和礼文社　1990

『三都市・四十三県・三府一庁大日本管轄分地図　日本地図選集』
　日本地図選集刊行委員会・人文社編集部／編　人文社　1968

『明治・大正日本都市地図集成』　地図資料編纂会／編　柏書房　1986

『幕末・明治日本国勢地図　初版　輯製二十万分一図　集成』　柏書房　1983

（０４１）神奈川県武蔵国橘樹郡馬絹村都筑郡山田村
『明治前期測量２万分１フランス式彩色地図　第一軍管地方二万分一迅速測図原図覆刻版
　川崎市宮前区・高津区周辺』　日本地図センター　1996

（０４３）神奈川県武蔵国都筑郡石川村荏田村
『明治前期測量２万分１フランス式彩色地図　第一軍管地方二万分一迅速測図原図覆刻版
　川崎市宮前区・高津区周辺』　日本地図センター　1996

（０６４）神奈川県武蔵国都筑郡川島村二俣川村
『明治前期測量２万分１フランス式彩色地図　第一軍管地方二万分一迅速測図原図覆刻版
　横浜市港北区・鶴見区周辺』　日本地図センター　1996

（０７３）神奈川県相模国鎌倉郡阿久和村岡津村
『明治前期測量２万分１フランス式彩色地図　第一軍管地方二万分一迅速測図原図覆刻版
　横浜市泉区，藤沢市北部地区』　日本地図センター　1996

（０７４）神奈川県相模国鎌倉郡戸塚駅深谷村
『明治前期測量２万分１フランス式彩色地図　第一軍管地方二万分一迅速測図原図覆刻版
　横浜市泉区，藤沢市北部地区』　日本地図センター　1996

（０７６）神奈川県武蔵国久良岐郡町屋村
『明治前期測量２万分１フランス式彩色地図　第一軍管地方二万分一迅速測図原図覆刻版
　横浜市金沢区，鎌倉市東部，逗子市周辺　』　日本地図センター　1996

（０７８）神奈川県武蔵国久良岐郡釜利谷村
『明治前期測量２万分１フランス式彩色地図　第一軍管地方二万分一迅速測図原図覆刻版
　横浜市金沢区，鎌倉市東部，逗子市周辺　』　日本地図センター　1996

（０５７）神奈川県武蔵国橘樹郡生麦村及近傍村落
『明治前期測量２万分１フランス式彩色地図　第一軍管地方二万分一迅速測図原図覆刻版
　川崎市川崎区・幸区周辺』　日本地図センター　1996

（０６５）神奈川県武蔵国都筑郡恩田村長津田村
『明治前期測量２万分１フランス式彩色地図　第一軍管地方二万分一迅速測図原図覆刻版
　東京都町田市南部，神奈川県大和市周辺』　日本地図センター　1996

（０６６）神奈川県武蔵国都筑郡川井村相模国鎌倉郡二橋村
『明治前期測量２万分１フランス式彩色地図　第一軍管地方二万分一迅速測図原図覆刻版
　東京都町田市南部，神奈川県大和市周辺』　日本地図センター　1996

『明治前期関東平野地誌図集成　１８８０（明治１３）年～１８８６（明治１９）年』
　地図資料編纂会／編　柏書房　1989

『昭和前期日本商工地図集成　第１期　東京・神奈川・千葉・埼玉』　地図資料編纂会／編　柏書房　1987

『昭和前期日本商工地図集成　第２期　大阪・京都・兵庫・奈良・和歌山・滋賀・三重』
　地図資料編纂会／編　柏書房　1987



4
昭和前期日本商工地図集成　第１期・第２期　解題
「商工地図をよむ」

地図資料編纂会／編 柏書房 1988

5 地図をつくった男たち　明治の地図の物語 山岡光治／著 原書房 2012

6
明治前期手書彩色関東実測図　乾之部　第一軍管地方二
万分一迅速測図原図覆刻版

迅速測図原図覆刻
版編集委員会／編

日本地図センター 1991

7 地図で見る百年前の日本 小学館 1998

8 地図でみる県の移り変り　解説資料篇
黒崎千晴，小口千明
／解説

昭和礼文社 1991

9

10

11 五姓田義松　最後の天才　没後１００年 五姓田義松／〔画〕 神奈川県立歴史博物館 2015

12
関口日記　(横浜市文化財調査報告書)
　＊第１～２３巻と別巻１～３があります。

横浜市文化財研究
調査会／編

横浜市教育委員会

【雑誌記事論文】

1

2

3

4

5

6

7

8

【地図について知ることができる資料、地図を楽しむための資料】

1 地図がわかれば社会がわかる 田代博／著 新日本出版社 2016

2 地図マニア空想の旅　(知のトレッキング叢書) 今尾恵介／著 集英社インターナショナル 2016

3 知って楽しい地図の話 田代博／著 新日本出版社 2005

4 雑誌 「地図中心」 （日本地図センター発行）
＊最新号から１年間分は３階一般調査部門の雑誌コーナー
　　に、１年以上前のバックナンバーは書庫にあります。

「明治初期のアトラス（分国図帖）について　『諳號大日本分国手鏡全』を主として」　佐藤達一朗
　（『古地図研究　月刊古地図研究百号記念論集』（日本地図資料協会／編　国際地学協会（発売）　1978）　p.135～154

「明治初期洋画壇と陸軍参謀局」　師橋辰夫
　（『古地図研究　月刊古地図研究百号記念論集』（日本地図資料協会／編　国際地学協会（発売）　1978）　p.529～561

「内務省地理局『東京実測全図』について」　清水 靖夫
　（『地図 6(3)』 Japan Cartographers Association　1968）　p.1-6
　https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjca1963/6/3/6_3_1/_pdf

「内務省地理局『東京実測全図』の製版法について」　吉田 和夫
（『地図 7(4)』 Japan Cartographers Association　1969）　p.23-26
　https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjca1963/7/4/7_4_23/_pdf

「明治前期の手書彩色関東実測図--第一軍管地方2万分1迅速測図原図解題」　長岡 正利
（『国土地理院時報 (74)』国土交通省国土地理院　1991-10）　p.22-32
　＊国立国会図書館デジタルコレクション（国立国会図書館/図書館送信参加館内公開）

「測量・地図歴史散歩 4　｢明治草創期、政府測量機関での暗闘｣」　長岡正利
（『THE JOURNAL OF SURVEY　測量』　日本測量協会　2004.6）　p.36-37
　http://www.jsokuryou.jp/Corner/kikansi/special/2004/200406_histo4.pdf

「測量・地図歴史散歩 6　｢関東平野の迅速測図と陸軍図画教育｣」　長岡正利
（『THE JOURNAL OF SURVEY　測量』　日本測量協会　2004.8）　p.26-27
　http://www.jsokuryou.jp/PDF/200408/histo6.pdf

「分県地図の草分け『大日本管轄分地図』について（1） : 「島根県管内全図」を中心として」　舩杉 力修
（『淞雲 : 島根大学附属図書館報 1』　島根大学附属図書館　2017-03-03）　p.4-38
　http://ir.lib.shimane-u.ac.jp/38593

 「内務省地理局『東京実測全図』の異版」　岩田 豊樹
（『地図 8(2)』 Japan Cartographers Association　1970）　p.30-31
 https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjca1963/8/2/8_2_30/_pdf

「内務省地理局『東京実測全図』の年代について」　清水 靖夫
（『地図10(1)』 Japan Cartographers Association　1972）　p.1-6
　https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjca1963/10/1/10_1_1/_pdf



【３階一般調査部門　地図コーナーのご案内】

【３階ヨコハマ資料部門と横浜市立図書館デジタルアーカイブ「都市横浜の記憶」のご案内】

本     約5,000点   地図    約200点   
絵葉書 約4,000点   浮世絵  約400点   
写真   約1,300点   （平成29年９月時点） 
  
当館で所蔵する絵図や歴史地図を閲覧 
することができます。地図名で検索 
するか、「資料をさがす」の画面で、 
「絵図」「歴史地図」にチェックを 
入れ、探したい時代を選んで検索する 
と幅広く探すことができます。 

掲載資料 特色 

①画像資料以外にも、横浜に関する豊富な 

   キーワードを収録しています。 

  ◇郷土資料の目次・索引 

  ◇横浜の歴史年表 

  ◇郷土雑誌記事索引 

②時代の特徴を把握しやすいように、 

  時代ごとに資料を一覧することができます。 

③横浜市立図書館発行『横浜の本と文化』の 

   全文を読むことができます。 

     発行：横浜市中央図書館 調査資料課   平成2９年１１月２１日 

       中央図書館では、みなさまの調査研究・問題解決のお手伝いをしています。 

            お気軽に各階カウンター・電話・Ｅメールにてお問い合わせください。 

       〒220-0032 西区老松町１    電話045(262)0050 

           WEBサイト⇒（http://www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/library/chosa/referance.html） 

           ＪＲ・市営地下鉄桜木町駅徒歩１０分 京急日ノ出町駅徒歩５分 

 

日本全国の地形図・地勢図、日本地図、世界地図、住宅地図、海外地図、道路地図等、 
 様々な地図をそろえた調査に役立つコーナーです。どうぞご利用ください。 

横浜市立図書館デジタルアーカイブ「都市横浜の記憶」では、横浜市立図書館が所蔵する

横浜関連の活字資料、地図、浮世絵等の画像資料を掲載しています。横浜浮世絵や関東大

震災関連の絵葉書など、横浜ならではのコレクションも閲覧できます。 

３階ヨコハマ資料部門には、各区の郷土史をはじめ、横浜や神奈川県関係の郷土資料が 

豊富にそろっています。地図を見ていて気になった場所を調べてみてください。 

  

３、４、５階でも、「地図」をテーマに関連企画展示を開催しています。 
様々な視点から地図について知り、学び、調べ、楽しむことができますので、ぜひご覧ください。 

  Ⅰ ３階ヨコハマ資料部門貴重資料展示 「尾崎富五郎の地図」 
  Ⅱ ４階自然科学部門 「地図の世界 ―測る・描く・使う―」 
  Ⅲ ５階人文科学部門 「地図の世界 ―学ぶ・読む・歩く―」 


	展示目録

