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キミも調べ物の名人にならないか？

よ こ は ま た ん て い だ ん

NO.T7

第7弾

横浜探偵団
～西区いまむかし～
～もっと知ろうよ！西区のこと～

西区ってどんなところか知っていますか？みなさんが一度は訪れたことがあるかもしれない
横浜駅、みなとみらい 21 地区は、西区にあります。
西区は平成 26 年４月１日で、区制 70 周年を向かえました。人口や面積は、18 区中最も小さ
いですが、横浜の商業・文化・業務の中心地として発展を続けています。また、開港以来の歴史と
下町情緒の残る地域と横浜駅周辺地域やみなとみらい 21 地区など都心部が共存したまちです。
「西区の歴史について調べるには？」「西区のおすすめの観光スポットを知るには？」西区の今
と昔を知ることができる資料や施設を紹介します！

西区クイズに挑戦！
第１問

答えは、最後のページにあるよ！
第２問

第３問

西区の昼の人口は、18 区中何

野毛山動物園のラクダのツガルさんは、何

位でしょう？

歳まで生きたでしょう？

①1 位 ②5 位 ③13 位

この写真のネズミ像がある神社

①25 歳 ②38 歳 ③50 歳

は、どこでしょう？

◆西区のゆるキャラ！

にしまろちゃんって知ってる？
にしまろちゃんは西区のマスコットキャラクターです。平成 19 年に
西区の花である「すいせん」をイメージして作成されました。名前には
「西区の活動がまろやかに進んでいきますように」という願いがこめ
られています。

○●にしまろちゃんのプロフィール●○●○●
誕生日：２月４日
属性：水仙の花のよう精
好きな食べ物：太陽光、水、CO2、シューマイ
友達：ひこにゃん、マリノスケ
かもんやま

よく行く場所：野毛山、掃部山、横浜駅

にしまろちゃん
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＜西区の歴史を調べよう！＞
歴史

西区の歴史に関する資料を紹介します。

■『横浜西区史

区制５０周年記念』

横浜西区史編集委員会／編

横浜西区史刊行委員会 1995 年

書誌番号 3-0195043517

ラベルの記号

213.7

西区を知るための基本的な資料です。平成 6 年に西区制 50 周年を記念して刊行されました。
編年体で、原始時代から、戦後の横浜駅周辺、さらにみなとみらい地区の発展まで、
西区の歴史が網羅・詳説されています。
■『グラフィック“西”
西区郷土史研究会／編集

目で見る西区の今昔』
西区観光協会

1981 年

書誌番号 3-0190052108 ラベルの記号 213.7

約 600 枚の写真で西区を紹介する写真誌です。歴史をたどる「西区のあゆみ」では、
略年表により先史時代から昭和 52 年ごろまでを紹介していますよ。

■『ものがたり西区の今昔』
西区の今昔・編集委員会／編

西区観光協会

1973 年 書誌番号 3-0190147912

こんなところに注目！

歴史的な出来事、地区にまつわる話、学校の沿革等、
区内の多岐にわたる事項を取り上げ、各事項を地区の古老の談話、
文献からの引用等により紹介しています。

西区散歩道
ラベルの記号

ラベルの記号 291.3

西区の歴史を感じられる場所が
載っている資料を紹介します。
書名

著者名
横浜市西区役所

し ぼ う せんげん じんじゃほん でん

芝生浅間神社本殿
承歴四年（1080 年）創建ともいわれる神社です。

出版社

出版年

書誌番号

横浜市西区役所区政推進課

2004

3-0204082630

29.1
郷土

西区そぞろ歩き

29.1
郷土

サクサク散策

横浜市西区役所区政推進課

1997

3-0197029734

291.3

横浜旧東海道みち散歩

横浜市文化観光局横浜
魅力づくり室企画課

2014

3-0500159620

区政推進課／編

◆横浜市立図書館デジタルアーカイブ「都市横浜の記憶」◆
横浜市中央図書館がこれまで蓄積してきた横浜資料を活用し、調べやすくしたデー
タベースです。横浜市立図書館のホームページから見ることができます。横浜に関す
る資料を探すのはもちろん、活字資料、絵図、絵葉書、写真などのデジタル画像を、
キーワードや年表から検索できます。資料の本文や目次情報を見ることもできます。
URL＜https://www.lib.city.yokohama.lg.jp/Archive/＞
『横浜平沼橋ヨリ東海道神奈川台并カルイ沢茶店又遠ク大師河原ノ裏ヲ見ル』
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＜西区の今を知ろう！＞
統計情報

西区の人口や面積など、西区の統計情報がわかる資料を紹介します。

ラベルの
書名
著者名
記号
351.3
西 区 っ てい いね！ デー タでみ る西区
西区役所総務課／[編]
郷土
平成 26 年版

318

西区区民生活マップ防災マップ[2013]

観光情報

出版社

出版年

書誌番号

西区役所総務課

2014

3-0500146968

横浜市西区区役所

2013

3-0500036588

出版年

書誌番号

成美堂出版

2014

3-0500168439

ＪＴＢパブリッシング

2014

3-0500196815

横浜市西区役所／[編]

西区の観光情報を調べられる資料を紹介します。

ラベルの
記号

書名

著者名

291.3

歩く地図鎌倉・横浜散歩
2015 年版

291.3

るるぶ横浜鎌倉‘15 中華街

観光スポット

成美堂出版編集部／編

出版社

本を読んで、西区を歩こう！西区のおすすめのスポットを紹介します。
海に面した、芝生広場のある広々とした公園です。横浜ベイブリッジを一望でき、

■臨港パーク

公園内の様々なオブジェも見どころです。

住所：西区みなとみらい１－１

こんな本に注目！

■『横浜謎解き散歩』小市和雄／監修
中経出版 2013 年 3-0500086190 ラベルの記号 291.3
横浜駅は、じつは三代目？京浜急行・横浜駅～戸部駅間にある
謎のプラットホームの正体は？横浜の謎解きに挑戦しよう！

■野毛山動物園

動物園・水族館の仕事の現場としくみを紹介します！
野毛山公園の中にあり、市立図書館のすぐ近くの動物園。飼育する動物は約 90 種！
平成 26 年８月には、市内唯一の爬虫類館がリニューアルオープンしました。

住所：西区老松町６３－１０

こんな本に注目！

■『動物園・水族館で働く人たち』高岡昌江／著
ぺりかん社 2013 年 3-0500037239 ラベルの記号 366.2
動物園・水族館ではどんな人が働いているの？
動物園・水族館の仕事の現場としくみを紹介した本です！

■横浜美術館

19 世紀後半から現代の国内外の美術品を幅広く所蔵しています。
約１万点の所蔵の中から年間を通じて多彩な企画展示を楽しむことができます。

住所：西区みなとみらい３－４－１

こんな本に注目！

■『美術館へ行こう』
（岩波ジュニア新書）草薙奈津子／著
岩波書店 2013 年 3-0500035413 ラベルの記号 706
様々な作品に出会える展覧会や美術の楽しさを学べる
ワークショップ。美術館の魅力がたっぷりつまった一冊です。
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＜西区で調べよう！学ぼう！＞
視聴覚資料で調べる
ＤＶＤやビデオでも
調べることができます。

視聴覚資料のタイトル

● 中央図書館地下 1 階の
「音楽・映像ライブラリー」では、

出版者

みなとみらい２１事業 ３０年の歩み

横浜市都市整備局
みなとみらい２１推進課

横浜ランドマークタワーの建設

桜映画社

西区の四季 区民の手作りビデオ

横浜市西区役所

知られざる史跡巡り 西区編

横浜開港資料館

ＤＶＤやビデオ、ＣＤなどを見たり、
聞いたりすることができます。
地下 1 階のカウンターで
申し込んでください。

インターネットで調べる

本や雑誌よりも新しい情報が載っていることが多いです。

■横浜みなとみらい２１公式ウェブサイト
＜http://www.minatomirai21.com/＞

みなとみらい地区をテーマごとにチェックできます。

■横浜市西区役所
＜http://www.city.yokohama.lg.jp/nishi/＞

昔のことも今のことも、西区の事を調べる時に最初に確認しましょう。

■神奈川県立図書館 神奈川県関係記事・文献情報探索
＜http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/kanashi/＞

西区をはじめ神奈川県内の出来事をとりあげた新聞や雑誌の記事を探すことができます。

西区には博物館や美術館がたくさんあります。
横浜市のことや最先端の技術について調べてみよう。

西区で学ぼう！
■横浜みなと博物館

■三菱みなとみらい技術館

横浜港の歴史や役割を学ぶことができます。

実物や大型模型などで最先端の技術を紹介しています。

所在地： 西区みなとみらい 2-1-1
電話番号： 045-221-0280
開館時間： 10:00～17:00（入館は 16：30 まで）
休館日： 月曜日（祝日の場合は翌平日休館）
入館料：中学生 300 円 高校生以上 600 円
ホームページ：
〈http://www.nippon-maru.or.jp/port-museum/〉

所在地： 西区みなとみらい 3-3-1
三菱重工横浜ビル
電話番号：045-200-7351
開館時間： 10：00～17：00（入館は 16：30 まで）
休館日： 毎週火曜日（祝日の場合は翌日）
入館料： 中・高校生 300 円
ホームページ： 〈http://www.mhi.co.jp/museum/〉

西区クイズの答え！
第１問 答え : ①１位（西区は、横浜駅周辺やみなとみらい地区周辺に企業が多いため、夜より昼の人口が多いです。）
第 2 問 答え： ②38 歳（ツガルさんは、世界最高齢のフタコブラクダでした。）
第 3 問 答え：戸部杉山神社（祭神の大国主命にちなみ、「狛犬」がこの神社では「狛ネズミ」です。）

横浜市中央図書館サービス課
〒220-0032 横浜市西区老松町 1 電話：045-262-0050
ホームページ ＜https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kyodo-manabi/library/teen/＞
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