
 

品川をたどる 
品川区立品川図書館  

３階地域資料特集 

品川について調べてみたい方へ 

品川図書館の地域資料をご案内します 
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I. 図書館での調べものについての基礎知識 

A) 図書館で本を探すには？ 

図書館内に設置しているOPAC
オ パ ッ ク

（利用者用検索端末）では、資料についてのレシ

ートを印刷することができます。 

所蔵館 

本を置いている館を示します。 

「品川」以外の場合は、予約をして各館への

取り寄せが可能です。 

 

排架場所 

「〇階書庫」と表示されている資料は、書庫

で保管をしている資料です。 

図書館スタッフがお持ちしますので、資料の

レシートをカウンターでご提示ください。 

 

請求記号 

本の場所を示します。本の背に貼られたラベ

ルと一致しており、分類番号と図書記号から

成り立っています。 

 

 

例： 桝本直著 『オリンピックは平和の祭典』 

背のラベル↓ 

→分類番号：780.6 

→図書記号：著者「桝本直文」の頭文字「マ」 

※日本の現代小説（913.6）と旅行ガイドはラベルがありません。 

  

780.6 

マ 

資  料  詳  細 

2019/12/08 12:30          品川図書館 

 

タイトル    雪国 

著者名     川端康成／作 

出版社     岩波書店 

出版年     2003.3 

価格      380 

ページ数    205p 

大きさ     15㎝ 

シリーズ名   岩波文庫 

ISBN            4-00-310813-2 

 

所蔵館     品川 

排架場所    開架 

請求記号    B/913.6/ｶ/ 

状態      利用可 

 

 

 

書誌番号     

＊B10250248＊ 
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品川区立図書館の本は、本を整理するために考案された分類法である 

日本十進分類法（NDC）によって整理されています。 

品川図書館では、分類番号 000～699までが 3階、700～999までが 

２階の書架となります。（一部例外あり、詳しくは下記をご覧ください） 

 

※別置きされている資料 

請求記号の前にアルファベットがついている資料は、 

コーナーごとにまとめて配置されています。 

B（文庫）、R（参考資料）、F（外国語資料）、V（大型資料） 

G（旅行ガイド）、H（平和資料）、L（大活字本）、T（地域資料） 

U（ユニバーサル資料）、「59」で始まる本（家事に関する本） 

 

※「所蔵データはありません。」と印字されている場合 

品川区内のどの図書館も所蔵していない資料です。 

品川区内に在住の方（水色の利用カードをお持ちの方）は、 

リクエストが可能です。 
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B) 品川区のことについて調べるには？ 

品川区や、東京都のことは、地域資料コーナーで調べることができます。 

 

【地域資料コーナーについて】 

 多くの資料は館内閲覧のみでの利用が可能です。 

（一部貸出ができる資料もありますが、貸出期間は 1週間です） 

 地域資料コーナーには、大きく分けて「品川区について」「東京都について」

「品川区以外の各自治体について（東京都）」の資料があります。 

※品川区以外の資料について詳しくは、各自治体の図書館へお尋ねください。 

 

 

C) 調べもので困ったときは 

品川図書館のレファレンスカウンターでは、調べものをお手伝いします。 

レファレンスカウンター（品川図書館３階）へお越しください。 

※お電話・ホームページからのお問合せも受付しています。 

 

＜たとえば…＞ 

「○○を調べたいが、どの棚に資料があるか分からない」 

「○○についてわかる資料を紹介して欲しい」 

※一部の質問について、ご協力ができない場合がございます。ご了承ください。 

例 ： 学校の課題の代行 

： 高度な専門知識（医療・法律その他）に基づいた判断を必要とするもの など 
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II. 品川区について調べる（代表的な資料のご紹介） 

＜資料情報凡例＞『資料タイトル』著者・編者、請求記号(書誌番号) 

 

A) 品川区の歴史を調べる（全般） 

『品川区史』 品川区/編、T91.1/シ  

 通史編 上巻(B10002273)、下巻(B10003085) 

 資料編 (B10003190) 

 続資料編 全３巻(B10003192/B10003193/B10003194) 

1970年代に品川区が制作した区史です。 

古代から戦後初期までの、現在の品川区周辺の歴史をまとめています。 

ほかにも、「品川の民俗と文化」「品川県資料」など、本編に収まらなかった 

情報などを収録した別冊が刊行されています。 

 

『品川区史 2014』 品川区/編、T91.1/シ（B11814065） 

近現代の品川区の歴史をまとめた資料です。 

『品川区史』と同じく、品川区の編纂事業によって発行されました。 

2014年版は戦後の記述が充実しており、写真が多数掲載されています。 

 

[その他] 

 『新編武蔵風土記稿東京都区部編（全 3巻＋別冊）』 T22/シ 

1830 年に発行された、武蔵国（現在の東京）各地域の歴史や風俗をまとめ

た資料です。荏原郡（現在の荏原周辺）は第 3巻に収録されています。 

 

 『通俗荏原風土記稿』 中島錦一郎/ほか著、T９２/ナ（B10207851） 

1912年（明治 45年）の資料です。 

明治時代当時の、荏原郡各地の歴史・文化が紹介されています。 
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もっと知りたい 

『品川区史料』 品川区教育委員会/編、T91／シ 

品川区教育委員会から『品川区史料』全 13冊が刊行されています。 

品川周辺の文化財などに関連する情報がまとめられています。 

《各巻タイトル（詳細はスタッフまでお尋ねください）》 

利田家文書・宮川家文書/石造遺物/石碑/品川の天王祭/品川の古道 など（全１３冊） 

 

B) 品川区の歴史を楽しく知りたい 

こども向け資料など、品川の歴史についてのわかりやすい本を紹介します。 

 

『しながわ物語』 品川区企画部広報広聴課/発行、T91.9/シ(B10358955) 

品川区政 50周年を記念して発行された資料です。 

品川区の歴史がわかりやすい表現でまとめられています。 

（児童コーナーにも所蔵があります） 

 

『品川区の歴史』 品川区文化財研究会/文、T91.1/シ(B10050878) 

古代から現代までの品川の歴史がコンパクトにまとめられた資料です。 

 

【品川区立品川歴史館図録について】 

品川区立品川歴史館では、定期的に企画展・特別展を開催しています。 

特定のテーマに沿って収集・展示された史料の写真や解説が数多く掲載され

ております。ぜひご覧ください。 
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C) 品川区の古い写真が見たい 

『セピア色の品川』  

北品川二丁目町会「セピア色の品川」写真集/発行、２１３．６/セ（B10226462） 

品川宿周辺を中心に、明治・大正・昭和期の町の写真を掲載した資料です。 

 

『目で見る品川』 品川区/編、T92/シ(B10205698) 

昭和 49 年に発行された資料で、主に昭和 47～48 年に撮影された写真と、

明治から昭和初期の写真を地域ごとに比較することができます。 

 

[その他] 

 『なつかしの写真館 大田区品川区』 （B11659291） 

 『目で見る品川区の 100年』 (B11501328) 

 『しながわノスタルジー写真館』 (B10274334) 

 

もっと知りたい 

【しながわWEB写真館】 

URL：http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/photo/ 

昭和 20年代以降のものを中心に、品川区の街並み・人々の暮らしを 

収めた写真を品川区が公開しています。年代や地域から検索が可能です。 

 

D) 品川区の地図・地名について調べる 

『品川区史料 13（品川の地名）』  

品川区教育委員会/編、T91/シ/13（B10511209） 

品川区の地名の成り立ちや、時代ごとの変遷についてまとめた資料です。 

品川周辺の地名の変更・統合された年を確認できる年表や、 

地名からその由来を調べることのできる索引が収録されています。 
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【品川区立図書館で所蔵している地図について】 

 住宅地図 

品川区立図書館では、過去の品川区の住宅地図を多数所蔵しています。 

最も古いものは、1960年版となります。 

（古い地図ほど、数年～十数年おきの所蔵となります） 

 

 その他の地図（地形図、航空写真、古地図など） 

品川図書館では、江戸～現在までの様々な地図を所蔵しています。 

※詳細はスタッフまでお尋ねください。 

 

E) 品川区ゆかりの人物を調べる 

沢庵和尚(江戸時代、現北品川３丁目に東海寺をおこした僧侶) 

についての資料を例としてご紹介いたします。 

 

『品川区史 通史編 上巻』 品川区/編、T91.1/シ(B10002273) 

p.914-９１７ 「東海寺の開創」  
沢庵和尚と、東海寺の造立についてまとめられています。 

 

『江戸の名僧 澤庵宗彭』 品川歴史館/編、T99.9/エ(B10003710) 

品川区立品川歴史館が開催した特別展「江戸の名僧 澤庵宗彭」の図録です。 

※同館の特別展『品川を愛した将軍徳川家光 品川御殿と東海寺』（B11347476）でも、

徳川家光との繋がりの深かった東海寺および沢庵和尚について取り上げています。 

 

『品川区史料 ９（東海寺の文化財）』 

品川区教育委員会/編、T91/シ/9(B10309134) 

東海寺が所有している文化財を紹介した資料です。 

写真が掲載されており、一部の古文書は本文を活字で紹介しています。 

 



 
- 8 - 

『沢庵和尚全集（全６巻）』 沢庵和尚全集/刊行、R188/タ 

沢庵和尚が執筆した文章を活字化した資料です。 

当時の文言がそのまま残っているため、漢文の読解が必要です。 

 

もっと知りたい！ 

品川区立図書館では、沢庵和尚の伝記を所蔵しています。 

以下はその一部です。その他の資料についてはスタッフまでお尋ねください。 

 『沢庵 徳川家光に慕われた名僧』（B10096718） 

 『澤庵 犀の角のごとく一人歩め』（B11451088） 

 

 

F) 品川宿について調べたい 

『品川区史 通史編 上巻』 品川区/編、T91.1/シ(B10002273) 

p.５９３-８０６ 「近世編 四.宿駅制度」 
品川宿の成立や仕組み、施設について、詳細にまとめられています。 

 

『東海道品川宿』 品川区立品川歴史館/編、T99.9/シ(B11926727) 

品川区立品川歴史館が開催した特別展「東海道品川宿」の展示解説図録です。 

 

『品川宿調査報告書（全２巻）』 品川区教育委員会/発行、T９２．６/シ 

品川宿周辺に住んでいた住民への聞き取り調査の結果をまとめた報告書です。 

当時の様子や、当時の街並みとの比較図などを確認することができます。 


