
2020年オリンピック招致が決定した東京
今、改めて東京の魅力を見直してみませんか？
さまざまな視点から、関連する資料を選んでみました



タイトル 著者 配架場所 請求記号

東京の都市計画 越沢明 大学図・1F開架
081.2/2C/
200

水の東京 陣内秀信 大学図・書庫
212.6/175/
5

首都江戸の誕生 : 大江戸はいかにし
て造られたのか

大石学 大学図・1F開架 212.6/294

江戸の大普請 : 徳川都市計画の詩学
タイモン・スク
リーチ

大学図・1F開架
212.6/432
ア

江戸東京まちづくり物語 : 生成・変動・歪
み・展望

田村明 大学図・書庫 318.9/184

新宿・街づくり物語 : 誕生から新都心まで
300年

河村茂 大学図・1F開架 318.9/242

日本の首都江戸・東京 : 都市づくり物語 河村茂 大学図・1F開架 318.9/266

銀座四百年 : 都市空間の歴史 岡本哲志 大学図・1F開架 318.9/364

モダン東京の歴史社会学 : 「丸の内」を
めぐる想像力と社会空間の変容

松橋達矢 大学図・1F開架
361.78A/M
a76m

東京をつくった話
東建記念誌編
纂委員会

大学図・書庫 510.9/33

水辺都市 : 江戸東京のウォーターフロン
ト探検

陣内秀信, 法政
大学・東京のま
ち研究会

大学図・書庫 519/187

図説東京都市と建築の一三〇年 初田亨 大学図・1F開架 521/342

都市としての東京を学ぶ
江戸時代から今日まで、東京は日本の中心都市として栄えてき
ました。日本の首都＜TOKYO＞がどうやってつくられたのかを、
「歴史」「都市計画」の視点から考えてみましょう。
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東京のことば を知る

タイトル 著者 配架場所 請求記号

江戸ことば・東京ことば辞典 松村明 大学図・1F開架
081.2/61/108
4

知って合点江戸ことば 大野敏明 大学図・1F開架 081.2/67/145

江戸の声 : 話されていた言葉を聴く 鈴木丹士郎 大学図・1F開架 212.6/219/25

東京語のゆくえ : 江戸語から東京語、
東京語からスタンダード日本語へ

國學院大學日
本文化研究所
編

大学図・書庫 818/80

江戸語辞典
大久保忠国, 木
下和子編

大学図・2F参考 818/87

東京ことば辞典 金端伸江編 大学図・2F参考 818A/Ka52t

徳川幕府の頃に生まれた江戸語から、現在話されている東京語ま
で、方言的視点から東京を学んでみましょう。

国立国語研究所編集
日本のふるさとことば集成CD
http://www.ninjal.ac.jp/publication/catalogu
e/hogendanwa_db/cd.htm

各県の会話を聞くことができます。
東京以外にも、出身地や気になる場所の
お国ことばを聞いてみよう！

東京語を聞いてみたい！
そんなあなたにオススメ
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東京が舞台の小説 を読む

タイトル 著者 配架場所 請求記号 主な舞台

妖婆（「蜘蛛の糸 杜子春 トロッコ
他十七篇」に収録）

芥川竜之介 大学図・書庫
081.2/33C
/497

両国

黄金仮面 ; 何者 江戸川乱歩 大学図・書庫
910.81/346
/6

上野

パークライフ 吉田修一 大学図・1F開架 913.7/1347 日比谷

茗荷谷の猫 木内昇 大学図・1F開架
Bunshun/
き33/1

茗荷谷

波の塔 松本清張 大学図・1F開架
Bunshun/
ま1/121

調布
（深大寺）

まほろ駅前多田便利軒 三浦しをん 大学図・1F開架
Bunshun/
み36/1

東京西部

東京小説
林真理子
[ほか]

大学図・1F開架
Kadokawa/
は4/53

-

流しのしたの骨 江國香織 大学図・1F開架
Shincho/え
10/5

調布

高円寺純情商店街 ねじめ正一 大学図・1F開架
Shincho/ね
1/1

高円寺

本所深川ふしぎ草紙 宮部みゆき 大学図・1F開架
Shincho/み
22/5

江東区

近現代の小説から、東京を舞台にした作品を選びました。
読書の後は、そのスポットに行ってみるのも楽しいかもしれません。
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東京を歩く

タイトル 著者 配架場所 請求記号

東京再発見 : 土木遺産は語る 伊東孝 大学図・1F開架
081.2/2C/
284

地図と愉しむ東京歴史散歩 竹内正浩 大学図・1F開架
081.2/58/2
129

スカイツリー東京下町散歩 三浦展 大学図・1F開架
081.2/72/3
20

古地図・現代図で歩く明治大正東京散歩 - 大学図・1F開架 291.26/128

「江戸～昭和」の歴史がわかる東京散歩
地図

舘野允彦 大学図・1F開架 291.26/144

江戸東京落語散歩 : 噺の細道を歩く 柳家小満ん 大学図・1F開架
291.3A/Y5
3e

東京建築散歩24コース
志村直愛, 建築
から学ぶ会編

大学図・書庫 523/194

江戸東京の路地 : 身体感覚で探る場の
魅力

岡本哲志 大学図・1F開架 687/68

江戸東京怪談文学散歩 東雅夫 大学図・1F開架 910.25/74

東京文学の散歩道 中谷治夫 大学図・1F開架 910.26/634

建築物、歴史遺産、文学スポットなど、東京には歩いてこそ楽しめ
る場所が点在しています。
ぜひ本を手にとって、東京を歩いてみてください。
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新しい東京を発見する

タイトル 著者 配架場所 請求記号

東京の果てに 平山洋介 大学図・1F開架 212.6/400

東京をどうするか : 福祉と環境の都市構
想

渡辺治, 進藤兵
編

大学図・1F開架
318.7A/W4
6t

「丸の内」経済学 : この街が21世紀の東
京を牽引する

福澤武 大学図・1F開架 318.9/261

東京で暮らす : 都市社会構造と社会意識 松本康編著 大学図・書庫 318.9/323

アジアの都市間競争 : 東京は生き残れる
か

小森正彦 大学図・1F開架 318.9/379

グローバルフロント東京
福川伸次, 市川
宏雄編著

大学図・書庫 318.9/395

グローバル・シティ : ニューヨーク・ロンド
ン・東京から世界を読む

サスキア・サッ
セン

大学図・1F開架 331.6/322

東京スカイツリー成長記 : 匠の技で天空
へ

東京新聞編 大学図・1F開架 Best/2012

日々新しいものが生まれている東京。
経済・文化・街全体が常に新たなエネルギーを求めています。
次の時代の東京を作るために何が必要か、考えてみましょう。
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番外編：豊島を楽しむ
学習院大学が位置する豊島区。
写真で、民話で、文学で、私たちの町を眺めてみませんか？

タイトル 著者 配架場所 請求記号

写真で見る豊島区50年のあゆみ
東京都豊島区企画部
広報課編

大学図・書庫 212.6/99

豊島の民話
執筆者:後藤富郎〔等〕
; 編集・装幀:豊島図書
館

大学図・書庫 388.1/2

彩：佐藤明豊島区を撮る 佐藤明 大学図・書庫 749/48

ぶらり雑司が谷文学散歩 伊藤榮洪 大学図・書庫
910.26A/I8
9b

タイトル 著者 配架場所 請求記号 主な舞台

姑獲鳥 (うぶめ) の夏 京極夏彦 大学図・1F開架
Kodansha/
き39/1

雑司が谷
など

ノルウェイの森 村上春樹 大学図・1F開架
Kodansha/
む6/23

雑司が谷
など

春の雪 三島由紀夫 大学図・1F開架
Shincho/
み3/21

目白

豊島区が舞台の小説
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2020 年にむけて、東京はさらに変化をして
いくことでしょう。
この企画をきっかけに、TOKYOの魅力を感じ
ていただけたら幸いです。



TOKYO・トーキョー・東京！
平成 26年 1月 25日発行

担当：大学図書館情報サービス課
町田 洋子

本冊子は大学図書館ホームページでも公開しております
http://www.gakushuin.ac.jp/univ/glim/collection/exhibition.html


