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東京都公文書館 刊行物案内
東京都公文書館史料編さん担当

販売を行っている刊行物の紹介です。刊行物の詳細については、ホームページをご参照ください。

☆表示価格は販売価格です。

新刊情報
東京市史稿 産業篇　第５８

都史資料集成Ⅱ　図録２　「文化スライドでみる東京　～昭和３０年代」

延遼館の時代　～明治ニッポンおもてなし事始め～

既刊情報

市街篇 東京市街地の変遷発達

産業篇 江戸の産業経済

篇別目次総覧

事項別目次索引

第１巻　日清戦争と東京 第１分冊 \5,990 第２分冊 \5,250

東京における兵事事務の遂行過程、日清戦争下東京の実像を描く

第２巻　東京市役所の誕生

三都の制、市制特例、東京都制案、高級市制案等、明治期の首都・大都市制度問題に迫る

第３巻　東京市街鉄道

明治30年代半ば、首都東京の本格的都市交通時代の幕開け

¥5,660

品切れ

第84

第85

第86

第87

品切れ東京市史稿11篇163冊全目次、武家地等の内容明細、図版目次

品切れ

品切れ

第37

第38

第39

第40

第41

第42

第43

第44

第45

第46

第47

第52

¥5,320東京市史稿目次から検索用事項として11,600項目余を抽出し、50音順に配列

¥3,290

¥3,170

¥2,960

寛政11年２月～寛政12年５月

寛政12年６月～享和２年２月

享和２年３月～享和３年12月

享和４年１月～文化４年12月

文化５年１月～文化８年12月

第56 天保14年１月～弘化２年８月 ¥3,260

第57

第53

第54

第55

第48

第49

¥5,450

¥5,080

¥4,610

¥4,660

品切れ

天保13年１月～天保13年12月

文政３年１月～文政６年12月

文政７年１月～文政11年12月

文政12年１月～天保４年12月

天保５年１月～天保９年１月

天保９年２月～天保12年12月

文化９年１月～文化12年12月

文化13年１月～文政２年12月

寛政３年８月～寛政４年閏２月

寛政４年３月～12月

寛政５年１月～寛政６年８月

寛政６年９月～寛政８年６月

寛政８年７月～寛政９年10月

寛政９年11月～寛政11年１月

¥6,520

¥5,050

¥6,380

¥5,850

¥5,450

¥5,390

第50

第51

弘化２年９月～嘉永２年12月 ¥3,280

¥3,200

¥4,210

¥1,320

明治25年８月～明治26年２月

明治26年２月～５月

明治26年５月～12月

明治27年１月～７月

品切れ

急激な人口集中や経済発展、それに伴う公害の顕在化等。オリンピック開催を迎えて変ぼうを遂げていく昭和30年代東京の姿を
「文化スライド」でたどる。

嘉永３（1850）年１月から嘉永７（1854）年6月に至る、江戸の産業・経済に関する基礎史料を精選。ペリー来航等幕末の激動の
中、江戸の都市経済はどのような展開を見せるのか。多彩な記事から、幕末江戸の実相が浮かび上がる。

明治初期の日本外交を支えた主要な舞台の一つといえる延遼館。当館所蔵の「延遼館夜会記録」をはじめ多くの貴重な資料をもと
に、これまでまとまった歴史研究がなかった近代日本初の迎賓館に光をあてる。豊富なカラー図版を掲載

¥3,740

¥4,470

¥7,320

¥2,630

¥3,190

¥5,850

東京市史稿 江戸東京に関する編年体の史料集

都史資料集成 近代東京の歴史に関するテーマ別資料集 ― 第Ⅰ期全 巻完結 ―
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第４巻　膨張する東京市　　　別冊付録　電灯問題ニ関スル経過報告

明治から大正期にかけて、急激な都市化によって東京市が抱えることになった諸問題

第５巻　ムラからマチへ　都市化の諸相　（２分冊）

1920年代、都市の安定的統治の方法をめぐる内務省や東京府の試行錯誤の跡をたどる。

第６巻　関東大震災と救護活動

別冊付録　非常災害情報・バラックニ関スル調査 芝尋常小学校避難者収容所報告書

第７巻　震災復興期の東京　（２分冊）

東京府内務部長ほか各部長の事務引継書によって関東大震災後から昭和恐慌期における東京府政の実状に迫る。

第８巻　大東京市の課題と現実

第９巻　大東京市三十五区の成立

第10巻　非常時へ・動員される東京

第11巻　ぜいたくは敵だ・戦時経済統制下の東京

第12巻　東京都防衛局の二九二〇日

第１巻　東京都制の成立

第２巻　自治体東京都の出発

図録東京都政１「文化スライド」でみる東京～昭和20年代

江戸から東京への展開 佃島と白魚漁業

市中取締沿革 東京都の修史事業

銀座煉瓦街の建設 元禄の町　★

築地居留地 内藤新宿　★

区制沿革 市制町村制と東京

東京府の前身　市政裁判所始末 東京の水売り　★

七分積金 江戸の牛　★

商法講習所 東京馬車鉄道　★

東京の女子教育 江戸住宅事情　★

東京の大学 近代東京の渡船と一銭蒸汽

東京の理科系大学 戦時下「都庁」の広報活動

江戸時代の八丈島 江戸の葬送墓制　★

明治初年の武家地処理問題 東京の歴史をつむぐ

東京の幼稚園 レファレンスの杜－江戸東京歴史問答

水道問題と三多摩編入

東京の各種学校

¥670

¥560

¥1,450

¥1,700

品切れ

¥1,600

¥930

¥980

品切れ

¥1,040

品切れ

品切れ

¥1,080

¥4,310

「自治体東京都の出発」をテーマに、地方自治法の成立により自治体東京都がスタートした安井都政第一期（昭和22年度から
昭和25年度まで）を収録する。

昭和18年（1943）７月１日、東京都制の施行により、それまでの東京府と東京市を廃し、東京府の区域に人口733万人の東京
都が誕生した。本書は、都制施行から、戦後改革の一環として昭和21年（1946）に実施された、第一次地方制度改革までを対
象とし、東京都制関連の資料を収録する。

¥5,180

品切れ

¥5,240

1930年代における巨大都市東京の課題と現実の様相を、内務省の市制監察資料や大都市制度に関する資料で明らかにする。

¥4,710

特別区の前身である東京の区の沿革とその実態を、決算書や区会議事速記録、事務報告書等であきらかにする。また、区を単
位として系統化された地域の諸団体・住民組織に関する資料についても収録した。

¥7,530

昭和12年東京愛市連盟によって展開された愛市運動に関する資料や昭和14年の東京府各部長事務引継書を収録。また選挙粛正
運動や国民精神総動員運動に関する東京府・東京市の詳細な実施記録をＣＤ－ＲＯＭ付録に収録

¥5,420

¥4,510

昭和13年国家総動員法制定以後の東京における戦時経済統制の実態を、東京府知事に送付された諸情報により明らかにする。

¥7,680

品切れ

東京市調査課が震災後半年にわたって発行した「非常災害救護情報」を収録。震災後の救護活動の開始から収束までを克明に
記録

¥7,560

¥1,000

¥1,230

¥1,100

¥960

¥1,300

品切れ

¥2,050

¥870

¥1,110

¥1,220

¥1,090

¥680

続レファレンスの杜－江戸東京歴史問答
その二

¥1,250

品切れ

¥1,060

¥1,590

品切れ

¥2,730

昭和27年から、東京都が都政広報のために作製した168タイトルの「文化スライド」。
た、昭和20年代の東京の姿を紹介する。

昭和12年「防空法」の制定とともに東京市役所内に設置された防衛課に端を発し、以後昭和20年9月に廃止されるまでの東京
都防衛局の事績を中心に、東京における国民防空体制構築に関する資料を収録

品切れ

都史紀要 江戸東京の歴史に関する調査研究報告書

都史資料集成Ⅱ 『都史資料集成』（第Ⅰ期）に引き続き、東京都成立期の昭和 年から昭和 年代を

対象とした戦後都史資料集

様々な切り口でスライドに映し撮られ
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東京の女子大学 明治期東京府の文書管理

東京の初等教育 江戸の広小路―その利用と管理

続・東京の初等教育

東京の中等教育１

明治初年の自治体警察  番人制度

東京の中等教育２

東京の中等教育３ ★印は復刻再刊

市区改正と品海築港計画

　『安永三年小間附 北方南方町鑑』上（北方）・下（南方）

町の課税、沿革、支配名主を記す

『西南北三多摩　境域変更通覧』

明治26年三多摩移管直後に東京府が密かに編集した三多摩移管史

『南伝馬町名主高野家 日記言上之控』

日本橋の町名主家に残された、18世紀初頭、元禄江戸の事件簿

『江戸東京問屋史料 諸問屋沿革誌』

廻船問屋ほか諸問屋の沿革と商業慣習

『江戸東京問屋史料 商事慣例調』

幕末から明治にかけて活躍した実業家達の証言

『資料 東京都の学童疎開』

東京都の学童疎開行政

『重宝録』第一／第二／第三／第四／第五／第六

江戸深川の町名主の備忘録

ＤＶＤ版　東京市事務報告書・財産表

わが国最大の基礎的自治体であった東京市の明治23年から昭和17年まで半世紀に及ぶ事務の実態が分かる

『幕末江戸町人の記録　鈴木三右衛門日記』

安政４年（1857）の深川材木町町人の日記

『戦時下「都庁」の広報誌－『市政週報』『都政週報』ＤＶＤ』

総動員体制下の東京市・東京都が発行した行政広報誌を電子画像で収録。記事検索機能付

『幕末旗本の記録　山口直養・直毅日記』

上層旗本の日常生活・勤務の様子がわかる日記

『旧江戸朱引内図　－復刻と解題』
教科書等にも利用されている館所蔵の「旧江戸朱引内図」を復刻。この絵図の特質と価値について解題付

『関東大震災と情報　東京都公文書館所蔵・関東大震災関係資料目録』

『東京都公文書館所蔵　地誌解題　総集編』 

販売・問い合わせ先
★販売先

都民情報ルーム（都庁第一本庁舎３階）
〒163-8001　東京都新宿区西新宿２－８－１ 電話：０３－５３８８－２２７６

※ 東京都公文書館内では販売していません。

★在庫・購入方法などについてのお問い合わせ
都民情報ルーム（都庁第一本庁舎３階）

〒163-8001　東京都新宿区西新宿２－８－１ 電話：０３－５３８８－２２７６

※ 郵送も行っています。詳細はお問い合わせください。

★内容に関するお問い合わせ
東京都公文書館史料編さん担当

〒158-0094　東京都世田谷区玉川１－２０－１ 電話：０３－３７０３－２６０４

¥2,430

品切れ

¥2,550

¥2,230

¥3,590

①\5,310  ②\5,310  ③品切れ
④\4,470　⑤品切れ　⑥\3,380

各\1,130

¥1,730

¥1,440

¥1,480

¥1,220

品切れ

¥990

¥910

品切れ

¥3,490

品切れ

¥890

¥760

¥750

¥620

¥590

¥600

品切れ

史料復刻 東京都公文書館所蔵貴重史料の復刻

目録・解題
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利用案内
【所在地】〒158-0094 東京都世田谷区玉川１-20-１
【TEL】03-3707-2603　【FAX】03-3707-2500
【ホームページ】 http://www.soumu.metro.tokyo.jp/01soumu/archives/index.htm

来館について

利用の注意点

閲覧方法

複写について

利用制限のある資料

利用案内・交通案内
【案内図・交通機関】

①東急田園都市線・東急大井町線「二子玉川」駅

　東口下車　徒歩約 15 分

②東急大井町線「上野毛」駅下車　徒歩約 10 分

③二子玉川駅・上野毛駅　東急バス「玉川高校前」

　下車（黒 02 系統）

当館の利用には予約の必要はありませんが、次のような場合は、事前にご連絡ください。
・専門的な調査や、古い資料についてのご相談
・大量に資料を利用したい場合
・撮影したい場合（要撮影室予約）

当館１階入口で入館受付を済ませた後、上履きに履き替え、２階閲覧室へお入りください。バッグ等のお荷物は、
ロッカー（無料）に入れてください。
※鍵の紛失にご注意ください。　※エレベータはありません。

当館の資料は、全て閉架式の書庫に保管してあります。閲覧を希望される方は、閲覧室に備付けの目録やパソコン端
末で希望の資料を検索し、「閲覧票」に記入し、ご提出ください。
資料によっては原本保護のため、マイクロフィルム又は DVD での閲覧をお願いしています。

複写を希望される方は「複写申請票」に記入しご提出ください。電子式複写は、一人（１団体）１日 20 枚までです。
ただし、マイクロフィルム及び DVD からの複写については枚数制限がありません。複写料金は、いずれも１枚 20
円です。　※できる限り小銭をご用意ください。

以下の資料については利用が制限されます。
　①　作成又は取得後 30 年を経過していない公文書
　②　「東京都公文書館における公文書等の利用に関する取扱規程」第２条第２項又は第３項により一般の利用が
　　　制限されている次の公文書等
　　　・個人情報等が記録されているもの
　　　・利用によって破損や汚損を生じるおそれがあるもの
　　　・現在、館において使用しているもの
　　　　（目録作成など、保存及び利用の開始のため使用しているものを含む。）
　　　・一般の利用に供しないことを条件として寄贈された資料

東京都
公文書館 入口

【利用案内】
①　利用時間
　　月曜日～金曜日　９時～ 17 時
②　各種申請票及び精算の受付時間
　　９時～ 12 時、13 時～ 16 時 30 分
③　休館日等

・土曜日、日曜日、国民の祝日及び振替休日
・毎月第３水曜日（祝日の場合は翌日）及び年度末

最終の平日
・年末年始（12月28日～１月４日）
・臨時の休館日として公示した日
※臨時に閲覧を停止する日もありますので、事前に

当館ＨＰにてご確認ください。
④　来館についてのお願い 

当館は一般の方用の駐車スペースがありませんので、
ご来館の際は公共交通機関をご利用ください。
なお、身体障害者の方は事前にご連絡ください。
バイク・自転車は、駐輪スペースをご利用ください。
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【TEL】03-3707-2603　【FAX】03-3707-2500
【ホームページ】 http://www.soumu.metro.tokyo.jp/01soumu/archives/index.htm

来館について

利用の注意点

閲覧方法

複写について

利用制限のある資料

利用案内・交通案内
【案内図・交通機関】

①東急田園都市線・東急大井町線「二子玉川」駅

　東口下車　徒歩約 15 分

②東急大井町線「上野毛」駅下車　徒歩約 10 分

③二子玉川駅・上野毛駅　東急バス「玉川高校前」

　下車（黒 02 系統）

当館の利用には予約の必要はありませんが、次のような場合は、事前にご連絡ください。
・専門的な調査や、古い資料についてのご相談
・大量に資料を利用したい場合
・撮影したい場合（要撮影室予約）

当館１階入口で入館受付を済ませた後、上履きに履き替え、２階閲覧室へお入りください。バッグ等のお荷物は、
ロッカー（無料）に入れてください。
※鍵の紛失にご注意ください。　※エレベータはありません。

当館の資料は、全て閉架式の書庫に保管してあります。閲覧を希望される方は、閲覧室に備付けの目録やパソコン端
末で希望の資料を検索し、「閲覧票」に記入し、ご提出ください。
資料によっては原本保護のため、マイクロフィルム又は DVD での閲覧をお願いしています。

複写を希望される方は「複写申請票」に記入しご提出ください。電子式複写は、一人（１団体）１日 20 枚までです。
ただし、マイクロフィルム及び DVD からの複写については枚数制限がありません。複写料金は、いずれも１枚 20
円です。　※できる限り小銭をご用意ください。

以下の資料については利用が制限されます。
　①　作成又は取得後 30 年を経過していない公文書
　②　「東京都公文書館における公文書等の利用に関する取扱規程」第２条第２項又は第３項により一般の利用が
　　　制限されている次の公文書等
　　　・個人情報等が記録されているもの
　　　・利用によって破損や汚損を生じるおそれがあるもの
　　　・現在、館において使用しているもの
　　　　（目録作成など、保存及び利用の開始のため使用しているものを含む。）
　　　・一般の利用に供しないことを条件として寄贈された資料

東京都
公文書館 入口

【利用案内】
①　利用時間
　　月曜日～金曜日　９時～ 17 時
②　各種申請票及び精算の受付時間
　　９時～ 12 時、13 時～ 16 時 30 分
③　休館日等

・土曜日、日曜日、国民の祝日及び振替休日
・毎月第３水曜日（祝日の場合は翌日）及び年度末

最終の平日
・年末年始（12月28日～１月４日）
・臨時の休館日として公示した日
※臨時に閲覧を停止する日もありますので、事前に

当館ＨＰにてご確認ください。
④　来館についてのお願い 

当館は一般の方用の駐車スペースがありませんので、
ご来館の際は公共交通機関をご利用ください。
なお、身体障害者の方は事前にご連絡ください。
バイク・自転車は、駐輪スペースをご利用ください。
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