
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

羽村市図書館 

平成 15 年 9 月 



凡 例 
 

☆ 収録の範囲 

  この目録は、当館所蔵の玉川上水に関する図書・雑誌を収録しています。 

  ただし、図書の一部を抜粋し複製したものや、パンフレットなど軽易な資料につい

ては除きました。 

 

☆ 配列 

  資料の配列は、①項目 ②上水の流れに沿った地域分類でくくり、その中を ③図

書の分類番号 ④書名の五十音の順としました。 

なお、項目等については、別表１－①、②を参照してください。 

 

☆ 記載事項および順序 

  （1） 書名（ゴシック体で表記）、副書名（ハイフン以下） 

  （2） 巻次、版表示 

（3） 形態（地図、複製 等） 

（4） 所蔵場所（別表１－③を参照してください） 

（5） 分類記号／地域記号（別表２を参照してください） 

  （6） 著者、編者 等 

  （7） 発行 

  （8） 出版年 

  （9） シリーズ名 

  （10） 内容（２件まで記載） 

 

☆ その他 

  （1） 同一書名であっても、改訂等していた場合や出版社が変わっていた場合は、

別資料として両方記載してあります。 

  （2） 複数の場所に所蔵している場合は、①地域資料コーナーを優先し、以下   

②一般開架 ③子ども図書室 ④閉架書庫の順に記載してあります。 

（3） 旧漢字は、当用漢字で記載してあります。 

（4） 内容が３件以上ある場合は、２件を記載しその他は「等」でまとめました。 

 

☆ ＣＤ－ＲＯＭ検索について 

（1） 資料の詳細な情報については、３階レファレンスコーナーの端末機で検索が

できますので、３階のカウンターにお申込みください。 

 

 



別 表 １  
 

① 項 目  
Ａ  歴  史       Ｇ  自  然         

Ｂ  紀 行 ・ ガ イ ド    Ｈ  分  水     

Ｃ  水 道 事 情      Ｉ  逐 次 刊 行 物   

Ｄ  土 木 技 術      Ｊ  児 童 書  

Ｅ  伝  記       Ｋ  そ の 他  

Ｆ  昔  話  

 

 

② 上 水 の 流 れ に 沿 っ た 地 域 分 類  
１  全  域       1 2  田 無 市 ・ 保 谷 市  

２  複 数 区 市 に     1 3  国 分 寺 市  

ま た が る 場 合  

３  羽 村 市       1 4  小 金 井 市  

４  福 生 市       1 5  武 蔵 野 市  

５  昭 島 市       1 6  三 鷹 市  

６  立 川 市       1 7  杉 並 区  

７  武 蔵 村 山 市     1 8  世 田 谷 区  

８  東 大 和 市      1 9  渋 谷 区  

９  東 村 山 市      2 0  新 宿 区  

1 0  小 平 市       2 1  そ の 他  

1 1  東 久 留 米 市  

 

③ 所 蔵 場 所     ※ 右 は 電 算 上 の 表 記 で す  

 地 域 資 料 コ ー ナ ー ・ ・ ・ ・ ・ ・ 地 域  

 １ 階 一 般 開 架 コ ー ナ ー ・ ・ ・ ・ １ 階  

 実 用 書 コ ー ナ ー ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 実 用  

文 庫 コ ー ナ ー ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 文 庫  

こ ど も 図 書 室 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 児 童  

 ３ 階 一 般 開 架 コ ー ナ ー ・ ・ ・ ・ ３ 階  

 参 考 図 書 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 参 考  

 地 下 開 架 室 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 地 下  

閉 架 書 庫 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 閉 架  

 



別表２

一般図書

０門 総記 ５１７ 河川工事

０６９．８ 博物館 ５１７．２ 河川誌

２門 歴史 ５１７．５ 治水工学

２１０ 日本史 ５１８ 衛生工学

２１０．５ 逐次刊行物 ５１８．１ 上水道

２１０．８８ 史料・古文書 ５１８．１４ 貯水池

２１１ 通史 ５１８．１６ 送水路

２１２ 原始時代 ５１８．２ 下水道

２１３．６ 平安時代 ５１８．８ 都市計画

２１５ 近世史 ５１９ 環境工学

２１６ 近代史 ５１９．１ 環境行政

２１７ 昭和時代 ５１９．４ 水質汚濁

２８０ 伝記 ５２１．５ 日本建築：近世

２８９ 個人伝記 ５３４．３２ 水車

２９０ 地理・地誌・紀行 ６門 産業
２９０.１ 地誌学 ６１１．２ 農地・土地制度

２９０．２ 史跡・名勝・景観 ６１４．１ 農業測量

２９０．３４ 地名研究 ６５３．９ 保安林の造林

２９０．３８ 地図 ６８４ 内水・運河交通

２９０．８７ 写真集 ７門 芸術
２９０．９ 紀行 ７０９ 文化財

２９１ 紀行：日本 ７１４ 石彫

２９１．３ 地誌・紀行：東京 ７４８ 写真集

３門 社会科学 ９門 文学
３１８．１ 地方制度 ９１０．２６ 日本文学：近代

３１８．１２ 境界変更 ９１３．６ 小説：近代

３１８．２ 地方行政史 ９１４．６ エッセイ：近代

３６１.７ 地域社会 ９１５．６ 紀行：近代

３６２ 社会史

３７５．３ 社会科教育

３７５．３２ 各教科：歴史 児童書
３８８ 伝説

４門 自然科学 ２門 歴史
４６２ 生物誌 ２１ 日本史

５門 技術 ２８ 伝記

５０２ 技術史 ２９ 地誌・紀行

５１０．９ 土木事業

５１０．９２ 土木事業史

★図書の分類番号



－ － 1 

Ａ 歴史 

  １ 全域 

羽村市郷土博物館紀要 第３号 ・・・・・・・・・・・・・・・地域－069.8／10 

    羽村町郷土博物館  羽村町教育委員会  1987 

    「玉川上水文献志（１） 『上水記』ノート」 保坂 芳春 （ｐ53～ｐ69） 

    

羽村市郷土博物館紀要 第４号 ・・・・・・・・・・・・・・・地域－069.8／10 

    羽村町郷土博物館  羽村町教育委員会  1989   

「玉川上水文献志（２） 『玉川上水起元』再見」 保坂 芳春 （ｐ38～ｐ52） 

「『上水記』ノート追書 －石野廣通について－」 保坂 芳春 （ｐ53～ｐ55） 

 

   羽村市郷土博物館紀要 第５号 ・・・・・・・・・・・・・・・地域－069.8／10 

    羽村町郷土博物館  羽村町教育委員会  1990  

    「古川柳と玉川上水」 石川 一郎 （ｐ４～ｐ23） 

「上水水船の新絵画資料」 肥留間 博 （ｐ24～ｐ34）  他 

 

   羽村市郷土博物館紀要 第７号 ・・・・・・・・・・・・・・・地域－069.8／10 

    羽村市郷土博物館  羽村市教育委員会  1992  

「玉川上水シンポジウム 玉川上水のなぞに迫る」 坂上 洋之 （ｐ６～ｐ68） 

「玉川上水文献志（５） 『高翁家録』と玉川上水」 保坂 芳春 （ｐ69～ｐ81） 

 

羽村市郷土博物館紀要 第８号 ・・・・・・・・・・・・・・・地域－069.8／10 

    羽村市郷土博物館  羽村市教育委員会  1993 

    「玉川上水文献志（６） 指田家文書点描」 保坂 芳春 （ｐ67～ｐ77） 

 

羽村市郷土博物館紀要 第９号 ・・・・・・・・・・・・・・・地域－069.8／10 

    羽村市郷土博物館  羽村市教育委員会  1994   

    「玉川上水文献誌（７） 川路 聖謨と『玉川日記』」 保坂 芳春 （ｐ59～ｐ72） 

 

羽村市郷土博物館紀要 第１０号 ・・・・・・・・・・・・・・地域－069.8／10 

    羽村市郷土博物館  1995   

    「玉川上水文献志（８） 『玉川上水誌』管見」 保坂 芳春 （ｐ67～ｐ78） 

 

羽村市郷土博物館紀要 第１１号 ・・・・・・・・・・・・・・地域－069.8／10 

    羽村市郷土博物館  1996   

    「玉川上水文献志（９） 林鶴梁の『豈止快録』 玉川上水通船の一資料」  

保坂 芳春 （ｐ47～ｐ57） 

 



－ － 2 

羽村市郷土博物館紀要 第１２号 ・・・・・・・・・・・・・・地域－069.8／10 

    羽村市郷土博物館  1997   

    「玉川上水文献志（10） 『遊歴雑記』抜き書」 保坂 芳春 （ｐ79～ｐ91） 

 

羽村市郷土博物館紀要 第１３号 ・・・・・・・・・・・・・・地域－069.8／10 

    羽村市郷土博物館  1998 

    「玉川上水文献志８（11） 羽村堰落穂抄」 保坂 芳春 （ｐ27～ｐ42）  

「玉川上水羽村堰における水制について －『上水記』に見る羽村堰の構造－」  

河村 康博 （ｐ43～ｐ60）  

 

羽村市郷土博物館紀要 第１６号 ・・・・・・・・・・・・・・地域－069.8／10 

    羽村市郷土博物館  羽村市教育委員会  2001.10   

    「玉川上水通船の一要因 －幕府の砂利輸送計画－」 保坂 芳春 （ｐ20～ｐ33） 

 

国史大系 〔４１〕 新訂増補 普及版・・・・・・・・・・・・地下－210／コ 

    黒板 勝美、国史大系編修会  吉川弘文館  1976   

「玉川上水敷設費給付」 （ｐ67） 

「関東郡代伊奈忠治為玉川上水奉行」 （ｐ70） 

 

江戸町人の研究 第５巻 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・地下－210.5／エ／5 

    西山 松之助  吉川弘文館  1978 

「江戸の水道制度」  伊藤 好一  （ｐ283～ｐ433） 

 

江戸のまかない－大江戸庶民事情 ・・・・・・・・・・・・・・１階－210.5／イ 

    石川 英輔  講談社  2002.1 

    「『上水記』を読む 江戸の飲み水事情」 （ｐ239～ｐ252） 

 

多摩のあゆみ 第４号 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－210.5／01 

    多摩中央信用金庫  たましん地域文化財団  1976   

    「玉川上水・荒川運河計画」 伊藤 好一 （ｐ10～ｐ16） 

「玉川上水通船」 立川 愛雄 （ｐ17～ｐ19）  他 

 

多摩のあゆみ 第３４号 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－210.5／01 

    多摩中央信用金庫  たましん地域文化財団  1984  

    「玉川上水の勾配を見る」 鈴木 理夫 （ｐ４～ｐ11） 

「玉川上水系配管の仕組み」 堀越 正雄 （ｐ12～ｐ19）  他 

 

   多摩のあゆみ 第４４号 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－210.5／01 

    多摩中央信用金庫  たましん地域文化財団  1986  

    「玉川上水の碑 －補遺ー」 蓑田 倜 （ｐ90～ｐ95） 



－ － 3 

   多摩のあゆみ 第５０号 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－210.5／01 

多摩文化資料室  たましん地域文化財団  1988   

    「コロンブスの玉川上水」  肥留間 博 （ｐ184～ｐ189） 

 

多摩のあゆみ 第５４号 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－210.5／01 

多摩文化資料室  たましん地域文化財団  1989  

    「玉川上水水番人と水衛（上）」 蓑田 倜 （ｐ129～ｐ135） 

 

多摩のあゆみ 第５５号 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－210.5／01 

多摩文化資料室  たましん地域文化財団  1989  

    「玉川上水水番人と水衛（下）」 蓑田 倜 （ｐ118～ｐ125） 

 

ビジュアル・ワイド江戸時代館・・・・・・・・・・・・・・・１階－210.5／オ 

    大石 学、小澤 弘、山本 博文、竹内 誠  小学館  2002   

 

   人づくり風土記－全国の伝承江戸時代 聞き書きによる知恵シリーズ １３ 

・・・・・・１階－210.5／ヒ／48 

 加藤 秀俊  農山漁村文化協会  1991  

    「水道の水は江戸っ子の誇り」 （ｐ94～ｐ102） 

 

江戸の川・東京の川 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－211／00 

    鈴木 理生  日本放送出版協会  1978  （放送ライブラリー 16） 

    「玉川上水と江戸西郊の開発」 （ｐ144～ｐ146） 

 

「開発」と地域民衆－その歴史像を求めて ・・・・・・・・・・地域－211／01 

    地方史研究協議会  雄山閣出版  1991   

    「移管推進の理由とその背景」 （ｐ225～ｐ239） 

 

郷土東京の歴史・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－211／00 

    北原 進  ぎょうせい  1998   

    「神田上水と玉川上水」 （ｐ166～ｐ169） 

 

立川市史研究 第 3 冊・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－211／38 

    立川市史編纂委員会  立川市教育委員会  1966 

「三多摩の管轄変更と府会選挙」 山口 一之 （ｐ21～ｐ56） 

    

立川市史研究  第７冊・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－211／38 

    立川市史編纂委員会  立川市教育委員会  1967  

「柴崎・砂川両村における水利関係諸問題について」 滝沢武雄 （ｐ1～ｐ39） 

「玉川上水における通船事業」 山口 一之 （ｐ40～ｐ74） 



－ － 4 

多摩－風土とその歴史・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－211／01 

    米光 秀雄 他  武蔵書房  1972   

    「玉川上水」 （ｐ17～ｐ19） 

 

   玉川上水－親と子の歴史散歩・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－211／04 

    肥留間 博  たましん地域文化財団  1991  （多摩郷土文庫） 

     

   東京市史稿－産業篇  第１４・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－211／00 

    東京都  東京都  1970 

 

   東京市史稿－産業篇  第１４ 復刻版・・・・・・・・・・・・・地域－211／00 

    東京都  臨川書店  2001.1 

 

   東京市史稿－産業篇  第１５・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－211／00 

    東京都  東京都  1971 

 

   東京市史稿－産業篇  第１５ 復刻版・・・・・・・・・・・・・地域－211／00 

    東京都  臨川書店  2001.3 

 

   東京市史稿－産業篇  第１９・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－211／00 

    東京都  東京都  1975 

 

   東京市史稿－産業篇  第１９ 復刻版・・・・・・・・・・・・・地域－211／00 

    東京都  臨川書店  2001.11 

 

   東京市史稿－産業篇  第２３・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－211／00 

    東京都  東京都  1971 

 

   東京市史稿－産業篇  第２３ 復刻版・・・・・・・・・・・・・地域－211／00 

    東京都  臨川書店  2002.7 

 

西多摩村誌 複写製本版 （複製）・・・・・・・・・・・・・・・地域－211／10 

    西多摩村  西多摩村  1976   

    「多摩川上水」 （ｐ167～ｐ176） 

 

羽村町史研究  第１号・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－211／10 

    羽村町史編纂委員会  1969   

    「玉川上水考」 坂上 洋之 （ｐ22～ｐ38） 

 

 



－ － 5 

福生町誌・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－211／27 

    福生町誌編集委員会  福生町  1960   

 「近世の福生」 （ｐ57～ｐ127） 

 

   ゆめのまた夢－郷土と民俗芸能・・・・・・・・・・・・・・・・地域－211／01 

    清水 政夫  1993 

「玉川上水工事が始まる」 （ｐ35～ｐ36） 

「玉川沂源日記について」 （ｐ57～ｐ58） 他 

 

   江戸民衆史 上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地下－213.6／オ 

    尾河 直太郎  文理閣  1982 

    「開けゆく武蔵野」 （ｐ127～ｐ160） 

 

青梅街道－江戸繁栄をささえた道・・・・・・・・・・・・・・・地域－215／02 

    山本 和加子  聚海書林  1984   

    「江戸の水」 （ｐ40～ｐ53） 

 

街道の日本史 １８・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－215／01 

    新井 勝紘、松本 三喜夫  吉川弘文館  2003.5 

「多摩川と“水の道”」 （ｐ11～ｐ12） 

「水から見える近世」 （ｐ79～ｐ88） 

 

新田村落・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－215／02   

    木村 礎  文雅堂  1960  

 

   多摩と江戸－鷹場・新田・街道・上水・・・・・・・・・・・・・地域－215／01 

    大石 学  たましん地域文化財団  2000 

    「多摩と江戸」 大石 学 （ｐ５～ｐ27） 

「玉川上水・神田上水と武蔵野の村々」 米崎 清実 （ｐ101～ｐ110） 

 

多摩東京移管前史資料展史料集－多摩はなぜ東京なのか・・・・・地域－216／01 

    小平市中央図書館  小平市ＴＡＭＡらいふ２１推進実行委員会  1993  

「玉川上水ノ起源」 （ｐ288） 

「玉川上水の水門を取払ふ」 （ｐ331） 

    

 

多摩東京移管前史資料展図録－多摩はなぜ東京なのか・・・・・・地域－216／01 

    小平市中央図書館  1993   

    「玉川上水の通船」 （ｐ15～ｐ28） 
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   多摩百年のあゆみ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－216／01 

多摩百年史研究会  東京市町村自治調査会  1993   

    「玉川上水の通船」 （ｐ40～ｐ41） 

 

東京百年史 第１巻・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・閉架－216／00 

    東京百年史編集委員会  東京都  1973  

    「玉川上水の開鑿」 （ｐ624～ｐ629） 

 

東京百年史 第１巻・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・閉架－216／00 

    東京百年史編集委員会  ぎょうせい  1973   

    「玉川上水の開鑿」 （ｐ624～ｐ629） 

 

小平市三〇年史・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－217／36 

    大日本印刷株式会  小平市  1994   

    「玉川上水と野火止用水の開通」 （ｐ23～ｐ25） 

「玉川上水と分水と桜」 （ｐ79～ｐ87）  他 

 

保科正之の生涯と土津神社－葵徳川将軍・秀忠の四男・・・・・・地域－289／04 

 小桧山 六郎  歴史春秋出版  2001.1  （歴春ブックレット） 

 （ｐ18～ｐ19 に記述あり） 

 

東京の地理がわかる事典－読む・知る・愉しむ・・・・・・・・・地域－290.1／00 

    鈴木 理生  日本実業出版社  1999   

    「上水道がまず整備されたワケは？」 （ｐ80～ｐ81） 

「三多摩の東京移管の目的は？」 （ｐ148～ｐ149） 

 

府中の風土誌 続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－290.1／44 

    府中市企画調整部  府中市  1976   

 「多摩川の話－多摩川と玉川上水」 （ｐ40～ｐ44） 

 

羽邑臨視日記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－290.9／10 

    羽村市郷土博物館 羽村市教育委員会 1995 （羽村市史料集 三）  

 

江戸の都市計画－都市のジャーナリズム・・・・・・・・・・・・地下－291.3／ス 

    鈴木 理生  三省堂  1988     

    「十三世紀の玉川上水」 （ｐ81～ｐ86） 

    

なぜ多摩は東京都となったか・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－318.1／01  

    梅田 定宏  けやき出版  1993  （けやきブックレット １３）  
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水道問題と三多摩編入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－318.12／01 

    東京都公文書館  東京都情報連絡室  1966  （都史紀要 １５） 

    「玉川上水」 （ｐ８～ｐ10） 

「玉川上水上流の汚水侵入問題」 （ｐ35～ｐ45） 

 

   西南北三多摩境域変更通覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－318.12／01 

    東京都  1993 

    「玉川上水ノ起源」 （ｐ10） 

  「境域変更ノ上申」 （ｐ23～ｐ39） 

 

   三多摩民権運動の舞台裏－立憲政治形成期の地方政界・・・・・・地域－318.2／01 

    梅田 定宏  同文舘出版  1993 

    「東京府移管問題と三多摩の民権運動研究」 （ｐ４～ｐ14） 

「移管推進派形成の背景」 （ｐ148～153） 

 

   東京と三多摩－都制運動参加の記・・・・・・・・・・・・・・・地域－318.2／01 

    佐藤 孝太郎、多摩百年史研究会  東京市町村自治調査会  1992 

     

   村の語る日本の歴史 近世編 １・・・・・・・・・・・・・・・閉架－362／キ 

    木村 礎  そしえて  1983 

    「上水と分水」 （ｐ162～ｐ163） 

 

明治以前 日本土木史 復刻版・・・・・・・・・・・・・・・・参考－510.9／メ 

 土木学会  岩波書店  1994   

 「江戸水道」 （ｐ1,383～ｐ1,408） 

 

江戸城下町における「水」支配・・・・・・・・・・・・・・・・地域－517.2／01 

    坂詰 智美  専修大学出版局  1994   

    「上水」 （ｐ13） 

「上水の成立」 （ｐ14～ｐ22）  他 

 

江戸上水の技術と経理－玉川上水留：抄翻刻と解析・・・・・・・地域－517.2／04 

    榮森 康治郎、神吉 和夫、肥留間 博  クオリ  2000.8   

 

江戸・水の生活誌－利根川・荒川・多摩川・・・・・・・・・・・地域－517.2／00 

    尾河 直太郎  新草出版  1986   

    「神田上水から玉川上水へ」 （ｐ107～ｐ134） 

「江戸の六上水」 （ｐ135～ｐ158）  他 
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江戸・水の生活誌－利根川・荒川・多摩川 新版・・・・・・・・地域－517.2／00 

    尾河 直太郎  新草出版  1993   

「神田上水から玉川上水へ」 （ｐ127～ｐ154） 

「江戸の六上水」 （ｐ155～ｐ178）  他 

 

写真集 多摩川は語る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－517.2／03 

 東京立川ライオンズクラブ、三田 鶴吉  けやき出版  1985 

 「羽村の堰と玉川上水」 （ｐ100～ｐ102） 

 

新多摩川誌 本編〔上〕・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－517.2／03 

 国土交通省関東地方整備局京浜工事事務所、新多摩川誌編集委員会 

 河川環境管理財団  2001 

「利水 玉川上水 上水道利用」 （ｐ487～ｐ598） 

 

新多摩川誌 別巻・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－517.2／03 

 国土交通省関東地方整備局京浜工事事務所、新多摩川誌編集委員会 

 河川環境管理財団  2001 

「玉川上水と江戸」「武蔵野の新田」 （ｐ62～ｐ70） 

 

多摩川－資料編   ’76・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－517.2／03 

 とうきゅう環境浄化財団  1976 

 「玉川上水とホタル」「武蔵野と川崎平右衛門」 （ｐ20～ｐ22） 

 

多摩川－資料編 VOL.2  ’76・・・・・・・・・・・・・・・・地域－517.2／03    

    とうきゅう環境浄化財団  1977 

    「史跡」 （ｐ20～ｐ34） 

 

多摩川誌 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・閉架－517.2／03 

 多摩川誌編集委員会  河川環境管理財団  1986 

 「玉川上水」 （ｐ582～ｐ665） 

 

玉川上水の維持管理技術と美観形成に関する研究・・・・・・・・地域－517.2／04 

    榮森 康治郎、神吉 和夫、肥留間 博  とうきゅう環境浄化財団  2000.3 

    （とうきゅう環境浄化財団（一般）研究助成）  

（多摩川環境調査助成集 ｖｏｌ．２１（１９９９年）） 
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多摩川：そのエコバランス－都市と河川環境の均衡をめざして 

                        ・・・・・・地域－517.2／03 

市川 新  ソフトサイエンス社  1997 

 「玉川上水の農業用水への転用」 （ｐ63～ｐ66） 

「玉川上水」 （ｐ110～ｐ112） 

 

井戸と水道の話・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－518.1／04 

    堀越 正雄  論創社  1981   

    「江戸の水道」 （ｐ108～ｐ148） 

   

江戸上水道の歴史・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－518.1／04 

    伊藤 好一  吉川弘文館  1996    

 

大岡越前守と武蔵野新田の開発・・・・・・・・・・・・・・・・地域－518.1／04 

    （財）東京都歴史  あかつき印刷株式会  2002.3   

    「玉川上水と新田開発」 （ｐ34～ｐ43） 

    

   講座 玉川上水・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－518.1／04 

    羽村町教育委員会  1980  （羽村町史史料集 第６集） 

 

   上水記 （複製）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－518.1／04 

    石野遠江守広通  東京都水道局  1965 

     

水道の文化史－江戸の水道・東京の水道・・・・・・・・・・・・地域－518.1／04 

    堀越 正雄  鹿島出版会  1981  

 

   水道４００年のあゆみ－江戸上水・東京水道４００周年記念写真集  

・・・・・・地域－518.1／00 

    東京都水道局  1990   

    「江戸の上水」「よみがえる江戸の上水」 等 

 

   すぎなみの水紋様 玉川上水・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－518.1／04 

    恩田 政行  青山第一出版  1999  

 

   玉川上水外伝－失敗堀綺譚と出典・・・・・・・・・・・・・・・地域－518.1／04 

    恩田 政行  青山第一出版  2002.5   

    

   玉川上水起元－剖検・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－518.1／04 

    恩田 政行  青山第一出版  1997   
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玉川上水に纏うぎ惑・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－518.1／04 

 恩田 政行  青山第一出版  1995   

 

玉川上水の謎を探る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－518.1／04 

    渡辺 照夫   2002.10   

    

玉川上水物語・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－518.1／04 

    浄土宗聖徳寺  [刊年不明]  １枚 

 

   玉川上水論集 １・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－518.1／04 

    羽村町教育委員会  1982  （羽村町史史料集 第８集）  

 

   東京近代水道百年史 通史・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－518.1／00 

    東京近代水道１００年史編纂委員会  東京都水道局  1999 

「東京水道の概観」、「明治時代の水道事業」 （ｐ１～ｐ78） 

 

   東京近代水道百年史 部門史・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－518.1／00 

    東京近代水道１００年史編纂委員会  東京都水道局  1999 

 

東京近代水道百年史 資料・年表・・・・・・・・・・・・・・・地域－518.1／00 

    東京近代水道１００年史編纂委員会  東京都水道局  1999 

 

東京都水道史・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－518.1／00 

    東京都水道局  1952   

    「江戸時代の水道」 （ｐ25～ｐ111） 

 

   東京の水道・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－518.1／00 

    佐藤 志郎  都政通信社  1960 

    「江戸時代の上水」 （ｐ４～ｐ25） 

 

   日本の上水・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・閉架－518.1／90 

    堀越 正雄  新人物往来社  1970  

    「江戸の上水」 （ｐ50～ｐ239） 

 

   日本の上水 増補改訂・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－518.1／04 

    堀越 正雄  新人物往来社  1995  

    「江戸の上水」 （ｐ50～ｐ239） 

    

光と影の錯節 玉川上水・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－518.1／04 

    恩田 政行  青山第一出版  1994  
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   幻の玉川上水・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－518.1／04 

    恩田 政行  青山第一出版  1997   

     

   水談義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－518.1／00 

    堀越 正雄  論創社  1993   

 

   歴史散歩 玉川上水・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－518.1／04 

    金田 大義  日本企業文化研究所  2000   

 

都市が滅ぼした川－多摩川の自然史・・・・・・・・・・・・・・地域－519.4／03 

 加藤 辿  中央公論社  1975 

 「多摩川と東京」 （ｐ136～ｐ156） 

 

武蔵野と水車屋－江戸近郊製粉事情・・・・・・・・・・・・・・地域－534.32／02 

    伊藤 好一  クオリ  1984 

    「玉川上水と水車規制」 （ｐ114～ｐ115） 

 

武蔵野の集落・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－611.2／02 

 矢嶋 仁吉  古今書院  1959 

「玉川上水の開鑿とその影響」 （ｐ177～ｐ184） 

 

玉川上水通船史料集・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－684／04 

    玉川上水通船研究会  たましん地域文化財団  1998    

    

玉川上水通船ノート １・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－684／04 

    「玉川上水通舩一件」を読む会  たましん地域文化財団  1992   

（Ｔａｍａ ｂｏｏｋｌｅｔ １）   

     

玉川上水通船ノート ２・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－684／04 

    「玉川上水通舩一件」を読む会  たましん地域文化財団  1992   

（Ｔａｍａ ｂｏｏｋｌｅｔ ２）   

 

２ 複数区市にまたがる場合 

多摩のあゆみ 第３９号・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－210.5／01 

    多摩中央信用金庫  たましん地域文化財団  1985   

    「玉川上水の碑（１） 羽村から小金井橋」 蓑田 倜 （ｐ78～ｐ82） 
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多摩のあゆみ 第４０号・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－210.5／01 

    多摩中央信用金庫  たましん地域文化財団  1985   

「玉川上水の碑（中） 小金井橋～武蔵野市」 蓑田 倜 （ｐ79～ｐ84） 

 

多摩のあゆみ 第４１号・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－210.5／01 

    多摩中央信用金庫  たましん地域文化財団  1985   

「玉川上水の碑（下） 武蔵野市～新宿」 蓑田 倜 （ｐ260～ｐ265）  

 

   多摩の歴史  ２・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－211／01 

    武蔵野郷土史刊行会  1975   

    「玉川上水と小金井桜」 （ｐ76～ｐ79） 

 

   多摩の歴史  ３・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－211／01 

    武蔵野郷土史刊行会  1976   

「玉川上水と小川用水」 （ｐ166～ｐ168） 

 

郷土北多摩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－290.1／30 

    東京都北多摩中学校長会  1952 

 「玉川上水の恩恵」 （ｐ40～ｐ44） 

 

東京の橋－生きている江戸の歴史・・・・・・・・・・・・・・・地域－290.2／00 

    石川 悌二  新人物往来社  1977  （ｐ377～ｐ384） 

    

玉川上水物語・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－518.1／04 

    平井 英次  教育報道社  1987   

 

３ 羽村市 

はむらの歴史・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－211／10 

    羽村町郷土博物館  羽村町教育委員会  1990  

    「玉川上水をつくる」 （ｐ73～ｐ94） 

 

   まんがはむらの歴史・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－211／10 

    羽村市  1991   

    「玉川兄弟の活やく」 （ｐ66～ｐ85） 

 

   羽村町史 復刻版・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－211／10 

    羽村町史編さん委員会  羽村町  1983   

    「玉川上水と羽村」 （ｐ312～ｐ382） 
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 多摩の歴史 ４・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－211／01 

    武蔵野郷土史刊行会  1976 

    「羽村町の歴史 史跡と名所」 （ｐ344～ｐ352） 

 

多摩川絵図－今昔－源流から河口まで・・・・・・・・・・・・・地域－290.1／03 

    今尾 恵介  けやき出版  2001   

    「河辺村～御上水堰～草花村」 （ｐ48～ｐ51） 

 

武蔵名勝図会 復刻版・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－290.2／00 

    植田 孟縉  慶友社  1975 

「福生村 上水口跡」 （ｐ184） 

「羽村 玉川上水濫觴」 （ｐ499～ｐ502） 

 

調布玉川繪圖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－290.38／03 

    相澤 伴主  隣人社  1971 

 

   玉川上水史料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－518.1／04 

    羽村町教育委員会  1977  （羽村町史史料集 第２集） 

     

   旧下陣屋門調査報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－521.5／10 

    羽村町教育委員会  1989  （羽村町史史料集 第 13 集） 

 

 ４ 福生市 

   福生市史 上巻・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－211／27 

    福生市史編さん委員会  福生市  1993   

    「玉川上水関係入用」 （ｐ561～ｐ578） 

「玉川上水の開削と新掘工事」 （ｐ634～ｐ666） 

 

   福生歴史物語・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－211／27 

    福生市教育委員会  福生市教育委員会（福生市郷土史料室）  1999   

    「玉川上水の開削と新堀工事」 （ｐ104～ｐ110） 

 

みずくらいど 創刊号・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－211／27 

    福生市史編さん委員会  福生市  1985  （福生市史研究）   

    「玉川上水 １ 玉川上水と福生」 坂上 洋之 （ｐ56～ｐ62） 

 

みずくらいど ２号・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－211／27 

    福生市史編さん委員会  福生市  1986  （福生市史研究）  

    「魅力ある「福生市史」のために」 桜沢 一昭 （ｐ43～ｐ47） 
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みずくらいど ３号・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－211／27 

    福生市史編さん委員会  福生市  1986  （福生市史研究）   

    「『水喰土』を自然地理学の立場から調べる」 角田 清美 （ｐ２～ｐ22） 

    

 ６ 立川市 

   立川市史 下巻・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－211／38 

    立川市史編纂委員会  立川市  1978   

    「玉川上水」 （ｐ78～ｐ100） 

「新田開発の進行と村落の発展」 （ｐ118～ｐ142）  他 

 

   多摩川－資料編  ’９３・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－517.2／03 

    とうきゅう環境浄化財団  1993 

    「立川における用水の利用・管理・運営」 （ｐ44～ｐ51） 

 

 ９ 東村山市 

   東村山市史・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－211／42 

    東村山市史編纂委員会  東村山市  1971   

「近世村落の発展」 （ｐ358～ｐ409） 

「東京府への三多摩編入問題の発生」 （ｐ677～ｐ686） 

  

10 小平市 

   玉川上水と分水－玉川上水 １・・・・・・・・・・・・・・・・地域－210.88／36 

    小平市中央図書館 小平市教育委員会 2000 （小平市史料集 第２３集）  

   

 玉川上水と分水－分水管理他 ３・・・・・・・・・・・・・・・地域－210.88／36 

    小平市中央図書館 小平市教育委員会 2001 （小平市史料集 第２５集）  

 

   玉川上水と分水－水車・絵図 ４・・・・・・・・・・・・・・・地域－210.88／36 

    小平市中央図書館 小平市教育委員会 2001 （小平市史料集 第２６集） 

 

玉川上水と分水－用水組合・千川上水 ５・・・・・・・・・・・地域－210.88／36 

    小平市中央図書館 小平市教育委員会 2002 （小平市史料集 第２７集）  

 

玉川上水と分水－萱年貢・水料金 野火止用水 村山貯水池 井戸 紀行文 ６  

・・・・・・地域－210.88／36 

    小平市中央図書館 小平市教育委員会 2002 （小平市史料集 第２８集） 
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郷土こだいら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－211／36 

    郷土こだいら編集委員会  小平市教育委員会  1968   

    「玉川上水と桜並木」 （ｐ６～ｐ12） 

 

近世の新田村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－361.7／02 

    木村 礎  吉川弘文館  1964   

「土豪開発新田－武蔵多摩郡新町村」 （ｐ90～ｐ108） 

「小川新田」 （p108～ｐ130） 

 

 11 東久留米市 

   東久留米市史・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－211／41 

    東久留米市史編さん委員会  東久留米市  1979 

    「野火止用水をめぐる村の争い」 （ｐ555～ｐ559） 

「三多摩地域の東京府編入」 （ｐ577～ｐ590） 

 

 1２ 田無市・保谷市 

   田無宿風土記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－210.88／39 

    下田 富宅  1975 

「第１部 慶応４年以降 第１章 玉川上水」 （ｐ３～ｐ53）   

「第２部 慶応３年以前 第１章 玉川上水」 （ｐ145～ｐ156） 

    

保谷市史－史料編２・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－211／45 

    保谷市史編さん委員会  1986  

    「玉川上水と千川上水」 （ｐ93～ｐ112） 

 

   保谷市史－史料編３・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－211／45 

    保谷市史編さん委員会  1986   

    「玉川上水分水」 （ｐ120～ｐ129） 

 

   保谷市史－通史編３・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－211／45 

    保谷市史編さん委員会  1989   

    「玉川上水と保谷」 （ｐ111～ｐ115） 

  

13 国分寺市 

   郷土こくぶんじ－国分寺市の歴史・・・・・・・・・・・・・・・地域－211／35 

    国分寺市教育委員会  国分寺市  1979   

    「江戸時代」 （ｐ22～ｐ38） 
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   武蔵野を堀る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－212／02 

    甲野 勇  雄山閣  1968  

「万葉植物園と文化財保存館 玉川上水工事失敗の跡」 （ｐ51～ｐ53） 

 

 14 小金井市 

   小金井市誌 ２・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－211／34 

    小金井市誌編さん委員会  1970   

    「上水分水の問題」 （ｐ159～ｐ168） 

「村々のあゆみ」 （ｐ190～ｐ236） 他 

 

小金井市誌 ３・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－211／34 

    小金井市誌編さん委員会  1967   

    「近世編」 （ｐ83～ｐ426） 

「近代編」 （ｐ429～ｐ507） 

 

小金井市誌 ６・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－211／34 

    小金井市誌編さん委員会  1978   

「玉川上水と小金井桜」 （ｐ43～ｐ44） 

 

名勝小金井－桜絵巻・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－290.2／34 

    小金井市教育委員会  1998   

    

写真でみるたしたちのまち小金井・・・・・・・・・・・・・・・地域－318.2／34 

    小金井市誌編纂委員会  小金井市  1988  

「玉川上水」 （ｐ44～ｐ45） 

「分水と築樋」 （ｐ49～ｐ50） 他 

 

 15 武蔵野市 

   武蔵野市史・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－211／47 

    武蔵野市史編纂委員会  武蔵野市  1970  

    「玉川上水と千川用水」 （ｐ344～ｐ352） 

「玉川上水の利用」 （ｐ503～ｐ519） 

    

武蔵野市史 資料編 続－井口家文書４  ７・・・・・・・・・・地域－211／47 

    武蔵野市  1993   

    「玉川上水分水新堀筋掘割など入用金納め方につき達書」 （ｐ407） 

「神田・玉川上水藻草など苅取方出来形見分として出役の先触」 （ｐ408） 他 
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武蔵野市史 資料編 続－井口家文書５  ８・・・・・・・・・・地域－211／47 

    武蔵野市  1994   

    「（一）玉川上水」 （ｐ1～ｐ27） 

「（ニ）千川上水」 （ｐ28～ｐ101） 他 

 

 16 三鷹市 

   三鷹市史・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－211／46 

    三鷹市史編さん委員会  三鷹市  1970   

    「近世 上水と用水－玉川上水」 （ｐ281～ｐ291） 

「村の生活－飲料水」 （ｐ348～ｐ351） 

    

 19 渋谷区 

   江戸名所水車案内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－290.2／00 

    前田 清志  クオリ  1990  （コインブックス ３０）  

    「淀橋水車」 （ｐ11～ｐ19） 

 

 

Ｂ 紀行・ガイド 

  １ 全域 

三多摩物語・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－211／01 

    宮沢 光顕  有峰書店  1975  地域資料 

｢玉川上水｣ （ｐ222～ｐ225） 

 

   多摩の歴史散歩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－211／01 

    色川 大吉  朝日新聞社  1975   

「玉川上水」 （ｐ68～ｐ71） 

 

   武蔵野歴史探訪・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－211／02 

    段木 一行  新人物往来社  1972   

「玉川上水」 （ｐ173～ｐ176） 

 

   東京 歴史の散歩道・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・閉架－213.6／ダ 

    段木 一行  第一法規  1981  

    「玉川上水」 （ｐ28～ｐ30） 
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玉川上水－水と緑と人間の讃歌・・・・・・・・・・・・・・・・地域－290.1／04 

    アサヒタウンズ  けやき出版  1988 

 

   玉川上水－水と緑と人間の讃歌 増補・・・・・・・・・・・・・地域－290.1／04 

    アサヒタウンズ  けやき出版  1991 

 

小金井風土記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－290.2／34 

    芳須 緑  小金井新聞社  1983   

    私見「玉川上水」 （ｐ22～ｐ25） 

「小金井桜」考 （ｐ25～ｐ28） 

 

里川を歩く・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－290.2／04 

    井出 彰  風濤社  1998.3   

    「野火止用水 １」 （ｐ29～ｐ32） 

「野火止用水 ２」 （ｐ37～ｐ40） 他 

 

玉川上水－橋と碑と・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－290.2／04  

    蓑田 たかし  クオリ  1993   

     

   玉川上水散策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－290.2／04 

    羽村市郷土博物館  羽村市教育委員会  1995   

    

玉川上水散策絵図 新装版・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－290.2／04 

    村松 昭  聖岳社  1989   

     

   玉川上水散歩マップ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－290.2／04 

    玉川上水散策マップ編集委員会  羽村市教育委員会  1999  

     

玉川上水散歩マップ 改訂版・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－290.2／04 

    羽村市郷土博物館  羽村市教育委員会  2002.9   

 

玉川上水をあるく 改訂２版・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－290.2／04 

    武蔵野市文化財保護委員会  武蔵野市教育委員会  1988   

 

玉川上水をあるく 改訂４版・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－290.2／04 

 武蔵野市文化財保護委員会  武蔵野市教育委員会  1994 

 

東京文化財の旅 Ⅱ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－290.2／00 

    北村 肇  毎日新聞社  1999   

 「玉川上水 江戸市中の水を確保」 （ｐ166） 
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羽村も東京のウォーター・フロント！－玉川上水フォーラム 

                           ・・・・・・地域－290.2／04 

    ＴＡＭＡらいふ 21 リバーフェスティバルＩＮはむら実行委員会  ［刊年不明］ 

 

ＮＨＫ 関東甲信越 小さな旅  ４・・・・・・・・・・・・・・地域－290.9／04 

    日本放送協会、ＮＨＫ編集センター  学陽書房  1985     

 「武蔵野・水の道」 （ｐ173～ｐ194） 

 

   玉川泝源日記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－290.9／04 

    山田 早苗、稲葉 松三郎、滝沢 博  慶友社  1970   

 

朝日旅の百科 東京の旅 ３・・・・・・・・・・・・・・・・・閉架－291／ト／3 

    朝日新聞社  1981 

    （ｐ48～ｐ49 に玉川上水、分水についての記述あり） 

 

   東京の川めぐり－東京の川・全３４コース・・・・・・・・・・・実用－291.3／ト 

    リバーフロント整備センター  山海堂  2000 

    「玉川上水」 （ｐ120～ｐ125） 

 

   Ｔａｍａもうひとつの東京－多摩白書・・・・・・・・・・・・・地域－318.2／01 

    地域総合研究所  東京市町村自治  1989   

    「多摩開発の歩み」 （ｐ161～ｐ193） 

 

   小金井市の文化財めぐり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－709／34 

    小金井市教育委員会  1987 

「玉川上水にそって」 （ｐ３～ｐ５） 

 

   玉川上水－水と緑と花の径・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－748／04 

    桜井 保秋  桜井写真事務所  1995   

 

  ２ 複数区市にまたがる場合 

   目で見る西多摩の１００年－青梅市・羽村市・福生市・あきる野市・奥多摩・日の出町・

瑞穂町・檜原村・・・・・・・・・・地域－216／20 

    安藤 精一、保坂 芳春  郷土出版社  1995 

    （ｐ27、ｐ29、ｐ56 等に明治以降の写真あり） 

 

   あるく武蔵野－野の詩と歴史を訪ねて・・・・・・・・・・・・・地域－290.2／01 

    横田 泰一  新声社  1975  （トラベルシリーズ ００６）   

    「玉川上水」 （ｐ110～ｐ113） 
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東京の名所・旧跡－都民レクリエーションの手びき・・・・・・・地域－290.2／01 

    東京都総務局渉外観光部観光課  東京都総務局  1980   

    「玉川上水遊歩道から都立薬用植物園へ」 （ｐ24～ｐ26） 

「玉川上水からケヤキ並木の五日市街道へ」  （ｐ27～ｐ29） 

    

東京文化財の旅 Ⅰ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－290.2／00 

    毎日新聞社  1999 

    （ｐ114 に玉川兄弟の墓についての記述あり） 

 

多摩水ベのあるくマップ－川・湖・池・滝・泉のほとり・・・・・地域－290.38／01 

    けやき出版  1999   

 

青梅街道・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－290.9／01 

    中西 慶爾  木耳社  1982 

    「玉川上水と調布玉川絵図」 （ｐ56～ｐ59） 

 

玉川上水ぶらり散歩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－290.9／04 

    小泉 智和  日本水道新聞社  2002.7  （水ブックス） 

     

地図で歩く東京－巡検コースガイド・・・・・・・・・・・・・・地域－290.9／00 

    東京都地理教育研究会  日地出版  1999  

    「玉川上水地域・小金井」 （ｐ184～ｐ191） 

 

   江戸名所図会を読む・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地下－291.3／カ 

    川田 寿  東京堂出版  1990  

    「四谷大木戸」等 （ｐ154～ｐ163） 

「小金井橋」 （ｐ190～ｐ191）   

 

   遊歴雑記初編 １ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３階－291.3／ジ 

    大浄 敬順  平凡社  1989   

    「武州多麻郡吉祥寺～」 （ｐ139） 

「武州多麻郡玉川といふ～」 （ｐ194） 

 

   土木造形家（エンジニア・アーキテクト）百年の仕事・・・・・・３階－510.92／シ 

    篠原 修文  新潮社  1999   

    「玉川上水」 （ｐ８～ｐ11） 
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３ 羽村市 

   武蔵野国川崎村の歩み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－210.88／10／ヒ 

    平井 英次  教育報道社  1997 

    「玉川上水第二水道筋」 （ｐ91～ｐ94） 

 

   東京都の歴史散歩 下・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・閉架－213.6／ト 

    東京都歴史教育研究会  山川出版社  1978  （全国歴史散歩シリーズ 13 下） 

    「玉川上水」 （ｐ183～ｐ185） 

「江戸の水源」 （ｐ186～ｐ187） 

 

   多摩の地名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－290.34／01 

    保坂 芳春  武蔵野郷土史刊行会  1979  

    「羽村と玉川上水」 （ｐ74～ｐ78） 

 

多摩川水流紀行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－290.9／03 

    大内 尚樹  白山書房  1991   

 

   多摩川を溯る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－290.9／03 

    中村 吾郎  東洋書院  1998 

    「羽村と玉川上水」 （ｐ178～ｐ183） 

  

羽村町の文化財・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－709／10 

    羽村町教育委員会  1977   

    

 ５ 昭島市 

   路傍の文化財・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－290.2／31 

    昭島市教育委員会  1981   

    「玉川上水端を歩く」 （ｐ47～ｐ53） 

    

 ６ 立川市 

   今昔写真集たちかわ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－290.87／38 

    立川市教育委員会  立川市  1975   

 

 10 小平市 

小平グリーンロードマップ・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－290.38／36 

    グループＩＲ  2002   
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玉川上水四季さんぽ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－290.2／04 

    鈴木 忠司  けやき出版  2001.4   

 

   古文書に見る小平の水－玉川上水と分水・・・・・・・・・・・・地域－518.1／04 

    小平郷土研究会郷土史研究部会 小平郷土研究会 1984 （小平市文化財シリーズ３）  

     

 14 小金井市 

   小金井を歩く本－TOKYO のオアシス・・・・・・・・・・・・・地域－290.2／34 

    小金井市市民部経済課  2002  

    「玉川上水を歩く」 （ｐ８） 

    「広重と小金井桜」 （ｐ22～ｐ23） 

 

   江戸名所花暦 改訂新装版・・・・・・・・・・・・・・・・・・地下－291.3／オ 

    岡 山鳥  八坂書房  1994 

    「二十八品の桜」 （ｐ47～ｐ52） 

 

 19 渋谷区 

   江戸名所記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－290.2／00 

    今井 金吾  社会思想社  1970 

    「四谷大木戸跡から新宿へ」 （ｐ230～ｐ233） 

 

 20 新宿区 

   新宿区史跡散歩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・実用－291.3／ト 

    高橋 庄助  学生社  1992   

（ｐ43～ｐ47 に『四谷大木戸跡』等玉川上水関係記念碑の記述あり） 

 

   ガイドブック新宿区の文化財 ４・・・・・・・・・・・・・・・地域－709／68 

    新宿区教育委員会社会教育課  新宿区教育委員会  1982   

    「玉川上水碑・水番所跡」 （ｐ12～ｐ13） 
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C 水道事情 

  １ 全域    

   三田村鳶魚全集 第７巻・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地下－210／ミ／7 

    三田村 鳶魚  中央公論社  1975 

    「大自慢の水道の水」 （ｐ163～ｐ166） 

「抹茶・煎茶の流行」 （ｐ183～ｐ186）  他 

 

   事典 しらべる江戸時代・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１階－210.5／ハ 

    林 英夫、青木 美智男  柏書房  2001   

    「井戸・上水道と台所の流し」「井戸」 （ｐ117～ｐ121） 

 

   多摩のあゆみ 第１３号・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－210.5／01 

    多摩中央信用金庫  たましん地域文化財団  1977   

    「玉川上水とその分水路の蘇生」 渡部 一二 （ｐ10～ｐ16） 

「玉川上水の分水利用」 －梶野新田分水と熊川分水－ 坂上 洋之 （ｐ58～ｐ61） 

    

多摩のあゆみ  第１００号・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－210.5／01 

    たましん歴史・美術館歴史資料室 たましん地域文化財団 2000.1 （20 世紀の多摩） 

 「ガス･電気･水道 」 天野 宏司 （ｐ154～ｐ162） 

 

   東京市史稿－上水篇 第１・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－211／00 

    東京市  臨川書店  1975 

 

東京市史稿－上水篇 第２・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－211／00 

    東京市  臨川書店  1976 

 

東京市史稿－上水篇 第３・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－211／00 

    東京市  臨川書店  1976 

 

東京市史稿－上水篇 第４・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－211／00 

    東京市  臨川書店  1973 

 

東京市史稿－上水篇 附図・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－211／00 

    東京市  臨川書店  1975 

 

江戸東京の神田川・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－290.1／00  

    坂田 正次  論創社  1987   

「江戸市街の発展と上水」 （ｐ75～ｐ118） 
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多摩学のすすめ ２・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－291.3／01／2 

 東京経済大学多摩学研  けやき出版  1993 

 「多摩地域の水 多摩川の利水」 （ｐ68～ｐ74） 

 

〈江戸東京〉水をもとめて四〇〇年・・・・・・・・・・・・・・地域－518.1／00 

    栄森 康治郎  ＴＯＴＯ出版  1989   

     

   変貌する玉川上水・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－518.1／04 

    恩田 政行  青山第一出版  2002.2  

 

新聞にみる ふるさと東京の水・・・・・・・・・・・・・・・・地域－519／04 

    栄森 康治郎  有峰書店新社  1984   

    「玉川庄右衛門同清右衛門の碑」 （ｐ130～ｐ132） 

 

  ２ 複数区市にまたがる場合 

   江戸の下水道・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３階－518.2／ク 

    栗田 彰  青蛙房  1997 

    「水道」 （ｐ97～ｐ119） 

   

  ６ 立川市 

   多摩のあゆみ  第１０２号・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－210.5／01 

    たましん歴史・美術館歴史資料室  たましん地域文化財団  2002.5     （多

摩の産業遺産） 

    「水車にみる用途の移り変わり」－砂川用水を中心に－ 小坂 克信 （ｐ34～ｐ45） 

 

 

 

Ｄ 土木技術 

  １ 全域 

   完本 梅干と日本刀－日本人の知恵と独創の歴史・・・・・・・・文庫－B210／ヒ 

    樋口 清之  祥伝社  2000 

「玉川上水 驚くべき漏水止めの知恵」 （ｐ29～ｐ31） 

「サイフォンの原理で、水は江戸城に達していた」 （ｐ256～ｐ257） 
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江戸を掘る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・閉架－210.5／コ 

    古泉 弘  柏書房  1983 

    「万年樋と江戸の水道」 （ｐ200～ｐ203） 

    

史跡でつづる東京の歴史－中（江戸時代・確立期） 新版・・・・地域－211／00 

    尾河 直太郎  一声社  1999 

    「江戸町人列伝」 （ｐ50～ｐ53） 

「歩いてみよう」 （ｐ58～ｐ65） 

 

   みずくらいど－５号・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－211／27   

    福生市史編さん委員会  福生市  1987  （福生市史研究） 

    「玉川上水を土木技術の立場から調べる」 角田 清美 （ｐ42～ｐ64） 

   

 江戸東京まちづくり物語－生成・変動・歪み・展望・・・・・・・地域－518.8／00 

    田村 明  時事通信社  1992 

    「江戸・東京の水」 （ｐ111～ｐ121） 

「東京府の三多摩合併と東京都制」 （ｐ187～ｐ200） 

 

  ３ 羽村市 

羽村市郷土博物館紀要  第 17 号 ・・・・・・・・・・・・・・・地域－069.8／10 

    羽村市郷土博物館  2003.3 

「羽村の堰、百年の変遷」 村岡 功子・田野倉 一江 （ｐ21～ｐ45） 

   

村山・山口貯水池建設工事写真集－清水輝雄氏寄贈アルバムから－ 

                           ・・・・・・地域－518.14／48 

    武蔵村山市立歴史民俗資料館  武蔵村山市教育委員会  1995 

    （ｐ17、ｐ21 等に羽村・村山線についての写真あり） 

 

  

Ｅ 伝記 

  １ 全域 

三田村鳶魚全集  第 17 巻・・・・・・・・・・・・・・・・・・地下－210／ミ／17 

 三田村 鳶魚  中央公論社  1976 

「玉川上水の建設者 安松金右衛門」 （ｐ137～ｐ208） 

「江戸の上水(月報)」 鷹見 安二郎 他 
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羽村町郷土博物館紀要  第６号・・・・・・・・・・・・・・・・地域－069.8／10 

    羽村町郷土博物館  羽村町教育委員会  1991 

    「玉川上水文献志（４） 『羽邑臨視日記』の著者」 保坂 芳春 （ｐ71～ｐ76） 

 

   江戸・東京を造った人々－都市のプランナーたち・・・・・・・・地域－215／04 

    「東京人」編集室  都市出版  1993   

    「玉川上水と玉川家の人々」 （ｐ63～ｐ78） 

    

多摩の歴史をさぐる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－211／01 

    大久保 清次  五輪社  1974   

    「玉川庄右衛門兄弟と川崎平右右衛門」 （ｐ356～ｐ365） 

 

   玉川上水の建設者 安松金右衛門・・・・・・・・・・・・・・・閉架－289／00 

    三田村 鳶魚  電通  1942 

 

   保科正之・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－518.1／04 

    中村 彰彦  中央公論社  1995  （中公新書 １２２７） 

    「玉川上水開削の律議」  （ｐ42～ｐ46） 

    

水土を拓いた人びと－北海道から沖縄までわがふるさと・・・・・地域－614.1／04 

    「水土を拓いた人びと」編集委員会  農山漁村文化協会  1999 

    「玉川上水」 （ｐ113～ｐ119） 

 

   玉川兄弟・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－913.6／04 

    杉本 苑子  朝日新聞社  1974 

     

   玉川兄弟－玉川上水ものがたり・・・・・・・・・・・・・・・・文庫－B913.6／ス 

杉本 苑子  文芸春秋  1994  （文春文庫） 

 

  ２ 複数区市にまたがる場合 

   玉川上水 隠れ綴・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－518.1／04 

    恩田 政行  青山第一出版  1998   

 

  ３ 羽村市 

   多摩の人物史－古代より現代まで８００人・・・・・・・・・・・地域－280／01 

    赤木 穆堂 他  武蔵野郷土史刊行会  1977 

    「玉川兄弟」 （ｐ164～ｐ165） 
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Ｆ 昔話 

  ２ 複数区市にまたがる場合 

   東京の山・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－290.9／01 

    読売新聞八王子支局  草風社  1978 

    「鬼の源兵衛」 （ｐ43～ｐ45） 

 

  ３ 羽村市 

   多摩のあゆみ 第６７号・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－210.5／01 

    たましん歴史・美術館  たましん地域文化財団  1992 

    「羽村・福生・青梅の昔話と伝説」 保坂 和子 （ｐ59～ｐ71） 

     

   はむらむかし・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－388／10 

    はむら絵本の会  羽村町公民館  1987 

    「鬼源兵衛」 （ｐ10～ｐ13） 

 

  14 小金井市 

   東京案内－下巻・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－290／00  

    東京市市史編纂係  明治文献  1974 

    「小金井の櫻」 （ｐ820） 

 

 

Ｇ 自然 

  １ 全域 

   玉川上水自然散策－身近な生きものたちとの共生の喜び・・・・・地域－462／04 

    阿久津 喜作  光陽出版社  1999.3   

 

   東京都環境科学研究年報  １９９２・・・・・・・・・・・・・・閉架－519.1／00 

    東京都環境科学研究所  1992 

    「人工的環境での水生昆虫等の生息に関する研究 [報告] 玉川上水、野火止用水、千

川上水の低生動物相」 大野正彦・菊地幹夫・古明地 哲人・若林 明子  

（ｐ264～ｐ273） 
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   多摩川中流域の屋敷林の研究－特に玉川上水周辺の屋敷林の構成              

・・・・・・地域－653.9／03 

    秋山 好則  とうきゅう環境浄化財団  1992 

    （とうきゅう環境浄化財団（一般）研究助成） 

    （多摩川環境調査助成集 ｖｏｌ．１４（１９９２年）） 

    

玉川上水の野草たち・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－748／04 

    桜井 保秋／写真 桜井 瑞枝／文   1997 

 

２ 複数区市にまたがる場合 

   多摩の自然－記録写真に見る・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－462／04 

    関塚 正  けやき出版  2003.3  

    （ｐ71～ｐ84 に写真あり） 

 

  ３ 羽村市 

   多摩のあゆみ 第１１０号・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－210.5／01 

    たましん歴史・美術館歴史資料室  たましん地域文化財団  2000.5 

    （戦後の科学技術と工業） 

    「羽村取水堰とアユ」 福田 勝年 （ｐ30～ｐ39） 

 

 

Ｈ 分水 

  １ 全域 

   多摩のあゆみ 第７０号・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－210.5／01 

    たましん歴史・美術館  たましん地域文化財団  1993 

    「武蔵野の水車遺産について」 前田 清志 （ｐ２～ｐ９） 

「玉川上水 消えた分水口」 肥留間 博 （ｐ10～ｐ15） 

 

   多摩のあゆみ 第７４号・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－210.5／01 

    たましん歴史・美術館  たましん地域文化財団  199４ 

    「北多摩郡の水車」 （ｐ42～ｐ48） 

 

   新立川市史研究 第１集・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－211／38 

    立川市教育委員会  1985 

    「玉川上水の「分水口改正」について」 立川 愛雄 （ｐ81～ｐ93） 
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   千川上水三百年の謎を追う・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－517.2／02 

    大松 騏一  東銀座出版社  1996 

 

特別展図録 野火止用水－野火止用水・玉川上水の歴史・・・・・地域－518.1／42 

    東村山ふるさと歴史館  東村山市教育委員会  2001 

     

   野火止用水－歴史と清流復活の讃歌・・・・・・・・・・・・・・地域－518.1／04 

    斎藤 利夫  峰書店新社  1990 

  

生きている水路・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－518.16／04  

    渡辺 一二  東海大学出版会  1984 

    「東京の水路 玉川上水系の分水路」 （ｐ28～ｐ34） 

 

生きている水路・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－518.16／04  

    渡辺 一二  東海大学出版会  2003.4 

    「東京の水路 玉川上水系の分水路」 （ｐ30～ｐ36） 

        

２ 複数区市にまたがる場合 

たなしの歴史－３・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－211／39 

    田無市史編さん委員会  田無市企画部市史編さん室  1991 

    「近世における玉川上水の分水と水車」 伊藤 好一 （ｐ67～ｐ74） 

 

   玉川上水系の用水の地域に果した役割に関する調査－砂川用水の水利用を中心に 

                           ・・・・・・地域－517.2／04  

    小坂 克信  とうきゅう環境浄化財団  1999.3 

    （とうきゅう環境浄化財団（一般）研究助成） 

（多摩川環境調査助成集 ｖｏｌ．２０（１９９８年）） 

 

   玉川上水系の用水流域住民の意識調査および水辺レクリエーションに関する調査 

                           ・・・・・・地域－517.2／04  

    小坂 克信  とうきゅう環境浄化財団  1991.8 

    （とうきゅう環境浄化財団（一般）研究助成） 

（多摩川環境調査助成集 ｖｏｌ．１３（１９９１年）） 

 

   水－江戸・東京 水の記録・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－517.2／00 

    清水 龍光  西田書店  1999 

    「江戸の上水」 （ｐ81～ｐ105） 

資料篇 （ｐ168） 
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千川上水 復刻版・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－518.1／02 

    千川の会  クオリ  1982 

 

  4 福生市 

   熊川分水－文化財総合調査報告書 第３１集・・・・・・・・・・地域－518.1／04 

    福生市郷土資料室  福生市教育委員会  2002.3 

     

  6 立川市 

   新立川市史研究 第７集・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－211／38 

    立川市教育委員会  1991 

    「砂川村の水車数などについて」 小坂 克信 （ｐ26～ｐ58） 

 

立川市史研究 第９冊・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－211／38 

 立川市史編纂委員会  立川市教育委員会  1968 

    「砂川新田の開発」 大沢 公子 （ｐ30～ｐ57） 

 

  ９ 東村山市 

   東村山市史研究 第７号・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－211／42 

    東村山市史編さん委員会  東村山市  1998 

    「寛文・延宝期における新畑開発の動向」 （ｐ１～ｐ15） 

   

10 小平市 

   玉川上水と分水－分水普請・修復 ２・・・・・・・・・・・・・地域－210.88／36 

    小平市中央図書館  小平市教育委員会  2000  （小平市史料集 第２４集） 

     

   近世の新田村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－361.7／02 

    木村 礎  吉川弘文館  1964  （日本歴史叢書 ９） 

    「土豪開発新田－武蔵多摩郡新町村」 （ｐ90～ｐ108） 

「小川新田」 （ｐ108～ｐ130） 

 

  12 田無市・保谷市 

   田無市史 第１巻・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－211／39 

    田無市史編さん委員会  田無市  1992 

    「近世編－玉川上水と田無用水」 （ｐ636～ｐ663） 
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   田無市史 第３巻・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－211／39 

    田無市史編さん委員会  田無市企画部市史編さん室  1995 

    「近世－近世田無村の成立」 （ｐ317～ｐ362） 

「田無用水と水車稼ぎ」 （ｐ408～ｐ423）  

 

  13 国分寺市 

   国分寺市史 中巻・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－211／35 

    国分寺市史編さん委員会  国分寺市  1990 

    「用水と農民生活」 （ｐ603～ｐ679） 

   

14 小金井市 

   小金井市誌編纂資料－小金井市保管文書（１） 第３１・・・・・地域－210.88／34 

    小金井市誌編さん委員会  小金井市教育委員会  1992 

    「玉川上水分水増歩願 明治七年二月」 （ｐ40） 

「玉川上水分水新規井筋并掘下願 明治七年二月」 （ｐ41） 他 

 

   武蔵野  ５１巻１．２・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－518.1／02 

    武蔵野文化協会  1982 

  

 21 その他 

   多摩周辺 奇談と伝説 下編・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－388／01 

    小沢 確次  大多摩新報社  1969 

    「野火止塚と平林寺」 （ｐ164～ｐ172） 

 

にいくらごおり  第９号・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－518.1／86 

    新座の環境と歴史を守る会  1974 

     

 

Ｉ 逐次刊行物 

  １ 全域 

   あおぞら－国立の自然と文化・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－211／33 

    国立の自然と文化を守る会  ㈱テクノ  2002.1 

    「新多摩川物語（３） 玉川の昔と今」 島村 勇二 （ｐ161） 

「府中用水は玉川上水工事の失敗の跡か」 佐伯 啓史 （ｐ200） 他 
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   会報羽村郷土研究・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－211／10 

    羽村郷土研究会  1988 

    「玉川上水」 米光 秀雄 

「玉川兄弟と羽村」 坂上 洋之  他 

 

   測量 平成８年１１月号・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－518.1／04  

    財団法人日本測量協会  1996 

    「玉川上水散歩 命の水の路の謎に迫る そのⅠ」 吉江 勝弘 （ｐ62～ｐ66） 

    

測量 平成８年１２月号・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－518.1／04  

    財団法人日本測量協会  1996 

    「玉川上水散歩 命の水の路の謎に迫る そのⅡ」 吉江 勝弘 （ｐ64～ｐ68） 

    

測量 平成９年１月号・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－518.1／04  

    財団法人日本測量協会  1997 

    「玉川上水散歩 命の水の路の謎に迫る そのⅢ」 吉江 勝弘 （ｐ68～ｐ72） 

 

   玉川上水の今（グラフＴｏｋｙｏ’９８ 平成９年都政記録） 

・・・・・・地域－518.1／04 

    東京都政策報道室  1998 

    「玉川上水の今」 （ｐ１～ｐ４） 

「清流の復活」 （ｐ５～ｐ７） 

 

   緑と水のひろば－第３１号・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－518.1／04   

    （財）東京都公園  2003.3 

    「玉川上水 特集 水と緑と歴史を歩く」 （ｐ４～ｐ11） 

 

   歴史手帖  昭和５９年８月・・・・・・・・・・・・・・・・・・閉架－518.1／00 

    名著出版  1984 

     

 ２ 複数区市にまたがる場合 

   多摩郷土研究 第１巻－複製版・・・・・・・・・・・・・・・・地域－211／01 

    多摩郷土研究複製版刊行会  百水社  1995 

    「鬼源兵衛武勇譚」 鈴木 哲太郎 （ｐ115～ｐ125） 

 

   多摩郷土研究 第２巻－複製版・・・・・・・・・・・・・・・・地域－211／01 

    多摩郷土研究複製版刊行会  百水社  1995 

「表紙解説 玉川上水羽村の堰」 山上茂樹 （ｐ101～ｐ103） 

「鬼源兵衛の陰徳」 鈴木 哲太郎 （ｐ130～ｐ139） 
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   多摩郷土研究 第５巻－複製版・・・・・・・・・・・・・・・・地域－211／01 

    多摩郷土研究複製版刊行会  百水社  1996 

「鬼源兵衛と山姥の話」 鈴木 哲太郎 （ｐ285～ｐ289） 

    

多摩郷土研究 第８巻－複製版・・・・・・・・・・・・・・・・地域－211／01 

    多摩郷土研究複製版刊行会  百水社  1996 

    「玉川上水の通船について」 坂上 洋之 （ｐ221～ｐ228） 

 

   玉川上水の研究・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－518.1／04 

    角田 清美  2001 

   

  ３ 羽村市 

   多摩ら・び－多摩に生きる大人のくらしを再発見する №１１ 

                           ・・・・・・地域－290.1／10  

    けやき出版  2000.3   

     

多摩ら・び－多摩に生きる大人のくらしを再発見する №２３ 

                           ・・・・・・地域－290.1／10  

    けやき出版  2003.3   

 

多摩ら・び－多摩に生きる大人のくらしを再発見する №２４ 

                           ・・・・・・地域－290.1／10  

    けやき出版  2003   

    「開削 350 年迎えた玉川上水」 （ｐ44～ｐ45） 

 

   アクセス  第１５号・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－518.1／04 

    ＪＨ八王子工事事務所  2003 

    「多摩・相模ところどころ」 （ｐ４～ｐ５） 

    

 

Ｊ 児童書 

  １ 全域 

   江戸時代入門・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・閉架－21／オ 

    落合 大海  国土社  1993  （おもしろ日本史入門 ７） 

    「人口の増加で、水不足に」 （ｐ29～ｐ31） 
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東京の歴史ものがたり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・児童－21／ト 

    東京都小学校社会科研究会  日本標準  1985 

    「多摩川に水が飲める」 （ｐ104～ｐ110） 

 

   東京むかしむかし・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・閉架－21／ト 

    樋口 清之  人物往来社  1967 （ジュニア歴史シリーズ 日本むかしむかし） 

    「江戸の水道」 （ｐ119～ｐ130） 

 

   東京を築いた人々・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・児童－28／サ 

    磯村 英一  さ・え・ら書房  1979 

    「玉川兄弟」 （ｐ49～ｐ90） 

   

 日本に生きる １５・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・閉架－29／ニ／15   

    山崎 禅雄  国土社  1979 

    「上水道」及び「武蔵野の開拓」 （ｐ56～ｐ62） 

    

   史跡と人物でつづる東京都の歴史・・・・・・・・・・・・・・・地域－211／00 

    東京都小学校社会科研究会  光文書院  1979 

    「玉川上水と玉川兄弟」 （ｐ95～ｐ103） 

 

   「物づくり」に見る日本人の歴史 ４・・・・・・・・・・・・・地域－502／04 

    西ケ谷 恭弘  あすなろ書房  2000.4 

    「江戸の上水道」 （ｐ32～ｐ35） 

 

じょう水場のしごと・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・児童－518／カ 

    笠原 秀  ポプラ社  1986  （小学生・社会科見学シリーズ 13） 

    （ｐ８～ｐ11 に記述あり） 

 

水道のはなし・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・児童－518／サ 

    佐々木 和子  さ・え・ら書房  1986  （人間の知恵 ２６） 

    「江戸の上水」 （ｐ14～ｐ20） 

 

東京の地下探検旅行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・児童－518／ミ 

    三浦 基弘  筑摩書房  1988  （しらべてみよう ８） 

    「玉川上水物語」 （ｐ59～ｐ66） 

   

玉川上水－その歴史と役割・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－518.1／04  

    羽村町郷土博物館  羽村町教育委員会  1986   
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   玉川上水－その歴史と役割 改訂版・・・・・・・・・・・・・・地域－518.1／04  

    羽村町郷土博物館  羽村町教育委員会  1990   

 

   玉川上水－その歴史と役割 改訂新版・・・・・・・・・・・・・地域－518.1／04  

    羽村市郷土博物館  羽村市教育委員会  1993   

 

玉川上水と分水・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－518.1／04 

    小坂 克信  玉川上水と分水の会  1989   

   

   玉川上水と分水 改訂新版・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－518.1／04 

    小坂 克信  新人物往来社  1990  （ふるさと散歩シリーズ） 

 

 玉川上水と分水 新訂増補版・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－518.1／04 

    小坂 克信  新人物往来社  1995   

    

 ２ 複数区市にまたがる場合 

   おはなし歴史風土記  １３・・・・・・・・・・・・・・・・・・閉架－21／オ 

    歴史教育者協議会  岩崎書店  1986 

    「玉川から水がきた」 （ｐ30～ｐ37） 

 

修学旅行の本 ４・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・閉架－29／シ／４ 

    修学旅行研究会  国土社  1988 

    「玉川上水」 （ｐ21） 

    

   東京都の民話・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－388／00／18 

    日本児童文学者協会  偕成社  1980  （ふるさとの民話 １８ 東京） 

    「おにの源兵衛」 （ｐ196～ｐ202） 

   

  ３ 羽村市 

   ふるさと－北から南から ３・・・・・・・・・・・・・・・・・閉架－29／フ／３  

    桜井 正信  さ・え・ら書房  1977 

    「ふるさとの人 玉川兄弟」 （ｐ158～ｐ162） 

 

復刻版 伸びゆく村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－375.3／10 

    羽村町教育委員会  1988 

    「水と人間《紙芝居》」 （ｐ70～ｐ76） 
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Ｋ その他 

  １ 全域 

   三田村鳶魚全集 第５巻・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地下－210／ミ／5 

    三田村 鳶魚  中央公論社  1976 

    「玉川上水の滝」 （ｐ319～ｐ331） 

    

多摩のあゆみ  第８１号・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－210.5／01 

    たましん歴史・美術館  たましん地域文化財団  1995 

    「玉川上水との出会い」 坂上 洋之 （ｐ134～ｐ135） 

 

   多摩の五千年・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－211／01 

    多摩史研究会  平凡社  1971 

    「玉川上水」 （ｐ135） 

    

新・多摩歳時記 清流・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－290.9／01 

    河野 邦人  読売新聞社八王子支局  1983 

    「玉川上水」 （ｐ71） 

 

   たのしくわかる社会科４年の授業・・・・・・・・・・・・・・・地域－375.32／90 

    歴史教育者協議会  あゆみ出版  1984 

    「玉川上水と新田づくり」 （ｐ99～ｐ115） 

 

   武蔵野の民話と伝説－民話／伝説／昔話  中・・・・・・・・・・地域－388／02 

    原田 重久  有峰書店  1975 

    「玉川上水」 （ｐ205～ｐ208） 

 

   多摩周辺 奇談と伝説 上編・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－388／01 

    小沢 確次  大多摩新報社  1966 

    「玉川上水の由来」 （ｐ189～ｐ197） 

    

首都圏の水－その将来を考える・・・・・・・・・・・・・・・・地域－517／93 

    高橋 裕  東京大学出版会  1993 

    「多摩川の水資源開発－東京水道施設としての玉川上水」 （ｐ50～ｐ52） 

 

   東京の川－川から都市をつくる・・・・・・・・・・・・・・・・地域－517.2／03 

    地域交流センター  地域交流出版  1986 

    「野火止用水の清流復活」 （ｐ52～ｐ61） 他 
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玉川上水景観基本軸の景観づくり・・・・・・・・・・・・・・・地域－518.1／04 

    東京都都市計画局公園緑地計画課  1999.1 

    

玉川上水現況調査報告書 平成７年３月・・・・・・・・・・・・地域－518.1／04 

    東京都教育庁生涯学習部文化課  東京都教育委員会  1995 

     

玉川上水現況調査報告書 附図  平成７年３月・・・・・・・・・地域－518.1／04 

    東京都教育庁生涯学習部文化課  東京都教育委員会  1995 

 

   玉川上水フォ－ラムの記録・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－518.1／04 

ＴＡＭＡらいふ 21 リバーフェスティバルＩＮはむら  1994 

    

都市に泉を－水辺環境の復活・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－519.4／01 

    本谷 勲  日本放送出版協会  1987  （ＮＨＫブックス ５３２） 

    「玉川上水系分水路と野川源流の結合による水辺空間の蘇生」 （ｐ195～ｐ202） 

 

   文学散歩 第６巻・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－910.26／02 

    野田 宇太郎  文一総合出版  1977 

    （ｐ348～ｐ371） 

 

   伊奈半十郎上水記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－913.6／04 

    松浦 節  新人物往来社  2002.9 

    「伊奈半十郎上水記」 （ｐ123～ｐ182） 

 

   随筆 玉川上水・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－914.6／04 

    三宅 勇三  春秋社  1965 

 

   多摩の山と水  上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－915.6／01 

    大町 桂月  八潮書店  1982  （多摩のふるさと叢書） 

    「武蔵野めぐり」 （ｐ193～ｐ203） 

  

２ 複数区市にまたがる場合 

   五日市街道いまむかし 写真集・・・・・・・・・・・・・・・・地域－290.87／00 

    杉並区立中央図書館  1989 

    （ｐ30、ｐ44、ｐ46 等に昭和 30 年代の写真あり） 

 

   想い出の武蔵野－師岡宏次写真集・・・・・・・・・・・・・・・地域－748／02 

    師岡 宏次  講談社  1976 

    「武蔵野の水」 （ｐ102～ｐ124） 
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  4 福生市 

   福生市史資料編  現代・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－211／27 

    福生市史編さん委員会  福生市  1993 

    「玉川上水排水路構築方」 （ｐ100～ｐ101） 

 

  10 小平市 

   『２０年の歩み』記録集・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－518.1／04 

    小平市玉川上水を守る会  1995 

     

  16 三鷹市 

三鷹市史 補・資料編・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－211／46 

 三鷹市史編纂委員会  三鷹市  2000 

 「湧水復活事業」 （ｐ556～ｐ557） 

 

玉川上水と私－玉川上水記念事業作品集・・・・・・・・・・・・地域－518.1／04 

    三鷹市教育委員会  1986 

     

  17 杉並区 

   久我山風土記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域－914.6／69 

    長山 泰介  久我山書店  2001.2  

    （ｐ29～ｐ40）  
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