
第 61 回「個性ある図書館」展示  まちかど通信のがた 

2021 年 8 月 28 日 

中野区立野方図書館 東京都中野区野方 3-19-5 ☎ 03-3389-0214    

 高層マンションの公開空地の活用やシェアオフィス、空き家再生、 

店舗を持たない移動販売やキッチンカーなど、街にあるスペースを 

有効活用する方法や事例を紹介する資料を集めました。 



 

 

「街の空間利用」について調べるには 

キーワードを集める 

調べるための手がかりとなるキーワードを考えます。様々なキーワードを使うことで、効率的な情報の検

索ができます。（下線のついているキーワードは「件名」として検索できます。） 

都市計画、都市問題、地域開発、イベント、公園、公共空間、公共建築、商店建築、リフォーム、 

リノベーション、空き家、シェアオフィス、まちづくり、収納 

図書で調べる 

テーマの棚に行って探す 

図書館の本は 1 冊ごとに主題を表す分類番号が付いて並んでいます。下記の分類番号を参考にして同じ主

題の本を探すことができます。 

分類番号 318.7 518.8 526.3 527 590 

テーマ（主題） 
都市問題 

都市政策 
都市計画 公共建築 住宅建築 

家政学 

生活科学 

検索して探す 

図書館内にある「利用者用検索機」（OPAC）や、インターネットを利用して本を探すことができます。 

書名、著者名、キーワードなどを入力して検索します。 
  

・中野区立図書館ホームページ 

⇒https://library.city.tokyo-nakano.lg.jp/ 

（中野区立図書館で所蔵している本や雑誌を探すことができます） 
 

・東京都立図書館ホームページ 

⇒https://www.library.metro.tokyo.jp/ 

（「都内図書館統合検索」では東京都内にある公立図書館で所蔵されている本や雑誌も探せます） 

参考資料、地域資料を活用する 

テーマについて、基本的な事柄を理解したい時、手がかりとなるキーワードを増やしたい時は、百科事

典・辞書・図鑑などを調べます。統計データや年表を調べられる資料もあります。地域資料は、地域に 

関することが調べられます。（以下の資料は中央図書館所蔵になります。） 

書名 編者名 出版社 出版年 請求記号 

首都圏白書 令和 2 年版 国土交通省／編 勝美印刷 2020 年 R 601.1 シ 20 

中野駅周辺・西武新宿線沿線まちづく

り調査特別委員会 議事録 令和 3 年 
中野区／編 中野区 2021 年 A66 A 21 

建築統計年報 2020 年版 東京都都市整備局市街地建築部建築企画課／編 東京都 2021 年 E30 D 20  

https://library.city.tokyo-nakano.lg.jp/
https://www.library.metro.tokyo.jp/


 

 

新聞・雑誌で調べる 

新聞や雑誌は、図書では見つからない時事的な内容を調べることができます。 

野方図書館で所蔵している新聞・雑誌の保存期間は下記の通りです。 

新聞原紙［朝日、読売、毎日、東京、日経、産経、スポーツニッポン、ジャパンタイムズ］3 か月間保存 

朝日新聞縮刷版 20 年間 

雑誌の保存期間 週刊誌（3 ヶ月）、隔週刊誌（6 ヶ月）、月刊誌（1 年）、隔月刊誌（2 年） 

パスファインダーで調べる 

中野区立図書館では、毎回テーマを決め、資料の展示やパスファインダーの作成を行っています。過去に

作成したパスファインダーから「まちづくり」に関するパスファインダーを紹介します。 ※掲載されて

いる資料・リンク先などは、発行当時のものとなっています 

過去の「個性ある図書館」展示 パスファインダー 

図書館名 発行回 タイトル 

野方図書館 第 32 回 どうする空き家問題 

東中野図書館 第 59 回 借地借家法 

データベースで調べる 

中央図書館の参考資料コーナーにある利用者開放インターネット端末から、下記の有料データベースサイ

ト等を無料でご利用いただけます。 

種類 内容 

聞蔵Ⅱビジュアル 1879 年から当日までの朝日新聞の検索 

日経テレコン 1975 年 4 月から当日までの日経 4 紙の新聞記事や企業情報などの検索 

MAGAZIN PLUS 一般誌・総合誌の雑誌記事検索や学術論文などの検索 

官報情報検索サービス 1947 年 5 月 3 日から当日までの官報記事の検索 

WHO PLUS 歴史上の人物から現在活躍する人物、約 32 万人のプロフィール検索 

D1-Law.com 判例情報、法律の改廃記録、法律判例文献情報などの検索 

インターネットを利用して調べる 

関連する政府機関や自治体、団体などをインターネットで調べます。 

 中野区公式ホームページ https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/ 

 └中野区のまちづくりや都市計画について調べることができます。 
 

 東京都都市整備局 https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/ 

  └東京都の都市整備の計画から事業実施まで幅広い領域を所管しています。 
 

 官民連携まちづくりポータルサイト https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_machi_tk_000047.html 

 └官民連携まちづくりを進める上で役立つ制度の紹介や、まちづくりの最新イベントなどの情報を発信して

います。

https://library.city.tokyo-nakano.lg.jp/issue/pathfinder_list.html
https://library.city.tokyo-nakano.lg.jp/lib/files/nogatapath201632.pdf
https://library.city.tokyo-nakano.lg.jp/lib/files/higashipath202159.pdf
https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/
https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_machi_tk_000047.html


 

展示期間：2021 年 8 月 28 日～2021 年 10 月 28 日 

展示場所：中野区立野方図書館 2F 一般開架展示コーナー 

展示図書リスト 

 

書名 著者名 出版社名  発行年 請求記号 

PUBLIC HACK 笹尾 和宏／著 学芸出版社 2019 年 318.7 サ 

路上ワークの幸福論 中野 陽介／著 
CCC メディア 

ハウス 
2019 年 384.3 ナ 

よくわかる最新都市計画の 

基本と仕組み 
五十畑 弘／著 秀和システム 2020 年 518.8 イ 

都市の<隙間>から 

まちをつくろう 
大谷 悠／著 学芸出版社 2020 年 518.8 オ 

図解パブリックスペースの 

つくり方 
忽那 裕樹ほか／編著 学芸出版社 2021 年 518.8 ズ 

楽しい公共空間をつくるレシピ 平賀 達也ほか／編著 ユウブックス 2020 年 518.8 タ 

防災公園技術ハンドブック 

改訂版 

都市緑化機構防災公園と 

まちづくり共同研究会／編著 
都市緑化機構 2021 年 518.8 ボ 

新しいコミュニティを生み出す 

空間とデザイン 
パイインターナショナル／編著 

パイインターナシ

ョナル 
2020 年 525.1 ア 

カフェの空間学 加藤 匡毅／著，Puddle／著 学芸出版社 2019 年 526.6 カ 

中古住宅×リノベーション 山本 武司／著 
幻冬舎メディア 

コンサルティング 
2019 年 527 ヤ 

わたしの「狭い暮らし」ルール インプレス書籍編集部／編 インプレス 2019 年 590 ワ 

「がもよんモデル」の秘密 
和田 欣也／著， 

中川 寛子／著 
学芸出版社 2021 年 672.1 ワ 

はじめよう！移動販売 滝岡 幸子／著 同文館出版 2019 年 673.9 タ 

地域貢献型シェアハウス投資 仲尾 正人／著 合同フォレスト 2021 年 673.9 ナ 

おすすめ展示図書 

 

『テンポラリーアーキテクチャー』 

Open A, 公共 R 不動産／編 学芸出版社 2020 年 （518.8 テ） 

近年、都市再生やまちづくりの現場で「仮設建築」や「社会実験」が増えています。 

これまでの都市計画では、入念に議論が重ねられ、慎重に計画が練られていました

が、この不確実な時代にそれがどこまで有効でしょうか。 

いきなり本格的な建築をつくるのではなく、まず小さく早く安く実験しよう。 

都市をもっと軽やかに使いこなそう。 

そんな国内外の事例、実践者へのインタビュー、制度解説、妄想アイデアなど、やわ

らかい都市のつくり方が詰まった一冊です。 

（公共 R 不動産ホームページ https://www.realpublicestate.jp/post/temporary-book/より抜粋） 

 

https://www.realpublicestate.jp/post/temporary-book/

