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展示期間：８月２７日(土)～１０月２６日(水) 

展示場所：上高田図書館２階 

一般開架展示コーナー 

上高田さくらの木だより ＮＯ２ 
 

中野区立上高田図書館 平成２３年８月２７日発行 

第２回 上高田図書館 個性づくりテーマ展示 

江戸の文化を学ぶ★ 
江戸の文化から学ぶ 

(歴史を学ぶ) 
 

 

 ２６０年あまり続いた江戸時代。戦国時代が終わり、

大きな戦争もなく、比較的平和な時代であったと言わ

れています。その時代に暮らす人々の生活はどのよう

なものだったのしょう？省エネや江戸しぐさ…そこ

には現代に生きる私たちも学べる、知恵や工夫があっ

たのです。 

 

今回上高田図書館では江戸時代の文化にまつわる資料

を中心に展示をおこないます。江戸時代を暮らしという

視点から学んでみませんか？ 展示の資料は貸出しもで

きます。 

 

 
 

 

中野区立上高田図書館 

０３－３３１９－５４１１(休館日：第２木曜日、毎月最後の金曜日) 

2016.12.12 3版 
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江戸時代はこんな時代 

～概要～ 
江戸時代は１６０３年（慶長８年)徳川家康が征夷大将軍になり 

江戸に幕府を開いてから、１８６７年（慶応３年）１５代将軍徳川慶

喜が大政奉還した２６５年間のことを指します。国家の制度が統

一・整備され、交通の発達と貨幣の流通によって経済が発展しま

した。また、次第に力を持つようになった町人から新しい文化も生

まれた時代でもあります。 

 

～エコな生活～ 

江戸の人々は、朝は夜明けとともに行動を開始し、急ぎの仕

事がある時以外は、暗くなったら眠るという太陽の動きに合わ

せた省エネ生活を送っていました。 

 

暮らしに使う物も、必要最低限。夏の蚊帳や冬の火鉢などの

季節品は損料屋とよばれるレンタルショップから借り受けていました。着物もほころび

たらつくろい、洗い張りや仕立て直しをして、大切に使いました。自分が着られなくなっ

たら、子ども用に仕立て直し、端切れは布団の生地などに使いました。そして最後には

かまどの燃料にしていたそうです。人口百万を超える大都市江戸ですが、出回ってい

たものは少なかったのですね。 

 

江戸東京博物館へいってみよう 
 

江戸東京博物館は、失われつつある江戸東京の歴史遺産を守るとともに、東京の

歴史と文化を振り返ることによって、未来の東京を考える博物館として１９９３年（平成３

年）に開館しました。多くの実物資料や大型模型などが各フロアに展示されています。 

江戸を実際に感じ、楽しく学ぶことのできる施設です。 

 

 

 

 

 

 

江戸東京博物館 
 

開館時間→午前９時３０分～午後５時３０分まで (土曜日は午後７時３０分まで) 

※入館は閉館の３０分前まで 

※今後の節電等の状況により、開館時間を変更する場合があります 

 

休館日→毎週月曜日（月曜が祝日・振替休日の場合はその翌日） 

※休館日は今後の電力需給状況により変更になる場合がございます。 

 最新情報はホームページでご確認ください 

 

〒１３０－００１５  東京都墨田区横網１－４－１   

電話：０３－３６２６－９９７４ （代表 ※午前９時～午後５時３０分） 

ホームページ：http://www.edo-tokyo-museum.or.jp 

http://www.edo-tokyo-museum.or.jp/
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なるほど！江戸コラム １ 

～粋なマナー…江戸しぐさ～ 
江戸は後期には人口百万人を超える世界最大の都市でした。そこで互いにトラブル

を避け、人間関係を円滑にするために生まれたルールや工夫を「江戸しぐさ」といいま

す。現代でもさまざまな場面で役に立つ対人行動術です。 

 

会釈のまなざし 
行きかう人と目があったら、たとえ知らない人でも軽く頭を下げて目であいさつ。 

小さくうなずきながら、感謝の気持ちを目であらわします。和やかに視線を交わしあい

ましょう。 

 

傘かしげ 
傘から落ちるしずくで、すれ違う相手を濡らさないように、

傘をお互いに外側にかたむけるしぐさ。譲り合いと思いやり

が粋です。 

 

蟹歩き 
 路地が多い江戸では、蟹のように横向きに歩きぶつからないようにすれちがっていま

した。現代でも混み合う電車内や店内などに応用できますね。 

 

 

なるほど！江戸コラム ２ 

～目のご利益…新井薬師（梅照院）～ 

困ったときは神様、仏様にお願い…というのは昔も今も変わりません。上高田図書

館の最寄り駅、西武新宿線新井薬師前駅から徒歩５分のところにある新井薬師は治

眼・子育てにご利益があると言われ、古くから多くの人々に信仰されています。 

 

二代将軍・徳川秀忠とお江の子が眼病にかかった際、新井薬師で祈願し、快癒した

ことから「目の薬師」と呼ばれ広く知られるようになりました。 

 

 

おすすめ展示図書 

 

新井薬師（梅照院） 

〒１６５－００２６  東京都中野区新井５－３－５ 

電話：０３－３３８６－１３５５   ＦＡＸ：０３－３３８６－１３１５ 

ホームページ：http://www.araiyakushi.or.jp/index.html 

 

http://www.araiyakushi.or.jp/index.html
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おすすめ展示図書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             史上最強カラー図解 

                江戸時代のすべてがわかる本 

 

               大石学 編著 

               ナツメ社 

               ２００９年発行 

               請求記号 ２１０．５ オ 

 
          

              

 

   
 

             絵解き江戸しぐさ 

               今日から身につく粋なマナー 

 

                和城伊勢 著  いはら遊 挿画 

                山口晃 装画 

金の星社 

                ２００７年発行 

                請求記号 ３８５．９ ワ 

 

「江戸時代を知ることは現在を知ることである」この意識のもとに編集された本書は、

あらゆる角度から江戸時代を知ることができます。時代劇や歴史小説のイメージとは

違う江戸時代を知るためにおすすめの１冊。イラスト、写真はオールカラー。 

コミュニケーション術、商売のヒント、子育ての知恵、心の持ち方…現代に生きる

私たちも学ぶこともできる江戸時代の対人行動術「江戸しぐさ」。江戸しぐさ入門なら

大人も子供もこの１冊でばっちりです。 
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展示図書リスト 
 

 

書名 著編者名 出版社名 出版年 請求記号 

東京お遍路 大江戸めぐり 林 えり子 主婦の友社 ２０１１年 １８６．９ ハ 

江戸時代はエコ時代 石川 英輔 講談社 ２００８年 ２１０．５ イ 

江戸時代のすべてがわかる本 大石 学 ナツメ社 ２００９年 ２１０．５ オ 

大江戸まるわかり事典 大石 学 時事通信出版局 ２００５年 ２１０．５ オ 

早わかり江戸時代 河合 敦 日本実業出版社 ２００９年 ２１０．５ カ 

笑ってなっとく 絵解き江戸の常識５０選 西田 知己 東洋書店 ２０１０年 ２１０．５ ニ 

知れば知るほど面白い！江戸三百藩 山本 明 西東社 ２０１１年 ２１０．５ ヤ 

江戸の風景 完全版  双葉社 ２０１０年 ２１３．６ エ 

図説 世界を驚かせた頭のいい江戸のエコ生活 菅野 俊輔 青春出版社 ２０１０年 ２１３．６ カ 

幕末のお江戸を時代考証！ 山田 順子 ベストセラーズ ２０１０年 ２１３．６ ヤ 

あの人の眠る場所（ところ）  実業之日本社 ２００１年

１．３６ 

２９１．３６ ア 

江戸・東京の地名  新人物往来社 ２００７年 ２９１．３６ エ 

大江戸東京の歩き方 東京観光財団ＴＣＶＢ ダイヤモンド・ビッグ社 ２０１０年 ２９１．３６ オ 

古地図で歩く江戸城・大名屋敷 岡本 哲志 平凡社 ２０１１年 ２９１．３６ コ 

大江戸古地図散歩 佐々 悦久 新人物往来社 ２０１１年 ２９１．３６ サ 

江戸の智恵 養老 孟司・德川 恒孝 ＰＨＰ研究所 ２０１０年 ３０４ ヨ 

子どもが育つ江戸しぐさ 越川 禮子 ロングセラーズ ２００７年 ３７９．９ コ 

実見江戸の暮らし 石川 英輔 講談社 ２００９年 ３８２．１ イ 

お江戸でござる 杉浦 日向子 新潮社 ２００６年 ３８２．１ オ 

過ぎし江戸の面影  双葉社 ２０１１年 ３８２．１ ス 

本当に江戸の浪人は傘張りの内職をしていたのか？ 山田 順子 実業之日本社 ２００８年 ３８４．３ ヤ 

お江戸ガールズライフ 江藤 千文 ブロンズ新社 ２００５年 ３８４．６ エ 

図解江戸の遊び事典 河合 敦 学習研究社 ２００８年 ３８４．８ ズ 

絵解き 江戸しぐさ 和城 伊勢 金の星社 ２００７年 ３８５．９ ワ 

あっぱれ！江戸のテクノロジー 日本放送協会・ＮＨＫ出版 ＮＨＫ出版 ２０１１年 ５０２．１ ス 

江戸のおかず帖 美味百二十選 島﨑 とみ子 女子栄養大学出版部 ２００４年 ５９６．２ シ 

江戸蕎麦めぐり。 江戸ソバリエ協会 幹書房 ２０１１年 ５９６．３ エ 

「また会いたい人」と言われる話し方 入門 江戸しぐさ 越川 禮子 教育評論社 ２００８年 ８０９．２ コ 

使ってみたいイキでイナセな江戸ことば 柳亭 左龍 小学館 ２００８年 ８１８．３ リ 

面白いほどよくわかる時代小説 名作１００ 細谷 正充 日本文芸社 ２０１０年 ９１０．２６ オ 

時代小説の江戸・東京を歩く 常盤 新平 日本経済新聞出版社 ２０１１年 ９１０．２６ ト 

江戸切絵図にひろがる 鬼平犯科帳 雲霧仁左衛門 鶴松 房治 人文社 ２００４年 ９１０．２６８ イケ 

江戸切絵図にひろがる 剣客商売 仕掛人・藤枝梅安 鶴松 房治 人文社 ２００４年 ９１０．２６８ イケ 

江戸切絵図にひろがる 藤沢周平の世界  人文社 ２００４年 ９１０．２６８ フジ 
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１． 情報検索のキーワード 
 

 

 

 

 

 

２． 基本的な情報を引き出す 
辞書・事典類で、テーマについて基本的な情報を入手しましょう。 

 

＜図書館で所蔵している図書＞(一例) 

資料情報 請求記号 所蔵館 

大日本百科事典 ／ 小学館 １９８０ ０３１ ダ 上高田図書館 

事典しらべる江戸時代 ／ 林 英夫・ 

青木 美智男編集代表 ２００１ 

２１０．５ ジ 中央図書館参考資料室・ 

南台図書館 

大江戸歴史百科／河出書房新社編集部編 

河出書房新社 ２００７ 

２１３．６ オ 中央図書館 

鷺宮図書館 

 

 

３． 図書を探す 
◆テーマの棚に行って探す 

  図書館の本は主題ごとに棚に並んでいるので、請求記号の最初の数字を参考にして

同じ主題の本を探すことができます。 

 

＜関連分野の分類記号＞ 

請求記号 分野 請求記号 分野 請求記号 分野 

２１０．５ 近世史 ２１３．６ 東京都の歴史 ２９１．３６ 東京都の地誌・紀行 

 

◆中野区立図書館ホームページの蔵書検索で探す 
https://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/asp/WwKensaku.aspx 

 

＜図書館で所蔵している図書＞(一例) 

資料情報 請求記号 所蔵館 

江戸時代 ビジュアル NIPPON ／ 山本 博文監修  

小学館 ２００６ 

２１０．５ エ 中央・野方・ 

南台図書館 

江戸に学ぶ粋のこころ ／ 小山 觀翁著  

グラフ社 ２００６ 

２１０．５ コ 野方図書館 

池波正太郎が愛した江戸をゆく パート１、２ ／  

朝日新聞出版 ２０１１ 

２９１．３６ イ １ 

２９１．３６ イ ２ 

中央図書館 

古地図で江戸さんぽ ／ 淡交社 ２００３ ２９１．３６ コ 上高田図書館 

マンガ版「江戸しぐさ」入門 ／ 越川 禮子監修  

新潟江戸しぐさ研究会構成・著 三五館 ２００７ 

３８５．９ ニ 野方図書館 

南台図書館 

江戸時代・江戸幕府・徳川幕府・徳川家康・徳川慶喜・鎖国・大政奉還・江戸城・江戸学 

（大江戸）八百八町・町人文化・江戸文化・江戸ことば・江戸しぐさ・江戸っ子 など 

江戸の文化についてより詳しく調べるための方法 

https://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/asp/WwKensaku.aspx
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◆東京都内公立図書館で所蔵されている図書を探す 
  ◎東京都公立図書館横断検索 【インターネット】 http://ufinity01.jp.fujitsu.com/metro/ 

東京都内の公立図書館の蔵書約４，５００万冊（平成２１年現在）を一括して検索できます。 
 

◆国内で刊行されている図書を探す 

  ◎NDL-OPAC 【インターネット】 http://iss.ndl.go.jp/ 

国立国会図書館の蔵書目録。国内で刊行されている図書や雑誌が検索できます。 

 

４． 雑誌を探す 
◆中野区立図書館ホームページの蔵書検索で探す 

https://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/zousho/index_magazine.html 
 

＜上高田図書館で所蔵している雑誌＞(一例) 

資料情報 請求記号 所蔵館 

歴史街道 ／ ＰＨＰ研究所 月刊 ２１ 中央・野方図書館 

江戸楽 ／ エー・アール・ティ 月刊 ２９ 中央・野方図書館 
 

◆国内で刊行されている図書を探す 

◎雑誌新聞総かたろぐ ２０１１年版 メディア・リサーチ・センター 【冊子】 

  （中央図書館 参考資料室所蔵） 

現在刊行されている雑誌、新聞が調べられます。 

◎NDL-OPAC 【インターネット】 http://iss.ndl.go.jp/ 

 

５． インターネットを利用して調べる 
◎江戸文化歴史検定（一般社団法人江戸文化歴史検定協会） http://edoken.shopro.co.jp/ 

先人と時代の優れた文化や生活の知恵を学ぶことで、今見失いがちな日本の心を思い

起こし、未来に役立てようという趣旨のもとで、2006年から開催されている。 
 

◎江戸しぐさ（ＮＰＯ法人江戸しぐさ） http://www.edoshigusa.org/  

江戸しぐさについての解説や現代版「江戸しぐさ」のコラムがある。 

 

６． 関連機関を利用して調べる 
◎江戸東京博物館（公益財団法人東京都歴史文化財団） 

  〒130-0015 東京都墨田区横網 1-4-1 

  TEL：03-3626-9974（代表） http://www.edo-tokyo-museum.or.jp/ 

・失われていく江戸東京の歴史と文化に関わる資料を収集、保存、展示している 

博物館。図書室もあり、江戸東京の歴史や文化に関する約 17万点の図書や 

雑誌、マイクロフィルムがある。 
 

◎江戸東京たてもの園（公益財団法人東京都歴史文化財団） 

〒184-0005 東京都小金井市桜町 3-7-1（都立小金井公園内） 

TEL：042-388-3300（代表） http://www.tatemonoen.jp/ 

・江戸時代から昭和初期までの建造物の野外博物館。 
 

◎深川江戸資料館（公益財団法人江東区文化コミュニティ財団） 

〒135-0021東京都江東区白河 1-3-28 

TEL：03-3630-8625 http://www.kcf.or.jp/fukagawa/index.html 

・江戸時代、深川佐賀町の町並みを再現した展示室のほか、小劇場とレクホールを 

備えた文化施設。 

http://ufinity01.jp.fujitsu.com/metro/
http://iss.ndl.go.jp/
https://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/zousho/index_magazine.html
http://iss.ndl.go.jp/
http://edoken.shopro.co.jp/
http://www.edoshigusa.org/
http://www.edo-tokyo-museum.or.jp/
http://www.tatemonoen.jp/
http://www.kcf.or.jp/fukagawa/index.html
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おはなし会 

ブックトラックに、絵本やお母さんたちの

ために育児書、雑誌などを乗せて上高田

児童館に行き、貸出・返却を行っています。 

毎月第１・３・５土曜日 

ごご 1：３０～２：００ 

場所 １階児童室 

担当 図書館員 

 

毎月第２・４水曜日 

ごご３：３０～４：００ 

場所 ２階おはなしのおへや 

担当 ボランティアおはなしの椅子 

毎月第３火曜日 

ごぜん１１：００～１１：３０ 

ちいさいこ（０～３才） 

場所 ２階おはなしのおへや 

担当 図書館員 

 

● 

毎週金曜日 

上高田児童館にて 

※日程は変わることがあります。図書館にご確認ください。 


