
江戸東京博物館

特別展『隅田川～江戸が愛した風景』関連図書リスト
※ 状態によって閲覧できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

資料名 著作名 発行所 請求記号
木母寺誌 木母寺文庫 4 不明 梅若塚木母寺 1859/15/76
梅若塚物語 真泉光隆著 梅柳山木母寺 1884/51/95
梅若塚・木母寺の物語 絵と写真でみ
る 梅若塚仏式復帰百周年記念 不明 天台宗木母寺 1884/55/91

隅田川と江戸庶民の生活 弥生叢書 19 髙桺金芳著 国鉄厚生事業協会 2136/138/84
隅田川の今昔 鹿児島徳治著 有峰書店 2136/208/75
隅田川の歴史 かのう書房 2136/281/89
川がつくった江戸 林英夫編 隈田川文庫 2136/288/90
年表・隅田川 真泉光隆著 日本図書刊行会 2136/386/92
隅田川の歴史 人の世界シリーズ 9 かのう書房 2136/8/89
隅田川を歩く 千住・浅草・深川・月
島 下町つれづれ散歩 JTBキャンブッ
クス

林順信著 大西みつぐ写真 JTB 2913/1010/1

クルージングガイド わたしたちの荒
川 荒川/隅田川/東京港 不明 国土交通省荒川下

流河川事務所
2913/1081/7

たっぷり大江戸隅田川歴史ウォーキ
ング 鬼平も歩いたお江戸下町散歩

池上真由美,清水克悦著・写
真 水曜社 2913/1101/8

川 -隅田川- 復刻版 岩波写真文庫 19
岩波写真文庫 19 川本三郎セレクショ
ン

岩波書店編集部編 岩波書店 2913/1200/19

すみだ川横丁絵巻 都市のジャーナリ
ズム 松本哉編 三省堂 2913/200/86

すみだ川気まま絵図 三省堂選書 161 松本哉著 三省堂 2913/30/91
隅田川とその両岸 上中下巻 豊島寛彰著 芳洲書院 2913/367/1~3
隅田川とその両岸 続上中下巻 限定版 豊島寛彰著 芳洲書院 2913/367/4~6
隅田川とその両岸 補遺上中下巻 豊島寛彰著 芳洲書院 2913/367/7~9
江戸東京風俗地理 3 浅草・吉原・隅
田川 田村栄太郎著 雄山閣 2913/373/3

隅田川絵図 現代版隅田川両岸絵図・
葛飾北斎・隅田川両岸一覧 改訂新版 隅田川文庫 2913/655/90

THE 隅田川 よみうりカラームックシ
リーズ 不明 読売新聞社 2913/656/92

隅田川絵解き案内 江戸名所シリーズ
江戸名所シリーズ 棚橋正博著 小学館 2913/857/98

荒川・隅田川散策絵図 源流から河口
まで 村松昭作・絵 聖岳社 2913/881/88

隅田川両岸一覧之図 遊佐喜美男,鶴岡蘆水絵 下町タイムス社 2913/899/91

都市の川 隅田川を語る 隅田川市民交流実行委員会
編 岩田書店 2913/906/97

川を歩く 首都圏の大河に沿って 法政大学社会学部加太ゼミ 2913/919/99
我が心の隅田川 伊藤悌三著 伊藤ふみ 2913/L904/98
江戸風物誌 2 隅田川物語 川崎房五郎著 桃源社 3821/119/2
色町俗謡抄 浅草・吉原・隅田川 中尾達郎著 三弥井書店 3849/46/87
「論考」江戸の橋 制度と技術の歴史
的変遷 松村博著 鹿島出版会 5150/20/007

隅田川橋の紳士録 白井裕著 東京堂出版 5150/11/93
橋から見た隅田川の歴史 飯田雅男著 文芸社 5150/15/2
「川」が語る東京 人と川の環境史 東京の川研究会編 山川出版社 5172/32/001

隅田川 島正之著隅田川市民交流実
行委員会編 名著出版 5172/11/86

都市の川 隅田川を語る 隅田川市民交流実行委員会
編 岩田書院 5172/18/95

江戸の川と上水 金田大義著 日本企業文化研究
所

5172/22/98

隅田川の橋とその歴史 宮村忠他編 日本河川開発調査
会

5172/4/81

江戸の川・復活 日本橋川・神田川・
隅田川 渡部一二著 東海大学出版会 5172/38/0008
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北斎と広重 4 隅田川 楢崎宗重著 講談社 7218/248/4-S00
呼吸する街 (隅田川'90－'94) 城野征悦
写真集 城野征悦著 城野征悦 7480/L244/94

隅田川 小泉定弘著 小泉定弘 7480/L53/87
わたしの隅田川 江戸前釣師七十年 鈴木鱸生著 光風社書店 7871/6/74
野田宇太郎文学散歩 1 東京文学散歩
隅田川江東篇 野田宇太郎著 文一総合出版 9102/248/1

隅田川随想 江戸の昔をたずねて 鶴見誠著 日本古典文学会編
集 貴重本刊行会 9102/358/93

文学で探検する隅田川の世界 かのう書房 9102/475/87
江戸隅田川界隈 中尾達郎著 三弥井書店 9102/490/96
隅田川の文学 岩波新書 新赤版 461 久保田淳著 岩波書店 9102/493/96
梅若縁起の研究と資料 国文学論叢新
集 8

慶応義塾大学国文学研究会
編 桜楓社 9134/3/88

隅田川物狂ひ 舟橋聖一著 新潮社 9136/191/51
隅田川小景 増田みず子〔著〕 日本文芸社 9136/308/93
髄筆東京・下町 上野浅草・吉原・山
谷・隅田川 一瀬直行著 世界文庫 9146/85/72

隅田川散歩 今井榮著 今井幸子 9156/23/64
文学に見る日本の川 〔1〕 隅田川 高見順編 日本週報社 9156/35/1
明治文學全集 73 永井荷風集 永井荷風著 成瀨正勝編 筑摩書房 9186/10/73-S00
隅田川 潤いの水辺、甦えるとき 東京都建設局河川部編 東京都水辺公社 C36/5172/1

隅田川水系水探検手帳 江東区編 隅田川水系浄化対
策連絡協議会

C36/5194/1

隅田川の橋・都道の坂 「由緒ある名
を保存する事業」碑文集 東京都生活文化局コミュニティ文化部 C3610/2913/14

隅田川の未来にむけて 隅田川未来像
委員会報告 東京都建設局河川部 C3610/3182/L4

すみだいまとむかし 東京都墨田区長室 C3624/2136/006
すみだ区民が語る昭和生活史 上下 墨田区企画経営室広報広聴担当企画編 C3624/2136/13-1~2

墨田の今昔 写真集 小島惟孝他編集 墨田区文化観光協
会

C3624/2136/15

墨田誌考 上下 東京都墨田区 C3624/2136/3-1~2
墨東外史すみだ 東京都墨田区 C3624/2136/8
花火・下町・隅田川 両国の花火二五
〇周年記念誌 隅田川花火大会実行委員会 C3624/3861/2

隅田川・川端文化活性化構想 隅田
川:沿岸文化施設構想調査 墨田区企画経営室 C3624/5188/1

花火/下町/隅田川 両国の花火二五〇
周年記念誌 隅田川花火大会実行委員会 C3624/5759/1

すみだの文化財 改訂 墨田区教育委員会 C3624/7091/008
すみだの史跡文化財散歩 墨田区教育委員会生涯学習課 C3624/7091/009
すみだ文学散歩 東京都墨田区教育委員会 C3624/9102/1
隅田川時代をひらく 歴史を未来につ
なぐ文化施設の提案

日本開発講想研究所企画・
編

荒川区企画部企画
課

C3641/2136/9

隅田川流域の古代・中世世界 水辺か
ら見る江戸・東京前史 特別展

足立区立郷土博物館,すみだ
郷土文化資料館,宮本記念財
団編

足立区立郷土博物
館 M3621/AD-1/30

江戸・東京のやきもの 隅田川・江戸
川流域の窯業史 葛飾区郷土と天文の博物館 M3622/KA-2/59

「隅田川・江戸川流域のやきもの」
資料集 葛飾区郷土と天文の博物館 M3622/KA-2/60-8

将軍が撮った明治のすみだ 小梅水戸
邸物語 すみだ郷土文化資料館 M3624/SU-003/002

隅田川絵図集覧 墨田区立緑図書館 M3624/SU-2/2-7
隅田川の橋 写真で見る歴史 墨田区立緑図書館 M3624/SU-2/4
隅田川文化の誕生 梅若伝説と幻の
町・墨田宿 展示図録 すみだ郷土文化
資料館開館10周年記念特別展

墨田区教育委員会事務局生涯学習課,すみだ郷
土文化資料館 M3624/SU-3/4

東京都江戸東京博物館調査報告書
第13集 隅田川をめぐるくらしと文化 東京都江戸東京博物館都市歴史研究室 M3624/TO-3/95-13

水辺のモダン 江東・墨田の美術 東京都現代美術館 M3625/TO-1/37
下町とすみだ川 台東区郷土資料展 台東区立下町風俗資料館 M3631/TA-4/51
文学のある風景・隅田川 東京都近代文学博物館 M3653/TO-2/10
週刊にっぽん川紀行 17号(2004.8.31)
東京 隅田川 江戸の川 グループ・ルパン編 学習研究社

木母寺文庫 1 梅若塚資料(1) 梅若塚木母寺
木母寺文庫 2 謡曲・隅田川のふるさ
と－木母寺前史 梅若塚木母寺
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