類縁機関の紹介
板橋区内の商店街の中でも、氷川図書館から近い場所
にある商店街をご紹介いたします。

遊座大山商店街

板橋区図書館以外にも下記のサイトで資料
を調べることができます。検索エンジンおよび
データベースの一部を紹介いたします。

●雑誌記事および国会図書館所蔵の資料
〇国立国会図書館(NDL)サーチ

〒173-0014 板橋区大山東町25-12
📞📞03-3963-1361

http://youza.jp/

戦後、平和を祈願して発足したオオヤマピース商店街を前
身とする商店街です。

商店街について

商店街について

一度に国会図書館の所蔵の有無、また同じキーワードでの雑
誌記事および全国の県立図書館等の所蔵を検索できます。

●新聞記事
〇朝日新聞記事データベース(聞蔵)
当図書館で契約しているデータベースです。
明治創刊号～今日までの新聞記事を検索できます。新聞記
事を『テーマ』『キーワード』『日付』等から検索し全文を読むこと
ができます。

ハッピーロード大山商店街
〒173-0023 板橋区大山町49-1
📞📞03-3958-8686

http://iss.ndl.go.jp/

パスファインダー

小売店や飲食店等、いろいろなお店や施設が並ぶ
商店街。地域によって様々な特徴があり、来る人を
楽しませてくれます。

〇47NEWS(よんななニュース)

http://haro.or.jp/

旧川越街道沿いに発展していった、都内有数の大型商店
街です。

https://www.47news.jp/
全国にある52の新聞社と共同通信社の情報をキーワードで検
索できます。

〇国会図書館 リサーチ・ナビ
https://rnavi.ndl.go.jp/rnavi/

仲宿商店街
〒173-0005 板橋区仲宿44-4

その他の無料検索サイトの一覧が『国会図書館リサーチ・ナビ』
で閲覧できます。

https://www.nakajyuku.jp/index.html

旧中仙道の最初の宿場町「板橋宿」に沿って南北に発展し
た商店街です。

板橋区役所を中心とした一帯は、にぎやかな商店
街が複数集まっている地域です。
そのような理由もありまして、このパスファイン
ダーでは、商店街の歴史を扱う資料や情報を取り
扱っております。
皆さまの調べものの、ちょっとしたお手伝いにな
れば幸いです。

●区立図書館以外の資料検索
〇東京都立図書館 都内統合検索
http://ufinity01.jp.fujitsu.com/metro/?page_id=133
東京都立図書館が提供する検索エンジン。
都内公立図書館等の蔵書等を一度に検索できます。

ここで紹介した商店街以外にも、板橋区には数多くの商
店街があります。
板橋区の商店街についてはコチラ↓

板橋区商店街連合会

https://www.i-shoren.com/

〇カーリル 日本最大の図書館検索
https://calil.jp/
公共図書館を中心に全国の図書館の蔵書を網羅した検索サ
イトです。

〇ＣｉＮｉｉ Ｂｏｏｋｓ(サイニーブックス)
https://ci.nii.ac.jp/books/
主に大学図書館や研究・専門機関の蔵書を検索することがで
きます。

特定分野に限らない共通の調べ方はそれぞれの「調
べ方ガイド」があります。お気軽にスタッフまでお声がけく
ださい。
※このパスファインダーに掲載の情報は2020年3月現在確認のものです。

パスファインダーとは？
→あるテーマについて調べるときに必要な、探し方や情
報源、参考図書資料などの“みちしるべ”となる情報を
載せたものです。
板橋区立氷川図書館 作成

所蔵資料一覧

資料を探しましょう
下記のワードを参考に目的の資料を探しましょう。

商店街 地域社会 都市計画 食品

区内所蔵資料の一部をご紹介します

貸出可能な図書・辞典類のほか、館内閲覧のみの参考図
書(請求記号の先頭に“R”とつくもの)もあります。
書名 楽市楽座はあったのか
著者 長澤 伸樹
出版社 平凡社
出版年 2019.2
210.47
請求記号
1000050203594
氷川 志村
所蔵館
高島平

産業政策 行政 商業史 商業経営
商店 小売業 専門店 商品

等

書名 絵でみる江戸の町とくらし図鑑 商店と養生編
著者 善養寺ススム 出版社 廣済堂出版
出版年 2018.9
210.5
請求記号
1000050158297
中央 清水
所蔵館
氷川 他

※資料の検索方法は『資料の調べかた』をご参照ください。
本には1冊ごとに分野を表す請求記号(3桁～5桁の数字)が
割り当てられており、この数字の順番に並んでいます。
『商店街』に関連する分野の資料は以下の請求記号の書棚に
一部置いてあります。
請求記号

件名

請求記号

件名

210

日本史

596

食品 料理

213.6

東京都

601.1

産業政策 行政

672

商業史 事情

672.1

商業史 事情
商店街

673

商業経営 商店

社会科学
論文 評論

673.7

小売業
専門店

361.7

地域社会

675.1

商品 商品学

361.78

社会的成層

Ki

板橋区の地域資料

384.5

子どもの生活

Kt

東京都の地域資料

518.8

都市計画

213.61

区部

213.7

神奈川県

291.3
291.36
304

地理 地誌
紀行

書名 銀座歴史散歩地図 明治・大正・昭和
著者 赤岩 州五 他 出版社 草思社
出版年 2015.7
213.61
請求記号
1000040486083
中央 志村
所蔵館
書名 47都道府県・商店街百科
著者 正木 久仁
出版社 丸善出版
出版年 2019.7
672.1
請求記号
1000050237884
中央 氷川
所蔵館
他3館

書名 盛り場はヤミ市から生まれた
著者 橋本 健二
出版社 青弓社
出版年 2013.12
672.1
請求記号
1000040319007
成増
所蔵館
書名 吉祥寺「ハモニカ横丁」物語
著者 井上健一郎 出版社 国書刊行会
出版年 2015.5
請求記号 672.1365
1000040468212
中央
所蔵館
書名 大阪「鶴橋」物語 ごった煮商店街の戦後史
著者 藤田 綾子
出版社 現代書館
出版年 2005.12
672.163
請求記号
1000510123446
西台 成増
所蔵館

他にお探しの資料がありましたら、お気軽にお声がけください。

所蔵雑誌一覧

区内所蔵雑誌の一部をご紹介します

所蔵している雑誌のうち『商店街』について情報が掲載
されている雑誌をご紹介します。
※中：中央 赤：赤塚 清：清水 蓮：蓮根 氷：氷川 高：高島平
小：小茂根 西：西台 志：志村 成：成増 ()の中は保存期間です

刊行
雑誌名 東京Ｗａｌｋｅｒ
所蔵館 中 赤 清 氷 高 東 小 西 志 成 （１年）

月刊

「東京は、一人でも楽しい。」をコンセプトに、東京在住の シングル
男女やソロ活動が好きな人の暮らしを全力で応援する情報誌。
グルメ、お出かけ、住まい、お金、コミックエッセイ等、役立つ情報
を盛りだくさんでお届けします。
月刊
雑誌名 東京人
刊行
中(永年)/高(10年)/赤
清
蓮
氷
東
小
西
志
成(１年)
所蔵館
「都市を味わい、都市を批評し、都市を創る」をキャッチフレーズ
に、東京を舞台に生きる人“東京人Ｔｏｋｙｏ-ｊｉｎ”のあり方を模索し、
東京人が作り上げていく歴史や文化、文学、風景等を特集する都
会派総合誌。

インターネット情報サイト
☆ 商店街にぎわいPLAZA
http://www.syoutengai.or.jp/
全国商店街振興組合連合会が運営する、全国の商店街の情報
等、暮らしに密接した情報を発信するサイト。

☆ 特定非営利活動法人 商店街開発センター
http://www.npostore.info/index.html
商店街の活性化のため、市場調査や企画立案を行い、空洞化し
た商店街の開発、街づくりや再開発の指導等を行っている。

