足立区に関するレファレンス事例
№
キーワード
質問

回答（書名・著名・出版社・出版年月など）
「足立の昔がたり」 朱川 湊人／編集・監修（足立区立中央図書館）2012年10月

1

足立

下記URLから電子書籍版をご覧いただけます。
「足立」の名前の由来を知
足立区立図書館ホームページ
りたい。
足立の昔がたり「http://www.city.adachi.tokyo.jp/toshokan/chiikibunka/toshokan/mukasigatari.html」
※足立区でご活躍されているプロの噺家（はなしか）さんによる読み語り音声と画像を組み合わせたも
のです。
「まわってめぐってみんなの荒川」

2

荒川

野村圭佑編著（あらかわ学会（自然環境委員会））2000年6月

荒川で見ることのできる植
「とびだせ荒川たんけん隊」（荒川百科編集委員会）2001年11月
物や生き物が知りたい。
「水と緑のネットワーク荒川」（建設省関東地方建設局荒川上流工事事務所）2000年3月

3

4

荒川

イラストレーター

荒川の歴史が知りたい。

足立区にゆかりのあるイラ
ストレーターはいますか？

「利根川荒川事典」

利根川文化研究会（国書刊行会）2004年6月

「東京都<北区,荒川区,足立区,葛飾区,江戸川区>人物・人材情報リスト」2016年版によると、「絵画・
書・漫画」のカテゴリーに掲載がありました。情報はとしては職業・生年月日・学歴などが掲載されて
おり、カテゴリーとしては他に「政治」や「音楽」、「スポーツ」などがあります。
「東京都<北区,荒川区,足立区,葛飾区,江戸川区>人物・人材情報リスト」
編集（日外アソシエーツ（日外アソシエーツ(制作)）2016年11月

日外アソシエーツ株式会社／

足立区にあったおばけ煙突は「煙突の見える場所」という映画でも取り上げられました。

5

おばけ煙突

6

観光

映画になった「おばけ煙 写真がみたい場合は「写真でみる足立区40年のあゆみ」52ページ、「東京電力三十年史」64ページに大
突」の写真はありますか？ きな写真があります。その他、「足立区近代史年表」「写真に刻み込まれた足立区50年の跡」「足立史
談 平成10年10月～」などがあります。
また「絵でみる年表足立風土記」には、おばけ煙突があった場所の現住所が記載されています。

足立区の観光ガイド、名所
が知りたい。

「足立本」（枻出版社）2012年11月・2017年11月
「足立区Walker」（KADOKAWA）2015年6月
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回答（書名・著名・出版社・出版年月など）
雑誌『月刊ピアノ』[2019年]５月号：増刊 20190518
4ページに記載されています。

7

北千住

「北千住」が出てくる映画
の主題歌の歌詞が知りた
い。

雑誌『月刊ピアノ』2019-5：275号 20190520
46ページに記載されています。

(ﾔﾏﾊﾐｭｰｼﾞｯｸｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ)

(ﾔﾏﾊﾐｭｰｼﾞｯｸｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ)

『映画クレヨンしんちゃん 新婚旅行ハリケーン～失われたひろし～』の主題歌『ハルノヒ』（作詞・
作曲：あいみょん）について記載されています。
増刊の５月号は、2019年5月1日から貸出します。4月30日までは館内での閲覧のみとなります。
５月号は、2019年5月20日から貸出します。5月19日までは館内での閲覧のみとなります。
「写真で見る足立区40年のあゆみ」 東京都足立区企画広報室／編集（東京都足立区役所）1972年10月
「写真に刻み込まれた足立区５０年の軌跡」 東京都足立区企画部広報課／編集（東京都足立区役所）
1982年12月

8

北千住

昔の北千住の写真が見た
い。

「写真で見るあだちの歩み」 足立区立郷土博物館／編集（足立区立郷土博物館）2007年10月
「ブックレット足立風土記 第１巻 千住地区」 足立区立郷土博物館／編集（足立区教育委員会）2002年
10月
「足立風土記稿 地区編1 千住」 足立区教育委員会文化課／編集（足立区立郷土博物館）2004年3月

区歌

区歌「わがまちあだち」の 「わがまち足立（レコード）」（東芝）1982年1月
楽譜はありますか。
※簡単な楽譜があります。

10

公園

「あだち・公園 おでかけマップ」（足立区都市建設部みどり事業課）2012年4月
足立区内にある公園の場所
が知りたい。
「あだち子育てガイドブック 平成30年度版」 足立区教育委員会子ども家庭部子ども政策課／編集（足
立区）2018年4月

11

子育て

区内で子育て支援が受けら 「あだち子育てガイドブック 平成30年度版」 足立区教育委員会子ども家庭部子ども政策課／編集（足
れる場所を知りたい。
立区）2018年4月

12

桜

9

江北の五色桜について種類 「江北の五色桜」
や歴史、花見ができる場所
などを知りたい。
「荒川の五色桜」

「江北の五色桜」編集委員会／編集（江北村の歴史を伝える会） 2008年6月
樋口 惠一／著（東京農業大学出版会）2013年4月
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13

鹿浜

14

千住節

回答（書名・著名・出版社・出版年月など）

「足立風土記稿 地区編3 江北」
足立区立郷土博物館／編集（足立区教育委員会）2000年3月
「鹿浜」の名前の由来を知
りたい。
「ブックレット足立風土記 第３巻 江北地区」
足立区立郷土博物館／編集（足立区教育委員会）2002
年10月
「千住節」「千住甚句」が 「日本民謡大全集
載っている本

上巻」

1969年（昭和44年）
「全住宅案内地図帳」

15

地図

足立区の古い住宅地図はあ 1974年（昭和49年）
りますか？
「航空住宅地図帳」

千藤 幸蔵／著（ドレミ楽譜出版）1990年6月

公共施設地図株式会社／編集責任（公共施設地図）1969年9月
公共施設地図航空株式会社／編集責任（公共施設地図航空）1974年4月

1983年（昭和58年）
「ゼンリンの住宅地図足立区」（ゼンリン）1983年1月
「足立区公園児童遊園位置図」（東京都足立区）2009年4月

16

地図

舎人図書館から足立生物園 「あだち子育てガイドブック 平成30年度版」 足立区教育委員会子ども家庭部子ども政策課／編集（足
までの地図が見たい。
立区）2018年4月
「ゼンリン住宅地図東京都足立区」（ゼンリン）2017年3月

17

地図

「足立地図 2019」政策経営部広報室報道広報課広報係／編著（足立区）2019年11月
足立区の地図
ゼンリンの大型地図以外で
「カラーマップあだち‛15」足立区都市建設部道路管理課／編集（足立区）2015年2月
手軽なもの希望
「るるぶ足立」（JTBパブリッシング）2015年3月

18

通学区域

足立区の小中学校の通学区
域を知りたい

「足立区立小学校通学区域図

平成30年4月適用」（足立区教育委員会）2018年3月

「足立区立中学校通学区域図

平成30年4月適用」（足立区教育委員会）2018年3月

3/7

足立区に関するレファレンス事例
№
キーワード
質問

19

20

21

回答（書名・著名・出版社・出版年月など）

統計

「数字で見る足立 平成29年」 足立区広報室区政情報課／編集（足立区）2017年9月
※足立区公式ホームページでは電子データで公開しています。
足立区の人口で町丁、年齢 数字で見る足立Web版 「http://www.city.adachi.tokyo.jp/kuse/ku/aramashi/toke-suji.html」
などで区分されている統計
資料はありますか？
足立区の世帯と人口は、中央図書館3階の図書案内カウンターと足立区公式ホームページでご覧いただけ
ます。
足立区の年齢別人口「http://www.city.adachi.tokyo.jp/koseki/ku/aramashi/toke-nenre.html」

統計

「数字で見る足立 平成29年」 足立区広報室区政情報課／編集（足立区）2017年9月
足立区に関する統計資料を
見たい。
「特別区の統計 第36回(平成28年版)」 特別区協議会事業部調査研究課／編集（特別区協議会事業部調
査研究課）2017年3月

図書館

足立区立図書館では冊子体で「足立区の図書館」（足立区図書館業務 事業報告書）を昭和55年から毎
年発行しており、そこにあゆみを掲載しています。また、図書館のホームページでは電子データ（PDF形
足立区の図書館の成り立ち 式）で公開しています。
を知りたい。
足立区立図書館ホームページ
図書館からの刊行物「http://www.city.adachi.tokyo.jp/toshokan/kankoubutsu.html」
「舎人 みどりふれあいやすらぎの街・とねり」 東京都建設局区画整理部計画課／編集（東京都建設局
区画整理部計画課）1996年
「足立風土記稿 地区編4 舎人」 足立区立郷土博物館／編集（足立区教育委員会）1998年3月

22

舎人公園

舎人公園について知りたい

「足立区の野鳥 ポケットガイド 舎人公園を中心に」 舎人公園ボランティア／編集（舎人公園ボラン
ティア）2014年1月
「ブックレット足立風土記 第４巻 舎人地区」 足立区立郷土博物館／編集（足立区教育委員会）2002年
10月
「足立区公園おでかけマップ」 足立区水と緑の公社／編（足立区水と緑の公社）2001年3月
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23

西新井大師

回答（書名・著名・出版社・出版年月など）

「ブックレット足立風土記 第2巻 西新井地区」 足立区立郷土博物館／編集（足立区教育委員会）2002
年10月
51ページに西新井大師総持寺（通称：西新井大師）に寺の縁起について記載があります。西新井という
西新井大師の始まりについ 地名も西新井大師内にある弘法大師にまつわる井戸が由来とも記載されています。その他、大師道につ
て知りたい。
いてや学問所としての西新井大師についても記載があります。
また、参考文献として以下の図書もあります。
「西新井大師総持寺」
佐藤 千尋／監修（西新井大師総持寺） 1984年3月

24

ハザードマップ

ハザードマップを入手した
い。

下記URLから電子データ（PDF形式）をダウンロードできます。また、区政情報課では1部100円で販売し
ております。
足立区公式ホームページ
水害・洪水ハザードマップ「http://www.city.adachi.tokyo.jp/bosai/bosai/hazard-map/index.html」

「足立区における神社・寺院」

25

氷川神社

東京都足立区役所／編集（足立区役所）1960年9月

千住地区では以下の図書があります。
氷川神社の歴史について知
「足立風土記稿 地区編1 千住」 足立区教育委員会文化課／編集（足立区立郷土博物館）2004年3月
りたい。
「ブックレット足立風土記
委員会）2002年10月

第1巻

島氷川神社
「足立風土記稿 地区編3 江北」
ページに記載があります。

26

氷川神社

古い地図
鹿浜にある島氷川神社周辺 「明治・大正・昭和
の移り変わりを知りたい。
また、古い地図も見たい。 「全住宅案内地図帳
年9月

千住地区／足立区の交通誌」

足立区立郷土博物館／（足立区教育

足立区立郷土博物館／編集（足立区教育委員会）2000年3月 186

東京1万分1地形図集成」（柏書房）1983年11月
昭和44年版

足立区」

公共施設地図株式会社／編集責任（公共施設地図）1969

「ゼンリン住宅地図

'90

「ゼンリン住宅地図

足立区」（ゼンリン）2017年3月
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27

避難場所

28

保育園

回答（書名・著名・出版社・出版年月など）

災害が起きた時の避難場所
「あだち防災マップ&ガイド」 足立区危機管理部災害対策課／編集（足立区）2017年12月
等が知りたい。

足立区にある保育園につい 「あだち子育てガイドブック 平成30年度版」 足立区教育委員会子ども家庭部子ども政策課／編集（足
て知りたい。
立区）2018年4月
「足立区地域防災計画 平成27年度修正版<本冊>」 足立区防災会議／編集（足立区防災会議）2016年7
月
下記URLでは電子データ（PDF形式）で公開しています。

29

防災

地震の家庭でできる防災や
区の方針などについて知り
たい。

足立区公式ホームページ
足立区地域防災計画「http://www.city.adachi.tokyo.jp/saigai/bosai/bosai/taisaku-bosaikekaku.html」
「何が起きても命を守る防災減災BOOK」 ゆうゆう編集部／編（主婦の友社）2016年1月
「防災・減災につなげるハザードマップの活かし方」 鈴木 康弘／編（岩波書店）2015年3月
「東京防災」 東京都総務局総合防災部防災管理課／編集（東京都総務局総合防災部防災管理課）2015
年9月
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回答（書名・著名・出版社・出版年月など）
千住ねぎ「江戸・東京ゆかりの野菜と花」（JA東京中央会）1992年10月
す。

26ページに記載がありま

「江戸・東京農業名所めぐり」（JA東京中央会）2002年8月 88ページに記載があります。
水ゼリ 「江戸・東京農業名所めぐり」（JA東京中央会）2002年8月 80ページ に記載があります。
ツマモノ「江戸・東京農業名所めぐり」（JA東京中央会）2002年8月 82ページ に記載があります。

30

名産

足立区の名産はなんです
か？

夏菊

「江戸・東京農業名所めぐり」（JA東京中央会）2002年8月 84ページ に記載があります。

足立の農業
「ブックレット足立風土記 第2巻 西新井地区」
年10月 64ページに記載があります。

足立区立郷土博物館／編集（足立区教育委員会）2002

産業／銘菓・おみやげ／芸能・音楽
「あだちタウンガイド」
足立区政策経営部広報課／企画・編集（足立区）2003年2月 30ページに
記載があります。

31

幼稚園

足立区にある幼稚園につい 「足立区私立幼稚園ガイド 2017年度版」 足立よみうり新聞企画室／企画・編集（足立区私立幼稚園協
て知りたい。
会）2017年
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