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小平市中央図書館 地域資料                          2017 年7 月改訂 

玉川上水について調べる 
玉川上水に関する資料の調べ方を紹介します。 

１ 玉川上水の歴史 

『小平市史 近世編』(小平市企画政策部 2012-13) [K B1-10] 

第二章 第六節玉川上水と生きる(461-496p) 

『小平の歴史(小平市史概要版)』 (小平市企画政策部 2015) [K B1-10] 

第二章 第五節玉川上水と村の暮らし(112-130p) 

『小平の歴史を拓く(市史研究)第六号』(小平市企画政策部 2014) [K B0-10] 

玉川上水野方堀三間通りの遺構：肥留間博、小平市と玉川上水：角田清美 

「玉川上水を水道技術の立場から調べる(羽村市郷土博物館紀要)」角田清美 (羽村市郷土博物館 

2004) [K Z1-00] 

『玉川上水－その歴史と役割－』第3版 (羽村市郷土博物館 2004) [K Z1-00] 

『江戸上水道の歴史』伊藤好一 (吉川弘文館 1996) [K Z1-00] 

『玉川上水－親と子の歴史散歩－』肥留間博 (たましん地域文化財団 1991) [K Z1-00] 

『玉川上水－水と緑と人間の賛歌』増補版 (アサヒタウンズ 1991) [K Z1-00] 

『玉川上水物語』 (教育報道社 1987) [K Z1-03] 

『日本の上水』 (新人物往来社 1991) [K Z1-90] 

『東京都水道史』 (東京都水道局 1952) [K Z1-00] 

『玉川上水と分水(小平市史料集)』6冊 (小平市中央図書館 2000-02) [K B2-10] 

１は玉川上水、２は分水普請、３は分水管理、４は水車・絵図、５は用水組合・千川上水、６は萱

年貢・水料金・野火止用水・村山貯水池・井戸・紀行文 

『東京市史稿 上水篇』4冊 (臨川書店 1976) [K B2-00] 

『玉川上水史料』 (羽村町教育委員会 1977) [K Z1-55] 

『江戸上水の技術と経理 玉川上水留：抄翻刻と解析』 (クオリ 2000) [K Z1-00] 

『上水記』 (東京都 1965) [K Z1-00] 

『講座玉川上水』 (羽村町教育委員会 1980) [K Z1-55] 

『玉川上水論集』2冊 (羽村町教育委員会 1982,2003) [K Z1-00] 

江戸の上水：堀越正雄(Ⅰ)、玉川上水と武蔵野台地：竹内常行(Ⅰ)、玉川上水とその分水：矢嶋仁

吉(Ⅰ)、玉川上水の沿革：鷹見安二郎(Ⅰ)、玉川上水道兄弟の出生地について：稲村坦元(Ⅰ)、玉

川上水考：坂上洋之(Ⅰ)、上水の普請修復と村方：坂上洋之(Ⅰ)、福生村の玉川上水工事：村上直(Ⅰ)、

江戸の水道制度：伊藤好一(Ⅰ)、玉川上水における通船事業：山口一之、玉川上水・荒川筋運河計

画：伊藤好一(Ⅰ)、玉川上水・甲武鉄道：桜沢一昭(Ⅰ)、上水記ノート：保坂芳春(Ⅱ)、玉川上水

起元再見：保坂芳春(Ⅱ)、玉川上水を土木技術の立場から調べる：角田清美(Ⅱ)、「玉川上水留」

にみる幕末期の江戸における玉川上水の水工構造認識と設計法：神吉和夫(Ⅱ)、維持管理の体制と

経理：榮森康治郎(Ⅱ)、明治初期の多摩地方における水利用－玉川上水を中心として－：天野宏司

(Ⅱ)、水車にみる用途の移り変わり－砂川用水を中心に－：小坂克信(Ⅱ)、玉川上水通船の一要因

－幕府の砂利輸送計画－：保坂芳春(Ⅱ)、玉川上水の補修および名勝小金井（サクラ）の回復につ

いて：米谷開司朗(Ⅱ)、玉川上水現況調査報告に関する提言：東京都教育庁生涯学習部文化課(Ⅱ)、

玉川上水の蝶：久保田繁男(Ⅱ) 

 

２ 玉川上水の調査報告書・世界遺産・保護活動 

『史跡玉川上水－小平都市計画道路3・4・23号国立駅大和線の整備に伴う発掘調査報告書－』 (小平

市都市開発部 2013) [K Z1-10] 
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『図解武蔵野の水路－玉川上水とその分水路の造形を明かす－』 (東海大学出版会 2004) [K Z1-00] 

『玉川上水現況調査報告書』 (東京都教育委員会 1995) [K Z1-00] 

『玉川上水文化財調査報告－その歴史と現況－』 (東京都教育委員会 1985) [K Z1-00] 

『玉川上水・分水網を世界遺産・未来遺産へ第1回シンポジウムの記録』 (玉川上水・分水網を世界

遺産・未来遺産へ準備会 2015) [K Z1-00] 

『小平ユネスコ〔玉川上水を世界遺産に〕プロジェクト連続市民講座講演集』 (小平ユネスコ協会 

2007) [K Z1-00] 

『史跡玉川上水保存管理計画書』 (東京都水道局 2007) [K Z1-10] 

『玉川上水景観基本軸の景観づくり』 (東京都都市計画局 1999) [K Z1-00] 

『玉川上水景観基本軸の指定』 (東京都都市計画局 1999) [K Z1-00] 

『玉川上水を生かした景観づくりに向けて』 (東京都都市計画局 1999) [K Z1-00] 

『清流の復活』 (東京都環境局 1993) [K Z1-00] 

『20年のあゆみ記録集』 (玉川上水を守る会 1995) [K Z1-10] 

『玉川上水(玉川上水を守る会会報)』第0号～28号 (玉川上水を守る会 1978-2003) [K Z1-10] 

 

３ 玉川上水のガイド・自然・文学 

『玉川上水事典』 (玉川上水を守る会 2004) [K Z1-10] 

『玉川上水 橋と碑と』 (クオリ 1993) [K Z1-00] 

『玉川上水の碑』2冊 コピー版 (クオリ 1986) [K Z1-00] 

『玉川上水開削360年記念玉川上水リレーウォーク[記録]』 (玉川上水ネット 2015) [K Z1-00] 

『玉川上水武蔵野ふしぎ散歩』 (農山漁村文化協会 2011) [K Z1-10] 

『玉川上水歴史探索ガイド』 (玉川上水再々発見の会 2009) [K Z1-10] 

『玉川上水四季さんぽ』 (けやき出版 2001) [K Z1-20] 

『玉川上水とその分水を歩く』 (けやき出版 2011) [K Z1-00] 

『玉川上水ぶらり散歩』 (日本水道新聞社 2002) [K Z1-00] 

『玉川上水散策』 (羽村市教育委員会 1995) [K Z1-00] 

『玉川上水をあるく』第5版 (武蔵野市教育委員会 1995) [K Z1-37] 

『玉川上水散歩マップ』改訂版 (羽村市教育委員会 2005) [K Z1-00] 

『玉川上水散策絵図－30キロの史跡緑道－』改訂版 (アトリエ77 2002) [K Z1-03] 

『写真集玉川上水逍遥』 (けやき出版 2008) [K Z1-00] 

『玉川上水の野草たち』 (桜井保秋 1997) [K Z1-03] 

『玉川上水－水と緑と花の径－』 (桜井保秋 1995) [K Z1-00] 

『玉川上水の野草』3冊 (玉川上水を守る会 1983-94) [K Z1-10] 

『玉川上水情死行－太宰治の死につきそった女－』梶原悌子 (作品社 2002) [K Z1-00] 

『随筆玉川上水』三宅勇三 (春秋社 1965) [K Z1-00] 

『玉川兄弟』杉本苑子 (朝日新聞社出版局 1974) [K Z1-00] 

 

４ 小平の分水 

『小平市史 近世編』(小平市企画政策部 2012-13) [K B1-10] 

第二章 第六節４村と分水(480-496p) 

『小平の歴史(小平市史概要版)』 (小平市企画政策部 2015) [K B1-10] 

第二章 第五節３村と分水(118-123p) 

『小平の歴史を拓く(下)－史料集解題編－』 (小平市中央図書館 2009) [K B2-10] 

玉川上水と分水2～5(624-645p) 

『用水路昔語り』 (こだいら水と緑の会 2016) [K Z1-10] 



3 
 

『小平の用水路』 (こだいら水と緑の会 2013) [K R2-10] 

「小平市用水路図」 (小平市水と緑と公園課 2008) [古文書庫] 

『小平市用水路活用計画』 (小平市建設部 1995) [K R2-10] 

『玉川上水系に関わる用水路網の環境調査』 (とうきゅう環境浄化財団 1980) [K Z1-00] 

『玉川分水実態調査報告書』 (玉川分水調査委員会 1965) [K Z1-00] 

『玉川上水系の用水流域住民の意識調査および水辺レクリエーションに関する調査』 (玉川上水と分

水の会 1991) [K Z1-00] 

 

５ 小金井桜 

『小平市史 近世編』(小平市企画政策部 2012-13) [K B1-10] 

第三章 第四節桜を育てる 

『小平の歴史(小平市史概要版)』 (小平市企画政策部 2015) [K B1-10] 

第二章 第五節４桜の名勝小金井桜(123-128p) 

『御上水桜とこだいら』 (山崎祐至 1983) [K Z1-10] 

『名勝小金井桜絵巻』 (小金井市教育委員会 1998) [K Z1-20] 

『小金井市史資料編 小金井桜』 (小金井市史編さん委員会 2009) [K B1-24] 

『小金井の桜』コピー版 (東京市公園課 1926) [K Z1-00] 

『小金井桜花図説』2冊 (東京市役所 1927-28) [古文書庫 9] 第二輯はコピー版 

 

６ 通船 

『小平の歴史(小平市史概要版)』 (小平市企画政策部 2015) [K B1-10] 

第二章 第五節５玉川上水の通船(128-130p) 

『小平の歴史を拓く(上)－古文書目録解題編－』 (小平市中央図書館 2009) [K B2-10] 

玉川上水の通船(32-38p) 

『玉川上水通船ノート』2冊 (たましん地域文化財団 1992) [K Z1-00] 

『多摩百年のあゆみ』 (けやき出版 1993) [K B6-03] 

第一章 ２玉川上水の通船と甲武鉄道：蛭田廣一(40-50p) 

『多摩東京移管前史史料集 多摩はなぜ東京なのか』 (小平市中央図書館 1993) [K B2-10] 

『玉川上水通船史料集』 (たましん地域文化財団 1998) [K Z1-00] 

『東京市史稿 上水篇』4冊 (臨川書店 1976) [K B2-00] 

第二に「上水通船」(150-167p)、「玉川上水通船停止」(220-234p)を収録 

「玉川上水通船一件」コピー版 (東京府土木寮 1902) [書庫 K Z1-03] 

「玉川上水の通船について」坂上洋之 (多摩郷土研究 第32号 1960) [K B0-03] 

「玉川上水における通船事業」山口一之 (立川市史研究 第七冊 1967) [K B0-28] 

「玉川上水の通船計画」伊藤好一 (江戸町人の研究 第三巻 1974) [210.5] 

「玉川上水通船考」立川愛雄 (多摩のあゆみ 第4号 1976) [K B0-03] 

 

７ 野火留用水 

『野火留用水の水生生物調査』 (小平市生活環境部 1988) [K Z1-10] 

『野火止用水－歴史と清流復活の賛歌－』 (有峰書店新社 1990) [[K Z1-02] 

『野火止用水 清流の復活』 (東京都環境保全局 1984) [[K Z1-02] 

『野火止用水を歩く会資料』 (千川の会 1985) [K Z1-20] 

『特別展図録野火止用水－野火止用水・玉川上水の歴史を辿って－』 (東村山ふるさと歴史館 2001) 

[K Z1-32] 

 


