
豊島区立郷土資料館　刊行物リスト 2022.12.4現在
番号 種別 タイトル 価　格 発行年 備考

常設展 常設展図録 ¥800 1984年6月 在庫切れ

富士講と富士詣 ¥1,000 1984年11月 在庫切れ

戦中・戦後の区民生活 ¥300 1985年11月

へたも絵のうち ～熊谷守一のアトリエとくらし～ ¥1,000 1985年7月 在庫切れ

高田・雑司が谷の生活資料 ¥400 1986年6月

第２回　戦中・戦後の区民生活 ¥100 1986年7月

トキワ荘のヒーローたち ～漫画にかけた青春～ ¥1,000 1986年11月 在庫切れ

さやうなら帝都　勝つ日まで ～豊島の学童疎開～ ¥500 1987年7月 在庫切れ

失われた耕地 ～豊島の農業～ ¥300 1987年12月

子どもたちの出征 ～豊島の学童疎開・２～ ¥500 1988年7月

豊島の板碑 ¥500 1989年3月

第３回　戦中・戦後の区民生活 ¥900 1989年12月

ミルク色の残像 ～東京の牧場展～ ¥900 1990年8月 在庫切れ

池袋の生活資料展 ～池袋ちょっと昔のくらし～ ¥300 1991年3月

こどもの再発見 ～豊島の児童文化運動と新学校～ ¥1,100 1991年8月

千川上水展 ～うつりゆく流域のくらしと景観～ ¥900 1992年2月 在庫切れ

写真にみる豊島６０年のあゆみ展 ¥400 1992年10月 在庫切れ

女性の祈り ～婚姻・出産・育児の信仰と習俗～ ¥900 1993年2月

植木屋のある風景 ～〈園芸都市〉の地域像をさぐる～ ¥900 1993年8月 在庫切れ

テレビがなかったころ落語と映画は娯楽の王様だった ¥600 1994年2月 在庫切れ

町工場の履歴書 ¥600 1994年9月 在庫切れ

戦争と豊島区 ¥500 1995年7月

長崎村物語 ～江戸近郊農村の伝承文化～ ¥700 1996年9月 在庫切れ

千川上水探訪マップ ¥200 1996年11月 在庫切れ

地図・絵図で豊島区を読む ¥200 2002年10月 在庫切れ

豊島の空襲 ～戦時下の区民生活～ ¥200 2003年1月

半纏 ～藍染めの仕事着～ ¥200 2003年6月

伊藤伊兵衛と江戸園芸 ¥200 2003年10月 在庫切れ

えきぶくろ ～池袋駅の誕生と街の形成～ ¥200 2004年7月 在庫切れ

あったかく暮らす ¥200 2005年1月

東京空襲６０年 ～空襲の記憶と記録～ ¥200 2005年7月

ぞうしがや ～鬼子母神門前とその周辺～ ¥200 2006年1月 在庫切れ

歩く・聞く・写す ¥200 2006年7月

豊島区のライフライン～電気と水道の地域史～ ¥200 2007年1月

あ・ら・すがも　～中山道と巣鴨地域～ ¥200 2007年10月

一粒入魂！～日本の農業をささえた種子屋～ ¥200 2008年10月 在庫切れ

トキワ荘のヒーローたち ～漫画にかけた青春～ ¥1,500 2009年10月

豊島郡の村絵図 ¥200 2010年10月

鏡の前の暮らし ¥300 2018年11月

薬と祈りの処方箋 ¥1,200 2021年7月

第１集　近代後期　（町全図・区全図）編 ¥1,000 1987年9月 在庫切れ

第２集　近代後期　（事情明細図）編 ¥1,500 1988年6月 在庫切れ

第３集　近世　（江戸切絵図）編 　￥1,700　￥2,000 1990年3月 汚れあり。300円の値引き

第４集　東京近傍１万分１地形図　　〈 改訂版 〉 ¥900 2011年3月

第５集　近世（村絵図Ⅰ）編 ￥1,200　￥1,500 1992年3月 在庫切れ

第６集　近代（千川上水路図）編 ¥2,200 1993年12月

第７集　近世（村絵図Ⅱ）編 ¥1,200 2009年3月

第１集　駒込・巣鴨の園芸史料 ¥1,300 1985年3月

第２集　豊島の寺院 ¥1,500 1986年3月

第３集　長崎アトリエ村史料 ¥1,000 1987年3月 在庫切れ

第４集　中世豊島氏関係史料集（１）　豊島・宮城文書 ¥2,000 1988年3月

第５集　集団学童疎開資料集（１）　時習 ¥1,300 1990年3月

第６集　集団学童疎開資料集（２）　長崎第５（１）　 ¥1,500 1991年3月

第７集　集団学童疎開資料（３）　長崎第２（1） ¥1,700 1992年3月

第８集　中世豊島氏関係史料集（２）　豊島氏編年史料　Ⅰ ¥1,600 1992年3月

第９集　集団学童疎開資料集（４）　高田第３・高田第５ ¥900 1993年3月 在庫切れ
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番号 種別 タイトル 価　格 発行年 備考

第10集　集団学童疎開資料集（５）　高田第５（続） ¥1,000 1993年9月

第11集　中世豊島氏関係史料集（３）　豊島氏編年史料　Ⅱ ¥1,200 1995年3月

第12集　千川上水史料集　Ⅰ ¥600 1995年3月

第13集　集団学童疎開資料集（６）　西巣鴨第１・池袋第２ ¥1,000 1995年7月

第14集　集団学童疎開資料（７）　東京第二師範付属 ¥1,100 2001年12月

第15集　中世豊島氏関係資料集（４）　豊島氏編年史料　Ⅲ ¥1,400 2003年3月

第16集　集団学童疎開資料集（８）　仰高・池袋第５ ¥500 2004年3月

第17集　戦地からの手紙　Ⅰ ¥1,200 2005年3月

第18集　鉄道関係史料　Ⅰ ¥1,000 2006年9月

第19集　旧田島平良家長屋門総合調査報告書 ¥2,000 2007年3月

第20集　集団学童疎開資料集（９）　長崎第２・長崎第３ ¥800 2008年2月

第21集　集団学童疎開資料集（10）　仰高（続） ¥700 2010年1月

生活と文化　第１号 ¥1,000 1985年9月

生活と文化　第２号 ¥1,500 1986年12月

生活と文化　第３号 ¥1,000 1988年3月

生活と文化　第４号 ¥1,100 1990年3月

生活と文化　第５号 ¥1,000 1991年3月

生活と文化　第６号 ¥800 1992年3月

生活と文化　第７号 ¥1,000 1993年3月

生活と文化　第８号 ¥1,600 1994年3月 在庫切れ

生活と文化　第９号 ¥900 1995年3月

生活と文化　第１０号 ¥700 1996年3月

生活と文化　第１１号 ¥800 2001年12月

生活と文化　第１２号 ¥800 2002年10月

生活と文化　第１３号 ¥800 2003年8月

生活と文化　第１４号 ¥700 2004年12月

生活と文化　第１５号 ¥700 2005年12月

生活と文化　第１６号 ¥600 2007年3月

生活と文化　第１７号 ¥700 2008年3月

生活と文化　第１８号 ¥500 2009年3月

生活と文化　第１９号 ¥500 2010年3月

生活と文化　第２０号 ¥500 2011年3月

生活と文化　第２１号 ¥500 2012年3月

生活と文化　第２２号 ¥700 2013年3月

生活と文化　第２３号 ¥800 2014年3月

生活と文化　第２４号 ¥1,000 2015年3月

生活と文化　第２５号 ¥1,000 2016年3月

生活と文化　第２６号 ¥1,100 2017年3月

生活と文化　第２７号 ¥700 2018年3月

生活と文化　第２８号 ¥900 2019年3月

生活と文化　第２９号 ¥1,000 2020年3月

生活と文化　第３０号 ¥1,000 2021年3月

生活と文化　第３１号 ¥1,000 2022年3月

第１集　園芸関係資料・収蔵地図・遠藤コレクション ¥1,500 1986年3月

第２集　文献資料目録　Ⅰ ¥500 1987年3月

第３集　旧長崎町地区歴史生活資料目録　Ⅰ ¥500 1988年3月

第４集　旧長崎町資料目録 Ⅱ 集団学童疎開資料目録Ⅰ ¥800 1990年3月

第５集　学童疎開資料目録 Ⅱ 池袋地区歴史生活資料目録 Ⅰ ¥1,000 1992年3月

第６集　池袋地区歴史生活資料目録　Ⅱ ¥900 1993年3月

第７集　郷土関係図書目録　Ⅰ  1993年12月末現在 ¥900 1994年6月

第８集　郷土関係図書目録　Ⅱ　1993年12月末現在 ¥500 1996年3月

通史編　一 　 ¥3,500 1981年6月

通史編　二 ¥4,000 1983年11月

通史編　三 ¥2,500 1992年3月 在庫僅少

通史編　四 ¥2,500 1992年3月 在庫僅少

資料編　一 ¥2,000 1975年3月

資料編　二 ¥3,000 1977年3月

資料編　三 ¥2,500 1979年3月

資料編　四 ¥5,000 1981年6月

資料編　五 ¥2,500 1989年11月

資料編　六 ¥2,500 1990年10月

年表編 ¥2,000 1982年3月

地図編　上 ¥3,000 1974年1月

地図編　下 ¥3,000 1974年3月

豊島区立郷土資料館　〒171-0021 東京都豊島区西池袋2－37－4　電話０３－３９８０－２３５１　◆開館時間9：00～16：30
※郵送も可能です。お電話でお問合せください。　◆休館日：月曜・祝日・第3日曜・年末年始・展示替えの臨時休館
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