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地図がわかる
No. タイトル 編著者 出版社 出版年月 所蔵場所 請求記号

1 絵でわかる地図と測量 中川雅史著 講談社 2015.5 市図開架 440/NA

2
地図はどのようにして作られるのか : まるごとわかる地図の教
科書

山岡光治著 ベレ出版 2013.10 市図開架 440/YA

3 地形図の楽しい読み方 : 不思議でおもしろい地図の世界へ 今尾恵介文・画 山と渓谷社 2011.1
市図開架
多図開架

454/IM
454/IM//S

地図で読む世界と日本
No. タイトル 編著者 出版社 出版年月 所蔵場所 請求記号

1 なんでもひける世界地図 成美堂出版 2007.6
田町開架
市図開架

290/NA/2015
290/NA/2009

2 地図とデータでよくわかる日本地理 若林芳樹監修 JTBパブリッシング 2013.12 多図開架 291/CH

3 東アジア地図帳 : 日本の居場所がよくわかる アイランズ編 草思社 2011.10
市図開架
多図開架

292/AI
292/AI

4 日本海ものがたり : 世界地図からの旅 中野美代子著 岩波書店 2015.4 市図開架 299/NA

5 地政学の逆襲 : 「影のCIA」が予測する覇権の世界地図
ロバート・D・カプラン著 ; 櫻井祐子
訳

朝日新聞出版 2014.12 多図開架 312.9/KA

6 オン・ザ・マップ : 地図と人類の物語
サイモン・ガーフィールド著 ; 黒川
由美訳

太田出版 2014.12 市図開架 440/GA

7 活火山・活断層赤色立体地図でみる日本の凸凹 千葉達朗編 技術評論社 2006.8 小図開架 453.8/C42//KAI

8 水の世界地図
Robin Clarke, Jannet King [著] ;
沖明訳

丸善 2006.1
田町開架
小図閉架

517/CL
517/C76

9 地図から読む歴史 足利健亮 [著] 講談社 2012.4 市図開架 ///S
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地図で旅する
No. タイトル 編著者 出版社 出版年月 所蔵場所 請求記号

1 銀座歴史散歩地図 : 明治・大正・昭和 赤岩州五編著 草思社 2015.7 市図開架 219.3/AK

2 写真と地図でめぐる軍都・東京 竹内正浩著 NHK出版 2015.4 多図開架 219.3/TA//S

3 明治大正凸凹地図東京散歩 内田宗治著 実業之日本社 2015.10 市図開架 219.3/UC

4
古地図で歩く江戸城・大名屋敷 : 歴史と地形で愉しむ江戸←
→東京

平凡社 2011.3
田町開架
市図開架

291.3/KO
291.3/KO

5 最高に楽しい大江戸MAP : 江戸の名所・旧跡・面影を再発見! 岡本哲志著 エクスナレッジ 2013.4 市図開架 291.3/OK

6 東京今昔街角散歩 井口悦男監修 JTBパブリッシング 2012.11 市図開架 291.3/TO

7 地形と鉄道 今尾恵介監修・[本文執筆] 平凡社 2013.9 市図開架 291.3/TO/3

8 東京「スリバチ」地形散歩 : 凹凸を楽しむ 皆川典久著 洋泉社 2012.2- 市図開架 454/MI

9 体感!東京凸凹地図 : 地形のヒミツが見えてくる 東京地図研究社編著 技術評論社 2014.5 市図開架 454/TO

10 川の地図辞典 菅原健二著 之潮 2012.7
市図閉架
小図閉架

517/119/3-1/R
517.2/Su28/1

11 復興建築の東京地図 : 関東大震災後、帝都はどう変貌したか 平凡社 2011.11 田町開架 523/FU

12 絶景鉄道地図の旅 今尾恵介著 集英社 2014.1
市図開架
多図開架

///S
/集英社/721/S
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その他
No. タイトル 編著者 出版社 出版年月 所蔵場所 請求記号

1
首都大地震揺れやすさマップ : あなたのまちはなぜ揺れるの
か! : 東京23区・横浜・川崎・千葉・松戸・大宮・浦和など60地域

目黒公郎監修 旬報社 2013.10 多図開架 369.3/SH//L

2 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 2015.3 田町開架 369.3/SU

3
MANDARAとEXCELによる市民のためのGIS講座 : 地図化す
ると見えてくる

後藤真太郎 [ほか] 著 古今書院 2013.6
田町開架
市図開架

440/GO
440/GO

4 地域支援のためのコンパクトGIS : 「地図太郎」入門
服部兼敏, 西川まり子, 木村義成
著

古今書院 2013.10 市図開架 440/HA

5 ゼンリン住宅地図と最新ネット地図の秘密 内田宗治著 実業之日本社 2014.6 多図開架 440/UC
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