
調べ物猫の巻 その１　だニャー

種別 請求記号 書名 著者または出版社

役立ち度

郷土室郷土 H294ﾀﾞ 大日本国切絵図　武州高麗郡（飯能） 不明

郷土室郷土 H293ﾘ 飯能村地図　復刻 陸軍部測量局

◎

一般室郷土 H293ﾊ 飯能なんでも大全集 飯能青年会議所／編

○

郷土室郷土 H350ﾊ 飯能町勢一覧 飯能町役場

○

郷土室郷土 H290ﾊ 飯能附近地図　昭和４年 陸地測量部

○

郷土室郷土 H293ｵ 昭和初期飯能駅付近地図 大沼　博

△

郷土室郷土 H293ﾊ 飯能市詳図 人文社

◎

郷土室郷土 H293ﾊ 飯能市住居表示新旧対照案内図１・２ 飯能市役所

郷土室郷土 H293ﾊ 飯能市土地宝典 帝国地図

○

カウンター 雑誌 住宅地図・ブルーマップ　飯能市　 ゼンリン 民事法情報センター

◎

カウンター H293ﾊ 飯能市都市計画図　平成７年版　平成１２年版 飯能市

△

カウンター 未登録 エアリアマップ　飯能市・日高市・毛呂山町 昭文社

○

一般室郷土 H293ﾊ 飯能のまちなか 飯能商工会議所

△

住宅地図　縮尺 1/1500～4500 1967～2010年のものを所蔵（2005年以前のものは書庫）
ブルーマップ　縮尺 1/1500～6000　2000年を所蔵（複写不可）

登記所や市町村役場の公図と土地台帳を元に編集し、地番・地目・地籍・地価・所有者名（居住者名ではない）などを記載
した地図帳（現在の住宅地図に似ている）　昭和４９年作成　縮尺 1/2,000　飯能、精明、加治地区版(すべて未登録）と、昭
和５８年作成　縮尺 1/1,800～1/2,500　飯能、吾野、東吾野、加治、精明、南高麗、原市場地区版がある

１枚もの　縮尺 1/10,000　市役所で購入可能

１枚もの　縮尺不明 1/18,000 詳細図 1/10,000 ２００１年１月

１枚もの　縮尺不明　２００４年５月発行の観光に役立つまちあるきマップ　貸出可

１枚もの　縮尺1/20,000　明治14年測量の地図　一枚全部の複写が可能として取り扱っている

１枚もの×２枚　縮尺 1/50,000　地形図のような地図　一枚全部の複写が可能

１枚もの　昭和４～１０年ごろの飯能駅前について大沼氏が聞き取りにより作成した手書き地図

昭和２年、４年、１１年のものあり　裏面に当時の飯能町全図があり、１１年の地図は全図(1/25,000)
市街地図(1/10,000)を掲載している　一枚全部の複写が可能

１枚もの　縮尺 1/3,600　１９６６（昭和４１年）ごろ市販されていたカラー地図　貸出可

１枚もの　１９６６（昭和４１年）

　【　　　飯能市の地図　　　】　についての資料

検索する場合のキーワード　［　飯能　］　［　地図　］　［　図　］　［　絵図　］　［　　　　　］

　調べてみてわかったこと

飯能市に関する地図類はほとんどが館内利用の資料となる。一枚ものが多く複写に制限のある資料が多いが、著作権者
に損害を与える恐れのない古い地図については全部の複写を認めてもよい。郷土館に複製絵図があるが閲覧は要予約。
郷土館では平成20年6月に「地図・絵図にみる飯能とその周辺」（マイ・コレクション展：大野哲夫氏）を開催した。
都市計画図は市役所１階市民課で購入可能（縮尺1/10,000 １部600円）市ＷＥＢページでも閲覧可。

内容

１枚もの　縮尺　製作年不詳　

p78-79に大正４年頃の飯能町市街地略図あり



調べ物猫の巻 その２だニャー

種別 請求記号 書名 著者または出版社

役立ち度

一般室郷土 H030Sｻ3 埼玉大百科事典　３ 埼玉新聞社

○

一般室郷土 H291ｵ 奥秩父見て歩き

◎

一般室郷土 H293ｱ 埼玉ふるさと散歩　飯能市・名栗村

◎

一般室郷土 H293ﾊ 飯能市史資料編Ⅻ　飯能の自然－地形・地理

○

一般室郷土 H700ﾊ 飯能の指定文化財 飯能市教育委員会

△

一般室郷土 H400ﾃ 天覧山・多峯主山自然環境調査報告書 天覧山・多峯主山の自然を守る会

△

一般室一般 291ｳ 新分県登山ガイド１０　埼玉県の山 山と渓谷社

○

一般室一般 291ｲ ブルーガイドハイカー１２　奥多摩・奥武蔵の山　２ 実業之日本社

○

一般室一般 291ｵ 奥多摩・奥武蔵・秩父　人気の山５０ ＪＴＢパブリッシング

○

　【　　天覧山・多峯主山　　】　についての資料

検索する場合のキーワード　［天覧山］　［多峯主山］　［奥多摩］　［奥武蔵］　［　登山　］

　調べてみてわかったこと

市外からの利用者は登山ルートや見どことろについて、市内の利用者は歴史や地理、植生などについ
ての質問が多い。前者は登山ガイドなどで対応できるが、後者については適当な資料は意外に少な
い。

内容

p6に図書館から天覧山・多峯主山へのイラストマップがありわかりやすい。

p435に天覧山、天覧山の植物の項あり。いわれや歴史について解説あり。P455に多峯主山の項あり。

p20-23に天覧山周辺の史跡、p32-34に多峯主山周辺についての解説あり。

p49-50に天覧山・多峯主山の地質について説明あり。

p122-123に天覧山について地図・解説あり

p132-135に天覧山について地図・解説あり

p92-95に天覧山について地図・解説あり

天覧山・多峯主山の動植物についての詳細な調査報告

p115に「天覧山の勝」の項あり　天覧山のいわれについて説明あり。



調べ物猫の巻 その３だニャー

種別 請求記号 書名 著者または出版社

役立ち度

一般室郷土 H650ﾊ 西川林業の道具　　森林文化の遺産 飯能市郷土館

◎

一般室郷土 H400ｲ 入間川再発見 埼玉県西部地域博物館入間川展合同企画協議会

◎

一般室郷土 H650ｱ 西川林業史 浅見　徳男

◎

一般室郷土 H294ﾅ 名栗村史 名栗村教育委

○

一般室郷土 H293ﾊ 名栗の歴史　上・下 飯能市教育委員会

○

郷土室郷土 H650ﾊ 西川木材界のあゆみ 飯能材友会

○

一般室郷土 H060ﾊ 飯能市郷土館収蔵資料目録　３　飯能の西川材関係用具 飯能市郷土館

○

郷土室郷土 H650ﾆ 西川林業マップ 西川木楽会

△

郷土室郷土 H294ﾅ3 那栗郷　３ 　名栗村史研究３ 名栗村教育委員

△

一般室郷土 H293ｱ 埼玉ふるさと散歩　飯能市・名栗村 浅見　徳男

△

郷土室郷土 H380ﾀ 多摩川の筏流し－その歴史と民俗－ 平野　順治

△

p65-94に西川林業と筏流しについてたいへんわかりやすくまとめてある。

材友会報より武居藤吉部分を抜すいしたもの。「”西川林業”今とむかし」「筏流し２００年」が大変わかりやすい。

西川林業の由来、西川材の特長など分かりやすい解説あり。筏流しについても記述がある。

　【西川材・筏流し】　についての資料

検索する場合のキーワード　［西川材］　［西川林］　［林業］　［筏流し］　［入間川］　［名栗］

　調べてみてわかったこと

西川材と筏流しは関連があるので、一冊の資料に両方について記述されていることが多い。市史関連
の資料、特に名栗の歴史関連資料で取り上げられていることが多いが内容的に高度で小学生の調べ
学習には不向きなものもある。

内容

西川材と西川林業について分かりやすく説明している。筏流しについては解説なし。

p4-6に西川材の由来、西川林業の概要について解説あり。

西川材の名称の由来について簡単に説明されている。

「近世西川材の流送と筏仲間の成立」を収録。入間川の筏流しの起源について解説している。

p135に西川材について7行程度説明あり

多摩川の筏流しについて詳細に解説されている。

p97-105に西川材、ｐ147-192に筏流しの歴史について解説あり。

上p226,p273,p330　下p130などに筏流しおよび西川材に関する歴史的な解説あり。



調べ物猫の巻 その４だニャー

種別 請求記号 書名 著者または出版社

役立ち度

一般室郷土 H293ﾊ 飯能市史資料編Ⅸ　飯能の自然－動物 飯能市

◎

一般室郷土 H293ﾊ 飯能市史資料編Ⅱ　飯能の自然－植物 飯能市

◎

一般室郷土 H293ﾊ 飯能市史資料編Ⅻ　飯能の自然－地形 飯能市

◎

一般室郷土 470ﾖ 奥武蔵の自然 横田　稲吉

◎

一般室郷土 H460ﾓ 飯能博物史　１・２ 盛口　満

○

一般室郷土 H460ｻ 埼玉の鳥とけものたち 埼玉県

○

一般室郷土 H460ｾ 生物でみる飯能の河川 飯能市

△

一般室郷土 H460ｻ 埼玉県レッドデータブック　２００８　　動物編 埼玉県

△

一般室郷土 H460ｻ 埼玉県レッドデータブック　改訂　２００５植物編 埼玉県

△

一般室郷土 H480ｻ さいたまバードマップ 埼玉新聞社

△

一般室郷土 H480ｻ 埼玉県動物誌 埼玉県教育委員会

△

飯能市および周辺の植物について季節ごとに収録している。索引があるので探しやすい。

　【飯能の自然・動植物】　についての資料

検索する場合のキーワード　［飯能］　［自然］　［動物］　［植物］　［鳥］　［昆虫］　［生物］

　調べてみてわかったこと

飯能の生物に関する資料は非常に数が少ないので、埼玉県の生物に関する資料まで調査範囲を広げ
ないと調べ学習に対応できる資料数を確保するのは難しい。最も詳しい資料としては飯能市史資料編
の３冊が挙げられる。奥武蔵の植物は、カラー写真付きで、索引もあるので大変参考になる。

内容

飯能市域に生息する動物について網羅的に解説している資料。写真付きで最も役に立つ。

天覧山、長沢尾根で見られる代表的な鳥をイラストで紹介しているが、鳥についての解説はなし。

県内に生息する鳥獣について紹介している。生息地をマップで示しているので飯能付近に生息するか確認可。

飯能で発見された動物の一覧はできないが、ある動物が飯能で発見されたか確認できる。

飯能市域に生息する植物について網羅的に解説している資料。白黒写真・索引付きで最も役に立つ。

飯能市域の自然について網羅的に解説している資料。

すべてが飯能の生物について記述されているわけではないが、索引があるので参考になる。

市内の河川に生息する水生生物の調査報告書。調査対象の水生生物については簡単な説明あり。

県内の希少動物を紹介し地域ごとに希少性のランクを付けている。

県内の希少植物を紹介し地域ごとに希少性のランクを付けている。


