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 相模原市の歴史や古い地図・写真などの調べ方をご案内します。 

(１)ＯＰＡＣで検索する 
図書館の蔵書検索端末(ＯＰＡＣ)やホームページの蔵書検索でキーワードを入力して検索して

みましょう。検索したら、「タイトル」、「所在場所」、「分類」をメモしましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（トップページ＞蔵書情報＞蔵書検索・予約） 

http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwKensakuKani.aspx 
 

 

 

(２)おすすめの本 
今回ご紹介する本は貸出できないものが多いですが、図書館内で閲覧と複写はできます

ので、どうぞ実際にお手にとってご覧ください。 

相模原の歴史を調べるには、『郷土資料』の棚、分類番号 K1-21付近の資料が参考にな

ります。 

 

■相模原市の歴史を調べる 
 ここでは基本的な資料をご紹介します。 
   

･『相模原市史 １～７巻』相模原市/編 相模原市 1964～1972   (市立・大野・橋本) 

     相模原市の歴史を調べるときの基本資料です。原始から終戦までの通史編と資料編からな

り、7巻の総目次・索引を使って調べると調べやすいでしょう。 

   ･『相模原市史 現代図録編』相模原市総務部総務課市史編さん室/編  

相模原市 2004      (市立・大野・橋本) 

   ･『相模原市史 現代資料編』相模原市（市史編さん室）/編  

相模原市 2008      (市立・大野・橋本) 

   ･『相模原市史 自然編』 相模原市総務局総務課市史編さん室/編  

  相模原市 2009      (市立・大野・橋本) 

   ･『相模原市史 民俗編』 相模原市総務局総務課市史編さん室/編 

   相模原市 2010      (市立・大野・橋本) 

･『相模原市史 現代通史編』 相模原市教育委員会教育局生涯学習部博物館/編        

相模原市 2011     (市立・大野・橋本) 

   ･『相模原市史 考古編』相模原市教育委員会教育局生涯学習部博物館/編  

 相模原市 2012      (市立・大野・橋本) 

１ 図書で探す    

・市立→市立図書館 

・大野→相模大野図書館 

・橋本→橋本図書館 

＜所蔵館の表示＞ 

 

キーワード：「相模原 歴史」「さがみはら こだい」 

「さがみはら しゃしん」「相模大野 歴史」

のようにいくつかのキーワードを組み合わせて

検索します。 

 

見つからない時は 

調べものカウンターで

ご相談ください。 

http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwKensakuKani.aspx
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=2129639
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1499013
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1604169
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1691327
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1781214
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1861543
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･『相模原市史 現代テーマ編』 相模原市教育委員会教育局生涯学習部博物館/編 

 相模原市 2014   (市立・大野・橋本) 

  『現代通史編』では戦後から政令指定都市への移行に至るまでの歴史が書かれています。 

      『現代図録編』には、地図・写真・統計等がまとめられていて、写真やデータで相模原

市の推移がわかります。最新刊の『現代テーマ編』は「軍都・基地そして都市化」と副

題が付いています。 

 

   ・『相模原市議会史 記述編１・２、資料編１・２、年表編』  

神奈川県相模原市議会/編 相模原市 1991～1996 (市立・大野・橋本) 

          議会からみた相模原の歩みがわかります。年表は首長や議会の動きがよくわかります。 

 

･『津久井町史 資料編全４巻・自然編』津久井町史編集委員会/編 

相模原市教育委員会教育局生涯学習部博物館市史編さん班（津久井町史担当）/編 

津久井町・相模原市 2004～2013  （市立・大野・橋本） 

･『城山町史 全７巻』城山町/編 城山町 1988～1997          (市立・大野・橋本) 

･『藤野町史 全３巻』藤野町/編 藤野町 1994～1995          (市立・大野・橋本) 

･『相模湖町史 全３巻』相模湖町史編さん委員会/編  

相模湖町・相模原市 2001･2007～2008  (市立・大野・橋本) 

          相模原市との合併前の 4町の歴史を調べるときに使います。 

 

･『相模原の歴史』座間美都治/著 座間美都治 1974             (市立・大野・橋本) 

･『わが町の歴史 相模原』座間美都治/編著 文一総合出版 1984 (市立・大野・橋本) 

･『相模原の史跡』座間美都治/著 座間美都治 1976             (市立・大野・橋本) 

          郷土歴史家の座間氏の著書です。相模原の歴史がわかりやすくまとめられています。 

 

   ･『相模原の開拓』 相模原市教育委員会/編 相模原市教育委員会 1986 (市立・橋本) 

 

■地域の歴史を調べる 
・『相原の歴史』雑賀公一/著 雑賀公一  1993                    (市立・橋本)    

・『麻溝台地区の生い立ち』麻溝台地区郷土誌編纂委員会/編 

 麻溝台地区郷土誌編纂委員会 2010 (市立・大野・橋本) 

・『田名の歴史』田名の歴史編纂委員会/編 三栗山財産管理委員会 1993    

 (市立・大野・橋本) 

・『津久井町の歴史今昔』津久井町文化財保護委員会/編 津久井町教育委員会 2000  

(市立・大野・橋本) 

・『地域史 相模原市星が丘公民館地区』 

相模原市星が丘公民館/編 星が丘地域史編纂委員会 1990 (市立・大野・橋本) 

 

          地域の歴史を調べるには、上記のように地域の歴史をまとめた資料の他に、自治会・

公民館や小中学校の『○周年記念誌』なども参考になります。種類が多くわかりづら

いため、調べものカウンターでご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=2054690
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1818459
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=55738
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1558465
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=995669
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=2125521
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1684275
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=280175
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1324967
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1841365
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  [１図書で探す]のおすすめの本にも、写真や地図が掲載されています。 

 特に、市史・町史にはたくさんあります。ここでは、写真集や地図を探すときに便利な資料をご

紹介します。 
  

■ 写真を探す 
・『目で見る相模原の１００年』郷土出版社 1991                 (市立・大野・橋本) 

・『相模原市今昔写真帖 保存版』 

「相模原市今昔写真帖」編集委員会/編 郷土出版社 2003  (市立・大野・橋本) 

・『ふるさと相模原 保存版』郷土出版社 2010                   (市立・大野・橋本) 

・『写真集相模原』相模原市教育研究所/編 相模原市 1982        (市立・大野・橋本) 

          明治・大正・昭和の相模原各地のいろいろな写真を見ることができます。 

・『小田急線沿線の１世紀』鎌田達也/著 世界文化社 2009        (市立・大野・橋本) 

・『ＪＲ横浜線・根岸線』生田誠/著 彩流社 2014                (市立・大野・橋本) 

          小田急線や JR 横浜線の各駅の古い写真が掲載されています。 

 

■ 地図を探す 
・『国土地理院 地形図 謄本』国土地理院 2012（全面コピー可）        （大野） 

          明治・大正・昭和の地形図で、国土地理院旧版地形図の謄本(原本の写し)です。 

･『迅速測図「原町田村」』1:20,000 明治 14年               

       ･『迅速測図「上溝村」』 1:20,000 明治 15 年              

       ･『原町田』1:25,000 大正 10 年・昭和 2年・4年・29年・41年・50 年・63年 

＊昭和 4年以降、昭和 29年までの発行はありません。 

       ･『八王子』1:50,000 明治 45 年・大正 10年・昭和 4年・28 年・45 年・60年  

               ＊昭和 4年以降、昭和 20年までの発行はありません。 

・『明治前期 関東平野地誌図集成』地図資料編纂会/編 柏書房 1989          （市立） 

          原町田・八王子・上溝を収録しています。現相模原市近辺は、明治 15年測量。 

・『正式二万分一地形図集成東日本』地図資料編纂会/編  柏書房 2001    （市立･橋本） 

          原町田、長津田、八王子、上溝、當麻ほか収録。明治 39年測量（明治 42年製図） 

・『大正・昭和東京周辺１万分１地形図集成』柏書房 1984               （市立･橋本） 

          八王子、上溝、原町田 大正 10 年測量 

          長津田、図師、御嶽堂 昭和 14 年測量 

・『多摩地形図 1942(昭和 17)-44(同 19)年』清水靖夫/編  之潮 2004          （市立） 

          大日本帝国陸地測量部と都市計画東京地方委員会によって、戦時都市計画のため 

空中写真測量により作成された、昭和 17～19年空中写真測図。 

矢部新田、淵野辺駅、淵野辺、淵野辺南部、大沼西部、大沼、原町田西部ほか収録。 

各図に「あるくヒント・しらべるヒント」と題した解説文があり、対応する地形図 

1:25,000（平成 11～14年頃）の縮小版も併載され、現在との比較が可能。 

 

・『住宅地図 相模原市』 ゼンリン （1982年以前の発行社名：日本住宅地図出版） 

          昭和 30年代から作成されていますが、発行は地域によって差があり、相模原市は 

          1973(昭和 48)年からの発行になります。 

市立：1973(昭和 48)年～ 

大野：1981(昭和 56)年と 1989(平成元)年～ 

橋本：1998(平成 10)年～ 

      

※「土地宝典」とは…… 

明治期から昭和にかけて作成された地図帳形式の資料です。登記所や市町村役場の設  

置する公図と土地台帳をもとに、個人や出版社が編集し、地番・地目・地籍・地価・

所有者名などが記載されています。記載事項がさまざまな上、作成された地域・時期

も限られています。（資料によっては、コピーできないものがあります。） 

２ 古い写真や地図を探す 

http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=226146
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1101925
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1693244
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=34556
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1601150
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=2074629
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1845110
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=217439
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=911285
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=505737
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1186853
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・『相模原市土地宝典』   伊藤松之助/編 帝国市町村地図刊行会 1962 

①大字：大沼・鵜野森・古渕・上鶴間                 （大野） 

        ②大字：当麻・下溝・麻溝台・磯部・新戸・新磯野           （大野）   

        ③大字：相原・橋本・小山・清兵衛新田・上矢部・矢部新田・淵野辺   （市立）   

・『相模原市土地宝典 最新版』原田正巳/編 地図研究社 1972       （市立）   

       ①麻溝地区 ②大野地区 ③上溝地区 ④橋本地区 

・『座間町土地宝典』伊藤松之助/編 1962                 （大野）   

・『相模湖町土地宝典』佐藤好久/編 明広社 1978        （桂北公民館図書室）  

 

(１)相模原市の歴史 

 ■相模原市のホームページ 
          旧相模原市域と津久井地域の歴史についてまとめられています。 

     （トップページ＞教育委員会＞生涯学習 史跡・文化財＞相模原の歴史） 

http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kyouiku/bunkazai/004742.html 

(２)地図を探す 

 ■「ｅ-かなマップ」の「土地履歴情報マップ」 
          e-かなマップは、インターネットを通じて神奈川県の地図情報を提供するものです。  

          その中の「土地履歴情報マップ」は、明治 19年(1886)～明治 42 年(1909)の期間に作

          成された「二万分の一正式図」と現在の地図を比較して閲覧できます。 

  

        (トップページ＞土地履歴情報マップ) 

        http://www2.wagamachi-guide.com/pref-kanagawa/index.asp?dtp=25&adl=%2C25&aky=1 
 

  ■｢歴史的農業環境閲覧システム｣（農業環境技術研究所ホームページ） 
          明治初期から中期にかけて関東地方を対象に作成された「迅速測図」と、現在の道路、 

          河川、土地利用図とを比較することができます。旧相模原市の地図を見るには、神奈 

          川県の地図をスクロールしていきます。（緑区の一部は、未整備です。） 

 

     （トップページ＞歴史的農業環境閲覧システム（迅速測図）＞神奈川県 ） 

     http://habs.dc.affrc.go.jp/index.html 

 

 

 

 
 

 

 

 

３ インターネットで探す 

発行   相模原市の図書館     http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/ 

（市立図書館 ℡042-754-3604◆相模大野図書館 ℡042-749-2244◆橋本図書館 ℡042-770-6600） 

 

★図書館にない本を入手するには？ 

リクエスト（購入希望、または所蔵している図書館からの取り寄せ） 

ができます。詳しくは調べものカウンターへご相談ください。 

 

★図書館にない雑誌記事を入手するには？ 

県内の図書館からは雑誌を、国会図書館等からは雑誌記事の複写を、それぞれ取り寄せるこ

とができます。調べものカウンターでご相談ください。 

 

★調べ方がわからなかったら？ 

図書館では、みなさまの調べもののお手伝いをする「レファレンスサービス」を行っていま

す。お気軽に調べものカウンターでご相談ください。 

 

http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1757140
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1757138
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1753463
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=56283
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=56281
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=56282
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=56284
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1757142
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1489900
http://habs.dc.affrc.go.jp/index.html
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/

