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「埼京線」について調べるためのキーワード 

埼京線、東北本線別線、赤羽線、山手貨物線、東京臨海高速鉄道りんかい線、湘南新宿ラ

イン、戸田駅、戸田公園駅、北戸田駅、東北新幹線、上越新幹線、東日本旅客鉄道会社（Ｊ

Ｒ東日本）、通勤別線、通勤新線、205 系、E233 系 7000 番台、70-000 形 

オンライン目録（OPAC）やインターネット、各種データベースを検索する際、参考にしてください。 
 

「埼京線」について本で調べる。 

◆◆◆ テーマの棚に行って本を探す場合 ◆◆◆ 

●図書館の本は一冊ずつ分類記号が付いています。棚の本は分類記号の番号順に並んでいます。

「埼京線」に関する本の分類記号は以下の通りです。       ※これがすべてではありません。 

「埼京線」に関する主な分類記号 

213.4 埼玉県の歴史 291.34 埼玉県の地誌 682.1 日本の交通史 

686 鉄道 686.2 鉄道史・事情 686.5 旅客 
 

一例として、以下のような資料があります。 

  書  名 出版者 出版年 分類 本がある場所 

『日本鉄道史年表』  

グランプリ出版 2005 R686.2 本館２階・参考資料室 

p.136、151、153、165、166 

埼京線の開業及び平成 15 年（2003）までの出来事が年表の中に

記載されています。 

『JR・第三セクター 

全駅名ルーツ事典』 

東京堂出版 2004 R686.5 本館２階・参考資料室 

p.563-564「埼京線・川越線」 

埼京線の概要、戸田公園駅、戸田駅及び北戸田駅の紹介があります。 
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埼京線は埼玉県と東京都を結ぶ通勤路線として 1985 年に開業し、戸田市内に三

つの駅が誕生しました。それまで駅のなかった戸田市にとっては歴史的な出来事で、

以来戸田市の交通事情は大きく変化しました。 
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◆◆◆ 「埼玉県」に関する本から探す ◆◆◆ 

●埼京線について調べることができる本は、埼玉県に関する資料を集めた「郷土資料架」で探すこと

ができます。 

一例として、以下のような資料があります。 

書  名 出版者 出版年 分類 本がある場所 

『埼玉の鉄道百科』 

彩流社 2014 Ｔ686.2 本館２階・郷土資料架 

p.10-11「埼京線」 

概要、略年表、路線図、車両の変遷、沿線の駅舎等について写

真付の紹介があります。 

『週刊歴史でめぐる鉄道全

路線』45 

朝日新聞社 2010 Ｔ686.2 本館２階・郷土資料架 

p.5-15「埼京線」 

概要、年表、沿線の景色（写真及び文）等が掲載されています。 

『埼玉鉄道物語』  
日本経済評論社 2011 Ｔ686.2 本館２階・郷土資料架 

p.342-343「埼京線の開業」 

埼京線開業からの簡単な歴史を知ることができます。 

『埼玉鉄道総合年表』 

埼玉鉄道史研究会 1996 Ｔ686.2 本館２階・郷土資料架 

p.50、51、52、53、56「国鉄・JR 編」 

埼京線の開業から平成 7 年（1995）までの出来事を年表で確

認できます。 

『埼玉の鉄道 

ここが不便！』 

望月印刷 1994 Ｔ686.2 本館２階・郷土資料架 

p.27-30「JR 東日本埼京線」 

平成 6 年（1994）現在の概要、歴史、現状及び将来について

の記述があります。 

『首都圏鉄道完全ガイド』 

ＪＲ編 2016－2017年度版 

双葉社 2016 Ｔ686.2 本館２階・郷土資料架 

p.85-97「埼京線（りんかい線）・川越線/八高線」 

概要、停車駅、表定速度、時刻表、配線略図、混雑率、運賃、

歴史、車両ガイド等の記述があります。 

『埼京線（大宮~池袋間）開

業、川越線直通運転開始

30周年』 

JR東日本 2015 Ｔ686 本館２階・郷土資料架 

開業 30 周年に発行されたパンフレット。記念ヘッドマークの

デザインが掲載されています。各駅のシンボルカラーの紹介が

あります。 

『埼玉の逆襲』増補・改訂版 

言視舎 2016 Ｔ291.3 本館２階・郷土資料架 

p.58-59「新幹線開通反対」 

埼京線開業に至った経緯に触れています。 

p.97「埼京線」 

他の路線を利用している人々から見た「埼京線」のイメージに

ついて述べています。 

『埼玉あるある』 
TOブックス 2014 Ｔ316.4 本館２階・郷土資料架 

p.88「埼玉交通あるある」内 

埼京線沿線にまつわる「あるある」を紹介しています。 
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◆◆◆ 「戸田市」に関する本から探す ◆◆◆ 

●埼京線について調べることができる本は、戸田市に関する資料から探すことができます。 

一例として、以下のような資料があります。 

書  名 出版者 出版年 分類 本がある場所 

『戸田市史』通史編下 
戸田市 1987 Ｔ213.4 本館２階・郷土戸田 

p.577-583「新幹線と通勤新線」 

開業計画から開業に至るまでの流れを知ることができます。 

『戸田市史』昭和から平成へ 

戸田市 2016 Ｔ213.4 本館２階・郷土戸田 

p.303-406「交通の整備」 

新幹線建設反対運動、埼京線開通に至るまでの経緯、開業式、

開通後の市民生活の変化等を知ることができます。 

『戸田市史』資料編５ 

戸田市 1987 Ｔ213.4 本館２階・郷土戸田 

p.780-833「新幹線と通勤新線の計画」ほか 

周辺住民向けに国鉄が作成したパンフレット、新幹線建設反対

運動に関係する資料等を確認することができます。 

『戸田市いまむかし』 
戸田市 1989 Ｔ213.4 本館２階・郷土戸田 

p.258-260「通勤新線の新設」 

開業計画から開業に至るまでの流れを知ることができます。 

『戸田の交通』第２回特別展 

戸田市郷土博物館 1986 Ｔ069.9 本館２階・郷土戸田 

p.24-29「埼京線開通」 

開業までの概要説明があります。様々な開業記念品の写真を見

ることができます。 

『STATION STORY』 

戸田市内駅舎外装完成記念誌 

戸田市内駅整備促進期成会 1986 Ｔ686.5 本館２階・郷土戸田 

市内 3 駅のプロフィール、デザインポリシーを知ることができ

ます。駅舎完成までの事業経過年表もあります。 

『各駅舎外装等整備構想

調査委託報告書』 

梓設計 1983 Ｔ518.8 本館２階・郷土戸田 

戸田市内 3 駅の外装整備構想に関する調査報告書。駅の外装デ

ザイン、完成予定図等を確認することができます。 

『東北・上越新幹線のお知

らせ』 

戸田市 1980 Ｔ516.1 本館２階・郷土戸田 

新幹線建設及び通勤新線に関して生じた住民からの質問に対す

る回答をまとめたパンフレットです。 

『交通インパクトの社会的

効果に関する第６次調査

報告書』 

日本大学文理学部社会学科 2008 Ｔ682.1 本館２階・郷土戸田 

埼京線開通から 22 年が経過した時点での戸田市における社会

生活の変容を調査し、レポートにまとめたものです。 

『交通インパクトの社会的

効果に関する第９次調査』 

日本大学文理学部社会学科 2016 Ｔ682.1 本館２階・郷土戸田 

p.10-132「戸田編」 

埼京線開通から 30 年が経過した時点での戸田市における社会

生活の変容を調査し、レポートにまとめたものです。 
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「埼京線」について戸田市の広報誌で調べる。 

●「広報戸田市」には、埼京線及び市内の３駅に関する記事が掲載されることがあります。 過去の広

報誌を見ることで埼京線について調べることができます。      

一例として、以下のような資料があります。 

「記事名」 広報誌名 発行年月日 出版者 ページ 

「９・３０ ７万７千市民が待ち望ん

だ埼京線開通！」 

広報戸田 1985/9/1 戸田市 2-7 

開業目前の埼京線の特集記事です。埼京線及び戸田市内３駅

の概要が紹介されています。 

「祝埼京線開通」 

広報戸田 1985/10/1 戸田市 2-5 

開通を祝って行われた市内各所のイベントを写真で紹介した

記事です。埼京線開業までの年表も見ることができます。 

「埼京線開通１か月」 

広報戸田 1985/11/1 戸田市 2-5 

埼京線開業後の駅周辺及び市内の様子を伝える記事です。 

「明るくなります三駅周辺」 

広報戸田 1986/2/15 戸田市 1 

駅周辺に照明灯を増設する計画を伝える記事です。 

「３駅に市内案内板できる」 

広報戸田 1986/8/1 戸田市 13 

市内３駅のコンコース中央に市内案内板を設置したことを伝

える記事です。 

「埼京線開通から１年」 

広報戸田 1986/10/1 戸田市 2-7 

埼京線開通から１年が経過した戸田市の変化について特集し

た記事です。 

「戸田公園駅に公衆トイレ」 

広報戸田 1987/5/1 戸田市 10 

戸田公園駅西口に公衆トイレが設置されたことを伝える記事

です。 

「ＪＲ戸田公園駅で初のイベント」 

広報戸田 1987/9/1 戸田市 11 

戸田公園駅コンコースで６０分駅長、改札係等を体験するイ

ベントが催されたことを伝える記事です。 

「新駅長さん着任」 

広報戸田 1988/4/15 戸田市 3 

戸田公園駅に新しい駅長さんが着任したことを伝える記事で

す。 

「埼京線ができて６割が 

   生活行動範囲に変化」 

広報戸田 1988/5/1 戸田市 2-7 

４年に一度実施している市民意識調査の結果を報告した特集

記事です。調査の詳細は、『市民意識調査報告書』（昭和６３

年３月）で確認することができます。 
 

●過去の広報誌は、製本した状態で本館２階郷土戸田の棚（分類記号Ｔ318.2）にあります。一部分館

及び分室でも所蔵しています。 
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「埼京線」についてタウン誌で調べる。 

●タウン誌には、埼京線及び市内の３駅に関する記事が掲載されることがあります。 過去のタウン

誌を見ることで埼京線について調べることができます。      

一例として、以下のような資料があります。 

「記事名」 新聞紙名 出版年月日 出版者 ページ 

「市内に本格的な駅前広場完成 

埼京線戸田公園駅西口広場」 

ふれあい朝日 1998/3/23 ふれあい朝日新聞社 3 

戸田公園駅西口に駅前広場が完成したことを伝える記事で

す。 

「駅前広場に時計塔  

戸田公園駅西口広場」 

よみうりタウン

ダイジェスト 
1999/4/18 よみうりタウンダイジェスト 2 

戸田公園駅西口広場に時計塔が設置され、除幕式が行われた

ことを伝える記事です。 

「戸田市部長会が傘１千本寄贈」 

ふれあい朝日 2001/11/5 ふれあい朝日新聞社 3 

戸田市制施行三十五周年を記念して、戸田市部長会が市内３

駅に傘立てと傘を寄贈したことを伝える記事です。 

「戸田公園西口エレベーター完成」 

よみうりタウン

ダイジェスト 
2002/4/21 よみうりタウンダイジェスト 2 

戸田公園駅西口にエレベーターが設置され、竣工式が行われ

たことを伝える記事です。 

「ＪＲ東日本が緑化推進事業  

戸田公園駅近くの社宅地に 

ドングリの実る木植える」 

ふれあい朝日 2004/8/10 ふれあい朝日新聞社 3 

ＪＲ東日本の緑化推進事業の一環として戸田公園近くの社宅

跡地にシラカシ等の木を植樹したことを伝える記事です。 
 

 

●上記で紹介した「ふれあい朝日」及び「よみうりタウンダイジェスト」は、製本した状態で本館２階郷

土戸田の棚（分類記号 T050）にあります。 
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「埼京線」について新聞記事で調べる。 

●新聞には、埼京線及び市内の３駅に関する記事が掲載されることがあります。 過去の新聞記事を

見ることで埼京線について調べることができます。      

●当館で契約しているオンラインデータベースを活用すれば、キーワードから新聞記事を検索するこ

とが可能です。閲覧可能な新聞については「当館で利用できるオンラインデータベース」のページを確

認してください。 

●例えばキーワード「埼京線 and 戸田」で検索すると、「聞蔵Ⅱビジュアル」で 171 件、「ヨミダス歴史

館」で１２０件、「日経テレコン２１」の地方経済欄で７０件の記事が見つかります。※２０１６年７月現在 

一例として、以下のような記事があります。 

「記事名」 新聞紙名 出版年月日 出版者 ページ 

「通勤新線、９月３０日開業  

埼京線と呼んでください」 

朝日新聞 1985/7/12朝刊 朝日新聞社 22 

埼京線の概要及び開業当日の様子を報告した記事です。 

「駅の保育園来春デビュー  

ＪＲ東日本埼京線３駅に開園」 

朝日新聞 2003/4/12朝刊 朝日新聞社 26 

戸田公園駅及び戸田駅に駅型保育園を設置する予定について

の記事です。 

「ぐるり駅探訪 戸田公園駅  

戸田市ボートの象徴の飾り」 

朝日新聞 2007/8/22朝刊 朝日新聞社 22 

戸田公園駅の駅舎２階にあるミニチュアオールの飾り等の紹

介記事です。 

「埼京線さあＧＯ  

前日多彩な行事」 

読売新聞 1985/9/30朝刊 読売新聞社 21 

開業前日、戸田駅での見学会の様子を報告した記事です。 

「市の歌で出発進行  

戸田のＪＲ埼京線３駅」 

読売新聞 2007/8/1朝刊 読売新聞社 33 

戸田公園駅、戸田駅及び北戸田駅の列車が発車する際のメロ

ディーが戸田市歌となったことを伝える記事です。 

「柱や防風壁の色を統一、 

埼京線の各駅にシンボルカラー」 

日本経済新聞 1985/9/19朝刊 日本経済新聞社 25 

埼京線各駅のシンボルカラーができたことを伝える記事で

す。 

「埼京線、きょう開業３０年、 

子育て路線、地域に根差す、 

ＪＲ東、集中的に保育所整備」 

日本経済新聞 2015/9/30朝刊 日本経済新聞社 40 

埼京線沿線を「子育て応援路線」として駅周辺に保育所の設

置を整備しているという記事です。 
 

 

●上記以外の新聞の記事を探す場合は、本館２階郷土戸田の棚にある『戸田市関係新聞記事索引』

(分類記号 T213.4)※１ を活用して探すことができます。 

 ※1 『戸田市関係新聞記事索引』は、明治期から平成１５年までの新聞記事を目録化したものです。５冊に分かれ

ています。掲載内容は、見出しのみで本文の記事を確認することはできません。 

●上記以外の新聞記事の閲覧は、縮刷版を活用してください。縮刷版の所蔵状況は、「新聞目録」で

確認できます。但し、「埼玉新聞」以外の縮刷版は、「埼玉版」のページがありません。 

https://library.toda.saitama.jp/reference/sankou/database.htm
https://library.toda.saitama.jp/pdf/zasshi/shinbun.pdf
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「埼京線」について雑誌記事で調べる。 

●鉄道の雑誌及び埼玉県関係の雑誌には、埼京線に関する記事が掲載されることがあります。 過

去の雑誌を見ることで埼京線について調べることができます。      

一例として、以下のような資料があります。 

「記事名」 雑誌名 出版年月（通巻） 出版者 ページ 

「首都圏の顔 E233系」 

鉄道ファン 2014/8（640） 交友社 10-61 

埼京線の車両にも使用されている E233系についての特集記

事です。性能、構造、編成等の詳しい解説があります。後半

の「E233 カタログ」には路線ごとの車両の解説もあります。 

「ＪＲ車両ファイル２０１４」 

鉄道ファン 2014/7（639） 交友社 10-61 

2014 年のＪＲの車両の動きを報告した記事です。埼京線に

ついては p.33-34 に記事があります。Ｅ233 系になる前の

205 系に取付けられた「ありがとう」のヘッドマークの写真

も見ることができます。 

「国鉄～ＪＲ東日本 首都圏通勤線

区 車両のあゆみ」 

「ＪＲ東日本新系列車両の足跡」 

鉄道ピクトリアル 2014/8（892） 電気車研究会 10-85 

埼京線の車両にも使用されている E233系についての特集記

事です。前半は現在の車両に至るまでの歴史、後半は E233

系の車両の特徴の解説があります。 

「埼京・川越線のＥ233系」 

鉄道ジャーナル 2015/3（581） 鉄道ジャーナル社 34-39 

E233 系に車両変更した埼京線についての乗車レポートで

す。車両の変遷についても触れています。 

「埼京線・川越線電化開業」 

埼玉自治 1985/10（423） 埼玉自治研究会 40-43 

県職員による埼京線開業に関する報告記事です。建設までの

経緯、建設費用、運行概要、開業の効果等が分かります。 
 

 

●当館で所蔵のない雑誌の掲載情報を確認したい場合は、「国立国会図書館サーチ」※１ 及び

「MAGAZINEPLUS」※2 の見出し検索を活用してください。いずれも見出しの確認のみで記事の内容は

閲覧できません。 

※1 「国立国会図書館サーチ」は、国立国会図書館が提供している検索サービスです。検索画面にキーワードを

入力後、「記事・論文」を選択して検索してください。アドレスは次のとおりです。 

国立国会図書館サーチ  http://iss.ndl.go.jp/ 

なお、国立国会図書館所蔵の雑誌は取寄せできません。 

※2 「MAGAZINEPLUS」は、雑誌論文記事の検索が可能なオンラインデータベースです。戸田市立図書館本館２

階カウンターで利用できます。申込み手続が必要です。 

 

  

http://iss.ndl.go.jp/
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「埼京線」についてインターネットで調べる。 

●埼京線及び市内３駅の情報は、ウェブサイトで確認することもできます。ウェブサイトを検索サイト

で探す場合のキーワードは、最初に紹介した「埼京線について調べるためのキーワード」を参考にし

てください。      

「戸田駅 and情報」で検索すると、一例として以下のようなウェブサイトを探すことができます。 

ＪＲ東日本 

トップページのアドレス   https://www.jreast.co.jp/    

内容 

ＪＲ東日本の公式ホームページです。ＪＲ東日本からのお知らせ、鉄道運行情報、各

種サービスの提供等を見ることができます。検索結果では、戸田駅の駅情報を確認す

ることができました。駅長からのおすすめ情報も見ることができます。 
★最終閲覧日2016/08/02 

 

 

 

 

 

 

 

今回、紹介した資料以外にも「埼京線」について記述されている資

料を知っている方は、戸田市立図書館まで情報の提供を御願いし

ます。資料収集の参考にします。 

https://www.jreast.co.jp/

