
おもな国分寺市の地域資料 

                  

≪市の歴史を調べる資料≫ 

『国分寺市史 上･中･下』国分寺市史編さん委員会編        1986～1991年 

『ふるさと国分寺のあゆみ 改訂』国分寺市史編さん委員会編       2007年 

『国分寺市の今昔』国分寺市教育委員会教育部ふるさと文化財課編     2015年 

『地名から見る国分寺の歴史１－20（市報国分寺連載記事）』ふるさと文化財課 2006年 

『国分寺市の民俗 １～６』国分寺市民俗調査団          1991～1997年 

『時は流れて－わたしたちのまち国分寺』国分寺市企画財政部広報広聴課  1997年 

『郷土こくぶんじ －国分寺市の歴史－』国分寺市教育委員会編      1979年 

『国分寺のうつりかわり』国分寺市教育委員会編             1979 年

『国分寺市の歴史』国分寺市教育委員会編              1970年代刊 

『大昔の国分寺』国分寺市教育委員会編                 1995年 

『多摩の歴史 ３』（全７巻のうち）武蔵野郷土史刊行会          1975年  

 

≪武蔵国分寺≫ 

『武蔵国分寺のはなし 改訂二版』国分寺市教育委員会編         2014年 

『武蔵国分寺図譜』国分寺市教育委員会編                1983年 

『武蔵国分寺の研究』石村喜英著 明善堂                1960年 

『古代武蔵の国府・国分寺を掘る』 国分寺市教育委員会編        2006年 

『鎮護国家の大伽藍』福田信夫著 新泉社                2008年 

『住田古瓦コレクションの世界』 国分寺市教育委員会          2018年 

『国分寺市の文化財』国分寺市教育委員会編               2002年 

 

≪東山道≫ 

『推定東山道武蔵路』 西国分寺地区遺跡調査団             1996年 

『東山道武蔵路』 西国分寺地区遺跡調査会編              1996年 

『日影山遺跡・東山道武蔵路』 西国分寺地区遺跡調査団編        1999年 

『古代の道路事情』 木本雅康著  吉川弘文館             2000年 

『旧第四小学校跡地に所在する古代東山道遺構の保存・活用整備計画』 

国分寺市教育委員会編        2010年 

『古代道路を掘る』 ふるさと文化財課 国分寺市教育委員会       2017年 

 

≪新田開発≫ 

『戸倉新田とその出百姓』  片山迪夫    多摩文化社        1953年 
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『近世の新田村』      木村礎      吉川弘文館       1964年

『新田村落』        木村礎      文雅堂         1972年 

『新田開発』        菊池利夫     古今書院        1991年 

『多摩と江戸』       大石学   たましん地域文化財団     2000年 

『内藤新田の歴史』     内藤豊三郎                2003年 

『平兵衛新田 むかし・現在』（続 2011年もあり）            2008年  

『国分寺の新田物語』ＮＰＯ法人まちづくりサポート国分寺        2020年 

 

≪民俗・むかしばなし≫ 

*『国分寺市の民俗 １～６』国分寺市民俗調査団編                  1991～97年 

『国分寺の民俗話』国分寺市教育委員会編                          2003年  

『国分寺のむかしばなし』 岩崎文子                              2017年 

『武蔵こくぶんじむかしむかし』国分寺市観光協会刊                     1990年 

『国分寺の石造物 石仏編/社寺奉納物・碑・その他編』  関口 渉           2000年 

 

≪神社・寺院≫ 

『国分寺市の神社・寺院』 国分寺市教育委員会             1982年 

『国分寺市有形文化財調査報告書１ 神社・寺院』国分寺市教育委員会   2007年 

 

≪地図・古地図≫ 

『東都近郊図 新復刻古地図』（嘉永年間作）古地図史料出版 

『安政武蔵国 新復刻古地図』（安政 3年作）古地図史料出版 

『東京近傍図西部 新復刻古地図』（明治 20年作）古地図史料出版 

『大正東京近郊 新復刻古地図』（大正 12年作）古地図史料出版 

『北多摩郡国分寺町全図』（昭和 28年）（昭和 29年）国分寺町役場 

『国分寺町全図』（昭和 31年頃）（国分寺町役場） 

『東京都地形図 1:2,500 』（恋ヶ窪他、市域９枚でカバー）東京都都市整備局 2004年 

『明治前期・昭和前期東京都市地図  ４』清水靖夫編 柏書房       1996年 

『明治前期測量 2 万分の 1 フランス式彩色地図 東京 9-東京都多摩市・府中市・立川

市・国分寺市・小平市・小金井市周辺-日本地図センター          1996年 

『大正・昭和 東京周辺１万分の１地形図集成』 柏書房         2009年 

『多摩地形図 １９４２（昭和 17）－４４（同 19）年』清水 靖夫編 之潮 2004年 

『国分寺市の住宅地図 』  ゼンリン           1975年（昭和 50年）～ 

『ブルーマップ国分寺』 ゼンリン            1991年（平成 3年）～ 

 

≪写真集≫ 
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『アルバム国分寺』国分寺市市史編さん室編               1994年 

『目で見る国分寺・国立・小金井・小平の１００年』  郷土出版社    2003年 

『国分寺・国立今昔写真帖 保存版』         郷土出版社    2009年 

『小平・小金井・国分寺・国立の昭和』         いき出版    2018年 

  

≪昔の鉄道と駅（中央線・私鉄・下河原線）≫ 

『多摩 幻の鉄道 廃線跡を行く』 山田俊明著  のんぶる舎      1999年 

『多摩の鉄道百年』  野田正穂他編   日本経済評論社        1993年                           

『多摩鉄道とまちづくりのあゆみ：1・2・資料編』多摩の交通と都市形成史研究会編 

 東京市町村自治調査会 1995年 

『多摩の鉄道沿線古今御案内』 今尾恵介著   けやき出版         2008年

『東京の鉄道遺産：上下巻』 山田俊明著    けやき出版        2010年 

 

 

≪自然≫ 

『国分寺・自然ガイドブック』国分寺市環境部環境緑地課編        1991年 

『国分寺の歴史と自然』東京国分寺ロータリークラブ刊          1996年 

『たんけんマップ 東・西・南・北・南西ブロック』 

国分寺市のまちづくりと農業を考える懇談会編   1996～99年 

『水と緑のもとまち宝地図』国分寺市立もとまち公民館編         2004年 

『本町・本多子ども環境マップ』国分寺市立本多公民館編         2004年 

『親子で楽しむ国分寺崖線』国分寺崖線保全のまちづくり実行委員会    2002年 

 

≪水みち・湧き水・井戸≫ 

『水みちマップ  国分寺』水みち研究会 

『国分寺のわきみず』国分寺地下水の会                 1996年 

『わたしたちのむかしの井戸』国分寺市まちづくり推進課         1998年 

『国分寺の井戸：続・その三』国分寺地下水の会          1992～2007年 

『国分寺村の用水路について』内藤豊三郎著               2012年 

『国分寺市内の玉川上水の分水 －玉川上水から姿見の池－』国分寺教育委員会 

                                   2019年 

≪公園・庭園≫ 

『国分寺市市内公園ガイド』国分寺市都市建設部緑と水と公園課編         2004年 

『殿ヶ谷戸庭園 －市民が守った多摩の文化財庭園－』 住吉泰男著  

東京都公園協会   2007年 

『殿ヶ谷戸庭園』 内田博之編       東京都公園協会           2011年 
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≪ペンシルロケット≫ 

『逆転の翼 ペンシルロケット物語』 的川泰宣著   新日本出版社   2005年 

『私とペンシルロケット』                       2017年 

『The 60th Anniversary of Pencil Rocket ペンシルロケット実験場所特定調査報告』 

 国分寺市                              2016年 

 

≪野川≫ 

『野川 散策絵巻』 村松昭著  アトリエ７７             2001年 

『野川 野川流域おすすめスポット』 野川流域環境保全協議会編     2001年 

『野川最源流姿見の池』 国分寺市環境部自然環境課編          2002年 

『源流から最下流まで 野川を歩くガイドブック』 

調布わいわいサロン「野川を歩く」プロジェクト編  2011年 

≪自然地理≫ 

『東京の自然をたずねて 新訂版』    築地書館           1998年   

『東京の地質をめぐって』 大森昌衛著   築地書館          1977年 

『東京都 地学のガイド 新版』 貝塚爽平監修  コロナ社       1997年 

 

≪玉川上水≫ 

『玉川上水と分水  新訂増補版』 小坂克信著  新人物往来社      1995年 

『玉川上水 －親と子の歴史散歩－』 たましん地域文化財団刊      1991年 

『玉川上水 散策絵図 改訂版』 村松昭著  アトリエ７７       2002年 

『玉川上水をあるく 改訂第６版』 武蔵野市文化財保護委員会編     2005年 

『玉川上水 －その歴史と役割－ 改訂３版』 羽村市郷土博物館編    2011年 

『図解武蔵野の水路 玉川上水とその分水路の造形を明かす』          

渡部一二著 東海大学出版会   2004年 

 

≪行政≫〈国分寺市の発行物〉 

『国分寺市暮らしのガイド』                     1990年～ 

 ＊『私の便利帳』 昭和 43年版 （1968年～） 改題 

『事務報告書』 1965年～ 

『国分寺市統計』1971年～ 

『国分寺市例規集』1965年・1997年～  

『国分寺市報縮刷版』昭和 39年 11月－昭和 44年 12月～ 

 ＊『国分寺町報』No59-102（1962年 4/15～1964年 10/23号）改題 

『国分寺市総合ビジョン』平成 29年度～平成 36年度 

 ＊『国分寺市長期総合計画 』1987年～ 改題 

https://library.kokubunji.ed.jp/opw/OPW/OPWSRCHTYPE.CSP?DB=LIB&MODE=1&PID2=OPWSRCH2&FLG=LIST&SRCID=16&SORT=0&HOLD=NOHOLD&WRTCOUNT=50&PAGE=1&LID=7&HOLDSEL=2


『国分寺市人口ビジョン』           第一次 2015年・第二次 2019年 

『国分寺市教育ビジョン』           第一次 2015年・第二次 2020年 

 

≪教科書≫ 

・国分寺市で採択された、現行の市立小学校教科書  （恋ケ窪図書館・駅前分館所蔵） 

中学校教科書  （恋ケ窪図書館・駅前分館所蔵） 

・『わたしたちの国分寺 ４版』国分寺市小学校社会科副読本作成委員会   2018年 

 

≪多摩を調べる基本のレファレンスブック・基本図書≫ 

『多摩の歴史』（全７巻）武蔵野郷土史刊行会           1975年・1976年 

『角川日本地名大辞典  １３  東京都』「角川日本地名大辞典」編纂委員会 

角川書店  1978年 

『東京百科事典』東京学芸大学地理学会 30周年記念出版専門委員会編 

国土地理協会  1982年 

『多摩文学散歩 文学碑・墓碑を歩く』 横山吉男著           1996年 

『日本歴史地名大系 １３：東京都の地名』    平凡社        2002年 

『多摩と甲州道中』新井勝紘他編   吉川弘文館            2003年 

『タマケン。知のミュージアム多摩・武蔵野検定公式テキスト』 

学術・文化・産業ネットワーク多摩  ダイヤモンド社   2008年 

『多摩・武蔵野検定模擬問題集』 学術・文化・産業ネットワーク多摩   

                            けやき出版  2009年 

『ＴＡＭＡら・び』（月刊）  けやき出版            1997年～2019年 

『多摩のあゆみ』（季刊）   たましん地域文化財団       1975年～刊行中 

『多摩地域データブック』 東京市町村自治調査会         2019年～刊行中 

 


