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≪国分寺市立図書館の地域資料≫ 

 恋ケ窪図書館を中心として収集・整理等を行っています。また本多図書館駅前分館では，行政資

料を中心に資料の収集公開をしています。行政資料のほか，市民活動資料やタウン誌など，地域に

関する資料も置いています。 

市内の各図書館の「地域資料コーナー」にも，おもだった地域資料が置いてあります。また，子

どもでも読める地域資料は，各館の児童書コーナーにも置いてあります。 

 

1．情報検索をする 

調べたい情報探索のキーワードを組み合わせて蔵書検索をしてみましょう 

  

  

 

 

 

 ＊組み合わせ検索をするときはキーワードとキーワードの間にスペースを入れてください 

 

２．テーマの書架に行き調べる 

国分寺市立図書館の地域資料の分類について 

地域資料の内容によって、下のアルファベットに数字を付与しています。 

※詳しくは、地域資料分類表をご確認ください。 

 

Ａ. 総記 Ｂ. 歴史 Ｃ. 武蔵国分寺 Ｄ. 地理・文化財・伝記 

Ｅ. 民俗・宗教 Ｆ. 議会・選挙 Ｇ. 行政 Ⅰ. 財政 

Ｊ. 経済 Ｋ. 統計 Ｌ. 社会・生活 Ｍ. 労働 

Ｎ. 福祉厚生 O.教育Ｐ. 文化施設 Ｑ. 自然科学 Ｒ. 土木・建築 

Ｓ. 都市施設Ｔ. 保健・清掃 Ｕ. 公害・災害 Ｖ. 産業 

Ｗ. 交通・通信 Ｙ. 文学・芸術  

 

ラベルについて 

図書の背についているラベルには、請求記号が表示されています。これは本の場所、棚の場所が分かるように

なっています。図書館の資料は、この請求記号にしたがって並べられています。地域資料は、青い2段ラベル 

を使用しています。 

1 段⽬：分類記号⇒地域資料分類表 アルファベット+数字 ２段目:  地域区分⇒地域資料 地域区分表 

禁帯シール：館内閲覧のみ。貸出できません 

国分寺市の歴史を調べる 

国分寺 武蔵国分寺 東山道 恋ヶ窪  

市史 文化財 史跡 民俗 新田 神社 地図 など 



2. 基本図書で調べる 

  

 「国分寺市」の歴史について基本図書を使って確認します 

書名 編者 出版年 分類 

『国分寺市史 上･中･下』         国分寺市史編さん委員会 1986～91年 B1/10 

『国分寺市の民俗 １～６』         国分寺市民俗調査団 1991～97年 E1 

『ふるさと国分寺のあゆみ 改訂版』              国分寺市史編さん委員会 2007年 B1/10 

『武蔵国分寺のはなし 改訂二版』        国分寺市教育委員会 2014年 C0 

『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 

2015年 B1/10 

 

他にも次のような代表的な図書があります。 

《国分寺市の歴史について》 

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

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

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

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

『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  

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

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

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

 

≪地形図・昔の地図≫ 

『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』     1996年 

『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 

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

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

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

 

≪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 

≪武蔵国分寺≫ 

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

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

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

『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    新泉社            2008年 

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

 

≪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 

『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 

『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 

 

≪その他≫ 

『国分寺の石造物：石仏編』 関口渉著                 2000年 

『国分寺の石造物：社寺奉納物・碑・その他編』 関口渉著        2000年 

『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 

『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    2007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 

『わたしたちのむかしの井戸』                     1998年 

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

 

 



3.雑誌・新聞記事を調べる  

 

●国立国会図書館サーチ http://iss.ndl.go.jp/  

様々な機関の図書や雑誌記事コンテンツを統合的に検索できます。 

●国立国会図書館デジタル化資料送信サービス  

国立国会図書館がデジタル化した図書、雑誌、博士論文約 151万点を閲覧することができま 

す。各図書館の専用端末でご覧いただけます。申し込みが必要になります。 

●新聞の多摩版 

市内各図書館で分担して各紙（読売・朝日・毎日・東京・産経）の多摩版を切り抜き，製本し

て保存をしています。 

多摩版製本 

新聞名 年月 所蔵館名 欠号 

朝日新聞  1973年 4月

～ 

本多 2008年 10月 

毎日新聞  1973年 4月

～ 

もとまち 1989年 1月・2月，1998年 1月～10月 

読売新聞  1973年 4月

～ 

光 1975年 10月～12月，1992年 1月・2月 

東京新聞  1973年 4月

～ 

恋ケ窪 なし 

産経新聞 1988年 8月

～ 

並木 2008年 9月～2010 年 2月 

 

4.オンラインデーターベースを使って調べる 

 

 近年の歴史はオンラインデータベースを使って調べることができます。 

本多図書館駅前分館には「ヨミダス歴史館（平成以降）」「官報情報検索サービス」「日経テレコ

ン」があります。 

① 「ヨミダス歴史館（平成以降）」 

読売新聞の昭和 61年（1986）9月からの新聞記事テキストが収録されています。最近の記

事については、切り抜きイメージで見ることができます。 

「現代人名録」では、現代のキーパーソンを約 26,000人を収録。さまざまな分野から厳選

した方の業績や肩書などが収録され、記載内容は随時更新されます。 

＊「The Japan News」（英字新聞）の平成元年（1989）9月から記事が検索できます。（2013年 

 4月「The Daily Yomiuri」から改名） 

② 「官報情報検索サービス」 

昭和 22 年（1947 年）5 月 3 日から直近までの官報の内容を、日付やキーワードを指定し

て、検索・閲覧できます。 

③ 「日経テレコン」 

過去 40 年分の日経各紙や全国紙、47 都道府県の新聞、日刊工業新聞・化学工業日報をはじ

めとする業界の専門紙など、500を超える媒体を収録。調べたいキーワードや会社名を組み合

わせて検索できます。 

http://iss.ndl.go.jp/


5.関連機関を利用する 

 

 市内にはふるさと文化財課が管理している以下の施設があり、利用することができます。 

 

武蔵国分寺跡資料館 

「見る」・「学ぶ」・「訪ねる」をコンセプトにした資料館です。おもに史跡武蔵国分寺跡の出土品を

展示して、これまでの発掘調査の成果や、市内の文化財、史跡武蔵国分寺跡の整備事業などを紹介

しています。 

所在地：〒185－0023 国分寺市西元町 1－13－10 

電話番号：042－323－4103  

ファクス番号：042－300－0091  

開館時間：午前 9 時から午後 5 時まで（入館は 4 時 45 分まで） 

休館日：月曜日（祝日・振替休日の場合はその翌日）年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日まで） 

駐車場：なし 

交通アクセス：〈電車〉JR 西国分寺駅下車 徒歩約 15 分 、JR 国分寺駅下車 徒歩約 20 分 

〈バス〉国分寺市循環バス「ぶんバス」日吉町ルート「泉町一丁目」下車 徒歩約 8 分/  

「ぶんバス」万葉・けやきルート「史跡武蔵国分寺跡」下車 徒歩約 8 分/国分寺駅南口より 

「京王バス」系統番号＜寺 83＞、＜寺 85＞ 乗車「泉町一丁目」下車 徒歩約 8 分 

利用方法：おたかの道湧水園の中にあります。資料館への入館にはおたかの道湧水園への入園料が必要と

なります。おたかの道湧水園（入園券は史跡の駅で販売）入園料 

一般 100 円（年間パスポート 1,000 円）中学生以下 無料 

 

民俗資料室 

国分寺市内で使用されていた農具・民具、明治以降の市内の様子がわかる写真などを展示してい 

ます。 

入館希望日の属する月の 6 ヵ月前の初日から 3 日前までに申出事項（入館希望日・申出者氏名・人数・

連絡先）を武蔵国分寺跡資料館の窓口に直接、または電話・E メールでご連絡ください。 

所在地：〒185-0011 国分寺市本多 5-24-11 

電話番号：042-323-4103（武蔵国分寺跡資料館） 

ファクス番号：042-300-0091（武蔵国分寺跡資料館） 

利用時間：【申出期日】入館希望日の属する月の 6 ヵ月前の初日から 3 日前まで（希望が重複した場合は

調整させていただきます） 

【申出事項】入館希望日・申出者氏名・人数・連絡先（電話番号・E メールなど） 

【申出先】武蔵国分寺跡資料館の窓口に直接、または電話・E メールで 

【利用可能時間】午前 9 時から午後 5 時 

休館日：申し出がない場合は常時休館しています。申し出が出来ない日は月曜日（休日にあたる時は翌

日）・年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日まで） 

交通アクセス：JR 国分寺駅北口徒歩約 15 分 

申し出による入場料：無料  

E メール：museum@city.kokubunji.tokyo.jp（武蔵国分寺跡資料館）  

 

 



文化財資料展示室 

鍛冶工房跡が見つかった市立第四中学校内から出土した瓦、土師器、須恵器、灰釉陶器等の土器、 

鉄製品などを展示しています。そのほか、国分尼寺跡の整備事業の紹介や住田正一古瓦コレクシ 

ョンの一部、中世の板碑も展示しています。 

所在地：〒185-0023 国分寺市西元町 3-10-7 

電話番号：042-323-3231 

開館時間：午前 9 時から午後 5 時 

休館日：月曜日（祝日・休日の場合はその翌日の平日）年末年始(12 月 29 日～1 月 3 日まで) 

駐車場：無し 

交通アクセス：〈電車〉JR 西国分寺駅南口より 徒歩約 20 分〈バス〉国分寺市循環バス「ぶんバス」万

葉・けやきルート「黒鐘公園入口」下車 徒歩約 2 分/京王線府中駅より「京王バス」系統番号〈国

01〉〈国 02〉〈国 03〉国立駅行、または〈府 21〉総合医療センター行 乗車 JR 国立駅南口より 

「京王バス」系統番号〈国 01〉府中営業所行、または〈国 02〉〈国 03〉府中駅行 乗車いずれも

「黒鐘公園入口」下車 徒歩約 2 分 インターネット環境 

入場料：無料  

 ＊無料公衆無線 LAN によるインターネット接続サービスを利用できます。 

登録ページは 4 か国語に対応しています。（英語・中国語・韓国語・日本語） 

詳細については「Kokubunji City Free Wi-Fi」をご覧ください 

 

  

 

国分寺市立図書館HPの地域資料のページ（https://library.kokubunji.ed.jp/k152_local.html） 

には“地域に関するレファレンス事例集”を載せています。 

レファレンスサービスとは、みなさんの調べものや資料・情報を探すお手伝いを行うサービスです。 

図書館で実際に受けた地域に関する質問の一部をご紹介しています。参考にしてください。 

調べていてわからないことがありましたら、お気軽にお尋ねください。 

                          

 

編集・発行 国分寺市立図書館 

 

 

   

 

国分寺市立図書館連絡先 

 本多図書館      TEL.042(324)2022   FAX.042(322)8202 

 本多図書館駅前分館 TEL.042(324)0505   FAX.042(324)0505 

 恋ケ窪図書館     TEL.042(324)1927   FAX.042(327)9412 

 光図書館       TEL.042(576)5907    FAX.042(571)1470 

＊042-300 地域から光図書館へおかけのときは 042 をお忘れなく 

 もとまち図書館   TEL.042(325)4222   FAX.042(327)9413 

 並木図書館      TEL.042(321)9972   FAX.042(327)9331 

https://library.kokubunji.ed.jp/k152_local.html

