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国分寺市の今を調べる
国分寺市の今を知るために行政資料を使ってみましょう！
≪国分寺市立図書館の行政資料≫
地域資料（郷土資料と行政資料）は恋ケ窪図書館を中心として収集・整理等を行っています。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，おもだった資料が置いてあります。
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

国分寺 ＋ 市議会 福祉
統計 地図 教育 など
＊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

※禁帯シール：館内閲覧のみ。貸出できません。

２段目:

地域区分⇒地域資料 地域区分表

2. 基本図書で調べる
「国分寺市」の今について基本の行政資料を使って確認します
書名

編集

分類

『国分寺市くらしのガイド』

国分寺市政策部市政戦略室 G0

『国分寺市事務報告書』

国分寺市政策部情報管理課 G3

『国分寺市統計』

国分寺市政策部情報管理課 K1

『国分寺市例規集』

国分寺市政策部政策法務課 F2

『国分寺市報』

国分寺市政策部市政戦略室 G5

他にも次のような代表的な図書があります。
『国分寺市議会会議録』 国分寺市議会 （F4）
『東京都国分寺市一般会計特別会計歳入歳出決算書』政策部財政課 （I2）
『一般会計特別会計予算及び説明書』国分寺市政策部財政課 （I2）
『国分寺市総合ビジョン』
国分寺市政策部政策経営課 （G2）
『国分寺市教育ビジョン』国分寺市教育委員会（O1）
『わたしたちの国分寺』国分寺市小学校社会科副読本作成委員会（B1/1）
『国分寺市防災・ハザードマップ』
『東京都地形図
『国分寺市全図

国分寺市総務部防災安全課（U9）

1:2,500 』
（恋ヶ窪他、市域９枚でカバー）
１：８，９００』 政策部情報管理課

『国分寺市の住宅地図 』ゼンリン他 （291・Ｄ４/10）
・その他各課の計画（地域福祉計画・子ども子育て支援事業計画・公共施設等総合管理計画等）
・市議会各委員会記録（総務委員会記録・厚生委員会記録・文教子ども委員会記録・建設環境委員
会記録・決算特別委員会記録・公共施設等総合管理特別委員会記録・国分
寺駅周辺整備特別・庁舎移転に関する特別委員会記録等）
3. インターネットで調べる
・国分寺市ＨＰ

http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/index.html

自治基本条例

http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/shisei/houshin/jichi/index.html

国分寺市総合ビジョン

http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/shisei/houshin/1021957/index.html

防災安全

http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/shisei/houshin/bousai/index.html

市民生活

http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/shisei/houshin/npo/index.html

福祉保健

http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/shisei/houshin/kenkou/index.html

都市建設

http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/shisei/houshin/koutsu/index.html

環境

http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/shisei/houshin/gomi/index.html

教育

http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/shisei/houshin/bunka/index.html

・国分寺市国際協会 https://www.1991kia.jp/
・国分寺市社会福祉協議会 http://www.ko-shakyo.or.jp/
・国分寺市観光協会 http://bunjikanko.com/
・国分寺市商工会
http://kokubunji.shop-info.com/sci/

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
朝日新聞

年月
1973 年 4 月

所蔵館名

欠号

本多

2008 年 10 月

もとまち

1989 年 1 月・2 月，1998 年 1 月～10 月

光

1975 年 10 月～12 月，1992 年 1 月・2 月

～
毎日新聞

1973 年 4 月
～

読売新聞

1973 年 4 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。

5.関連機関を利用する
市内には情報管理課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。

オープナー（行政資料室）
http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/shisei/koukai/1003540.html
オープナー（行政資料室）では、行政資料の閲覧ができます。お気軽にご利用ください。
なお、資料の貸出は行なっておりませんので、予めご了承ください。
開室日
月曜日から金曜日まで（祝日・年末年始を除く）
開室時間
午前 9 時から午後 5 時まで（正午から午後 1 時までは昼休みですが、資料などはご自由にご覧になれます。）
利用方法
利用者登録の必要はありません。
国分寺市刊行物を販売しています。
市報などの無料配布物があります。
公文書公開請求・自己情報の開示請求などの受付を行なっています。

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
並木図書館

TEL.042(325)4222

FAX.042(327)9413

TEL.042(321)9972

FAX.042(327)9331

