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2017 年7 月改訂

地域資料・情報の調べ方
小平を中心とした地域資料・情報の調べ方を紹介します。

１ 地域資料分類・地理区分について確認する ⇒

「地域資料分類表・地理区分表」

2階カウンター前掲示板 ⇒ 小平市立図書館HP ⇒ 地域資料 ⇒ 地域資料分類表
※ 三多摩郷土資料研究会編『郷土資料分類表 第1版』 (小平市図書館 1984)
※ ホームページの「地域資料分類表」をクリックすると所蔵資料の一覧表が表示されます。
※ 所蔵資料一覧表から資料の予約ができます。

２ 地域資料の登録方法と収集範囲
地域資料登録規則 ⇒ 地域資料整理マニュアル
※ 収集範囲は「地域資料収集方針」で規定しています。

３ 地域資料分類・地理区分で検索する
資料検索画面 ⇒ NDC分類 ⇒ 分類番号/地理区分
※ 書名・著者名等を入れると検索項目を絞り込むことができます。

４ 歴史を調べる

⇒ Ｂ

B1は通史、B2は史料集・古文書、B3以降は時代区分
『小平市史』3巻 (小平市企画政策部 2013) [K B1-10]
『小平市史索引』 (小平市企画政策部 2014) [K B1-10]
『小平市史年表』

(小平市企画政策部 2014) [K B1-10]

『小平市三〇年史』 (小平市 1994) {K B1-10}
『郷土こだいら』(小平市教育委員会 1967) [K B1-10]
『郷土こだいら総索引』 (小平市中央図書館 1989) [K B1-10]
『小平町誌』 (小平町 1959) [K B1-10]
『小平町誌総索引』 (小平市中央図書館 1990) [K B1-10]
『小平市史料集 近現代編』7冊 (小平市企画政策部 2010-2012) {K B2-10}
『小平市史料集』30冊 (小平市中央図書館 1993-2008) [K B2-10]
『小平の歴史を拓く(市史研究)』6巻 (小平市企画政策部 2009-14) [K B0-10]
『会報』2冊 (小平郷土研究会 1962-64) [K B0-10]
『多摩のあゆみ』季刊 (たましん地域文化財団 1975-) [K B0-03]
※ 法制史・経済史・社会史・文化史・産業史・工業史・商業史はここに含む
※ 伝記はD9、風俗誌はE1、教育史はO2、交通史はW1

５ 地理を調べる ⇒ Ｄ
案内記・紀行はD2、地名はD3、地図はD4、史跡はD6、文化財はD7
※ 地名辞典 ⇒ 「地理・地名情報を探すには」を参照
『東京都の地名(日本歴史地名体系13)』 (平凡社 2002) [R291.01]
『角川日本地名大辞典13 東京都』 (角川書店 1978) [K D3-00][R291.03]
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『多摩の地名』 (武蔵野郷土史刊行会 1979) [K D3-03]
『東京百科事典』 (国土地理協会 1982) [閉架 K A3-00]
5部構成で、東京の自然と歴史、市区町村の地誌、経済・社会・人々の生活について解説。第3部第9
章第4節に小平市の地誌を記載する。
『多摩ら・び』 (多摩情報メディア多摩らいふ倶楽部事務局 ) [K A5-03] ]NO.26と46は小平特集号
『グリーンロードのまち こだいら』 (小平市グリーンロード推進協議会 2001) [K D2-10]
※ 地形図は2階カウンター前、その他の地形図・都市図・都市計画図等は地域資料室入口右側
※ 復刻版等の大型地図は、書架中央の最下段と百科事典の奥の地図帳の書架
『こだいらの史跡めぐり』 (小平市教育委員会 1989) [K D6-10]
『こだいらの文化財みて歩き』改訂版 (小平郷土研究会 1979) [K D7-10]
『小平の石造物』2冊 (小平市教育委員会 1993,2013) [K D7-10]
『小平の歴史的建造物』 (小平市教育委員会 2013) [K D7-10]

６ 人物を調べる

⇒ Ｄ-９

『東京都人物・人材情報リスト 小平市』 (日外アソシエート 1994-2007) [K A3-20]
『多摩の人物史』 (武蔵野郷土史刊行会 1977) [K D9-03]
『東京人名資料事典』5巻 (日本図書センター 2004) [K D9-00]
1巻は昭和3年刊『現代紳士録』の復刻で、昭和戦前に東京に関係した人物の人名事典。東京に在住し
ていた各業界の中枢人物や、教育家・法曹家・公人議員・町会長役員・名士文人など分野ごとに収録。
2・3巻は昭和4年刊『帝都紳士淑女列伝』。4・5巻は昭和6年刊『大東京構成の人及其事業』。
『明治・大正・昭和東京人名録』3巻 (日本図書センター 1989) [K D9-00]
明治43年・大正14年・昭和11年刊の『日本紳士録』の復刻。

７ 民俗・宗教を調べる

⇒ Ｅ

祭礼・年中行事はE4、民話はE5、宗教はE9
『小平ふるさと物語』2冊 (小平郷土研究会 2003,2005) [K E3-10]
『ききがき小川四番の女たち』2冊 (小平・ききがきの会 1997,2002) [K E3-10]
『小平むかしむかし』 (小平民話の会 1981) [K E5-10]
『小平ちょっと昔』 (小平民話の会 1988) [K E5-10]
『北多摩神社誌』 (むらさき会 1976) [K E9-20]
『小平の神社』 (小平市教育委員会 2007) [K E9-10]
『新田開発3 貸借・寺社(小平市史料集第14集)』 (小平市中央図書館 2004) [K B2-10]
明治時代に小平村役場で作成された「寺社名簿」を収録。解題に「寺社の歴史」がある。
『東京都神社名鑑』2巻 (東京都神社庁 1986) [K E9-00][R175.913]
『全国神社名鑑』2巻 (全国神社名鑑刊行会史学センター 1977) [R175.035]
『日本社寺大観』神社篇、寺院篇 (名著刊行会 1970) [R175.9][R185.91]
『神社名鑑』 (神社本庁 1963) [R175.03]
『神社・寺院名よみかた辞典』 (日外アソシエート 1989) [R175.03]
『小平のお寺』 (小平市教育委員会 2005) [K E9-10]
『平安院とその関連寺院』 (平安院 2001) [K E9-10]
『大日本寺院総覧 上巻』(名著刊行会 1974) [R185.035]
『全国寺院名鑑 北海道・東北・関東編』改訂版 (史学センター 1976) [R185.035]
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８ 自然を調べる

⇒ Ｑ

地学はQ3、生物はQ4、植物はQ5、動物はQ6
『東京都地盤地質図(三多摩地区)』 (東京都総務局 1976) [K Q3-03]
『東京都総合地盤図』3冊 (東京都土木技術研究所 1990) [K Q3-00]
『東京都地学のガイド』 (コロナ社 1988) [K Q3-00]
『東京の自然史』増補第2版 (紀伊国屋書店 1984) [K Q3-00]
『武蔵野の地形と野水―小平市・西東京市付近の凹地と窪地について－』（多摩のあゆみ第111号抜刷
2003） [K Q3-20]
『緑と花のおもしろ図鑑』 (小平市都市計画部 1994) [K Q4-10]
『東京の生物史』 (紀伊国屋書店 1982) {K Q4-00}
『植生図・主要動植物地図13 東京都』 (国土地理協会 1974) {K Q4-00}
『みんなでしらべたこだいらの野草』 (小平市野草調査隊実行委員 1998) [K Q5-10]
『玉川上水の草木の花』3冊 (中込敦子 2008) [K Q5-10]
『東京都薬用植物園要覧』 (東京都薬用植物園 2008) [K Q5-10]
『東京都薬用植物園案内』 (東京都薬用植物園 1998) [K Q5-10]
『みんなでしらべたこだいらの野鳥』 (小平市野鳥調査委員会 1993) [K Q6-10]
『東京都産鳥類目録2000』 (日本野鳥の会東京都支部 2001) [K Q6-00]
『東京都の蝶』 (けやき出版 1991) [K Q6-00]
『東京の虫図鑑―刺す虫・かむ虫・いやな虫―』 (東京都衛生局 1991) [K Q6-00]
『東京昆虫図鑑』 (筑摩書房 1988) [K Q6-00]

９ 交通を調べる
鉄道はW4

⇒ Ｗ

『多摩の鉄道沿線古今御案内』 (けやき出版 2008) [K W4-03]
Ⅰ私鉄編では「北多摩に汽車が来た」で川越鉄道、「西武新宿線 武蔵関～東村山」、「西武拝島線
小平～拝島」を、ⅡJR・モノレール編で「武蔵野線 府中本町～西船橋」を紹介。
『多摩の鉄道百年』 (日本経済評論社 1993) [K W4-03]
第1章2で「川越鉄道と多摩の地域経済」、第3章2で「多摩湖鉄道の開業と宅地分譲」を紹介。コラム
に「西武の糞尿列車」がある。
『多摩 鉄道とまちづくりのあゆみ』3冊 (東京都市町村自治調査会 1995-96) [K W4-03]
『西武鉄道の百年』2冊 (彩流社 2015-16) [K W4-93]
後編の新宿線各駅紹介に花小金井・小平の紹介がある。
『西武鉄道のひみつ』 (PHP研究所 2013) [K W4-93]
『日本の私鉄 西武鉄道』 (毎日新聞社 2009) [K W4-93]
2西武鉄道の歴史で多摩湖鉄道起源説を展開する。
『日本の私鉄⑫ 西武』 (保育者 1990) [K W4-93]
『武蔵野線まるごと探見』 (JTBパブリッシング 2010) [K W4-93]
『国鉄私鉄多摩駅名の由来』改訂版 (武蔵野郷土史刊行会 1980) [K W4-03]
花小金井駅、小平駅、小川駅、一橋学園駅、青梅街道駅の駅名の由来と駅周辺の見どころを掲載。
『駅名で読む江戸・東京』2冊 (PHP研究所 2003-04) [K D3-00]
正編第5章に小平・青梅街道、続編第5章に花小金井を掲載し、駅名を切り口に、地域にかかわるでき
ごとや事件などを解説する。
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10 文学・芸術を調べる ⇒ Ｙ
美術はY8、写真はY9
『田中彫刻記』 (小平市教育委員会 2014) [K Y8-10]
『平櫛田中作品集』 (小平市教育委員会 2014) [K Y8-10]
『平櫛田中―次世代に遺した珠玉の彫刻―』 (平櫛田中彫刻美術館 2009) [K Y8-10]
『平櫛田中の肖像彫刻』 (平櫛田中彫刻美術館 2000) [K Y8-10]
『美の世界BOOM―新発見・小平特集―』 (富士書房 1984) [K Y8-10]
『こだいらの「郷土写真」』 (小平市史別冊 2013) [K Y9-10]
『市民の思い出写真集』 (小平市立喜平図書館 1993) [K Y9-10]
『目でみる国分寺・国立・小金井・小平の100年』 (郷土出版 2003) [K Y9-20]

11 行政情報を調べる
議会はF、行政はG、財政はI、経済はJ、統計はK、社会・生活はL、労働はM、福祉はN、教育
はO、文化施設はP、土木・建物はR、都市施設はS、保健・衛生はT、公害はU、産業はV

12 特別コレクションを調べる ⇒ Ｚ
玉川上水はZ1、新田開発はZ2、鷹場はZ3
13 インターネットで地域情報を調べる
「小平市」[http://www.city.kodaira.tokyo.jp/index.html]
「小平市教育委員会」[http://www.kodaira.ed.jp/]
「小平市社会福祉協議会」[http://www.syakaifukushi.kodaira.tokyo.jp/]
「小平市体育協会」 [http://kodaira-sa.org/]
「小平市文化振興財団」 [http://www.kodaira-culture.jp/]
「小平市国際交流協会」 [http://www.kifa-tokyo.jp/]
「フラッとNAVI」 (こだいら観光まちづくり協会) [https://kodaira-tourism.com/]
「こだいらネット」(小平市商工会) [http://www.kodaira-net.jp/]
「わが町小平見どころ案内」(小平シニアネットクラブ)
[http://www.ksnc.jp/kodairashoukai/midokoro.html]
「玉川上水事典」(玉川上水を守る会) [http://www.geocities.jp/annaka29jp/index.htm]
「モグラ通信」 (範多農園・玉川上水) [http://www.h4.dion.ne.jp/~mogura1/]
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