
「あきる野市」を調べる

＜何を使って調べるか？＞

１ 図書で調べる

同じ分野の資料は、同じ分類番号の本棚に並んでいます。資料検索端末(OPAC)より検索
したとき、書庫にある資料はカウンターでお尋ねください。

キーワード 分類 キーワード 分類

あきる野市に関する本 06(2 段ラベル上段) 神社 / 寺院 175 / 185

自由民権運動に関する本 J (2 段ラベル上段) 遺跡 / 市町村史、歴史史料集 210 / 213

西多摩地域に関する本 05(2 段ラベル上段) 伝記 / 地名、地理、観光案内 289 / 291

多摩地域に関する本 01(2 段ラベル上段) 行政、例規集、計画書、報告書、

議会会議録、広報誌
318

大島町(友好都市)に関する本 21(2 段ラベル上段)

栗原市(友好姉妹都市)に関する本 22(2 段ラベル上段) 予算書･決算書、財政 / 統計 349 / 351

マールボロウ市(国際姉妹都市)に関する本 23(2 段ラベル上段) 学校教育 / 生涯学習、社会教育 376 / 379

市内在住者の著作 99(2 段ラベル上段) 祭礼、伝統芸能 / 自然 386 / 450

東京都全般に関する本 00(2 段ラベル上段) 環境 / 文化財 518 / 709

パスファインダー（Pathfinder）は調べものの道案内
です。答えに続く道は１本とは限りません。図書館の
さまざまな資料を通じて先へ進むお手伝いをします。

１ 図書で調べる 図書は、同じジャンルの新旧の情報が得られることや多様な著者の意見を

入手できることから、必要な情報を多角的に入手することができます。ただし、情報の速報

性や更新頻度については弱い面があります。

２ 雑誌で調べる 雑誌は、情報の専門性・話題性に富んだ情報源です。定期的に刊行される

ので情報更新の頻度が高いことも特徴です。ただし、図書館では保存年限があるため、古い

情報の入手が困難なこともあります。

３ データベース（オンライン版・電子媒体版）で調べる データベースは、蓄積された

データから検索機能を使って網羅的かつ効率よく情報を得ることができます。ただし、デー

タベースによって検索機能や特徴が異なることに注意が必要です。

４ インターネットで調べる インターネットは情報の速報性が高く、専門サイトなどから

細分化された情報を得ることができます。ただし、情報の正確性（誰でも情報を掲載できる）

と情報の保存性・反復性（突然のサイト閉鎖、ページの修正・削除）には注意が必要です。

５ その他



書名（出版社/出版年/背ラベル）

☆資料の内容
所蔵館

無漏西游 秋川流域の寺々（秋川仏教会設立五十周年記念事業委員会／1999／06-185-ム）
む ろ さいゆう

☆秋川流域（あきる野市、日の出町、檜原村）の寺院を紹介。

全

館

所

蔵

秋川市史・秋川市史附編（秋川市史編纂委員会／1983／06-213.6-ア）

☆秋川地区を調べる際の基本資料。自然環境をはじめ、各時代の歴史や神社仏閣について収

録。附編には地域の民俗、年表、索引が収録。

写真集 秋川の百年（秋川市写真史編纂委員会／1988／06-213.6-ア）

☆秋川地区の風景、交通、産業、教育、文化、戦争などを収録した写真集。

五日市町史（五日市町史編さん委員会／1976／06-213.6-イ）

☆五日市地区を調べる際の基本資料。自然環境をはじめ、各時代の歴史や神社仏閣について収録。

五日市の百年（合併 40 周年記念写真集編纂委員会／1995／06-213-イ）

☆五日市地区の風景、交通、産業、教育、文化、戦争などを収録した写真集。

たのしい郷土史 五日市いろはカルタ（五日市町教育委員会／1983／06-213.6-イ）

☆五日市地区および秋川流域の歴史について、イロハかるた形式にまとめたもの。主に近世

の事象を収録。

五日市憲法草案とその起草者たち（色川大吉／日本経済評論社／2015／J-213.6-イ）

☆五日市憲法草案の発見者らによって執筆された本。五日市憲法草案、千葉卓三郎、五日市

学芸講談会などについて記載。五日市憲法草案・嚶鳴社憲法草案の全文書き起こしあり。

五日市憲法（岩波新書）（新井勝弘／岩波書店／2018／J-213.6-ア）

☆五日市憲法草案についてわかりやすくまとめられた本。発見当時のこと、五日市憲法草案

の内容を解説。五日市憲法草案の入門編としてオススメ。

秋川流域人物伝（中村正／揺籃社／1995／06-281-ア）

☆明治以降の秋川流域の人物伝。政治家、教育家、芸術家、実業家などを紹介。巻末に秋川

流域の歴代市長村長一覧（明治22年以降）あり。

秋川市地名考（保坂芳春／1983／06-291-ア）

☆秋川地区の地名、大字・小字の地名について紹介。巻末に地名索引、大字ごとの地図も収録。

五日市町の古道と地名（並木米一／1984／06-291-イ）

☆五日市地区の古道（街道と地まわり道）と地区ごとの地名について紹介。

ゼンリン住宅地図 東京都あきる野市（ゼンリン／1996～／06-291-セ）

☆市内の住宅地図。毎年収集している。合併前のものもあり。なお、地形図は国土地理院発

行の「地理院地図」がある（古いものは中央のみ所蔵）

あきる野市議会会議録（あきる野市／1995～／06-318-ア）

☆議会での発言・答弁をまとめた会議録。合併前のものもあり。

事務報告書（あきる野市／1996～／06-318-ア）

☆各年度のあきる野市が実施した事務事業について記載したもの。決算書と対になる。合併前のものもあり。

あきる野市一般会計予算書・特別会計予算書（あきる野市／1995～／06-349-ア）

☆各年度のあきる野市の予算について記載したもの。また、補正予算書は年度途中に発行。

合併前のものもあり。

あきる野市各会計歳入歳出決算書（あきる野市／1996～／06-349-ア）

☆各年度のあきる野市の決算について記載したもの。事務報告書と対になる。合併前のものもあり。

あきる野統計（あきる野市／1999～／06-351-ア）

☆各年度のあきる野市の人口・産業・社会福祉・環境衛生・教育などの各種数値等をまとめ

た統計資料。合併前のものもあり。

秋川歌舞伎（秋川歌舞伎保存会／2004／06-386-ア）

☆秋川地区に残る農村歌舞伎についてまとめたもの。演目・歴史について収録。年表もあり。



２ 雑誌で調べる

３ データベース（オンライン版・電子媒体版）で調べる

獅子の風 東京西多摩・三匹獅子舞（桜井保秋／1992／05-386-サ）

☆市内各地に残る三匹獅子舞の写真集。檜原村、瑞穂町、日の出町、青梅市の三匹獅子舞も収録。

全
館
所
蔵

秋川昔物語－秋川市ところどころ－（秋川市教育委員会／1989／06-388-ア）

☆秋川地区の昔ばなしや言い伝えなどを収録。かやの木の精、スッテクリョウなど。

秋川の自然（秋川市／1984／06-450-ア）

☆秋川地区の自然に関する事柄をまとめたもの。星座、気象、地形と河川、地質、生物など

掲載。自然コースガイド、自然史・自然災害史も収録。

五日市町自然観察ハンドブックⅠ～Ⅲ（五日市町郷土館／1990～1992）

☆子ども向けに３分冊に分けて発行。五日市地区の植物（分類 06-470-イ）水辺の生物（分

類 06-486-イ）、鳥類（分類06-488-イ）について収録。

秋川市の文化財 1～8（秋川市教育委員会／1974～1977／06-709-ア）

☆旧秋川市の指定文化財（国・都・町）について収録した冊子。8冊目は伝説をまとめたもの。

五日市町の文化財（五日市町教育委員会／1971／06-709-イ）

☆旧五日市町の指定文化財（国・都・町）について収録した冊子。文化財の写真を掲載。指

定文化財一覧もあり。

書名／出版社

☆資料の内容
刊行種別 所蔵館

多摩のあゆみ 第 1号～／多摩信用金庫

☆多摩地域の歴史・民俗・地理・自然などをテーマに、論考や情報などを掲載。

バックナンバーは製本。

月刊

全

館

所

蔵

多摩けいざい 第 1号～／多摩信用金庫
☆多摩地域の経済の動きがわかる特集記事や、中小企業の四半期毎の景気動向、

各種統計データなどを掲載。

季刊

たまら・び №11～№103／けやき出版
☆多摩地域を対象に店や歴史、名所などを取材し紹介。2019年春号で休刊。

休刊

郷土あれこれ №1～（あきる野市教育委員会／1996～）
☆合併後のあきる野市教育委員会が発行。あきる野市に関するテーマの記事が

記載されたパンフレット。旧五日市町教育委員会発行のものもあり。

不定期

データベース名 内 容
使用できる館

中央 東部 五日市 増戸

あきる野市デジタルアーカイブ

http://archives.library.akiruno.t

okyo.jp/

深沢家文書、あきる野市に関する新聞

記事見出し検索、秋川渓谷観光ポスタ

ーなどが閲覧できる。

● ● ● ●

国立国会図書館デジタルコレクション

http://dl.ndl.go.jp/

国立国会図書館で収集・保存している

デジタル資料を検索・閲覧できる。図

書館限定送信資料あり。

●

たましん文化振興財団／デジタルアーカイブ

https://trc-adeac.trc.co.jp/WJ11C

0/WJJS02U/1392015100

「多摩のあゆみ」第 1号～第 100 号ま

でをデジタル化して、インターネット

上で閲覧できる。収集した絵図・地図、

チラシも収録。

● ● ● ●



４ その他

・新聞

※ 過去の地域新聞は、製本されています。

･マイクロフィルム

･類縁機関

〇五日市郷土館 〒190-0164 あきる野市小中野 920-1 ☎042-596-4069

昔の暮らしやあきる野の自然について解説する常設展のほか、五日市憲法草案についての常

設展もあり。定期的な企画展示もある。

〇二宮考古館 〒197-0814 あきる野市二宮 1151 ☎042-559-8400

市内で発掘された土器や石器を展示する常設展。

〇あきる野市教育委員会文化財担当のホームページ

http://www.city.akiruno.tokyo.jp/category/14-3-3-0-0.html

あきる野市の文化財に関する担当課のホームページ。五日市郷土館・二宮考古館について、

埋蔵文化財に関すること、市内の伝統芸能団体、「郷土あれこれ」のバックナンバーを掲載。

記載している資料は作成時の所蔵のため、より新しい版が刊行されている場合もあります 。

2020 年 1月作成 No.4 発行 あきる野市図書館

資料情報（書名／出版社）
所蔵館

中央 東部 五日市 増戸

読売新聞・朝日新聞・毎日新聞

・産経新聞・東京新聞
2 年保存 6か月保存

西の風／西の風新聞社 1988～ 2004～ 1988～ 1990～

西多摩新聞／西多摩新聞社 1985～ 2006～ 1995～ 1995～

ニュース 0425／西武新聞社 1990～2011 1980～1999 1980～1999

秋川ニュース／東京新聞五日市専売所 1982～1997

資料情報（書名／出版社）
所蔵館

中央 東部 五日市 増戸

深沢家文書

☆「五日市憲法草案」を含む、深澤家から発見された古文書
● ●

秋川新聞（1956～1989）／新五日市社

☆過去に発行されていた地域新聞。
●

読売新聞・朝日新聞・毎日新聞・産経新聞・東京新聞多摩版

☆各紙の多摩版をマイクロフィルム化したもの。各紙縮

刷版には地域版は未掲載。

●
朝日・毎日
1982～
東京・産経
1983～

●
読売
1982～


