
主な国立を知る本   くにたち中央図書館 2～3階間の展示コーナーに置いてあります｡ 

書名（ＩＳＢＮ）出版年 

著者    出版社  

資料ＩＤ 

複本 

ひとこと 

総記 
ふるさと国立（中学生）（ISBNなし）2002年 

社会科副読本改訂委員会／編 国立市教育委員会 

003005998 

複本あり 

中学生向き 

わたしたちの国立（ISBN なし）2002 年 

社会科副読本改訂委員会 国立市教育委員会 

003006244 

複本あり 

小学生向き 

わたしたちの国立  ［平成７年版］（ISBNなし）1995年 

社会科副読本改訂委員会／編 国立市教育委員会／刊 

001069947 

複本あり 

小学生向き 

わたしたちの国立  ［昭和 45年版］（ISBNなし）1970 年 

社会科副読本改訂委員会／編 国立市教育委員会／刊 

100052745 

複本あり 

小学生向き 

わたしたちの東京  2001（ISBNなし）2001年 

東京都小学校社会科研究会／編 明治図書出版株式会社／刊 

001494566 

複本あり 

小学生向き 

国立市史(上･中･下) （ISBNなし）1988年 

国立市史編さん委員会／編 国立市／刊 

上中下とも

複本あり 

下巻現代史編は 

調べ学習に 

くにたちしらべ 7  国立の地図（ISBN なし）2009年 

図書館地域資料ボランティア／編 

019240340 

複本あり 

江戸～戦前の地図で見る国立 

歴史 

くにたちの歴史（ISBN なし）1995年 

くにたちの歴史編さん専門委員会／編 国立市／刊 

001068251 

複本あり 

 

こども風土記 －国立むかしむかし－（ISBNなし）1981 年 

国立市教育委員会／編 くにたち中央図書館／刊 

019224039 

複本あり 

子ども向け国立の歴史 

わが町国立（ISBNなし）1975年 

原田重久／著 逃水亭書屋／刊   

100060243 

複本あり 

巻末に原田重久著書年表あり 

谷保から国立へ（ISBN なし）1967年 

原田重久／著 国立町史編さん会／刊 

019170778 

複本なし 

国立市成立の歴史 

国立風土記（ISBNなし） 1967年 

原田重久／著 逃水亭書屋／刊 

200011906 

複本あり 

国立市の歴史 

てんじんさま（ISBNなし）年不明 

谷保天満宮／刊 

200039279 

複本あり 

谷保天満宮について 

谷保天満宮物語－天神さまとふるさと－（ISBNなし）2005 年 

原田重久／著 谷保天満宮／刊 

003050903 

複本あり 

第九版   

くにたち史蹟案内（ISBN なし）1976 年 

くにたち史蹟案内作成委員会／編 国立市教育委員会／刊 

200051274 

複本あり 

 



くにたち史跡案内 改訂版（ISBNなし）年不明 

国立市教育委員会／刊 

200051159

複本あり 

 

くにたち歴史探訪（ISBN なし）1976 年 

国立市教育委員会／編・刊 

019189778 

複本あり 

くにたち歴史探訪 

くにたち歴史探訪－改訂版－（ISBN なし）2004年 

国立市教育委員会／編・刊 

019229210 

複本あり 

くにたち歴史探訪 

学園都市くにたち－誕生のころ（ISBN なし）1998年 

くにたち郷土文化／編・刊 

013569744 

複本あり 

企画展図録 

くにたちしらべ 3  南養寺（ISBNなし）2007年 

図書館地域資料ボランティア／編 

019240183 

複本あり 

南養寺の歴史 

くにたちしらべ 5  戦跡（ISBNなし）2008年 

図書館地域資料ボランティア／編 

019240340 

複本あり 

国立市内の戦跡 

くにたちしらべ 6  谷保天満宮（ISBN なし）2009年 

図書館地域資料ボランティア／編 

019240340 

複本あり 

谷保天満宮のいわれと歴史 

くにたちしらべ 8  永福寺・應善寺（ISBNなし）2009 年 

図書館地域資料ボランティア／編 

019240340 

複本あり 

永福寺・應善寺のいわれと行事 

くにたちしらべ 9  谷保の城山（ISBNなし）2009年 

図書館地域資料ボランティア／編 

019240340 

複本あり 

中世の居館跡の城山の歴史・自

然 

まち，ひと，くらし（ISBNなし） 

くにたち郷土文化館／編・刊 

003048410 

複本あり 

 

くにたちの水 
 

府中用水（ISBNなし）2001年 

くにたち郷土文化館／編 府中用水土地改良区財団法人くにた

ち文化・スポーツ振興財団／刊 

019221688 

複本あり 

郷土文化館の企画展パンフレ

ット 

谷保の水車（ISBNなし） 

記録する会／編 国立市公民館／刊 

200054427 

複本あり 

谷保の水車の記録 

多摩水ベのあるくマップ（4-87751-074-5）1999年 

けやき出版／編・刊 

013272935 

複本あり 

川･湖･池･泉のほとり 45 コー

ス 

玉川上水と分水 改訂新版（4404017286）1990年 

小坂 克信／著 新人物往来社／刊 

100060094 

複本あり 

ふるさと散歩シリーズ 

国立水道のあゆみ（ISBN なし）2000 年 

国立市環境部水道業務課／編・刊 

019219591 

複本あり 

市の水道整備について 

玉川上水(多摩郷土文庫)（ISBNなし）1991年 

肥留間博／著 たましん地域文化財団／刊 

100057876 

複本あり 

青柳の府中用水について記述 

くにたちしらべ 10  くにたちの水（ISBN なし）2009 年 

図書館地域資料ボランティア／編 

019240340 

複本あり 

国立の地形と河・湧水・用水等 



くらしとデザインの本 ３  （9784265045136）2009年 

日本デザイン機構／編 岩崎書店／刊 

002137750 

複本なし 

谷保天満宮の湧水について記

述あり（ｐ５０～） 

自然 
国立の環境(S６３年度～) 

国立市環境部環境保全課／編 国立市／刊 

 

複本あり 

国立の環境のデータブック 

くにたちの小さな仲間たち（ISBNなし）1991年 

国立市動物ガイドブック編集委員会編  国立市教育委員会 

001118488 

複本あり 

動物ガイドブック 

くにたち緑の交響楽（ISBNなし）1990 年 

国立市植物ガイドブック制作委員会 国立市教育委員会 

200864635 

複本あり 

植物ガイドブック 

緑の東京たんけん（ISBN なし）1991-1994年 

東京都環境保全局自然保護部／編・刊 

 

複本あり 

91年から 94年度版まで所蔵 

くにたちの野草いろいろ（ISBNなし）1979年 

国立市教育委員会／刊 

200073740 

複本あり 

国立市文化財調査報告書 第 6

集 

くにたち自然と文化の散策路（ISBN なし）1994年 

国立市教育委員会社会教育課／刊 

019186345 

複本あり 

ガイドマップ 

（地図１枚） 

雑木林の道 －せせらぎのみち－（ISBN なし）   

東京都環境保全局／編・刊 

019199298 

複本あり 

シリーズ８巻目矢川・青柳コー

ス               

くにたちしらべ 2  四季（ISBNなし）2007年 

図書館地域資料ボランティア／編 

019240100 

複本あり 

風物詩､年中行事 

くにたちしらべ 4  植物（ISBNなし）2007年 

図書館地域資料ボランティア／編 

019240266 

複本あり 

ハケの植生 

くにたちしらべ 9  谷保の城山（ISBNなし）2009年 

図書館地域資料ボランティア／編 

019240340 

複本あり 

中世の居館跡の城山の歴史・自

然 

郷土文化 
国立音頭くにたち囃子 －三味線譜－（ISBN なし）1977 年 

国立市民謡育成会／刊 

200037208 

複本あり 

くにたち囃子の三味線譜 

東京の伝統工芸品  1994 （ISBNなし）1994年 

東京都労働経済局商工新興部／刊 

001067925 

複本あり 

東京の伝統的な特産・工芸品 

ふるさとめぐり－親子でたずねる東京の文化財－ 1990年 

東京都教育庁社会教育部文化課／編・刊  

100047497 

複本なし 

東京の文化財のガイド 

谷保かるた（ISBNなし）1988年 

国立第一小学校／刊 

201201787 

複本あり 

昭和 60年度版 

くにたちの祭り（ISBN なし）2001年 

くにたち郷土文化館／刊 

001494095 

複本あり 

企画展パンフレット 

くにたちの文化財（ISBN なし）1982 年 

国立市教育委員会／刊 

019185479 

複本あり 

指定文化財等一覧 



くにたちしらべ 1  駅舎（ISBNなし）2007年 

図書館地域資料ボランティア／編  

019240027 

複本あり 

歴史と価値､保存活動 

くにたちしらべ 2  四季（ISBNなし）2007年 

図書館地域資料ボランティア／編 

019240100 

複本あり 

風物詩､年中行事 

くにたちしらべ 3  南養寺（ISBNなし）2007年 

図書館地域資料ボランティア／編 

019240183 

複本あり 

南養寺の歴史 

くにたちしらべ 5  戦跡（ISBNなし）2008年 

図書館地域資料ボランティア／編 

019240340 

複本あり 

国立市内の戦跡 

くにたちしらべ 6  谷保天満宮（ISBN なし）2009年 

図書館地域資料ボランティア／編 

019240340 

複本あり 

谷保天満宮のいわれと歴史 

くにたちしらべ 8  永福寺・應善寺（ISBNなし）2009 年 

図書館地域資料ボランティア／編 

019240340 

複本あり 

永福寺・應善寺のいわれと行事 

くにたちしらべ 9  谷保の城山（ISBNなし）2009年 

図書館地域資料ボランティア／編 

019240340 

複本あり 

中世の居館跡の城山の歴史・自

然 

国立市「子ども調査」協力者会議 ユース部会 活動のまとめ  

（ISBNなし）2001年 

国立市教育委員会生涯学習課 国立市教育委員会／刊 

019219120 

複本あり 

こども調査・活動のまとめ 

企画展 苦難の日々も 1995.8（複本あり） 019169218 国立の戦中、戦後をふりかえる 

まち・ひと・くらし 2002.10（複本あり） 003048410 写真でみるくにたち 

企画展くにたちの年中行事 2002.1（複本あり） 019222512 春から夏へ（秋から冬へも有） 

滝乃川学園 
滝乃川学園  平成 19年度（ISBN なし）2007年 

くにたち郷土文化館／刊 

019239359 

複本あり 

石井亮一･筆子夫妻の軌跡 

石井筆子の生涯（ISBN なし）2002年 

大村市・石井筆子顕彰事業実行委員会／刊 

019224906 

複本あり 

 

天使のピアノ－石井筆子の生涯－（4-944237-02-2）2000年 

眞杉章／著 (株)ネット武蔵野／刊 

013385240 

複本あり 

巻末略年譜､参考文献あり 

 

○複本なし（市内に所蔵が１冊のみ）の本は、基本的に館内閲覧のみです。 

（館内閲覧の本の背には、紺色の館内シールがついています。） 

 

○3階でコイン式コピーが利用できます（1 枚 10円）｡ 

コピー利用時には申請書を書いて 3階カウンターにお申し込みください｡ 

 

○３階奥の郷土資料コーナーには、周辺市を含めたいろいろな資料がございますので、どう

ぞご利用ください。 

                                                                                    2010.6改訂 


