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平成２１年４月１日作成 

平成２４年４月１日改定 

 
 

パスファインダーとは、あるトピックについて調べるときに役立つ資料やツールを紹介した  

 「情報探索の道しるべ」です。 

 

   

１．【はじめに】 
 

千代田区内の歴史や文化等について調べるために必要な基礎資料を、千代田図書館では地域資料とし

て収集しています。このパスファインダーでは、地域資料を活用して日本三大祭の一つである神田明

神の例大祭、神田祭についての調べ方をご案内します。 

 

２．【検索のキーワード 】 
 

効率的な情報検索には、適切なキーワードが必要です。 

神田祭について調べるには、以下のようなキーワードがあります。 

 

 

３．【 入門的な情報源 】 

 

3-1.辞書・事典類を利用する 

 

 辞書・事典類から、神田祭、神田明神の概要を調べることができます。 

 

◎百科事典 

資料情報 請求記号 資料 ID 配置場所 

『日本大百科全書』（小学館, 1984） R031 100049659 
千代田 参考図書 禁帯 

他館所蔵あり 

 

「Japan Knowledge」 オンラインデータベース  http://www.japanknowledge.com/ 

百科事典、辞典、学術サイト URL集などを一括検索できるデータベースです。 

こちらは千代田図書館で利用することができます。 

 

 

◎日本史事典 

資料情報 請求記号 資料 ID 配置場所 

『国史大辞典』（吉川弘文館, 2001） R210 101016350 
千代田 参考図書 禁帯 

他館所蔵あり 

『日本史大事典』（平凡社,1993） R210 101863470 
千代田 参考図書 禁帯 

他館所蔵あり 

 

 

 

神田祭について調べる 

神田祭・天下祭・江戸三大祭・祭礼・祭り・年中行事・歳時記・祭礼行列・山車 

神輿・神田囃子・町会・神田神社・神田明神・神田・神田区・千代田区・東京 

など 
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◎祭礼事典 

資料情報 請求記号 資料 ID 配置場所 

『祭礼事典 東京都』 

東京都祭礼研究会編（桜楓社,1992） TD4/018 105018105 
千代田 地域 禁帯 

他館所蔵あり 

『全国年中行事辞典』 

三隅治雄編（東京堂出版，2007） 
R386 130186083 千代田 参考図書 禁帯 

『年中行事大辞典』 

加藤友康編（吉川弘文館，2009） 
R386 130201627 

千代田 参考図書 禁帯 

他館所蔵あり 

 

◎江戸・東京に関する事典 

資料情報 請求記号 資料 ID 配置場所 

『江戸東京学事典』 

小木新造編（三省堂,2003） 
TA3/019 105908651 

千代田 地域 禁帯 

他館所蔵あり 

『江戸、東京学研究文献案内』 

大串夏身編（青弓社,1991） 
TA3/020 100612852 

千代田 地域 禁帯 

他館所蔵あり 

 

 

3-2.自治体史を利用する 

 

郷土の事柄について調べるには、ゆかりの自治体発行の区史等を用いることでより詳しい情報を得

ることができます。下記の資料から神田区、千代田区について調べることができます。 

 

〈図書館で所蔵している図書〉例 

資料情報 請求記号 資料 ID 配置場所 

『神田区史』（複製） 

（神田公論社，1927） 
TB1/068 130473622 千代田 地域 禁帯 

※『神田文化史』 

中村薫（秀峰閣，1935） 
TB5/102/458 100986835 

千代田 閉架 禁帯 

他館所蔵あり 

『千代田区史』 

（千代田区，1960） 
TB1/001 101520856 

千代田 地域 禁帯 

他館所蔵あり 

『新編千代田区史』 

（千代田区，1998） 
TB1/003 102669959 

千代田 地域 禁帯 

他館所蔵あり 

 

 

４．【 図書を探す 】 

 
【情報探索のキーワード】や、事典より得られた情報を元に資料を検索してください。 

 資料の所蔵の有無や、請求記号・資料ＩＤ・配置場所などがわかります。 

 

4-1. 千代田区立図書館の所蔵を探す 
 

◎テーマの棚に行って探す 

 

 図書館の本は主題ごとに棚に並んでいるので、請求記号の数字を参考にして同じ主題の本を探すこ

とができます。 

 

＜神田祭に関連する分野の分類記号＞ 

ＴＢ１ 地域資料・歴史 ＴＤ４ 地域資料・祭礼 ＴＤ９ 地域資料・宗教 

ＴＪ１ 地域資料・地域社会  
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◎千代田区立図書館蔵書検索で探す 

 http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh 

 

 

【神田明神・神田神社について】 

＜図書館で所蔵している図書＞例 

資料情報 請求記号 資料 ID 配置場所 

※『神田明神誌』 

（小松悦二，1932） 
TD9/022/ﾁ 100976661 千代田 閉架 禁帯 

『神田明神史考』 

（神田明神史考刊行会，1992） 
TD9/067/ﾁ 102542610 

千代田 地域 禁帯 

他館所蔵あり 

 

 

【神田祭の概要について】 

＜図書館で所蔵している図書＞例 

資料情報 請求記号 資料 ID 配置場所 

『神田の祭  その周辺』 

千代田図書館編（1970） 
TD4/003 100833128 

千代田 地域 

他館所蔵あり 

『天下祭読本』 

（都市と祭礼研究会編，2007） 
TD4/079/1 130017338 

千代田 地域 禁帯 

他館所蔵あり 

『鬼がゆく』 

木下直之、福原敏男（平凡社，2009） 
386.1 130208705 

千代田 開架 

他館所蔵あり 

『神田祭』 

（神田神社社務所，1990-2011） 
TD4/070 1080030461 千代田 地域 禁帯 

『神田祭大図鑑 平成 19年度』 

神田明神監修（2007） 
D80 105215990 

千代田 視聴覚 

他館所蔵あり 

 

 

【神輿・山車について】 

＜図書館で所蔵している図書＞例 

資料情報 請求記号 資料 ID 配置場所 

『江戸型山車のゆくえ』 

（千代田区教育委員会，1980） 
TN4/071 100556174 

千代田 閉架 禁帯 

他館所蔵あり 

『続・江戸型山車のゆくえ』 

（千代田区教育委員会，1999） 
TN4/072 105021208 

千代田 地域 禁帯 

他館所蔵あり 

『明神さまの氏子とお神輿』江都天下祭研

究会神田倶楽部編（武蔵野書院，2001） 
TD4/006 102446549 

千代田 地域  

他館所蔵あり 

 

 

【神田祭祭礼図について】 

＜図書館で所蔵している資料＞例 

資料情報 請求記号 資料 ID 配置場所 

『神田明神祭礼絵巻』 

（神田神社社務所，1974） 
TD4/082 101090264 千代田 閉架 禁帯 

 

 

※ 千代田図書館では明治・大正・昭和初期の資料も所蔵しています。 

これらの資料は大切に保存していくためにコピー機による複写をお断りしている場合があります。 

ご了承ください。 

尚、※印のついている資料は資料保存のためにコピー機による複写をお断りしている資料です。 

http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh
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4-2. 国内で刊行された図書を探す 

 
千代田区立図書館が所蔵していない図書や雑誌を調べるには、以下の方法があります。 

 

〈図書館で探す〉 

◎「ＮＤＬ－ＯＰＡＣ」 インターネット   https://ndlopac.ndl.go.jp 

国立国会図書館の蔵書目録。国内で刊行されたほとんどの図書・雑誌の検索ができます。 

 

◎「東京都公立図書館統合検索」 インターネット  

http://ufinity51.jp.fujitsu.com/cass/usrshd.do?tenantId=metro&system=1331019062252&login=

off 

東京都立図書館のＨＰ上から、東京都内公立図書館で所蔵している図書の検索ができます。 

 

５．雑誌記事を探す 
 

 ◎「CiNii（サイニイ） NII論文情報ナビゲーター」 インターネット オンラインデータベース 

http://ci.nii.ac.jp/ 

 学協会で発行された学術雑誌、大学等で発行された研究紀要、国立国会図書館の雑誌記事デー

タベースなど、学術論文情報を検索の対象とする論文データベースサービスです。検索された

論文の引用文献情報や、本文を参照したりすることができます。 

 

６．その他の情報源 

 

6-1. WEB 情報源 
 

◎「KANDAアーカイブ」 インターネット  http://www.kandagakkai.org/ 

神田のまちづくりを推進する NPO法人神田学会が運営するウェブサイトです。 

サイト内の神田資料室では、発行誌の『KANDAルネッサンス』の記事検索ができます。 

 

 ◎「国立国会図書館 貴重書画像データベース」 インターネット 
http://dl.ndl.go.jp/ 

国立国会図書館が所蔵する貴重書のデータベースです。錦絵などを見ることができます。 

 

 ◎「国立国会図書館 近代デジタルライブラリー」 インターネット 
  http://kindai.ndl.go.jp/index.html 

  国立国会図書館が所蔵する明治、大正、昭和前期刊行図書のデジタル画像を収録するサイトです。 

 

6-2. 類縁機関 
 

◎神田明神資料館 http://www.kandamyoujin.or.jp/bunka/shiryoukan.html 

  〒101-0021 東京都千代田区外神田 2-16-2 ℡03-3254-0753 

 

◎千代田区立日比谷図書文化館 文化財事務室 http://hibiyal.jp/bunkazai/index.html 
〒102-0081 東京都千代田区日比谷公園 1-4 ℡03-3502-3348 

 

◎江戸東京博物館図書室 http://edo-tokyo-museum-lib.opac.jp/ 

 〒130-0015 東京都墨田区横網 1-4-1江戸東京博物館７階 ℡03-3626-9974 

 

 

作成： 千代田区立千代田図書館サービス部 
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