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 平成２１年８月１日作成 

平成２２年８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。 

このパスファインダーでは、千代田区立の学校の歴史についての調べ方をご案内します。 

 

１．【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。 

千代田区立の学校の歴史を調べるためには、以下のようなキーワードがあります。 

様々なキーワードを組み合わせて検索してみましょう。 

 

２．【基本的な情報源】 

 

千代田区立図書館で利用できる基本的な情報源を紹介します。 

調べたい学校名等が出てきたら、まずこれらの情報源を利用して基本的な事柄を調べてみましょう。 

 

基本資料（辞書・事典・資料集など） 

 辞書、事典、資料集などの参考図書から、千代田区立の学校について基本的な情報を得ることができます。 

〈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 

『全国学校総覧』 

（全国学校データ研究所編、2009） 
R370.3 105898878 千代田 参考 禁帯 

『江戸東京学事典』 

（小木新造他編、2003） 
TA3/019 105908651 千代田 地域  禁帯 

『東京教育史資料大系』 

（東京都立教育研究所、1971） 
TM2/063/1 101362085 千代田 地域  禁帯 

『東京都教育史資料総覧』 

（東京都立教育研究所、1991） 
※１巻が『東京教育史資料大系』の索引となっています 

TM2/064/1 100999267 千代田 地域  禁帯 

『東京都教育史 通史編』 

（東京都立教育研究所、1994） 
TM2/042 100408327 千代田 地域  禁帯 

『千代田区教育百年史』 

（千代田区教育委員会、1980） 
TM2/003/ﾁ 105019806 千代田 地域  禁帯 

『千代田区立学校の沿革』 

（千代田区立学校教育条件検討会、1986） 
TM0/017 101362481 千代田 閉架  禁帯 

千代田区立の学校の歴史について調べる 

教育 学校 小学校 中学校 尋常小学校 国民学校 初等教育 中等教育 千代田区  

東京 千代田区立 教育史 学校史 学制 教育令 教科書 麹町小学校 九段小学校 

番町小学校 富士見小学校 お茶の水小学校 千代田小学校 昌平小学校 和泉小学校  

麹町中学校 神田一橋中学校 九段中等教育学校 等 
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◎「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。 

 

３．【図書を探す】 

 

【情報探索のキーワード】や、基本資料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。 

 

３－１． 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、同じ主題の本を探すことができます。 

 

＜関連分野の分類記号＞ 

ＴＢ 地域資料・歴史 ＴＪ 地域資料・地域社会 ＴＭ 地域資料・教育 

 

◎千代田区立図書館蔵書検索で探す 

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

 

【学校史から調べる】 

※タイトルに学校名が明記されているとは限らないので、著者名に学校名を入れて検索すると効果的です。 

＜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 

『麹町小学校の百年』 

（東京都千代田区立麹町小学校、1974） 
TM2/081 101363315 千代田 地域  禁帯 

『九段の 100周年記念誌』 

（九段小学校同窓会、2004） 
TM2/015 100766906 千代田 地域  禁帯 

『富士見百年(創立百周年記念誌)』 

（富士見小学校創立百周年記念協賛、1978） 
TM2/080 101901858 千代田 地域  禁帯 

 

【千代田区の歴史から調べる】 

＜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 

『千代田区史』（千代田区、1960） TB1/001 101848489 千代田 地域  禁帯 

『新編 千代田区史』（千代田区、1998） TB1/003 102669959 千代田 地域  禁帯 

『神田区史』（神田公論社、1927） TB1/068 130473622 千代田 地域  禁帯 

『麹町区史』（東京市麹町区役所、1986） TB1/249 105271506 千代田 地域  禁帯 

『目で見る千代田の歴史』 

（千代田区教育委員会、1993） 
TB1/007 100696798 千代田 地域  禁帯 

http://www.japanknowledge.com/
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh
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【東京の教育の歴史から調べる】 

＜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 

『東京の初等教育』(都史紀要十九) 

（東京都、1970） 
TA5/048/ 101001519 千代田 閉架  禁帯 

『続・東京の初等教育』(都史紀要二十) 

（東京都、1971） 
TA5/048/ 101005127 千代田 閉架  禁帯 

『東京の中等教育一』(都史紀要二十一) 

（東京都、1972） 
TA5/048/ 101001535 千代田 閉架  禁帯 

★『東京市の教育』（東京市役所、1937） T370/ﾄ 937 101361673 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。 

これらの資料は今後も保存活用していくために、コピー機による複写をお断りしています。あらか

じめご了承ください。 

★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。 

 

３－２． 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   http://opac.ndl.go.jp/index.html 

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。 

 

◎「東京都公立図書館横断検索」 インターネット  http://metro.tokyo.opac.jp/ 

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。 

 

◎「東京資料サーチ」 インターネット http://metro.tokyo.opac.jp/tms/ 

  東京の地域に関する資料を収集している図書館等の蔵書の検索ができます。 

 

４【 雑誌記事を探す 】 

 

◎「ＣｉＮｉｉ」 オンラインデータベース  http://ci.nii.ac.jp/ 

   国立情報学研究所（ＮＩＩ）の論文情報ナビゲータ。 

学術雑誌・大学紀要を検索、論文の引用文献情報などを参照することが可能です。 

千代田図書館では、オンラインデータベースとしてご利用いただけます。 

 

◎「東京関係雑誌記事索引」 インターネット http://metro.tokyo.opac.jp/tml/ttok/ 

   都立中央図書館で所蔵している地域情報誌等、東京に関する記事情報が検索可能です。 

 

 

 

http://opac.ndl.go.jp/index.html
http://metro.tokyo.opac.jp/
http://metro.tokyo.opac.jp/tms/
http://ci.nii.ac.jp/
http://metro.tokyo.opac.jp/tml/ttok/
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５【 新聞記事を探す 】 

 

◎ 縮刷版 

   現物の新聞をそのまま縮小して冊子体にしたもので、巻頭の索引を使うと関連するテーマの 

新聞記事が検索できます。 

 

◎ オンラインデータベース 

新聞記事データベースを活用すれば、探しているテーマの新聞記事を検索することができます。 

千代田図書館では、以下の新聞記事データベースが利用できます。 

＜千代田図書館で利用できるデータベース＞ 

データベース 新聞名 収録期間 

聞蔵Ⅱビジュアル 朝日新聞 1945年 ～ 

毎日 Newsパック 毎日新聞 1987年 1 月 ～ 

ヨミダス歴史館 読売新聞 1874年創刊号～ 

日経テレコン 21 日本経済新聞 1981年 10月 ～ 

 

 

６【 その他の情報 】 

 

◎千代田区総合ホームページ 

  福祉・学校 http://www.city.chiyoda.lg.jp/menu/03/m0010501.html 

HOME＞福祉・学校 

学校紹介 http://www.city.chiyoda.lg.jp/service/00010/d0001040.html 

HOME＞福祉・学校＞学校（幼稚園、小学校中学校など）＞学校紹介 

 

◎千代田区立教育研究所 http://www.city.chiyoda.lg.jp/service/00011/d0001155.html 

〒101-0048 東京都千代田区神田司町 2-16神田さくら館 7階 ℡03-3256-8446 

 

◎(財)野間教育研究所図書館 http://www.nomaken.jp/library/index.html 

 〒112-0012 東京都文京区大塚 2-8-3講談社護国寺ビル 1F ℡03-3944-2421 

 

◎国立教育政策研究所教育研究情報センター教育図書館 http://www.nier.go.jp/library/index.html 

〒100-8951 東京都千代田区霞ヶ関 3-2-2 ℡03-6733-6536 

 

◎東書文庫 東京書籍附設 教科書図書館 http://203.178.90.15/ 

 〒114-0005 東京都北区栄町 48-23 ℡03-3927-3680 

 

作成： 千代田区立千代田図書館サービス部 

http://www.city.chiyoda.lg.jp/menu/03/m0010501.html
http://www.city.chiyoda.lg.jp/service/00010/d0001040.html
http://www.city.chiyoda.lg.jp/service/00011/d0001155.html
http://www.nomaken.jp/library/index.html
http://www.nier.go.jp/library/index.html
http://203.178.90.15/

