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  自分の住んでいる市を深く理解するには、その歴史を知ることは有効な手段です。地名の変遷や古地

図、歴史的な人物を調べたいとき、また、昔の写真を見たい時などの資料や情報の調べ方をご案内しま

す。 

 

 

 

 

 

 

  

※全 6 館…駅南、中央、行徳、信篤、南行徳、平田 

(1) 通史を調べる  

本の情報 請求記号 所蔵館 駅南棚番号 

『市川市史』第 1巻～7巻 

市川市史編纂委員会／編集 市川市 1971～1974 

I/B1/ 

1～７ 

全 6 館・ウィズ・

大野公・西部公 
25 

１～４巻までが通史、５巻～７巻までが史料。市川の歴史を知るための必須文献だが、やや専門度が高いた

め、より詳しく知りたい人向け。 

『改訂版 市川の歴史』 

中津 攸子／著 市川よみうり新聞社 2002 
I/B1 

全 6 館 

ウィズ 

地域情報 

コーナー 

上段に市川、下段に同時代の日本の通史がまとめられており、日本全体の中での市川の様子がわかる

ようになっている。入門的なもの。ジュニア版あり。 

 

 (2) 地名や地図を調べる 

本の情報 請求記号 所蔵館 駅南棚番号 

『市川のまち 地名の由来』 

市川市 
I/C2 中央  

市川市広報の連載のスクラップ。全 36 回。コラム形式で市川の地名の由来を紹介。 

 

 (3) 統計を調べる  

本の情報 請求記号 所蔵館 駅南棚番号 

『市川市統計年鑑  昭和４０年版～平成３０年版』 

市川市総務部総務課／編集 市川市総務部総務課  

1965～2018 

I/M1/ 

65～18 

 

全６館 25 

気象、人口、産業、インフラなど幅広い統計データが記載されている。駅南は平成 24 年以降所蔵。 

中央、行徳には平成 23 年以前のものあり。 

 

１． 図書で調べる 

 

「市川市の歴史」について調べる 

◆◇◆ 調べるときのキーワード ◇◆◇ 

 「市川市」「千葉県」「歴史」「地名」「古地図」「文化」 

「民話」「昔話」など 

「など 
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(4) 昔の生活や写真を調べる  

本の情報 請求記号 所蔵館 駅南棚番号 

『写真で見るわがまち市川』 

中津 攸子／監修 郷土出版社 2016 
I/B6 

全 6 館 

大野公 

地域情報 

コーナー 

明治以降の市川の生活を写真と解説で概観したもの。  

『市川のくらしと伝承  Ⅰ～Ⅱ』 

市川市史編さん民俗部会／編集 市川市文化振興課 

2014～2015 

I/D0/ 

1～2 
全６館 

地域情報 

コーナー 

市川に存在する古くからある組織（＝講）や行事について聞き取り等の調査結果の報告書。網羅的ではない。 

 

 (5) 歴史散歩の本  

本の情報 請求記号 所蔵館 駅南棚番号 

『市川歴史さんぽ  1』 

中津 攸子／著 エピック 2005 
I/C8/1 

中央・行徳 

南行徳・信篤 

ウィズ・大野公 

 

市川に関係の深い人物を地域別に紹介しながら、市川の町と歴史を知ることが出来る。 

『千葉県市川市周辺の歴史散歩』 

武井 順一／著 弘文社 1998 
I/B0 

中央・行徳 

南行徳・信篤 

ウィズ・大野公 

 

著者が行ったインタビューを中心に、時代順に市川の歴史を紹介したもの。 

 

 (6) 昔話・民話を調べる 

本の情報 請求記号 所蔵館 駅南棚番号 

『市川の伝承民話』 

市川民話の会／編集 市川市教育委員会 1992 
I/D7 

全６館・ウィズ 

大野公 

地域情報 

コーナー 

7 つのテーマを地域ごとに記載してある。聞き取りをそのまま記載しているので、当事者の生の声がわかる。 

『もっと知りたい市川の歴史と民話』 

市川市 2009 
I/B0 

中央 

(館内閲覧) 
 

平成 21 年に大野公民館で開催された秋季講座のレジュメをファイルしたもの。 

 

 (7) 市政について知る 

本の情報 請求記号 所蔵館 駅南棚番号 

『市政ガイドブック』 

市川市企画部広報広聴課／編集 -- 市川市 2013 
I/F5/13 

駅南・中央・行徳・ 

南行徳・平田 

地域情報 

コーナー 

市川市の市政について、簡単に紹介してあるガイドブック。 

『市政概要』平成 30年（最新版） 

市川市議会事務局／編集 市川市議会事務局 
I/F1/18 全 6 館・ウィズ 25 

S.57 以前は『市勢概要』（S.39～S.57）、『市勢要覧』（S.31～S.55/S.32 欠）、『市川市勢要覧』（S.11，S.16，S.18，

S.24，S.40～S.42）を参照。駅南所蔵は平成 21 年以降（22 年欠）所蔵。それ以前は中央、行徳に所蔵あり。 
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当館所蔵の市川市に関する定期刊行物です。   ※全 6 館…駅南、中央、行徳、信篤、南行徳、平田 

タイトル 出版社 刊行頻度 所蔵館 保存期間 

広報いちかわ 市川市 月 2回 全 6館 1 年保存（駅南） 

市川市議会だより 市川市議会 年 5回 全 6館 1 年保存（駅南） 

※「広報いちかわ」の古いものは製本して図書として登録され、地域情報コーナーにあります。 

 （駅南の製本図書は平成 22 年以降） 

 

 

駅南では、新聞・雑誌記事、法律や判例を検索できるデータベースがあります。館内に設置されたノー

トパソコンでご利用ください。有料でプリントアウトすることもできます。 

データベース名 内容 検索結果例 

聞蔵Ⅱビジュアル 

（朝日新聞データ

ベース） 

1979 年から 1989 年までの朝日新

聞縮刷版の記事の表示、また 1985

年からの「朝日新聞」「週刊朝日」

「アエラ」の記事のキーワード全

文検索ができる。 

【キーワード：市川市】 

「市川市きょう誕生」朝日新聞 

1934/11/03 東京／朝刊 11p 1 段 

 

  

 

 テーマに関連する機関のホームページをご紹介します。 

① 市川市立図書館 地域情報データベース 

  ☛ http://www.city.ichikawa.lg.jp/library/db/cat-tosho-tiikijouhou.html 

 市川市立図書館が作成した地域情報のデータベース。市川の文学データベース、市川の地名、市

川市の文化財、市川市関係新聞記事索引などがある。中央図書館所蔵・市川市関連地図資料では、

現在の住宅地図、白地図や明治期から昭和初期の市川の地図についてリストアップされている。 

 

② 市川市ホームページ 

  ☛ http://www.city.ichikawa.lg.jp/index.html 

市川市の様々な情報を入手することができる。市政情報、統計資料、地図情報を入手したいとき

は、ホーム＞市政情報へアクセスする。「市政の運営」では、これまでの行政計画が掲載されてい

たり、「統計資料」では、３回前までの国政調査のデータを見る事ができる。市内の文化財等を調

べたいときはホーム＞文化・観光へアクセスすると、一覧と紹介が表示される。 

 

③ 菜の花ライブラリー（千葉県立図書館） 

     ☛ https://www.library.pref.chiba.lg.jp/nanohana/index.html 

千葉県立中央図書館で所蔵する主に江戸時代から明治時代前期にかけて発行された千葉県関係

資料の画像を検索・閲覧できる。また、千葉県歴史関係座視記事索引では、市川市に関連する新聞

雑誌記事の目録情報を検索することができる。 

２． 地域雑誌・定期刊行物で調べる 

３． データベースで調べる 

４． インターネットで調べる 

http://www.city.ichikawa.lg.jp/index.html
http://www.city.ichikawa.lg.jp/index.html
https://www.library.pref.chiba.lg.jp/nanohana/index.html
https://www.library.pref.chiba.lg.jp/nanohana/index.html
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④ 千葉県ホームページ 文化・文化財 

  ☛ https://www.pref.chiba.lg.jp/cate/kbs/rekishi-bunka/bunkazai/index.html 

 市川市の文化遺産についての紹介がある。また、「ちば遺産 100 選」「ちば文化的景観」の 

干潟の海岸と谷津田景観のゾーンに「中山法華経寺の伽藍」「葛飾八幡宮の千本イチョウ」などの

市川市にある遺産の説明がある。このほか、市川市の国・県指定および国登録文化財の一覧も見る

ことができる。 

 

   

       

 市内で市川市の歴史について調べることができる機関を紹介します。 

① 市立市川考古博物館 

☛ http://www.city.ichikawa.lg.jp/edu14/1111000001.html 

 市川市内の遺跡から出土した考古資料や情報を収集、保管、展示する考古博物館。 

館内には先土器時代～奈良・平安時代までの出土品や資料が展示されている。 

 〒272-0837 市川市堀之内 2-26-1  TEL：047-373-2201 

 開館時間：午前９時～午後 4 時３０分 休館日：月曜、年末年始（12月 28 日から 1月 4日） 

月曜が国民の祝休日の場合は開館し、火曜が休館 

 

② 市立市川歴史博物館 

☛ http://www.city.ichikawa.lg.jp/edu15/1111000005.html 

     鎌倉時代からの市川の歴史や文化が紹介されている。年代としては上記の「考古博物館」の続

きとなる。 

     〒272-0837 市川市堀之内 2-27-1  TEL：047-373-6351 

     開館時間：午前９時～午後 4 時３０分 休館日：月曜、年末年始（12 月 28日から 1 月 4 日） 

月曜が国民の祝休日の場合は開館し、火曜が休館 

 

③ いちかわ観光・物産案内所 

☛ http://www.city.ichikawa.lg.jp/cul02/1111000017.html 

  ガイドブックなどを取りそろえ、市の観光情報を提供しています。 

 〒272-0034 市川市市川 1-1-1  TEL：047-324-7751 

開所時間：午前 10 時～午後 4時 休所日：毎月第 1 月曜日（祝日にあたるときは直後の 

平日）、年末年始 

 

  ※このリストで紹介した以外の関連資料も所蔵しています。お探しの資料が見つからないときは、 

お気軽にレファレンスカウンターにお尋ねください。 

 

 

５． その他の関連機関情報 

市川市市川駅南口図書館     〒272-0033 市川市市川南 1-10-1 

（指定管理者 ㈱ヴィアックス）    I-link タウンいちかわ ザ タワーズ ウエスト 3階  

                          TEL 047-325-6241 

https://www.pref.chiba.lg.jp/cate/kbs/rekishi-bunka/bunkazai/index.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/cate/kbs/rekishi-bunka/bunkazai/index.html
http://www.city.ichikawa.lg.jp/edu14/1111000001.html
http://www.city.ichikawa.lg.jp/edu14/1111000001.html
http://www.city.ichikawa.lg.jp/edu15/1111000005.html
http://www.city.ichikawa.lg.jp/edu15/1111000005.html
http://www.city.ichikawa.lg.jp/cul02/1111000017.html
http://www.city.ichikawa.lg.jp/cul02/1111000017.html

