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名古屋市中村図書館 2015年 11月 

中村区の歴史に関する資料を探す 

 

 自分の住んでいる地域の歴史について調べたいとき、インターネットで検索しても調べたいこと

がなかなか見つからないことが多いのではないでしょうか。地域限定の事柄について探すには、

ちょっとしたコツが必要です。中村区の歴史に関する本の探し方についてご案内します。 

 

１. 直接棚で探す 

図書館では本をその内容や観点により分類（請求記号＝本の背ラベルの 1段目の数字）して、似たような

内容の本が集まるように並べています。中村区の歴史に関する本は、郷土資料「A25」「A２９５」に分

類され、「郷土資料コーナー」に並んでいます。また閲覧を希望される方にいつでもご覧いただけるよう、

一部を「調べもの・相談カウンター」で保管しております。 

 

２. 館内の蔵書検索機や図書館のホームページから探す 

「中村区」、「歴史」、などのキーワードで「簡単検索」（または「詳細検索」の「全項目」）で検索してみ

ます。『中村区の歴史』、『中村区歴史余話』などタイトルに中村区や歴史の入っているものをはじめ、『私

たちの町横井の昔』など、中村区の歴史に関する図書が検索できます。しかしたとえば「愛知駅について

調べたい」など、さらに細かい項目で探したい場合は、この方法では検索することができません。 

→３、４へ 

 

３.『中村区件名索引』で探す 

  『中村区件名索引』は中村図書館編集・発行の中村区に関する索引（冊子）です。中村区に関するキーワー

ドとそれに関する資料、その資料のどこに掲載されているのかがわかります。「調べもの・相談カウンター」

でおたずねください。 

    例：キーワード「愛知駅」 

      →『中村区の歴史』横地清著 愛知県郷土資料刊行会 1983 p191 

 

４.「郷土検索データベース」で探す 

  「郷土検索データベース」は、名古屋を中心とした尾張・三河地方に関するキーワードから資料を検索する

ことができるデータベースです。名古屋市図書館ホームページの「なごやコレクション」の中にあり、キー

ワードで検索できます。 

例：キーワード「愛知駅」   

→『中村区の歴史』 横地清著 愛知県郷土資料刊行会 1983 p191 

       『国鉄名古屋駅百年史』 名古屋駅編 日本国有鉄道名古屋駅 1987 p27 

    「なごやコレクション」からは、本の検索ができるほか、「名古屋市史編纂資料」、「名古屋市史写真集」、「名

古屋の絵葉書集」から和装本、地図、写真、絵葉書なども検索することができます。 

    例：キーワード「愛知駅」  

→名古屋市史写真集から「関西鉄道 愛知駅（明治中期）」の写真を見ることができます。 

 

 

 

 

郷土資料寄贈のお願い  ご自宅にねむっている資料はありませんか？ 

中村図書館では、郷土資料を収集しています。郷土資料（中村区に関する歴史、地理、風習、教育、産業、

人物などについて書かれたもの）の収集にご協力ください。※資料により受け入れできない場合もあります。

ご了承ください。 
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５. こんな本があります            

【中村区の歴史】 

『中村区の歴史』 〈郷土 A25、相談〉 

横地清／著 愛知県郷土資料刊行会 1983  

郷土史家横地清氏による中村区の通史。近世の村々の歴史、寺社の由来など網羅的に記述。巻末付録に

字名の読み、明治以降の年表をはじめ学童疎開先表や寺院名簿など豊富な資料が付いている。 

『中村区誌 中村区制 50周年記念』 〈郷土 A25、相談〉  

   中村区制施行５０周年記念事業実行委員会 1987 

      区政施行 50周年の記念事業として中村区の 50年の歩みをまとめたもの。内容は人口・産業・交通の

変遷、各学校の紹介、区の行政や事業の沿革史などが中心。付録に中村区創設時からの町名変遷、明治

5（1872）年から昭和 62（1987）年までの中村区年表あり。 

『中村区史』 〈相談〉 

   中村区制十五周年記念協賛会／編 中村区制十五周年記念協賛会 1953  

   中村区誕生 15 周年を記念し、昭和 28（1953）年に出版された中村区の歴史。産業、交通、学校教

育などの沿革をまとめている。 

『中村区のあゆみ 区政施行 40周年を記念して』 〈郷土 A25、相談〉 

名古屋市中村区役所／編 名古屋市 1977  

中村区制 40 周年を記念し、40 年の区民生活の歩み、学区のあらましなどを、平易に編集したもの。

「写真で見る郷土」として写真が豊富に掲載されている。 

 

【村々の歴史】 

『稲葉地村』 〈相談〉貸出不可 

   中村歴史の会稲葉地グループ／［編］ 中村歴史の会 1993 

   「中村歴史の会」は中村社会教育センターの講座「村絵図を読む」から生まれた。平成 5年に「日比津

村」「稲葉地村」「下中村」の３グループに分かれ区内の村々について調査した。その中の稲葉地村グル

ープが、弘化四年の稲葉地村絵図をもとに歩いて調査した稲葉地村の歴史をまとめたもの。 

『下中村』  〈相談〉貸出不可 

   中村歴史の会下中村グループ／［編］ 中村歴史の会 1993 

   前掲「中村歴史の会」の中の下中村グループが、弘化三年の下中村絵図をもとに歩いて調査した下中村

の歴史をまとめたもの。 

『日比津村』  〈相談〉貸出不可 

   中村歴史の会日比津村グループ／［編］ 中村歴史の会 1993 

   前掲「中村歴史の会」の中の日比津村グループが、弘化三年の日比津村絵図をもとに歩いて調査した日

比津村の歴史をまとめたもの。 

 

【各学区・学校の歴史】 

『岩塚学区誌 草稿』 〈相談〉貸出不可 

  名古屋市立岩塚小学校／［編］ 岩塚学区区政協力委員会 1972 

  岩塚学区の区政協力委員会によって「学区誌」の計画が立てられ、岩塚小学校の教員が資料の収集と整理、

編集しまとめられた草稿。 

『岩塚学区地名雑考 草稿』 〈相談〉貸出不可    

  名古屋市立岩塚小学校／［編］ 岩塚学区区政協力委員会 1972 

  前掲『岩塚学区誌 草稿』と同時にまとめられた岩塚学区の町名・字名の読み方と由来。 

※書名の横の〈 〉内は資料のある場所を表しています。 

〈郷土〉→郷土資料コーナー 〈相談〉→調べもの・相談カウンター 
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『いなばじ』 〈相談〉貸出不可 

  名古屋市立稲葉地小学校／編 名古屋市立稲葉地小学校 1967 

  稲葉地小学校創立二十周年を記念に学区および学校の様子を記録した郷土読本。前半は児童向け、後半は

一般向けに書かれ、行事や給食など 1960年代当時の学校生活が詳しく記録されている。 

『黄金 創立 20周年記念』 〈相談〉貸出不可 

  名古屋市立黄金中学校／編 名古屋市立黄金中学校 1970 

  黄金中学校創立二十周年を記念に学校の沿革史、施設、学習活動をまとめた冊子。写真が多く掲載され、

当時の中学校生活がよくわかる。 

『諏訪 30周年記念誌』 〈相談〉貸出不可 

  諏訪学区連絡協議会／編著 諏訪学区 30周年実行委員会記念誌編集部会 1992 

  昭和 38年に日比津小学校分校から独立した諏訪小学校。その創立 30周年を記念して、学区と学校の歩

みをまとめたもの。 

『豊臣 創立 50周年記念誌』〈郷土、相談〉 

  豊臣創立５０周年記念行事実行委員会／編集 豊臣創立５０周年記念行事実行委員会 2007 

  昭和 33年に中村小学校分校から独立した豊臣小学校。その創立 50周年を記念して、学区と学校の歩み

をまとめたもの。発行された 2007年当時の学区、学校のカラー写真が豊富。 

『中村 中村小学校百周年記念誌』 〈相談〉貸出不可 

  名古屋市立中村小学校／編 名古屋市立中村小学校 1973 

  明治６年（1873）に中町の薬師寺に誕生した銀杏小学校が中村小学校の始まり。誕生から百周年を記念

し、学区と学校の歩みをまとめたもの。児童向けに書かれていてわかりやすい。戦時中の学童疎開の記録

をはじめ資料も豊富。 

『名古屋市立豊正中学校５０年のあゆみ』 〈相談〉貸出不可 

  松浦剛／［ほか］編集 豊正中学校５０周年記念行事実行委員会 1997 

  昭和 22 年（1947）に創立された豊正中学校の 50 周年に刊行された記念誌。50 年間の年表と、教職

員や卒業生の思い出を綴った作文が掲載されている。 

『牧野 開校五十周年記念誌』 〈相談〉貸出不可 

名古屋市立牧野小学校／編集 名古屋市立牧野小学校 1977 

  昭和２年（1927）に米野小学校から独立した牧野小学校の 50 周年に刊行された記念誌。50 年間の学

校と学区の歴史が児童向けにわかりやすく書かれている。 

『則武 開学百周年記念』 〈相談〉貸出不可 

名古屋市立則武小学校／編 名古屋市立則武小学校 1973 

  現在のほのか小学校の前身である則武小学校は、明治６年（1873）に覚円寺に開設された義校がはじま

り。誕生から百周年にあたる昭和 48年（1973）に刊行された学区と学校の歩みをまとめた記念誌。教

科書や卒業写真、卒業証書や通知表の移り変わりを写真で紹介している。 

『日比津』 〈相談〉貸出不可 

  名古屋市立日比津小学校／編 名古屋市立日比津小学校 1980 

  日比津小学校誕生から 40周年にあたる昭和 55年（1980）に刊行された学区と学校の歩みをまとめた

児童向けの記念誌。30周年の記念誌を再編集している。巻末に 40年間の PTA・学区の年表あり。 

  30周年記念誌『日比津』もあり。 

『柳のあゆみ 創立 20周年』 〈相談〉貸出不可 

  名古屋市立柳小学校／編 名古屋市立柳小学校 1966 

  昭和 21 年（1946）に柳国民学校として発足した柳小学校が、20 周年を記念して発行した冊子。学区

と学校の歴史を写真とともに紹介している。 
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『柳 創立 30周年記念』 〈相談〉貸出不可 

  名古屋市立柳小学校／編 名古屋市立柳小学校 1977 

  昭和 21 年（1946）に柳国民学校として発足した柳小学校が、30 周年を記念して発行した児童向けの

冊子。前半は学校の歴史、後半は学区の歴史を写真とともに紹介している。 

『柳の今昔 資料篇第２集』 〈相談〉 

  名古屋市立柳小学校 1976 

  昭和 21 年（1946）に柳国民学校として発足した柳小学校が、30 周年を記念して佐屋街道や柳街道を

はじめ学区の歴史、史跡についてまとめた冊子。文字は手書き。 

『夢をはぐくむまち六反』 〈相談〉 

  六反学区創設５０周年記念事業実行委員会 1996 

  昭和 21年（1946）に六反・笹島国民学校が廃止・合併して六反国民学校が開設されてから 50周年を

記念して学区の歴史、学校の歴史についてまとめた冊子。 

『わたしたちのまち新明』 〈相談〉貸出不可 

  名古屋市立新明小学校／編 名古屋市立新明小学校 1973 

  明治 6年（1873）に開校された新明小学校が、百周年を記念として刊行した学区と小学校の歩み。前半

は児童向けに出版当時の学区の様子と学校の歴史、後半は一般向けに名古屋駅の発展や堀川の歴史など、

移り変わりの激しい旧新明学区が豊富な写真とともに紹介されている。 

 

【写真集】 

『昭和の名古屋 昭和２０～４０年代』 〈郷土〉 

  名古屋タイムズ・アーカイブス委員会／写真，長坂英生／〈郷土 A25〉文 光村推古書院 2015 

  昭和 21 年創刊の夕刊紙「名古屋タイムズ」の報道写真の中から、昭和 20～40 年代の名古屋の姿を伝

える写真を集めたもの。名古屋駅前、駅西をはじめ大鳥居や市営稲葉地プールなどの写真がある。 

『名古屋の昭和 写真アルバム』 〈郷土 A25〉 樹林舎 2015 

  名古屋市の昭和時代の写真を年代順・テーマ毎に収録したもの。個人が提供した写真も多数。P.227～

237に中村区の写真をまとめて収録。 

『名古屋今昔写真集 第 3巻』 〈郷土 A25〉 林董一／監修 樹林舎  

  名古屋市を三つの地域に分け、新旧を写真で対比させた写真集。第 3巻は「交通が発達をもたらしたまち」

とし、中村区の特に名駅付近の写真が多い。 

『変貌 名古屋の昭和を撮る』 〈郷土 A25〉 寺西二郎／著 ＫＴＣ中央出版 1999 

  名古屋市広報課にて広報映画テレビの映像制作や広報なごやの編集に携わった寺西二郎氏の写真集。 

  昭和 20年代から 40年代の名古屋の変貌を写真で伝える。名古屋駅前の写真など。 

『写真家寺西二郎の見た昭和 表現と記録』 〈郷土 A25〉  

  寺西二郎／［撮影］，名古屋市博物館／編集 名古屋市博物館 2005 

  寺西二郎氏が昭和 30年代から 40年代にかけて撮影した名古屋の写真を集めた写真集。寺西氏より名古

屋市博物館にネガフィルムが寄贈された。名古屋駅前の写真など。 

『一米国人の見た戦後の名古屋』 〈郷土 A25〉 

  名古屋郷土文化会／編集，［ウイリアム・Ｓ・ペリー／撮影］名古屋郷土文化会 2014 

  米国空軍の無線技術教官として来日したウイリアム・S・ペリー氏が、昭和 24年 5月～25年 7月にか

けて名古屋市を中心とした各地を撮影した写真集。名古屋駅や中村遊郭名楽園など。カラー写真も多い。 

 


