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  ～武蔵野市についての調べ方案内～ №5 

   平成 27 年９月 25 日発行 

 

 

「中島飛行機」についてしらべる  

 

◆中島飛行機とは？ 

 中島飛行機は 1917 年（大正６年）から 1945 年（昭和 20 年）まで存在した 

三菱重工業と並ぶ日本航空機生産のトップメーカー。創始者は海軍機関将校であった 

中島知久平（なかじまちくへい）である。 

現在、グリーンパークと呼ばれている一帯には「中島飛行機株式会社」の発動機（エン

ジン）工場として武蔵野製作所と多摩製作所（のちに合併して武蔵製作所）があった。

軍からの要請を受け工場は拡大していくが、アジア太平洋戦争末期の本空襲では米軍の

標的となり第一目標として、合計９回の空襲を受けた。 

戦後、空襲により壊滅状態になった武蔵製作所は閉鎖され、敷地あとに米軍宿舎やアメ

リカンスクールなど施設ができるが、粘り強い住民の返還運動により、のちに取り壊さ

れ、都立高校、市役所、都立武蔵野中央公園などができ、現在に至る。 

 武蔵野市は、戦争の記憶・平和の尊さを次世代につないでいくため、初空襲のあった 

11 月 24 日を「武蔵野市平和の日」に制定した。 

                     

◆中島飛行機について調べたいテーマは？ 

 歴史について調べたい ・・・・・・・・・・・・ ２ページ 資料紹介 １へ 

 空襲・戦争の記録について調べたい ・・・・・・ ２ページ 資料紹介 ２へ 

 学徒動員・勤労動員の記録について調べたい ・・ ３ページ 資料紹介 ３へ 

 中島知久平について調べたい ・・・・・・・・・ ３ページ 資料紹介 ４へ 

 工場で作っていたものを調べたい／その他 ・・・ ３ページ 資料紹介 ５へ 

 

図書館ホームページで調べる ・・・・・・・・・・・ ４ページ へ 

  

歴史館で調べる ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４ページ へ 
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資料紹介１～５ 

武蔵野市立図書館で所蔵している主な資料をご紹介します。 

 マークのついている資料は、内容がわかりやすい資料です。    

１ 歴史について調べたい    所蔵 中→中央、吉→吉祥寺、プ→プレイス、全→全館 

書名 出版者 出版年 請求記号 所蔵 内容・記載頁等 

富士重工業三十年史 富士重工業 1984 MV3-93  中  

武蔵野市百年史 

 

 

武蔵野市  MB1-10 全 記述編Ⅰ P961 

Ⅱ P217 

資料編Ⅰ 下 P660 

Ⅱ 上 P409 

戦争と平和を考える 戦争と武蔵野市 

－中島飛行機を中心に－ 

武蔵野市 1979 MB7-10 全 民間の視点から見た空

襲についての記述、体

験談もあり 戦争と平和を考えるⅡ 戦争と武蔵野市 武蔵野市 1984 MB7-10 全 

季刊むさしの 昭和の武蔵野・番外編より 武蔵野市 2011 MB7-10 全 第５５～６０、６２、６３、 

６９、７０、８４、８５号 

季刊武蔵野 №７  武蔵野市 1989 MG0-10 中・プ 『特集 緑を守る』 

季刊むさしの №43  武蔵野市 1998 MG0-10  中・プ 『昭和の武蔵野』 

季刊むさしの №６１  武蔵野市 2002 MG0-10  全 『むさしの百年物語』 

都立武蔵野中央公園の歴史  武蔵野市 1989 MS4-10 全  

『中島飛行機武蔵製作所』物語 未来工房 1978 MV3-10  中 豆本 

写真と地図で読む！知られざる軍都多

摩・武蔵野  

洋泉社 2005 MB7-10 

213.6/ｼ 

全 P28 

中島飛行機の終戦 新葉館出版 2015 MV3-10 

538.0/ﾆ 

全  

２ 空襲・戦争の記録について調べたい 

戦争の記憶を武蔵野にたずねて 武蔵

野地域の戦争遺跡ガイド  

ぶんしん出版 2006 MB7-10 

210.7/ｳ  

全  

シンポジウム 中島飛行機と武蔵野の

戦争遺跡と戦争体験 報告集 

武蔵野の空襲と戦争

遺跡を記録する会 

2002 MB7-10  中  

戦争遺跡から学ぶ  岩波書店 2003 Y210/ｾ 中 P132～ 

米軍が記録した日本空襲 草思社 1995 MB7-00 

210.7/ﾋ 

全 P46～写真多数 

多摩の空襲と戦災 けやき出版 1995 MB7-03 

213.6/ｵ 

中・吉 

 

P7、15、32 空襲年表 

麦畑になれなかった屋根たち  童心社 1995 09/ﾌ  全  

戦時下の武蔵野 Ⅰ ぶんしん出版 2011 MB7-10 中・プ  

武蔵野から伝える戦争体験記録集 

第Ⅰ集～第Ⅲ集 

武蔵野市 2010 

～2015                                

MB7-10 全 巻末に工場配置図・

年表・写真等あり 
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３ 学徒動員・勤労動員の記録について調べたい 

書名 出版者 出版年 請求記号 所蔵 内容・記載頁等 

戦争と共に歩んだ青春 中島飛行機学徒動

員の記録 

中稲会 1996 MB7-10  

377.2/ｾ 

中  

証言・学徒勤労動員 中島飛行機武蔵製作

所に動員された学徒の記録 

武蔵野の空襲と戦争

遺跡を記録する会 

2003 MB７-10  中  

中島飛行機武蔵製作所における学徒勤労動

員と学徒勤労動員をめぐる「抵抗」について 

法政大学第一中・

高等学校 

1999 MB７－10  中  

 

武蔵野市女性史 通史編 武蔵野市 2004 ML0-10 全 第三章 

武蔵野市女性史 聞き書き集 武蔵野市 2004 ML0-10 全 第四章 

飛行機工場の少女たち 都立武蔵高同窓会 1996 MB7-10  中  

あかね雲 五十年前の空の下で 吉祥女子中高校・ 

淑美会 

1995 MB7-10  

210.7/ｱ 

中・プ  

戦中日誌類からみた戦時下の武蔵野女子学院 武蔵野女子学院中高 2010 MB7-10 中  

あの日をわすれないために 武蔵野女子学院・ 

同窓会くれない会 

2015 MB7-10 中  

４ 中島知久平について調べたい 

飛行機王・中島知久平 講談社 1989 913.6/ﾄ 中  

日本の飛行機王中島知久平 光人社 1997 B289.1/ﾅ 中・プ  

中島知久平 軍人、飛行機王、大臣の三つの人

生を生きた男 

日本経済評論社 2003 MD9-93  

289.1/ﾅ 

全  

中島飛行機・中島知久平関連資料集 富士重工業群馬製作所 2001 MV3-93 中・プ  

富士重工業 ｢独創の技術｣で世界に展開するメーカー 三樹書房 2012 MV3-93 中 第一章 

５ 工場で作っていたものを調べたい／その他 

中島飛行機の研究 日本経済評論社 1988 MV3-10  中・吉  

中島飛行機エンジン史  酣燈社 1987 MV7-00 中  

第２次大戦戦闘機の回想 私のメモ帳から 青木邦弘 1995 538.3/ｱ 中  

中島飛行機物語 ある航空技師の記録 光人社 1996 MV7-00  

538.0/ﾏ 

全  

 

中島戦闘機設計者の回想 戦闘機から

「剣」へ－航空技術の闘い 

光人社 1999 538.7/ｱ 全  

歴史のなかの中島飛行機 グランプリ出版 2002 538.0/ｶ 全  

多摩のあゆみ たましん歴史美術館

歴史資料室 

1984～ 

2015 

MB0-03 中・プ 第 35、79、113 

  119、129 号 

八幡町ものがたり 河出書房 1988 ML2-10 中・プ    

日本の戦争遺跡 保存ガイド 平凡社 2004 I/210.6/ﾆ 中・プ  

平和・憲法手帳  武蔵野市 2015 MO7-10 全 P29～P39 

野球と鉄道 幻の球場と思い出の球団 東日本鉄道文化財団 2015 MP6-90 中・プ 武蔵野競技場 
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図書館ホームページで調べる 

◆レファレンス事例集を調べる 

武蔵野市立図書館ホームページ http://www.library.musashino.tokyo.jp/ 

トップページ・しらべる＞武蔵野市に関するレファレンス事例集 

＞分野別インデックス   歴史･地理 

＞キーワード別インデックス  戦争 

◆新聞記事を調べる 

武蔵野市立図書館ホームページ http://www.library.musashino.tokyo.jp/ 

トップページ・しらべる＞武蔵野市に関する新聞記事見出しデータベース  

例）簡易検索   キーワード“中島飛行機” 検索数７０件 (平成 27 年 8 月現在) 

 

『武蔵野市に関する新聞記事見出しデータベースについて』 

新聞記事の中から武蔵野市に関する記事を選択し、当館で「分類」「主題・テーマ」を付与した

索引データベースです。 

収録期間：平成 9(1997)年 5 月～平成 26(2014）年９月分（平成 27 年８月現在） 

収録紙：朝日・産経・東京・毎日・読売新聞 

記事本文については、図書館にご来館のうえ、新聞武蔵野版（原紙）、縮刷版（全国版朝日・ 

読売・毎日）、図書館が契約した新聞社データベース等をご利用ください。 

※新聞武蔵野版（原紙）は中央図書館のみ所蔵しています 

 

歴史館で調べる 

◆『武蔵野市立 武蔵野ふるさと歴史館』 

 歴史的価値を有する資料を収集展示し、博物館機能と公文書館機能を持つユニークな  

施設として平成 26 年に開館。米軍が戦後、製作所内部などを撮影した貴重な写真や実際

に試運転に使用されていたといわれるプロペラの一部も展示している。 

   ＜案内＞ 

    交通：武蔵境駅から徒歩１２分 または 

ムーバス・境西循環「武蔵野ふるさと歴史館」下車すぐ 

    住所：〒180-0022 武蔵野市境５－１５－５ 

    電話：0422-53-1811 

     開館時間：午前９時３０分から午後５時 

    休館日：金・土・祝日・年末年始      入館料：無料 

     

 ★ご紹介した資料、調べ方については一例です。おわかりにならないこと 

ご質問等がありましたら、お気軽にカウンターにお越しください 

          編集・発行 武蔵野市立中央図書館レファレンス担当 

http://www.library.musashino.tokyo.jp/
http://www.library.musashino.tokyo.jp/

