
展示番号 タイトル     年      代       所               蔵 資料形態 図録掲載頁※1 展示期間

国立駅創設と開業

1 ①新設停車場建築場 大正14（1925）年 明窓浄机館（中島陟資料） 写真 6頁

2 ②駅舎建築のために組まれる足場 大正15（1926）年 明窓浄机館（中島陟資料） 写真 6頁

3 ③棟上げの行われる駅舎 大正15（1926）年 明窓浄机館（中島陟資料） 写真 6頁

4 ④駅舎の外観あらわる 大正15（1926）年 明窓浄机館（中島陟資料） 写真 6頁

5 ⑤完成した駅舎と付属屋※2 大正15（1926）年 明窓浄机館（中島陟資料） 写真 7頁

6 中央線　国立駅
『東京付近電車駅設計図集』第二集 中央線より

昭和4（1929）年頃 鉄道博物館 パネル 7頁

7 国立駅舎設計図 大正15（1926）年頃 国立市（プリンスホテル旧蔵資料） 実物/複製 6頁 ①のみ
実物を展示

8 国立駅舎模型 平成6（1994）年製作 くにたち郷土文化館 模型 7頁

9 国立駅開業ニ就テ 大正15（1926）年 明窓浄机館（中島陟資料） パネル 8頁

10 国立駅開業式典（来賓祝辞） 大正15（1926）年　 明窓浄机館（中島陟資料） 写真 9頁

11 国立駅開業式典における来賓祝辞集 大正15（1926）年　 明窓浄机館（中島陟資料） パネル 9頁

12 国立駅開業祝賀会案内 大正15（1926）年 くにたち郷土文化館 実物 9頁

13 国立駅開業祝賀会の開催日 （3点とも）大正15（1926）年 明窓浄机館（中島陟資料） 写真 10頁

14 国立駅開通祝 大正15（1926）年 国立市（本田家旧蔵資料） 写真 10頁

15 国立駅で蒸気機関車を待つ人々 大正15（1926）年 明窓浄机館（中島陟資料） 写真 5頁

16 国立駅前展望台図面 大正14（1925）年頃 国立市（プリンスホテル旧蔵資料） 実物/複製 16頁 ②のみ
実物を展示

17 国立駅前広場展望台工事費予算書 大正14（1925）年頃 明窓浄机館（中島陟資料） パネル 16頁

18 建築中の国立駅舎と箱根土地仮事務所 大正15（1926）年　 明窓浄机館（中島陟資料） 写真 16頁

19 国立駅前 大正15（1926）年 くにたち郷土文化館 写真 15頁

20 水禽舎をみる人々 昭和2（1927）年 明窓浄机館（中島陟資料） 写真 16頁

21 水禽舎内部の水鳥たち 大正15（1926）年 明窓浄机館（中島陟資料） 写真 16頁

22 国立駅前ソーダフォンテン設計図 大正15（1926）年頃 国立市（プリンスホテル旧蔵資料） 実物/複製 17頁 ③のみ
実物を展示

国立大学町の開発と分譲

23 国立開発時の立木の計測 大正13（1924）年頃 くにたち郷土文化館 写真 22頁

24 北多摩郡谷保村郷土誌 大正13（1924）年 国立市立国立第一小学校 実物/パネル 23頁 前期のみ
実物を展示

25 土地売買契約証書 大正14（1925）年 くにたち郷土文化館 実物 23頁 後期のみ

26 箱根土地株式会社 第拾六回報告書（昭和2年下半期） 昭和2（1927）年 国立市（本田家旧蔵資料） 実物 前期のみ

27 朝野新聞社感謝状 明治26（1893）年 くにたち郷土文化館 実物/パネル 25頁 前期のみ
実物を展示

28 台湾鉄道会社事業着手順序予定 明治30（1897）年頃　 くにたち郷土文化館 実物 25頁 前期のみ

29 台湾鉄道会社職制并ニ俸給支給規則案 明治30（1897）年頃　 くにたち郷土文化館 実物 後期のみ

30 韓国台塩販売営業権譲渡契約証書謄本 明治39（1906）年 くにたち郷土文化館 実物 25頁 後期のみ

31 依願免官通知 大正3（1914）年 くにたち郷土文化館 実物 25頁 後期のみ

32 奉職手当給与通知 大正3（1914）年 くにたち郷土文化館 実物 前期のみ

33 国立町店舗設計図　一号～四号 大正15（1926）年頃 くにたち郷土文化館 パネル 41頁
（一号のみ）

34 国立大学町鳥瞰図 大正14（1925）年 明窓浄机館（中島陟資料） パネル 48頁

35 国立の大学町鳥瞰図 大正14（1925）年頃 くにたち郷土文化館 実物 47頁

会期中、展示替えがあります（「展示期間」に記載のないものは全期間展示）。

① 6/15～7/5 ② 7/6～7/24 ③ 7/25～8/10 前期 6/15～7/12 後期 7/13～8/10

休館日：6月25日（木）、7月9日（木）

開館時間：9：00～17：00（入館は16：30まで）
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36 国立大学町分譲地区画図 大正15（1926）年 くにたち郷土文化館 実物 49頁

37 国立分譲地案内 大正15（1926）年 くにたち郷土文化館 実物 50頁

38 国立土地分割売出し 昭和2（1927）年 くにたち郷土文化館 実物 51頁

39 国立大学町　音楽村土地分譲 大正15（1926）年 くにたち郷土文化館 実物 34頁

40 国立音楽村分譲地割図 大正15（1926）年頃 国立市（プリンスホテル旧蔵資料） 実物 34頁 前期のみ

41 国立大学町音楽村土地分譲申込証 大正15（1926）年頃 くにたち郷土文化館 実物 33頁 後期のみ

42 国立案内 大正15（1926）年 くにたち郷土文化館 実物 51頁 後期のみ

43 国立案内 昭和2（1927）年 くにたち郷土文化館 実物

44 国立案内 昭和2（1927）年 くにたち郷土文化館 実物 52頁

45 国立大学町航空写真 大正15（1926）年 くにたち郷土文化館 写真 52頁

46 絵葉書：国立案内 大正15（1926）年 くにたち郷土文化館 実物 41頁 前期のみ

47 絵葉書：国立案内「目下盛に建築中の商大大講堂（本年
中に外郭出来の予定）」（2点）

大正15（1926）年 くにたち郷土文化館 実物 31頁 前期のみ

48 国立土地分割売出 昭和2（1927）年 くにたち郷土文化館 実物 前期のみ

49 絵葉書：中央線国立駅（国分寺・立川間） 大正15（1926）年 くにたち郷土文化館 実物 15頁 後期のみ

50 絵葉書：一路多摩川へ（国立駅より） 昭和2（1927）年 くにたち郷土文化館 実物 17頁 後期のみ

51 絵葉書：武蔵野の誇り（国立の大通） 昭和2（1927）年 くにたち郷土文化館 実物 41頁 後期のみ

52 国立大学町案内
「武蔵野の誇り…国立駅二十四間大通…」

昭和2（1927）年 くにたち郷土文化館 実物 37頁 後期のみ

　展示室前廊下

中央線駅舎案内 パネル 付録

1階エントランス

旧国立駅舎　駅名看板 平成2（1990）年頃 くにたち郷土文化館 実物 ※3

※1
　2020年4月6日より開催した企画展「『赤い三角屋根』誕生-国立大学町開拓の景色-」の図録。

 　　なお、当ミニ展示に出展している資料は図録に掲載している資料と同一でないものがあります。
※2　図録「『赤い三角屋根』誕生-国立大学町開拓の景色-」では、「⑥完成した駅舎と付属屋」と表記しています。

※3　資料保護のため、展示環境により展示期間中に撤収する場合があります。

「展示番号」は、会場内のキャプションに付けられた番号と対応しています。

〒186-0011 東京都国立市谷保6231

TEL：042-576-0211

HP：https://kuzaidan.or.jp/province/

順路どおりに見ていくと

わかりやすそうだぞ。
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