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キーワード 

GLIM/OPAC（オンライン目録）や各種データベースを検索する際に利用するキーワード例です。 
 

日本 服飾 文化 
古代（奈良 平安） 中世 近世 近代 現代 明治 大正 昭和  
服装 ファッション 衣服 衣裳 衣装 和装 洋装 和服 着物 洋服  
装飾品 装い 着る 飾る 女性 婦人 風俗  

 
 

入門的な情報源 

テーマや言葉の意味などが分からない場合は、そのテーマに関連する「キーワード」を手がかり

に百科事典、用語事典を引いてみましょう。そこから新たな情報が得られたら、そこで得たキー

ワードからさらに調査を続けて、情報の量をどんどん増やして行きましょう。 
●図書 

＜本学図書館で所蔵している図書（一例）＞ 

資料情報（書誌情報） 請求記号 配置場所 

『世界大百科事典』改訂新版 平凡社 2007 031/2c 女大図・参考 

『古事類苑』 吉川弘文館  1967-1971 031/4 女大図・参考 

『日本大百科全書』 小学館 1984-1994 
（オンラインデータベース「JapanKnowledge」で検索可） 

031/21 女大図・書庫 

『現代用語の基礎知識』 自由国民社 
（オンラインデータベース「JapanKnowledge」で検索可） 

813.7/10 女大図・参考／

書庫 

日本の服飾文化に関する文献の探し方 

http://glim-ir.glim.gakushuin.ac.jp/opac2/
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●データベース 

＜本学で利用できるデータベース（一例）＞ 

データベース 内容 

JapanKnowledge 
         インターネット 学内接続 
同時アクセス数：4 

「日本大百科全書」「現代用語の基礎知識」など一般的な

用語集・百科事典や、「国史大辞典」などの専門分野の辞

書等、多岐にわたる情報を収録し、一括検索が可能な総合

データベース。 
ブリタニカ・オンライン・ジャパン 

          インターネット 学内接続 

同時アクセス数：制限なし 

英語の「Encyclopædia Britannica」と、日本語の「ブリ

タニカ国際大百科事典」の全文検索が可能なデータベース 

和歌ライブラリー（国歌大観等） 

         インターネット 学内接続 

同時アクセス数：2 

新編国歌大観および新編私家集大成を収録するデータベ

ース。日本の和歌の大部分を集録しており、本文と解題が

見られる 
古事類苑ページ検索システム 

http://shinku.nichibun.ac.jp/kojiru 
ien/index.html 
   インターネット：自宅から利用可能 

明治以前の日本におけるあらゆる部門の事象を対象とし

たわが国最大の百科史料事典「古事類苑」のデータベース。 
※別途テキスト版あり（未完） 
 URL: http://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/ 

※「学内接続」は、GLIM/OPAC の「学習院データベース NAVI」からアクセスします。 

 
図書を探す 

●学内の所蔵を探す 

 ○テーマの棚に行って探す（ブラウジング） 

図書には 1 冊毎にテーマを表す分類番号が付いていて、この番号順に書架に並んでいます。 
＜関連分野の分類番号＞ 

380 風俗習慣・民俗学 383 衣食住の習俗 383.1 衣食住の習俗（日本） 
586 繊維工業 590 家政学・生活科学 593 衣服・裁縫 

 

○GLIM/OPAC で調べる 

GLIM/OPAC（オンライン目録）で本学図書館の蔵書を調べられます。資料の所蔵の有無、

配架場所、請求記号がわかります。配架場所が書庫の場合は、カウンターで請求します。 
＜本学図書館で所蔵している図書（一例）＞ 

資料情報（書誌情報） 請求記号 配置場所 

『近代衣服書集成』全 16 巻（刊行中） 増田美子編・

解説 クレス出版  2015- 
593/122/1- 女大図・開架 

『日本の染織』監修:山辺知行 中央公論社  1982-1983 753/47/1-10/大型

本 
女大図・開架 

『日本服飾史 ; 染織と風俗 ; 結髪化粧小間物履物史 ; 
; 日本住宅史 ; 庭園と風俗』  長坂金雄編 雄山閣 
出版 1973 (日本風俗史講座; 第 6 巻) 

380.8/5/6 
 

女大図・開架 

『奈良朝服飾の研究』 関根真隆著 吉川弘文館  1974 
（日本史学研究叢書） 

383.1/61/1-2 女大図・開架 

http://glim-ir.glim.gakushuin.ac.jp/opac2/
http://glim-ir.glim.gakushuin.ac.jp/opac2/
http://shinku.nichibun.ac.jp/kojiruien/index.html
http://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/
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『原色日本服飾史』  井筒雅風著 光琳社出版  1982 383.1/76 女大図・開架 

『日本婦人洋装史』新装版  中山千代著 吉川弘文館  
2010 

383.1/133A 女大図・開架 

『幕末・明治・大正・昭和服装で綴る日本の風俗史』  
中央文化出版  [198-] 

383.1/136 
 

女大図・開架 

『古代服飾の研究 : 縄文から奈良時代』 増田美子著 

源流社  1995 
383.1/196 女大図・開架 

『近代日本の身装文化 : 「身体と装い」の文化変容』 

高橋晴子著 三元社  2005 
383.1/286 
 

女大図・開架 

『日本のファッション : 明治・大正・昭和・平成』 城

一夫, 渡辺直樹著 青幻舎  2007 
383.1/293 女大図・開架 

『日本衣服史』 増田美子編 吉川弘文館  2010 383.1/305 女大図・開架 

『図解日本の装束』池上良太著 新紀元社  2008 383.1/308 女大図・開架 

『日本服飾史』 増田美子編 東京堂出版  2013 383.1/325 女大図・開架 

『江戸の服飾意匠 : 文芸、美術、芸能との交流と近代へ

の波及』 大久保尚子著 中央公論美術出版 2015 
383.1/330 女大図・開架 

『日本喪服史 : 葬送儀礼と装い』  増田美子著 源流社  
2002 

385/88 
 

女大図・開架 

『織りと染めの歴史』日本編 河上繁樹, 藤井健三著 

昭和堂  1999 
753/49/1 女大図・開架 

『染織（そめおり）』福井貞子著 法政大学出版局  2004 753.2/17 女大図・開架 

 
●書誌・文献目録で探す 

参考室に備え付けられている書誌・文献目録とは、当該テーマに関する文献にはどのような

資料があるのかを調べることができる、本を探すための本です。 
読んでいる本の巻末や章末に掲載されている参考文献・引用文献も有用な情報となりますの

で確認しましょう。 
＜学習院の図書館で所蔵している書誌・文献目録（一例）＞ 

資料情報（書誌情報） 請求記号 配置場所 

『服飾関連図書目録』 高橋晴子, 大丸弘共編 日外ア

ソシエーツ 1995 
383.1/195 
 

女大図・参考 

『服飾文献目録』 高橋晴子, 大丸弘共編 日外アソシエ

ーツ 1989- 
593/74 女大図・参考 

『文化女子大学図書館所蔵服飾関連雑誌解題・目録』 
文化女子大学図書館 [編]  文化女子大学図書館 
2005 

383.1/126 
 

女大図・参考 
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『文化女子大学図書館所蔵服飾関係邦文文献目録』 
文化女子大学図書館編 文化女子大学図書館 1985 

383.1/116 
 

女大図・参考 

『服飾・デザインの本全情報』 日外アソシエーツ株 
式会社編集  日外アソシエーツ  2002 

593/35/1945-200
1 

大学図・2F 参考 

 

●国内で刊行されている図書を探す 

＜データベース（一例）＞ 

 データベース名 内容 

NDL-OPAC 
http://opac.ndl.go.jp/ 
    インターネット：自宅から利用可能 

国立国会図書館の蔵書目録。国内で刊行されている図

書や雑誌が検索できます。 

CiNii Books 大学図書館の本をさがす 
http://ci.nii.ac.jp/books/ 
    インターネット：自宅から利用可能 

全国の大学図書館等が所蔵する本（図書・雑誌）の情

報が検索できます。 

Webcat Plus 
http://webcatplus.nii.ac.jp/ 
    インターネット：自宅から利用可能 

江戸期前～現代に出版された膨大な書物を対象に、新

刊書の書影・目次など、本に関する様々な情報源を提

供。連想検索機能は、視点を広げるのに便利です。 

Books.or.jp 
http://www.books.or.jp/ 
    インターネット：自宅から利用可能 

国内で発行された、現在入手可能な書籍の検索ができ

ます。出版社の HP やオンライン書店へのリンクもあ

ります。 

国立国会図書館デジタルコレクション 
http://dl.ndl.go.jp/ 
      インターネット：自宅から利用可能 

             図書館内接続 本文あり 

国立国会図書館で収集・保存しているデジタル資料を

検索・閲覧できるサービス。図書館送信資料もカウン

ターで手続きすれば閲覧可能です。 

 

●史料を探す 

過去に存在した事象を把握し筋道を立てるのに役立つ材料を「史料」と呼びます。日本の服

飾文化を歴史的観点から捉えるとき、歴史史料も有用な文献となります。 
＜データベース（一例）＞ 

データベース名 内容 

日本古典籍総合目録データベース 

http://base1.nijl.ac.jp/~tkoten/ind
ex.html 
  インターネット：自宅から利用可能 

日本の古典籍の総合目録である『国書総目録』（岩波書店

刊）の継承・発展を目指して構築されたデータベース（国

文学研究資料館作成）。古典籍の書誌・所在情報を、著作

及び著者の典拠情報とともに提供しています。 

 
雑誌・雑誌記事を探す 

●雑誌の探し方 

○学内の所蔵を探す 

GLIM/OPAC（オンライン目録）で本学図書館の蔵書を調べられます。資料の所蔵の有無、

配架場所、請求記号がわかります。配架場所が書庫の場合は、カウンターで請求します。 

http://glim-ir.glim.gakushuin.ac.jp/opac2/
http://opac.ndl.go.jp/
http://ci.nii.ac.jp/books/
http://webcatplus.nii.ac.jp/
http://www.books.or.jp/
http://dl.ndl.go.jp/
http://base1.nijl.ac.jp/%7Etkoten/index.html
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＜本学図書館で所蔵している雑誌（一例）＞ 

資料情報（書誌情報） 請求記号 配置場所 

『服飾美学』 服飾美学会  女大図・雑誌／書庫 

『Dresstudy : 服飾研究』 京都服飾文化研究財団  女大図・書庫 

『国際服飾学会誌』 国際服飾学会  女大図・雑誌／書庫 

『日本服飾学会誌』 日本服飾学会  女大図・書庫 

『ハイファッション』 文化服装学院出版局  女大図・書庫 

『服装文化』 服装文化協会[編] 文化出版局   女大図・書庫 

『ファッションドキュメンテーション』 ファッショ

ンドキュメンテーション研究会 
 女大図・書庫 

 

 ○国内で刊行されている雑誌を探す 

＜本学図書館で所蔵している雑誌目録（一例）＞ 

資料情報（書誌情報） 請求記号 配置場所 
『雑誌新聞総かたろぐ』メディア・リサーチ・センター

株式会社 1978- 
※現在刊行されている雑誌、新聞が調べられる。 

027.5/51 女大図・参考

／書庫 

 

＜データベース（一例）＞ 

データベース名 内容 

NDL-OPAC 
http://opac.ndl.go.jp/ 
  インターネット：自宅から利用可能 

国立国会図書館の蔵書目録。国内で刊行されている図

書や雑誌が検索できます。 

CiNii Books 大学図書館の本をさがす 
http://ci.nii.ac.jp/books/ 
  インターネット：自宅から利用可能 

全国の大学図書館等が所蔵する本（図書・雑誌）の情

報が検索できます。 

Webcat Plus 
http://webcatplus.nii.ac.jp/ 
  インターネット：自宅から利用可能 

江戸期前～現代に出版された膨大な書物を対象に、新

刊書の書影・目次など、本に関する様々な情報源を提

供。連想検索機能は、視点を広げるのに便利です。 

 

●雑誌記事・論文の探し方 

  雑誌に掲載される論文は、最新の研究成果として評価できる重要な文献となります。膨大な

雑誌掲載論文の中からテーマに関する論文を探すには、以下のデータベースが有効です。 

 

 

 

 

http://opac.ndl.go.jp/
http://ci.nii.ac.jp/books/
http://webcatplus.nii.ac.jp/
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○記事・論文索引データベース 

＜本学で利用できるデータベース（一例）＞ 

データベース 内容 

CiNii Articles 日本の論文をさがす 
http://ci.nii.ac.jp/ 
インターネット：自宅から利用可能 一部本文あり 

学協会で発行された学術雑誌と大学等で発行

された研究紀要の両方を検索し、検索された論

文の引用文献情報や、「NACSIS-ELS」（学内

接続）に登録された本文を参照したりすること

が可能。 
NDL-OPAC 
http://opac.ndl.go.jp/ 
            インターネット：自宅から利用可能 

国立国会図書館の蔵書目録。国内で刊行された

学術雑誌、紀要を中心に人文科学･社会科学・

自然科学の記事情報が検索可能。 

国立国会図書館デジタルコレクション 
http://dl.ndl.go.jp/ 
         インターネット：自宅から利用可能 

                   図書館内接続 本文あり 

国立国会図書館で収集・保存しているデジタル

資料を検索・閲覧できるサービス。図書館送信

資料もカウンターで手続きすれば閲覧可能で

す。雑誌も一部収録しています。 

雑誌記事索引集成 
                   インターネット 学内接続 
同時アクセス数：1 

明治から現在までをシームレスに、全国誌から

地方誌までを横断的に検索可能。 

大宅壮一文庫雑誌記事検索 
                 インターネット 学内接続 

同時アクセス数：1 

大宅壮一文庫（雑誌専門図書館）所蔵雑誌の記

事索引。一般雑誌・大衆誌の記事が検索できる。 

身装文献データベース 

http://htq.minpaku.ac.jp/databases/mcd/pub
lications.html 
            インターネット：自宅から利用可能 

国立民族学博物館が提供する「服装・身装文化
（コスチューム）データベース」 のうち、服
飾に特化した日本語雑誌、外国語雑誌の記事の
ほか日本語図書も収録。 

家政学文献索引データベース 

https://dbr.nii.ac.jp/infolib/meta_pub/G0000
085KASEI 
            インターネット：自宅から利用可能 

家政学に関する国内文献について，著者，表題，
掲載誌等を収録したデータベース。 
※データ最終更新日：2008 年 7 月 

※「学内接続」は、GLIM/OPAC の「学習院データベース NAVI」からアクセスします。 

 
新聞・新聞記事を探す 

●原紙 

○学内の所蔵を探す 

学習院女子大学図書館では各種新聞を購読しています。最新号は図書館 2 階のカウンター

横にあります。バックナンバーはカウンターに請求してください。タイトルによって保存

期間が異なりますのでご注意ください。 

 

 

 

 

http://glim-ir.glim.gakushuin.ac.jp/opac2/
http://opac.ndl.go.jp/
http://ci.nii.ac.jp/
http://htq.minpaku.ac.jp/databases/mcd/publications.html
https://dbr.nii.ac.jp/infolib/meta_pub/G0000085KASEI
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○国内で新聞の所蔵を探す 

  ＜データベース（一例）＞ 

データベース名 内容 

国立国会図書館サーチ 

http://iss.ndl.go.jp/ 
  インターネット：自宅から利用可能 

旧「全国新聞総合目録データベース」の内容を収録してお

り、日本語の新聞およびタイトルがアルファベットで表記

できる新聞について、図書館や新聞社など国内約 1300 機

関の新聞の所蔵が調べられます。また、機関別に所蔵して

いる新聞を一覧できます。 

Webcat Plus 
http://webcatplus.nii.ac.jp/ 
  インターネット：自宅から利用可能 

江戸期前～現代に出版された膨大な書物を対象に、新刊書

の書影・目次など、本に関する様々な情報源を提供。連想

検索機能は、視点を広げるのに便利です。 

 

●新聞記事の探し方 

 ○データベース 

探しているテーマの新聞記事をテーマ、キーワード、日付等から検索して全文を読むことが

できます。 
＜本学で利用できるデータベース（一例）＞ 

データベース 新聞 収録期間 

聞蔵Ⅱ ビジュアル 
    インターネット 学内接続 

同時アクセス数：2 

朝日新聞 1875～1989 年の紙面イメージの他、

1984 年以降の記事全文が検索・閲覧で

きます。 

毎索 

    インターネット 学内接続 

同時アクセス数：1 

毎日新聞 1872～1999 年の紙面イメージの他、

1987 年以降の記事全文が検索・閲覧で

きます。また、「週刊エコノミスト」の

検索・閲覧もできます。 
ヨミダス歴史館 

    インターネット 学内接続 

同時アクセス数：1 

読売新聞 1874～1989 年の紙面イメージの他、

1986 年以降の記事全文が検索・閲覧で

きます。英字新聞「The Japan News」
も閲覧できます。 

日経テレコン 21 
    インターネット 学内接続 

同時アクセス数：3 

日本経済新聞 1981年以降の日本経済新聞記事全文が

検索・閲覧できます。また、日経産業、

日経流通（MJ）の両紙も閲覧できます。 

産経新聞ニュース検索サービス 
    インターネット 学内接続 

同時アクセス数：1 

産經新聞 1992 年 9 月 7 日以降の朝・夕刊（夕刊

は 2002 年 3 月分まで）記事を検索・閲

覧できます（大阪本社版朝・夕刊は 1998
年 12 月 15 日以降分より）。 

※「学内接続」は、GLIM/OPAC の「学習院データベース NAVI」からアクセスします。 

 
 ○新聞記事を探す本 

 探しているテーマの新聞記事をキーワードにより索引で検索して、全文を読むことができます。

上記データベースに含まれない新聞の記事も探すことができます。 

 

http://glim-ir.glim.gakushuin.ac.jp/opac2/
http://webcatplus.nii.ac.jp/
http://iss.ndl.go.jp/
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＜本学図書館で所蔵している新聞記事を探せる本（一例）＞ 

資料情報（書誌情報） 請求記号 配置場所 

『明治ニュース事典』 毎日コミュニケーションズ 210.6/39 女大図・参考 
『新聞集成 明治編年史』 財政経済学会 210.6/331 女大図・参考 
『大正ニュース事典』 毎日コミュニケーションズ 210.6/333 女大図・参考 
『新聞集録大正史』 大正出版 210.6/334 女大図・参考 
『昭和ニュース事典』 毎日コミュニケーションズ 210.7/123 女大図・参考 

 
専門的な情報源 

更に深くテーマを掘り下げるには、専門事典、白書、年鑑などの情報源が役立ちます。 
＜学習院の図書館で所蔵している参考図書（一例）＞ 

資料情報（書誌情報） 請求記号 配置場所 

『総合服飾史事典』 丹野郁編  雄山閣出版  1980 383.1/67 女大図・参考 

『日本服飾史辞典』  河鰭実英著 東京堂出版  1969 383.1/20 女大図・書庫 

『平安朝服飾百科辞典』  あかね会編 講談社  1975 383.1/44 女大図・参考 

『図説日本洋装百年史』  遠藤武, 石山彰著  被服文化

協会編  文化服装学院出版局  1962 
383.1/8 
 

女大図・参考 

『経済産業省生産動態統計年報. 繊維・生活用品統計編』  
（旧『繊維・生活用品統計年報』） 経済産業統計協会 

586/3A//RP 女大図・参考／

書庫 
『服装大百科事典』 増補版 全 3 巻 服装文化協会編  
文化出版局  1976 

593/85a イ/1-3 女大図・参考 

『新・田中千代服飾事典』 田中千代著 同文書院  
1991 

593/86a 
 

女大図・書庫 

『原色染織大辞典』板倉寿郎[ほか]監修 淡交社 1977 753/13 
 

女大図・参考 

『日本染織辞典』上村六郎[ほか]編 東京堂出版 1978 753/38 女大図・参考 

『新編国歌大観』 「新編国歌大観」編集委員会編 角

川書店 1983-1992 （オンラインデータベース「和歌ラ

イブラリー」で検索・閲覧可） 

911.1/5a 女大図・参考 

 
類縁機関／その他 

●類縁機関・関連学会 

○「国立国会図書館」 http://www.ndl.go.jp/ 
  〒100-8924 東京都千代田区永田町 1-10-1 電話： 03-3581-2331（代） 
○「東京都立中央図書館」 http://www.library.metro.tokyo.jp/12/index.html 
   〒105-8575 東京都港区南麻布 5-7-13 電話： 03-3442-8451（代） 

http://www.ndl.go.jp/
http://www.library.metro.tokyo.jp/12/index.html
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○「杉野学園衣裳博物館」 http://www.costumemuseum.jp/index.html 
  〒141-8652 東京都品川区上大崎 4-6-19 電話： 03-6910-4413 
○「文化学園服飾博物館」 http://museum.bunka.ac.jp/ 
   〒151-8529  東京都渋谷区代々木 3-22-7 新宿文化クイントビル 1 階 
    電話： 03-3299-2387 
○「ポーラ化粧文化情報センター」 http://www.po-holdings.co.jp/csr/culture/bunken/ 

 〒141-0031 東京都品川区西五反田 2-2-10 ポーラ第 2 五反田ビル 1F 
 電話： 03-3494-7250 

 ○「石川武美記念図書館（旧：お茶の水図書館）」 http://www.ochato.or.jp/ 
   ※女性雑誌と古典籍・古文書の専門図書館（私立） 

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 2-9  電話：03-3294-2266  
○「国際服飾学会」 http://iaoc.world.coocan.jp/ 

〒113-0033 東京都文京区本郷 7-2-2 本郷ビル 3 階 (株)ケーアンドユー内 
電話：03-3815-4800 

○「服飾美学会」 http://fukubi.kir.jp/ 
○「服飾文化学会」 http://fukushoku-bunka-gakkai.jp/ 
 

●その他 

 ○「国立民族学博物館（みんぱく）」 

   服装・身装文化資料データベース   
   http://htq.minpaku.ac.jp/menu/database.html （「服装・身装文化資料」の項目） 
   国立民族学博物館が提供する服飾・身装に関する 3 つのデータベースを納めている。 

 ※「衣服・アクセサリー」データベース ※「身装文献」データベース 
 ※「近代日本の身装電子年表」 

 

学習院の図書館にない資料を入手する 

●所蔵している図書館を調べる 

 ＜データベース（一例）＞ 

データベース名 内容 

NDL-OPAC 
http://opac.ndl.go.jp/ 
    インターネット：自宅から利用可能 

国立国会図書館の蔵書目録。国内で刊行されている図

書や雑誌が検索できます。 

CiNii Books 大学図書館の本をさがす 
http://ci.nii.ac.jp/books/ 
    インターネット：自宅から利用可能 

全国の大学図書館等が所蔵する本（図書・雑誌）の情

報が検索できます。 

カーリル 日本最大の図書館蔵書検索

サイト 

https://calil.jp/ 
      インターネット：自宅から利用可能 

全国 6000 以上の図書館から書籍とその貸し出し状況

を簡単に横断検索できるサービスです。 
地域を限定しての横断検索も可能です。 

http://opac.ndl.go.jp/
http://ci.nii.ac.jp/books/
http://www.costumemuseum.jp/index.html
http://museum.bunka.ac.jp/
http://www.po-holdings.co.jp/csr/culture/bunken/
http://www.ochato.or.jp/
http://iaoc.world.coocan.jp/
http://fukubi.kir.jp/
http://fukushoku-bunka-gakkai.jp/
http://htq.minpaku.ac.jp/menu/database.html
https://calil.jp/
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国立国会図書館サーチ 

http://iss.ndl.go.jp/ 
    インターネット：自宅から利用可能 

国立国会図書館の所蔵資料に加え、全国の公共図書

館、公文書館、美術館や学術研究機関等が所蔵する資

料の図書・雑誌記事を横断検索できます。 

 

●閲覧／文献複写／現物貸借／購入を依頼する。 

 探している資料が学習院の図書館で所蔵していなかった場合は以下のサービスが利用で 

 きます。レファレンス・カウンターにお越しください。 

○閲覧 

他大学図書館・その他の類縁機関の資料を閲覧することができます。訪問する際には、紹介

状（資料利用願）が必要です。 

○文献複写・現物貸借 

国立国会図書館・他大学図書館等の類縁機関が所蔵している資料の複写・借り出しができま

す。有料のサービスとなりますのでご注意ください。 
○購入依頼 

購入してほしい本がある場合は、GLIM/OPAC の My GLIM の｢購入申込｣より依頼してください。

＊購入希望理由を必ず入力してください。 

  

http://iss.ndl.go.jp/
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