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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。 
 

帝都 風俗 交通 近代 近現代 明治 大正 昭和 戦前 
服装 洋装 百貨店 デパート 銀座 帝劇 文化住宅 モダニズム モガ モボ 
※テーマを決めたら、辞書や概説書を見てさらにキーワードを増やしましょう 

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 

『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 

『國史大辞典』 吉川弘文館 1979-1997 
（オンラインデータベース「JapanKnowledge」で検索可） 

210.03/21 女大図・参考 

『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 

日本の近代都市文化 
（大正末期～昭和初期 / 東京）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 

※「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。 

＜関連分野の分類記号＞ 

210.6 
210.7 近代史 213.6 東京の歴史 291.36 東京の地理 

380～ 
383.△ 

風俗 
衣食住の習俗 

523  西洋の建築 527 住宅建築 

629 造園 673 商業 680～ 
682 

交通 

 

○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 

『近代日本文化論』全 11 巻 青木保[ほか] 編 岩波書

店 1999-2000   210.6/145/1-11 女大図・開架 

『岩波講座近代日本の文化史』全 10 巻（+別巻 1（未刊）） 

小森陽一[ほか]編 岩波書店 2001-2003 210.6/168/1-10 女大図・書庫 

『コレクション・モダン都市文化』全 100 巻 ゆまに書

房 2004-2014 
210.7/273/1-100 女大図・開架 

『近代日本生活文化基本文献集 : ひと・もの・住まい』

全 22 冊 日本図書センター 2010-2012 383.9/152/ 女大図・開架 

『大正ロマン東京人の楽しみ』 青木宏一郎著 中央公

論新社 2005 
210.6/191 女大図・開架 

『日本モダニズムの研究 : 思想・生活・文化』 南博編 

ブレーン出版 1982 
210.6/324 女大図・開架 

http://glim-ir.glim.gakushuin.ac.jp/opac2/
http://glim-ir.glim.gakushuin.ac.jp/opac2/
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『モダン都市の誕生 : 大阪の街・東京の街』 橋爪紳也

著 吉川弘文館 2003 
216.3/16 女大図・開架 

『東京の盛り場 : 江戸からモダン都市へ』 海野弘著 
六興出版 1991 

291.36/67 女大図・開架 

『目白文化村』 野田正穂, 中島明子編 日本経済新聞

社 1991 (都市叢書)  365.3/25 女大図・開架 

『モダンガール大図鑑 : 大正・昭和のおしゃれ女子』 生
田誠著 河出書房新社 2012 

367.21/292 女大図・開架 

『写真にみる日本洋装史』 遠藤武,石山彰著  文化出版

局  1980 
383.1/99/ｱ 女大図・開架 

『写真集幻景の東京 : 大正・昭和の街と住い』 藤森照信, 
初田亨, 藤岡洋保編著 柏書房 1998 

523/80A 女大図・開架 

『同潤会アパート原景 : 日本建築史における役割』 マル

ク・ブルディエ著  住まいの図書館出版 1992 (住まい

学体系 049) 
523/113 女大図・開架 

『百貨店の誕生』 初田亨著  三省堂  1993 （三省堂 
選書 178） 

673/21 女大図・開架 

『東京・市電と街並み』 林順信著  小学館 1983 682/6 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。 
＜本学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 

『日本女性史研究文献目録』 女性史総合研究会編 東京

大学出版会 1983- 
367.21/73 
※3 巻まで 

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 

 

●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。 

http://opac.ndl.go.jp/
http://ci.nii.ac.jp/books/
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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。 

 
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。 
＜本学図書館で所蔵している主な雑誌（一例）＞ 

資料情報（書誌情報） 請求記号 配置場所 

『東京人』 都市出版  女大図・雑誌/書庫 
『文化生活』 文化生活研究会 （復刻版）  女大図・書庫 
『文化生活の基礎』 文化生活研究会 （復刻版）  女大図・書庫 
『文化の基礎』 文化生活研究会 （復刻版）  女大図・書庫 
『文化生活』 文化普及会 （復刻版）  女大図・書庫 
『経済生活』 文化普及会 （復刻版）  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 

 

＜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。 

http://glim-ir.glim.gakushuin.ac.jp/opac2/
http://opac.ndl.go.jp/
http://webcatplus.nii.ac.jp/
http://www.books.or.jp/
http://dl.ndl.go.jp/
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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。 

 

○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。 

「風俗畫報」 ＜1-478 号 明 22-大 5＞ 
        インターネット 学内接続 本文あり 
同時アクセス数：4 （JapanKnowledge と共通） 

日本最初のグラフ雑誌で、かつ最大の近代風俗

研究誌である「風俗画報」全号分のデジタル画

像を収録。データベース「JapanKnowledge」
からアクセスします。 

「婦人畫報」 ＜明治・大正・昭和期＞ 
        DVD-ROM 図書館内接続 本文あり 

「婦人画報」創刊号から戦前終刊号までの、表

紙や奥付・広告等の全頁を画像データでデジタ

ル化。検索用データベース機能も装備。 

http://opac.ndl.go.jp/
http://ci.nii.ac.jp/books/
http://webcatplus.nii.ac.jp/
http://dl.ndl.go.jp/
http://ci.nii.ac.jp/
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「婦人公論」 ＜1-346 号 大 5-昭 19＞ 
       DVD-ROM 図書館内接続 本文あり 

「婦人公論」創刊号から戦前終刊号までの、表

紙や奥付・広告等の全頁を画像データでデジタ

ル化。検索用データベース機能を装備。 
※209 号以降は現在ご利用になれません 

※「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。 

 
○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。 

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。 

※「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。 

http://glim-ir.glim.gakushuin.ac.jp/opac2/
http://glim-ir.glim.gakushuin.ac.jp/opac2/
http://webcatplus.nii.ac.jp/
http://iss.ndl.go.jp/
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 ○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。 

＜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 

『大正ニュース事典』 毎日コミュニケーションズ 210.6/333/1-8 女大図・参考 
『新聞集録大正史』  大正出版 210.6/334/1-15 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 210.7/123/1-8 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。 
＜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 

『大衆文化事典』 石川弘義[等]編 弘文堂  1991 210.03/41 女大図・参考 

『明治・大正家庭史年表 1868-1925』下川耿史;家庭総

合研究会編 河出書房新社 2000 
210.6/153 女大図・参考 

『昭和・平成家庭史年表 : 1926→2000』 下川耿史;家庭

総合研究会編 河出書房新社 2001 
210.7/223a 女大図・参考 

『江戸東京学事典』 小木新造[等]編 三省堂 1987 213.6/26 女大図・参考 

『江戸東京年表』 増補版 吉原健一郎;大濱徹也編 小

学館 2002 
213.6/51a 女大図・参考 

『東京百科事典』 東京学芸大学地理学会 30 周年記念出

版専門委員会編 国土地理協会 1982 
291.36/42 女大図・参考 

『値段の明治・大正・昭和風俗史』 週刊朝日編 朝日新

聞社 1981-84 
337/37/1-4 女大図・書庫 

『新値段の明治・大正・昭和風俗史』 週刊朝日編 朝日

新聞社 1990 
337/37/5 女大図・参考 

『物価統計表集成』 クレス出版 1998 337/68/1-5 女大図・参考 

『物価の文化史事典 : 明治/大正/昭和/平成』 甲賀忠一, 
制作部委員会編 展望社 2008 

337/90 女大図・参考 

『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 

『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 

『服装大百科事典』 増補版 服装文化協会編  文化出版

局  1976 
593/85a イ/1-3 女大図・参考 
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『住まいの事典』梁瀬度子[等]編 朝倉書店  2004 597/79 女大図・参考 

『建築大辞典』 第 2 版 彰国社 1993 520.3/4a 女大図・参考 

『日本交通史辞典』 丸山雍成[等]編 吉川弘文館 2003 682/33 女大図・参考 

 

類縁機関／その他 

●類縁機関 

○「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） 

     ※江戸東京資料案内 

    http://www.library.metro.tokyo.jp/edo_tokyo/tabid/770/Default.aspx 
   ※都市・東京の記憶（Tokyo Archive) 
    http://www.library.metro.tokyo.jp/portals/0/tokyo/index.html 
○「社団法人日本建築学会 図書館」 http://www.aij.or.jp/tosyokan.html 

   〒108-8414 東京都港区芝 5-26-20 電話： 03-3456-2019  
 ○「鉄道博物館 ライブラリー」 http://www.railway-museum.jp/top.html 
   〒330-0852 埼玉県さいたま市大宮区大成町 3-47 電話：048-651-0088 
○「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://polalib.opac.jp/ 

 〒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： 03-5795-0941 

  ○「江戸東京博物館」  http://www.edo-tokyo-museum.or.jp/ 
    〒130-0015 東京都墨田区横網 1-4-1  電話： 03-3626-9974（代） 

 
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。 

http://opac.ndl.go.jp/
http://ci.nii.ac.jp/books/
http://www.ndl.go.jp/
http://www.library.metro.tokyo.jp/12/index.html
http://www.library.metro.tokyo.jp/edo_tokyo/tabid/770/Default.aspx
http://www.library.metro.tokyo.jp/portals/0/tokyo/index.html
http://www.aij.or.jp/tosyokan.html
http://www.railway-museum.jp/top.html
http://museum.bunka.ac.jp/
http://polalib.opac.jp/
http://www.edo-tokyo-museum.or.jp/
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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。 

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。 

探している資料が本学図書館にない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｣より申込みして

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/
https://calil.jp/
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文献の探し方から入手法まで －フローチャート－ 

は じ め 

特定のテーマの 
資料を探す 

資料名がわかって
いる 

調査に必要な資料 

二次資料 
・文献目録 
・抄 録 
・索 引 
引用文献 
参考文献 

DB 検索 
・オンライン 
・CD/DVD-ROM 

文献リスト 
（調査・検索結果） 

GLIM/OPAC 

 所蔵図書館 
 研究室で利用 

CiNii Books 
NDL OPAC 
他大学 OPAC 等 

レファレンス・ 
カウンター 
・利用相談 
・相互利用の窓口 
①訪問利用 
②文献複写 
③相互貸借 

所蔵しているか 

資 料 の 入 手 

（利  用） 

所蔵があるか 

 他大学/他機関 
 図書館に 
 相互利用申込 

他大学/他機関

図書館 

学習院の所蔵 

調
べ
方
が
わ
か
ら
な
い 

 
 
 
 

相
談 

      通常の流れ 
    YES 
      NO 


