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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 歴史  
近代 現代 明治 大正 昭和  
女性 婦人 子女 婦女 女学生 母 娘 母性 親子 

 
 

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 配架場所 

『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 

『世界大百科事典』 改訂新版 平凡社 2007 031/2c 女大図・参考 

『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 

日本近代女性史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＞ 

210.7 近代史 289.1 伝記（日本人） 312.1 日本政治史 

366.3 労働 
367.2 
367.21 

女性問題 367.3 家族 

371.2 教育 383 衣食住の習俗 384 社会・家庭生活の習俗 
 

○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 配架場所 

『新編日本のフェミニズム』  全 12 冊 岩波書店 

2009-2011 
367.21/158a/1- 
12 

女大図・開架 

『日本女性史論集』全 10 冊 総合女性史研究会編 吉

川弘文館 1997-1998 
367.21/177/1- 
10 

女大図・開架 

『時代が求めた「女性像」』第 1－2 期 全 29 冊 岩見

照代監修 ゆまに書房 2010-14 
367.21/283/1- 
29 

女大図・開架 

『近代日本女子教育文献集』全 35 冊 日本図書センター 
1984 

371.2/10/1-35 女大図・書庫 

『家族史の展望』大日方純夫編 [杉本一樹ほか執筆] 吉

川弘文館 2002 (日本家族史論集 / 佐々木潤之介[ほ
か]編 ; 2)  

361.4/270/2 女大図・開架 

『近代日本女性史』 米田佐代子著 新日本出版社 

1972 
367.21/50/1-2 女大図・書庫 

http://glim-ir.glim.gakushuin.ac.jp/opac2/
http://glim-ir.glim.gakushuin.ac.jp/opac2/
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『日本女性生活史』4 近代、5 現代 女性史総合研究会

編 東京大学出版会 1990 
367.21/110/4-5 女大図・開架 

『鬩ぎ合う女と男 : 近代』（女と男の時空 : 日本女性史

再考 5） 奥田暁子編 藤原書店 1995 
367.21/168/5 女大図・開架 

『おんなの昭和史 : 平和な明日を求めて』増補版 永原

和子［ほか］著 有斐閣 1996 
367.21/169 女大図・書庫 

『子守唄はなぜ哀しいか : 近代日本の母像』 石子順造

著 柏書房 2006 
367.21/247 女大図・開架 

『「少女」像の誕生 : 近代日本における「少女」規範の

形成』渡部周子著 新泉社  2007 
367.21/257 女大図・開架 

『「主婦」の誕生 : 婦人雑誌と女性たちの近代』木村涼

子著 吉川弘文館 2010 
367.21/279 女大図・開架 

『戦時婦人雑誌の広告メディア論』石田あゆう著 青弓

社 2015 
367.21/299 女大図・開架 

『母性社会の行方』平山満紀著 紀伊國屋書店 2010 367.3/225 女大図・開架 

『女性と学歴 : 女子高等教育の歩みと行方』橘木俊詔著

勁草書房 2011 
377.2/269 女大図・開架 

『装うこと生きること : 女性たちの日本近代』羽生清著 

勁草書房 2004 
383.1/270 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 配架場所 

『女性・婦人問題の本全情報 2003-2006』 日外アソシ

エーツ 2007 
367.2/200 女大図・参考 

『地域女性史文献目録』 ドメス出版 2003 367.21/222 女大図・参考 

『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 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。 
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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。 

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 

『家庭科学』大日本女子社會教育會家庭科學研究所  女大図・書庫 

『総合女性史研究』 総合女性史研究会  女大図・雑誌/書庫 

『女性歴史文化研究所紀要』 京都橘女子大学女性歴史文化

研究所  
 女大図・書庫 

『国立女性教育会館研究ジャーナル（紀要）』  女大図・書庫 

『女學雜誌』 ※復刻版  女大図・書庫 

『貴女之友』 ※復刻版  女大図・書庫 

『女學世界』 ※復刻版  女大図・書庫 

『女鑑』 ※復刻版  女大図・書庫 

『女子青年界（旧『明治の女子』『女性新聞』）』 
 ※復刻版 

 女大図・書庫 

『女性同盟』 ※復刻版  女大図・書庫 

 

 

 

http://glim-ir.glim.gakushuin.ac.jp/opac2/
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 ○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。 

 

○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。 
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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。 
「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 

原紙：最新号は 2 階新聞コーナーにあります。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。 
 
○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。 
 
 
 
 

http://glim-ir.glim.gakushuin.ac.jp/opac2/
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＜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。 
＜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。 
＜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 

『近現代日本女性人名事典』 ドメス出版 , 2001 281.03/48 女大図・参考 

http://glim-ir.glim.gakushuin.ac.jp/opac2/
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『フェミニズム事典』 新版 リサ・タトル、渡辺和子監

訳 明石書店 1998 
367.2/65a 女大図・参考 

『岩波 女性学事典』 井上輝子［等］編 岩波書店 2002     367.2/178 女大図・参考 

『世界女性史年表』 カレン・グリーンスパン著 進藤久

美子、谷中寿子訳・補訂 明石書店 2003 
367.2/183 女大図・参考 

『『青鞜』人物事典：110 人の群像』 らいてう研究会編 

大修館書店 2001 
367.21/209 女大図・参考 

『日本女性史大辞典』 金子幸子［等］編 吉川弘文館 

2008 
367.21/256 女大図・参考 

『現代日本女性問題年表 : 1975-2008』 鈴木尚子編 

ドメス出版 2012 
367.21/293 女大図・参考 

『女性白書』 日本婦人団体連合会編 ほるぷ出版 367.2/2//RP 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） 
○「国立女性教育会館 女性教育情報センター」  http://www.nwec.jp/jp/center/ 
  〒355-0221 埼玉県比企郡嵐山町大字菅谷 728 電話： 0493-62-6195（代） 

※女性情報ポータル ウィネット   http://winet.nwec.jp/  
○「東京ウィメンズプラザ」  http://www.tokyo-womens-plaza.metro.tokyo.jp/ 

 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 5-53-67 電話： 03-5467-1970（図書資料室） 
○「神奈川県立かながわ男女共同参画センター」 http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f41205/ 
  〒251-0025 神奈川県藤沢市鵠沼石上 2-7-1 電話： 0466-27-2111（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。 
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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。 
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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 


