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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。 
 

江戸 徳川 元禄（その他江戸時代の元号） 
武家 武士 大名 奉行 与力 封建（制） 幕府 藩（制） 幕藩 

 風俗 町民 庶民 町家 商家 街道 
 

入門的な情報源 

「日本近世史」に関するテーマや言葉の意味などが分からない場合は、「キーワード」を手がか

りにして、百科事典や用語事典を調べてみましょう。 
 
●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 

『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 

『国史大辞典』 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 

『日本歴史大事典』 平凡社 2000-2001 210.03/58 女大図・参考 

日本近世史に関する文献の探し方 

http://glim-ir.glim.gakushuin.ac.jp/opac2/
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『日本史総合年表』 第 2 版 吉川弘文館 2005 210.03/62a 女大図・参考 

 

●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。 

 

史料（古文書等）を探す 

日本近世史を研究するにあたって、研究の根拠や裏づけとなる史料は、有用かつ重要な文献とし

て見逃せません。 

日本の近世期には、どのような史料があるのかを検索するためのツールを紹介します。史料には、

既に活字本が刊行されているものと、刊行されていないものがあります。 

 

●史料を探す 

＜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 

『国書総目録』 補訂版 岩波書店 1989-1991 029/1a 女大図・参考 

『古典籍総合目録：国書総目録続編』 国文学研究資料館

編 岩波書店 1990 
029/1(2) 女大図・参考 

『史料 教養の日本史』竹内誠[等]編  東京大学出版会 

1991 
210.07/6 女大図・開架 

 

＜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。 

 

 

 

 

 

http://glim-ir.glim.gakushuin.ac.jp/opac2/
http://base1.nijl.ac.jp/%7Etkoten/index.html
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●史料の内容・収録刊本を調べる 

＜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 

『国書解題』 復刻版 佐村八郎著 臨川書店 1976 025.1/2 女大図・参考 

『国史大辞典』 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 

『史籍解題辞典』 竹内理三、滝沢武雄編 東京堂出版 

1985-1986 
210.03/36 女大図・参考 

『日本史文献解題辞典』 加藤友康、油井正臣編 吉川弘

文館 2000 
210.03/57 女大図・参考 

『日記解題辞典 古代・中世・近世』 馬場萬夫編 東京堂

出版 2005 
210.03/65 女大図・参考 

 
●史料の読み方を調べる 

＜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 

『国書読み方辞典』 植月博編 おうふう 1996 025.1/13 女大図・参考 

『古文書くずし字 200 選 : 覚えておきたい』 柏書房編

集部編 柏書房 2001 
210.02/38 女大図・開架 

『近世古文書解読字典』増訂 若尾俊平, 浅見恵, 西口雅

子編 柏書房 1972 
210.02/45 女大図・参考 

『くずし字用例辞典』 児玉幸多編 近藤出版社 1980 
※他にも同様の辞典を所蔵しています 

811.2/6 女大図・参考 

『日本難字異体字大字典』文字編、解読編 日本難字異体

字大字典編集委員会編 遊子館 2012.1 
※他にも同様の辞典を所蔵しています 

811.2/51 女大図・参考 

 
●刊行されている史料 

＜学習院の図書館で所蔵している史料（刊本）（一例）＞ 

資料情報（書誌情報） 請求記号 配置場所 

『国史大系』 新訂増補 吉川弘文館 210.08/2 女大図・開架 

『大日本史料』 東京大学史料編纂所 210.08/33 女大図・開架 

『通航一覧』  [林復斎編] 清文堂  1967 210.18/7 女大図・書庫 

『大日本近世史料』 東京大学史料編纂所 210.5/101 女大図・開架 



 4 / 11 
 

『近世庶民生活史料』 三一書房 210.5/227 
210.5/569/1-15 
281/54 

女大図・開架／

書庫 

『大日本維新史料 井伊家史料』 東京大学出版会 210.6/346 女大図・書庫 

『寛政重修諸家譜』 続群書類従完成会 288.2/2 女大図・参考 

『日本庶民生活史料集成』 三一書房 380.8/34 女大図・開架 

『近世法制史料叢書』 弘文堂書店 320.8/66 東 2 法経図・書庫 

 
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され、この番号順で書架に並んでいます。 
＜関連分野の分類記号＞ 

210.02 古文書 210.03 参考図書 210.07 研究法・指導法 
210.08 全集/叢書 210.1  通史 210.5 近世 
312.1 政治史 322.1 法制史 332.1 経済史 
 ○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 

『日本史論文の書きかた：レポートから卒業論文まで』中

尾堯[等]編 吉川弘文館 1992 
210.07/9/ｱ 女大図・開架 

『日本史研究事典』 児玉幸多[等]編 集英社 1993 
（日本の歴史 ; 別巻） 

210.1/73/22 女大図・開架 

『江戸武家地の研究』 岩淵令治著 塙書房 2004 210.5/435 女大図・開架 

『江戸時代の遺産 : 庶民の生活文化』新版 スーザン・

B・ハンレー著 ; 指昭博訳 中央公論新社 2009 
210.5/491 女大図・開架 

『数字と図表で読み解く徳川幕府の実力と統治のしくみ』 

蒲生真紗雄著 新人物往来社 2010 
210.5/497 女大図・開架 

『江戸の政権交代と武家屋敷』 岩本馨著 吉川弘文館  
2012 

210.5/670 女大図・開架 

『事典江戸の暮らしの考古学』 古泉弘編  吉川弘文館  
2013 

210.5/686 女大図・開架 

『都市江戸への歴史視座 : 大江戸八百八町展・武家拝領

地・江戸首都論』 大石学編  名著出版  2004 
213.6/99 女大図・開架 

http://glim-ir.glim.gakushuin.ac.jp/opac2/
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『武家に嫁いだ女性の手紙 : 貧乏旗本の江戸暮らし』 妻

鹿淳子[著]  吉川弘文館  2011 
367.21/282 女大図・開架 

『江戸庶民の暮らし』 田村栄太郎著 ; 出版工房ケンブリ

ッジ編 雄山閣 2003 
382.1/42A/1 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 

『日本史文献年鑑』 地方史研究協議会編 柏書房 

1975-1984 
210.03/1//P 女大図・書庫 

『日本史研究書総覧』 遠藤元男編 名著出版 1975 210.03/15 女大図・書庫 

『総合国史論文要目』 大塚史学会高師会編 日本図書セ

ンター 1982 
210.03/31 女大図・開架 

『日本史文献事典』 黒田日出男 [ほか] 編 弘文堂 

2003 
210.03/64 女大図・参考 

『読書案内 大江戸を知る本』 日外アソシエーツ  2000 210.5/382 女大図・参考 

『史学雑誌』巻末 「文献目録」 
      5 月号「回顧と展望」 

 女大図・雑誌／

書庫 
『日本近世史図書目録』 日外アソシエーツ 1993 210.6/467 ｱ 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。 

http://opac.ndl.go.jp/
http://ci.nii.ac.jp/books/
http://webcatplus.nii.ac.jp/
http://www.books.or.jp/
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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） 配置場所 

『史学雑誌』 史学会  
 
 
 

女大図・雑誌／書庫 
 

『歴史学研究』 歴史学研究会編 青木書店 

『歴史評論』 民主主義科学者協会編 校倉書房 

『日本歴史』 日本歴史学会編 吉川弘文館 

『日本史研究』 日本史研究会 

『古文書研究』 日本古文書学会編 吉川弘文館 

『風俗史学』 日本風俗史学会 

『歴史読本』 人物往来社 → 中経出版 

※その他、大学・研究機関発行の紀要類も多数あります 

 ○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。 

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

 
●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。 

※「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。 
 

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 

『近世史ハンドブック』児玉幸多 [ほか] 編 近藤出版社 

1972 
210.5/34 女大図・参考 

『藩史大事典』 木村礎[ほか]編 雄山閣出版 1988-1990 210.5/155 女大図・参考 

『日本近世史研究事典』村上直 [ほか] 編 東京堂出版 

1989 
210.5/170 女大図・開架 

『徳川幕府事典』  竹内誠編 東京堂出版 2003 210.5/428 女大図・参考 

『近世藩制・藩校大事典』 大石学編 吉川弘文館 210.5/456 女大図・参考 

http://glim-ir.glim.gakushuin.ac.jp/opac2/
http://opac.ndl.go.jp/
http://webcatplus.nii.ac.jp/
http://dl.ndl.go.jp/
http://ci.nii.ac.jp/
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『江戸幕府大事典』  大石学編 吉川弘文館 2009 210.5/493 女大図・参考 

『明治維新人名辞典』  日本歴史学会編 吉川弘文館 

1981 
281/12 女大図・参考 

『日本近世人名辞典』 竹内誠、 深井雅海編 吉川弘文

館 2005 
281.03/55 女大図・参考 

『近世風俗事典』 人物往来社 1967 380.3/3 女大図・参考 

『図録・近世女性生活史入門事典』 原田伴彦, 遠藤武, 百
瀬明治著 柏書房 1991 

384.6/7 女大図・参考 

『江戸の庶民生活・行事事典』 渡辺信一郎著 東京堂出

版 2000 
386/121 女大図・参考 

 
研究動向を知る 

研究史、新しい研究の動向を知れば、テーマへの取り組みを再確認することができます。 

＜本学図書館で所蔵している研究動向掲載資料（一例）＞ 

資料情報（書誌情報） 請求記号 配置場所 

○○○○年の歴史学界：回顧と展望  
「史学雑誌」第○○編第 5 号 ○○○○年５月 

 女大図・雑誌/書庫 

 
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 
   ※江戸東京デジタルミュージアム 
    http://www.library.metro.tokyo.jp/Portals/0/edo/tokyo_library/index.html 
○「国文学研究資料館」 http://www.nijl.ac.jp/ 

 〒190-0014 東京都立川市緑町 10-3 電話： 050-5533-2900（代） 
○「東京大学史料編纂所」  http://www.hi.u-tokyo.ac.jp/index-j.html  
   〒113-0033 東京都文京区本郷 7-3-1 電話： 03-5841-5962 

  ○「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） 
 ○「国立歴史民俗博物館」 http://www.rekihaku.ac.jp/index.html 
   〒285-8502 千葉県佐倉市城内町 117 電話： 043-486-0123（代） 
  

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.library.metro.tokyo.jp/Portals/0/edo/tokyo_library/index.html
http://www.nijl.ac.jp/
http://www.hi.u-tokyo.ac.jp/index-j.html
http://www.edo-tokyo-museum.or.jp/
http://www.rekihaku.ac.jp/index.html
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○「国立公文書館」 http://www.archives.go.jp/ 
〒102-0091 東京都千代田区北の丸公園 3-2 電話： 03-3214-0621（代） 

 

●類縁機関を調べる 

＜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 

『歴史資料保存機関総覧』 増補改訂版 地方史研究協議

会編 山川出版社 1990 
210.03/24a 女大図・参考 

『近世・近代史料目録総覧』 国文学研究資料館史料館編 

三省堂  1992 
210.03/44 女大図・書庫 

『史料館収蔵史料総覧』 国文学研究資料館史料館編 名

著出版 1996 
210.03/47 女大図・書庫 

 

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。 

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。 

 

 

http://opac.ndl.go.jp/
http://ci.nii.ac.jp/books/
http://www.archives.go.jp/
https://calil.jp/
http://iss.ndl.go.jp/
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○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。  
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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 


