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第４章 いろいろな資料を探す 

 

 

 
論文作成のために必要な資料は論文だけではありません。 

 

いろいろな資料の探し方をテーマごとにまとめました。 
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１ 国書（江戸時代以前の日本の本）を探す 
 

１．１ 『国書総目録』岩波書店 

 
・国書を調べる場合もっとも基本的な目録。国初から慶応 3 年までに刊行された日本人による著作、

編集・翻訳した書籍とその所蔵館を調べることができます。 

・全国の主要な公私立図書館、各大学付属図書館、各地の文庫等の所蔵目録から、広く情報が集めら

れています。 

・著者名・成立年代などの書誌事項のほか、分類、別称、写本・版本の所在、活字翻刻されているか

どうか、復刻・複製本の有無など、さまざまな情報を得ることができます。 

 

① 『国書総目録』1963-76 全 8 巻・別巻（書庫 025/*/76） 

1960（昭和 35）年までに集められた情報を収録している。 

② 『国書総目録 補訂版』1989-91 全 8巻・別巻（参考 025/*a/76） 

①の補訂版で、①の刊行時以降に明らかとなった追加・訂正事項を反映させるとともに、③に収

載されている項目と同一項目について記号を付して参照できるようにしている。 

③ 『古典籍総合目録』1990 全 3 巻（参考 025/*/76A） 

①（および②）の続編で、1988（昭和 63）年度までに集められた情報を収録している。ただし、

活字本・複製本の情報については収録していない。 

 

『国書総目録』の使い方 

 

・『国書総目録』は書名を項目として五十音順に並べ、読み、巻冊数、角書、別称、分類、著編者、成

立年代、写本・版本の所在、活字本、複製本等の事項を取り上げています。 

 

・記号について 

角－角書 別－別称 類－分類 著－著

編者 成－成立年代、あるいは初版刊年・

初演年代（演劇関係）、序・跋、大まかな

時代等 

写・版－写本・版本 写本・版本の所在す

る図書館・文庫等。（図書館名・文庫名は

略称で記される。） 

活－活字翻刻（明治以後刊行の活字本の叢

書に所収のもの、単行の活字翻刻本、また

は雑誌・紀要などに翻刻されたものが記さ

れている。）  謄－謄写翻刻 謄写版によ

る翻刻本 複－複製本（コロタイプ版・オ

フセット版・凸版・凹版・木版・石版など

の複製本が記されている。） 

＊－備考 項目を記述するために利用し

た参考文献名や、あわせ本の内容、その他

既出の各覧に記載できない事項 

 

 

 

 

 

・書名は、角書を省いた形で探します。 
角書（つのがき） 

浄瑠璃・歌舞伎の名題（なだい）、草紙類の題名などの上に書かれた小さな字の部分。冠称。 

例：「落話 嗚呼可笑」の「落話」の部分。 

 

別
称 

分
類 

活
字
翻
刻
本 

著
編
者

角
書 

版
本 

成
立
年
代 
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・別称、略称などで調べた場合は、→で示された書名が本項目なので、それらを参照しましょう。 

例：嗚呼孝哉（ああこうなるかな）→敵討垣衣摺（かたきうちしのぶずり） 

・項目は五十音順に並んでいます。ただし「ぢ」「づ」は「じ」「ず」のところに、助詞の「へ」「を」

「は」は「え」「お」「わ」のところにあります。 

 

書名の読みがわからないとき 

 

『国書読み方辞典』植月博 おうふう 1996（参考 025//403） 

 

・書名の中には読み方の難しいものも多く、読み方がわからない時は、『国書読み方辞典』で調べると

よいでしょう。 

・書名の 初の字の画数から調べることができる総画索引や、 初の字の読みから調べることができ

る音訓索引がついています。 

 

例：「遅楊和舞頭歌」の読みを調べる。 

 

＜遅＞は 12 画→総画索引 

＜遅＞は＜おそい＞と読む 

→音訓索引 

→1254 ページに記述があることがわかる。 

→｢遅楊和舞頭歌｣ ちゃわんずか 5・648-1 との記述 

から、「遅楊和舞頭歌」の項目が『国書総目録』の 

第５巻 648 ページ１段目に掲載されていることがわかる。 

 

・数字の前に古・演・国の字がついている時には、他の本が典拠になっている。（詳しくは『国書読み

方辞典』の凡例を参照。） 

 

 

活字、復刻・複製情報を補うには 

 

・『国書総目録』のデータは 1960（昭和 35）年までであるため、それ以降に出版された活字、復刻・

複製本の情報については、他の資料で補う必要があります。 

 

①『国文学複製翻刻書目総覧』市古貞次、大曽根章介編 日本古典文学会貴重本刊行会 1982,1989 

正・続（参考 910.3/*/99） 

翻刻や複製の出版情報を得ることができる。『国書総目録』より発行年の新しい本が掲載されてい

る。 

②『日本古典文学大辞典』日本古典文学大辞典編集委員会編 岩波書店 1983～1985 ６冊（参考

910.3/*/100） 

明治以前までの国文学、国語学および関連分野の研究成果を集成した代表的な辞典。複製・翻刻

があるものは記載されている。 

③『全集・叢書細目総覧』国立国会図書館参考書誌部編 紀伊国屋書店 1973-1989 古典編・古典編

索引・古典編続（参考 027/*/28） 

作品名から収録されている全集・叢書を引くことができる。明治以降 1985 年までに刊行された全

集・叢書が対象。 

 

＊活字本、復刻・複製本になっている場合は、それを収録している図書や雑誌のタイトルで長久手キ

ャンパス図書館に所蔵していないか検索してみましょう。 
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１．２ 日本古典籍総合目録（国文学研究資料館） 

http://base1.nijl.ac.jp/~tkoten/about.html [図書館ホームページ-リンク集-研究機関] 

 

・『国書総目録』（岩波書店刊）の継承・発展を目指して構築した、いわば「新国書総目録」ともいう

べきデータベースで、『古典籍総合目録』刊行以後に追加した情報も含んでいます。 

・人間文化研究機構統合検索システム（P20）でも検索できます。 

・日本の古典籍（一部、漢籍・明治本を含む）の総合目録で、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。 

・所在・翻刻複製情報は、『国書総目録』の内容をそのまま収録しているため、必ずしも現在の所蔵状

況を示すものではないことに留意が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・国文学研究資料館では、全国 

の各機関に所蔵されている 

和古書をマイクロフィルム 

化し所蔵しています。同館が 

所蔵しているマイクロ資料 

がある場合は、「マイクロ・ 

デジタル情報」として表示 

されます。マイクロフィルム 

として所蔵されていれば、 

同館に複写を依頼することが 

できます。 

 

 

 

 

 

所蔵館がわかったら 

 

・通常の資料のように相互貸借や文献複写は難しい場合が多いですが、マイクロフィルムが作成され

ており、そこからの複写ができる場合もあります。また直接来館すれば閲覧できる場合もあります。 

・その対応は所蔵館によって異なります。図書館カウンターまでご相談ください。利用の可否の問い

合わせや紹介状の発行、資料の取り寄せなどさまざまなお手伝いをします。 
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２ 史料を探す 
＊１ 国書（江戸時代以前の日本の本を探す） の項も参照してください。 

 

・歴史研究の材料のことを史料と言います。文献史料には以下のものがあります。 

文書－発信者と受信者とがあり、用件などの内容が書かれたもの。 

記録－自己の備忘のために書きとめたもの。日記など。 

典籍－著作物。文学作品など。 

 

東京大学史料編纂所データベース 
 http://www.hi.u-tokyo.ac.jp/ships/  [図書館ホームページ-リンク集-研究機関] 

 

・東京大学史料編纂所が 1984 年から作成

してきた多数のデータベースを、研究用

に公開しています。 

・史料の所在、史料全文検索、人名・肖像・

花押目録、電子くずし字字典まで、内容は

多岐にわたります。 

 

[収録内容] 

『大日本古記録』『大日本古文書』 

『大日本史料』『史料綜覧』 

『平安遺文』『鎌倉遺文』 

中世記録人名索引 DB  肖像情報 DB 

花押カード DB  電子くずし字字典 DB 

                 ...etc 

＊検索対象・範囲はデータベースによって異なります。凡例等を確認してください。 

 

 

主な史料集 
 

・ここでは、複数の史料から記述を抜き出して時系列順に編纂した編年による史料集や、複数の史料

を集めて収録した史料群である叢書について、その一部を紹介します。 

 

[編年による史料集] 

 

①『大日本史料』東京大学史料編纂所編 東京大学出版会（書庫 210/D25/*） 

明治以来、六国史を継ぐ国史編纂の事業から起って、現在も刊行中の一大編年史料集。六国史以降

明治維新までを十六の編に分け、史料を編年に収める。既刊の部分は『日本史文献解題辞典』の「大

日本史料」の項で確認できる。 

 

②『史料綜覧』東京大学史料編纂所編 東京大学出版会 全 17 巻（書庫 Y208/*/8，210/*/20） 

『大日本史料』の見出しである「綱文」とそこに引用する予定の史料名だけをまとめたもの。『大日

本史料』未刊の部分を調べる場合、これを見て元の史料にあたることができる。 

 

③『寧楽遺文』竹内理三編 東京堂出版 全 3巻（書庫 210/*/445） 

奈良時代の文書を編纂した史料集。 

 

④『平安遺文』竹内理三編 東京堂出版 全 15 巻（書庫 210/*/3） 

『平安遺文』CD-ROM 版（CR//5） 

平安時代の文書を編年集成した史料集。 

 

⑤『鎌倉遺文』竹内理三編 東京堂出版 全 42 巻（書庫 210.4/*/32） 

鎌倉時代の文書を網羅的に編年集成した史料集。 
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⑥『南北朝遺文』東京堂出版（書庫 210.45/N48/*） 

南北朝時代の文書を地域別に網羅して刊行した史料集。既刊は九州編、中国四国編など。 

 

⑦『戦国遺文』東京堂出版（書庫 210.4/*/592,  210.47/Se94/*） 

戦国時代の文書を集成した史料集。既刊は「後北条氏編」「武田氏編」「古河公方編」「佐々木六角氏」。 

 

 

[叢書] 

 

①『大日本古文書』東京大学史料編纂所編 東京大学出版会（書庫 210/*/55） 

古代から近世にわたる古文書を収める。正倉院文書を主体とした奈良時代の文書を編年順に集めた

編年文書、所蔵者別に編纂された家わけ文書、幕末外国関係文書の三種からなる。 

 

②『大日本古記録』東京大学史料編纂所編 岩波書店（書庫 210.088/D25/*） 

各時代・各階層にわたる貴重な記録類（主に日記）を収める。詳細な索引がある。 

 

③『国史大系 新訂増補』黒板勝美編輯 吉川弘文館（開架 210/*/202A，参考 210/*/202B，書庫

Y208/*/11，書庫 210/*/202） 

古代から近世までの基本的史料 58 書目（主に編纂書物）を収める叢書。なお、収載された各史料に

ついての解題的論文集『国史大系書目解題』（参考 210/*/229）がある。 

 

④『増補史料大成』増補史料大成刊行会編 臨川書店 全 45 巻・別巻 3冊（書庫 210/*/305） 

『続史料大成』竹内理三編 臨川書店（書庫 210/*/168） 

平安時代から室町時代にかけての貴族の日記を集めた叢書。 

 

⑤『史料纂集』 続群書類従完成会（書庫 210/*/240*,  書庫 210.08/Sh89/*） 

平安時代から江戸時代にかけての未公刊あるいは増補・改訂の望まれる史料を主に刊行。古記録編

と古文書編からなる。 

 

⑥『群書類従』塙保己一編 続群書類従完成会 全 30 冊（開架 Y081/*/6） 

『続群書類従』塙保己一編 続群書類従完成会 全 86 冊（開架 Y081/*/7,  書庫 081/*/34） 

江戸時代後期に塙保己一が編集した一大叢書。（『続』の刊行は塙保己一の没後） 

 

⑦『続々群書類従』国書刊行会編 続群書類従完成会 全 17 冊（書庫 Y081/*/8） 

『群書類従』にならい刊行された叢書。近世の文献を収録。 

 

⑧『大日本近世史料』東京大学史料編纂所編 東京大学出版会（書庫 210.088/D25/*） 

近世の主要な史料を原本に忠実に刊行している。幕府史料、藩政史料、学芸史料の 3区分からなる。 

 

⑨『圖書寮叢刊』宮内庁書陵部編 明治書院（書庫 081/*/80） 

宮内庁書陵部の所蔵する図書のうち資料的価値の高い歴史・国文関係のものを翻刻した叢書。 

 

⑩『徳川禁令考』[司法省原編]、法制史学会編、石井良助校訂 創文社 前集 6，後集 4，別巻（開架

322/*/691） 

明治初年司法省によって編纂された江戸幕府法制史料集。 

 

 

（参考） 

「歴史資料集のみかた」大阪府立中之島図書館（http://www.library.pref.osaka.jp/nakato/osaka/ 

reksiryo.html） 

『日本史文献解題辞典』加藤友康，由井正臣編 吉川弘文館 2000（参考 210/A/791,  書庫 210//791） 



 

 - 43 -

所蔵機関を調べる 

 

① 『歴史資料保存機関総覧』地方史研究協議会編 山川出版社 1979 2 冊（書庫 010/*/120） 

全国の史料保存機関を府県別に編集し、収蔵史料、利用方法などについてまとめたもの。 

 

② 『全国図書館案内 改訂新版』書誌研究懇話会編 三一書房 1990 2 冊（書庫 010/*a/114） 

全国の公共・大学図書館等について、主に文庫・コレクションを紹介。 

 

③ 『地方史文献総合目録』阿津坂林太郎編 巌南堂書店 1970～1975 3 冊（上・下・索引） 

（参考 210/*/261） 

上巻は 1868（明治初）年から 1944（昭和 19）年までに刊行された地方史、下巻は 1945（昭和 20）

年から 1970（昭和 45）年までに刊行された地方史を収録。所蔵館も示されている。 

 

④ 『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（参考 029//401,  書庫

029/*/401） 

史料館の所蔵する近世・近代史料に関する目録類、地方史誌類、逐次刊行物収録目録類を収録。 



 

 - 44 -

3 漢籍を探す 

 

・漢籍とは、主に近代以前に漢文で書かれた書籍です。漢籍については、一般的な図書とは別に、漢

籍独自の伝統的な四部分類に基づく目録が必要です。国内の漢籍の総合目録として、全國漢籍デー

タベースがあります。 

 

全國漢籍データベース（全国漢籍データベース協議会） 

http://kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp/kanseki/ [図書館ホームページ-リンク集-総合目録] 

 

・全国漢籍データベース協議会の運営による漢籍の所蔵データベース。 

・伝統的漢籍分類法である四部分類に基づいて編集され、全国の主要な大学図書館・公共図書館に所

蔵する漢籍を検索することができます。 

 

検索について 

＊文字コードは UTF-8。文字化けする場合はメニューの[表示]から[エンコード]UTF-8 を選択する。 

 

[結果一覧画面] 

・「書籍名／書誌事項／叢書名／所蔵機関

名」の順で表示される。 

・書籍名のリンクをクリックすると、書

籍ごとの詳細ページに移動する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[詳細結果画面] 

・叢書名に張られたリンクを通じて、叢

書のデータを見ることができる。（左図

の場合、当該叢書「四部備要」のデー

タへリンクしている。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊長久手キャンパス図書館の所蔵を調べる場合にも使えます。 

 

・探している資料が、カード目録や OPAC で見つからなくとも、長久手キャンパス図書館で所蔵してい

る場合があります。叢書類に収められている漢籍は、個々の書名からは検索できない場合があるか

らです。 

・「全國漢籍データベース」を検索した結果、叢書に収められていることがわかった場合、その叢書名

でもう一度長久手キャンパス図書館の目録を検索してみましょう。その叢書を長久手キャンパス図

書館で所蔵しているかもしれません。 
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４ 新聞記事を探す 

 

データベースで探す 
 

①「Factiva.com」 
・学内 LAN から利用できます。 

・世界各国のニュースや企業情報を提供するデータ

ベース。新聞 2,300 紙、雑誌 4,200 誌を抄録・フ

ルテキストで提供。 

・日本語、英語、中国語、フランス語、ドイツ語、

スペイン語、ロシア語など 22 言語のコンテンツ

を収録しています。 

・The Wall Street Journal, The Times, Le Monde, 

Die Zeit, ABC など、各国主要新聞から地方紙ま

で幅広く収録。 

・日本語では、毎日新聞、産経新聞、読売新聞、中

日新聞など主要新聞も収録。 

・使用後はかならずログアウトしてください（同時

アクセス：3）。 

 

②「聞蔵Ⅱビジュアル」（朝日新聞オンライン記事データベース） 

 

・学内 LAN から利用できます。 

・明治 12 年創刊～現在まで、キーワード等で検索

できます。地域面も収録（愛知は 1994 年～）。 

・朝日新聞以外にも、以下のコンテンツを収録して

おり、検索・閲覧できます。 

『ＡＥＲＡ』（1988 年 5月（創刊号）～） 

『週刊朝日』（2000 年 4 月～、ニュース面のみ） 

『知恵蔵』（毎年春に更新） 

『人物データベース』（各界有識者を収録） 

『歴史写真アーカイブ』（満州事変の前後から

敗戦までの写真を 1万枚収録） 

・使用後はかならずログアウトしてください（同時

アクセス：1）。 

 

 

新聞社サイトの無料検索サービスで探す [図書館ホームページ-リンク集-新聞] 

 

・ 近の記事を探すには、インターネットで無料検索できる新聞社のサイトを利用すると便利です。

ただし、検索できる期間が短いので注意が必要です。記事全文の閲覧は有料の場合もあります。 

 

①日本経済新聞 http://www.nikkei.co.jp/ 

②日経 goo http://nikkei.goo.ne.jp/ 

＊日経４誌掲載の過去１年間の記事見出しが検索可能。ただし記事本文は有料。 

 

③Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ Ｔｉｍｅｓ 1851～ ［アメリカ］ 

http://www.nytimes.com/ref/membercenter/nytarchive.html 

＊1980 年 6月～現在は、上記のデータベース「Factiva.com」でフルテキストを入手できる。 

 

④Ｆｒａｎｋｆｕｒｔｅｒ Ａｌｌｅｇｅｍｅｉｎｅ 1993～ ［ドイツ］ 

http://faz-archiv.faz.net/FAZ.ein 
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冊子体の二次資料で探す 
 

データベースに入っていない記事や昔の新聞記事を探すには、冊子体の記事索引や新聞集成が役に

立ちます。 

 

① 『毎日ニュース事典』 毎日新聞社 1973 年版～1980 年版（参考 071/*/20） 

８年間にわたって１年ごと、毎日新聞に掲載された記事を索引化したもの。記事を一つ一つ簡潔

な抄録にまとめ、わかりやすい見出し語をつけている。人名索引もある。 

② 『新聞集成昭和編年史』 新聞資料出版 昭和 2年～昭和 25 年（刊行中）（書庫 071/*/11） 

新聞集成とは、複数のオリジナルの新聞から主要な記事を選択し、原文そのものを複製して掲載

し、冊子体で刊行しているものである。 

③ 『新聞集成大正編年史』 大正元年～大正 15 年（書庫 071/*/11A） 

④ 『新聞集成明治編年史』 文久 2年～明治 45 年（書庫 071/*/11B） 

東京帝国大学にあった明治新聞雑誌文庫所蔵の新聞から重要度の高いものを編纂した力作。編集

の特色は、政治・経済関係に弱いが、皇室関係と社会事件は相当細かく拾われていることである。

全巻索引がある。 

 

 

他機関の所蔵を調べる 
 

①全国新聞総合目録データベース（国立国会図書館） 

http://sinbun.ndl.go.jp/ [図書館ホームページ-リンク集-新聞] 

 

・国立国会図書館及び全国機関の、新聞について 

 の総合目録です。 

・新聞の書誌事項を確認でき、見たい新聞を所蔵 

 している機関を検索できます。またそれぞれの 

機関が所蔵している新聞を一覧でき、機関名か 

ら、所在地、連絡先、公開・複写・レファレン 

スの可否等がわかります。 

 

 

 

 

 

②愛知県内図書館 雑誌･新聞総合目録（愛知県図書館） 

http://www.aichi-pref-library.jp/soumoku/index.html [図書館ホームページ-リンク集-図書館] 

 

・愛知県内の公共図書館が継続して受け 

入れている雑誌・新聞がわかります。 
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長久手キャンパス図書館の新聞所蔵状況                   前年１月～↓  現在↓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*1：朝日新聞縮刷版は、昭和 19～33 年までの分が書庫（ＭＢ）の「01」番書架に、昭和 34 年～前々年までの分が書庫（ＭＢ）の請求記号の場所に、前年 1

月～現在より約 3ヶ月前までの分が 1Ｆ新聞コーナーにあります。 

*2：中日新聞縮刷版は、昭和 47 年～前々年までの分が書庫（ＭＢ）の請求記号の場所に、前年 1月～現在より約 3ヶ月前までの分が 1Ｆ新聞コーナーにあり

ます。 

*3：新聞の現物は 近 3ヶ月分が開架にあります。前年 1月～現在より 3ヶ月前までの分は、書庫（Ｂ１の天窓側の壁際）に保存してあります。 

*4：書庫（ＭＢ）の「01」番書架にあります。 

*5：書庫（ＭＢ）の請求記号の場所にあります。 

*6：マイクロフィルムの請求は、青い視聴覚資料請求票に新聞の年月日を記入のうえ、カウンターの係員に出してください。 

 ※ 書庫にあるものは、黄色い図書請求票に新聞名・年月日を記入のうえ、カウンターの係員に出してください。 

 ※ 教員・大学院生・卒論学生の方は書庫に入れますので、自分で探すこともできます。                 〈平成 22 年 9 月現在〉

朝日新聞 

Ｐ071‐4 

 

※明治～現在まで、データベース「聞蔵Ⅱ」

で検索・本文ダウンロード可 

昭和１９年 ～ 現在 
（ただし昭和 35 年 6 月分のみ欠） 

〈縮刷版〉*1 

 

＜現物＞

*4 

中日新聞 

Ｐ071‐17 

 
昭和４７年 ～ 現在 

〈縮刷版〉*2 

 

＜現物＞

*3 

日経新聞 

Ｐ071‐6 

   昭和３３(２‐１２月) 

  ～３４年(１‐４月) 

  〈縮刷版〉*4 

＜現物＞

*3 

毎日新聞 

Ｐ071‐5 

              昭和３３(１‐５,７‐１２月) 

                  ～３４年(１‐８月) 

                     〈縮刷版〉*4 

    昭和４５(４‐１２月) 

  ～４９年(１‐３月) 

  〈縮刷版〉*5 

＜現物＞

*3 

読売新聞 
ＭＦＰ‐９ 

明治 7 年 11 月（1874） 

 ～大正元年（1912） 

 〈マイクロフィルム〉*6

 
＜現物＞

*3 

Japan Times 
 ＜現物＞

*3 
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５ 辞書・事典を探す 
 

５．１ JapanKnowledge（ジャパンナレッジ） + NR 
 

・百科事典・辞書・叢書などを集積した知識データベースです。 

・学内 LAN から利用できます。 

・キーワードで収録コンテンツを見出し一括検索できます。 

・「個別」ボタンがあるコンテンツは、個別モードから、そのコンテンツを全文検索できます。 

・利用後はかならずログアウトしてください（同時アクセス数：2）。 

 

[収録内容] 

「日本大百科全書(ニッポニカ)」 

「日本国語大辞典」 

「字通」 

「日本歴史地名大系」 

「東洋文庫」 

「週刊エコノミスト」 

「会社四季報」 

「日本人名大辞典」 

「ランダムハウス英和大辞典」 

「ポケットプログレッシブ独和・和独/ 

仏和・和仏/伊和・和伊辞典」など 

 

[便利な機能] 

・Knowledge Searcher 機能  

 詳細画面で、画面右上の「Knowledge Searcher を使用する」にチェックを入れてください。 

分からない語句を選択して反転させると、自動的にその語句を検索してリンク表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・引用情報が自動で記載 ＊IE で利用可（FireFox、GoogleChrome 等には対応していません） 

 詳細画面で、画面右上の「Knowledge Searcher を使用する」のチェックを外してください。 

 引用したい部分をコピーし、Word 等に貼り付けると、以下のように自動的に引用情報が記載されま

す。 

和歌、連歌（れんが）、俳諧用語。誤って「誹諧」とも書いた。 

”俳諧”, 日本大百科全書(ニッポニカ), ジャパンナレッジ (オンラインデータ

ベース), 入手先＜http://www.jkn21.com＞, (参照 2010-09-29) 
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６ 行政情報を探す 
 

・各種統計や法令など、行政資料を探す参考図書が、参考図書コーナーにあります。 新のデータは

インターネット上に掲載されていることが多いので、それらもうまく活用しましょう。 

 

６．１ 統計 

 

国内 

 

[参考図書] 

書名／著者名 出版者 請求記号 

日本統計年鑑／総務省統計局 日本統計協会 351/N71/* 

日本の統計／総務省統計局 総務省統計局 351/N71/* 

統計情報インデックス／総務省統計局 日本統計協会 351/*/39 

日本国勢図会／矢野恒太記念会 矢野恒太記念会 351/N71/* 

数字でみる日本の 100 年／矢野恒太記念会 矢野恒太記念会 351/Su53/* 

愛知県統計年鑑／愛知県企画振興部統計課 愛知県企画振興

部統計課 

351.55/A23/* 

愛知県 HP より公開 

統計でみる都道府県のすがた／総務省統計局 総務省統計局 361.91/To29/* 

統計でみる市区町村のすがた／総務省統計局 総務省統計局 361.91/To29/* 

厚生統計要覧／厚生労働省大臣官房統計情報部 厚生統計協会 498.059/Ko83/* 

厚生の指標／厚生統計協会 厚生統計協会 長久手開架雑誌（20 年）P369-462 

 

[インターネット情報源]  [図書館ホームページ-リンク集-行政情報] 

①世論調査（内閣府） http://www8.cao.go.jp/survey/index.html 

 

・内閣府のホームページから閲覧でき、調査別

（国民生活、社会意識など）、年度別などから 

 選択できる。 

・昭和 43年 11 月以降に実施された調査の概要 

および調査結果の概要、調査票を掲載してい 

る。また平成 11 年度以降に実施された調査 

については、調査結果の表を CSV ファイル形 

式で表示できる。 

 

 

 

 

 

②総務省統計局（総務省） http://www.stat.go.jp/ 

 

・各種統計データが取り上げられている。各 

 調査の概要や用語解説なども掲載されてお 

り、統計表は Excel ファイル形式で開くこ 

とができる。 

・統計データの分野別一覧や 50 音順一覧、統 

 計表一覧もあり、目的とする統計資料が探 

しやすくなっている。 

・『日本統計年鑑』、『日本の統計』、『世界の統 

計』などの 新版に掲載された統計表もす 

べて閲覧できる。また 5年ごとに行われる 

「国勢調査」の集計結果も掲載されている。 

例：「統計データ」をクリックす

ると、分野別や 50 音別の一覧な

どから目的とする統計資料を探

せるページに移動する。 
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②厚生労働省統計表データベース（厚生労働省） http://www.mhlw.go.jp/toukei/index.html 

 

・厚生労働省で実施している主要統計調査結 

果が提供されている。 

・人口・世帯、保健衛生、社会福祉など、分 

 野別から、目的とする統計表を探し出し、 

 画面表示やダウンロード（ＣＳＶ形式、 

 Ｅｘｃｅｌ形式等）して利用できる。 

 

 

 

 

 

 

 

③統計リンク集（愛媛大学法文学部総合政策学科佐藤研究室） 

http://cpmserv.cpm.ehime-u.ac.jp/sato/link/ 

 

・愛媛大学法文学部総合政策学科佐藤研究室 

が制作している統計リンク集。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例：「平成 1７年国勢調査」 

必要とする項目をクリックしていくと、

Excel ファイルで統計表が表示される。 
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海外 

 

[参考図書] 

書名／著者名 出版者 請求記号 

（世界）   

世界の統計（国際統計要覧）／総務庁統計

局 

総務庁統計局 350/Se22/* 

国際連合世界統計年鑑／国際連合統計局 原書房 350.9/Ko51/* 

世界国勢図会／矢野恒太記念会 国勢社 350.9/Se22/* 

世界経済・社会統計／世界銀行 東洋書林 330/*/471 

世界人口年鑑／国際連合統計局 原書房 334/*/17 

Demographic Yearbook ／ Department of 

Economic and Social Affairs  
United Nations 350/D56/* 

ユネスコ文化統計年鑑／ユネスコ 原書房 350/*/110 

世界各国間貿易統計年報 オムニ情報開発 678/*/397 

（地域別） 

ヨーロッパ歴史統計：1750-1993／ブライア

ン・R・ミッチェル 

東洋書林 350/1a/113 

アジア・アフリカ・大洋州歴史統計：

1750-1993／ブライアン・R・ミッチェル 
東洋書林 350/2a/113 

南北アメリカ歴史統計：1750-1993／ブライ

アン・R・ミッチェル 
東洋書林 350/3a/113 

中国统计年鉴／中华人民共和国国家统计局 中国统计出版社 352/C62/* 

ヨーロッパ統計年鑑／ヨーロッパ連合 東洋書林 353/Y84/* 

EUrostat yearbook/Statistical Office of 

the European Communities 

Office for Official 

Publications of the 

European Communities 

353/E85/* 

(2006,07年以前は、353/*/163)

Annuaire statistique de la france ／

Institut national de la statistique et 

des études économiques  

Institut national de la 

statistique et des 

études économiques 

353/*/1 

現代アメリカデータ総覧／アメリカ合衆国

商務省センサス局 

原書房 355/*/7 

Statistical Abstract of the United States U.S. Govt. Print. Off. 355.3/St2/* 

 

[インターネット情報源] 

①総務省統計局  http://www.stat.go.jp/  [図書館ホームページ-リンク集-行政情報] 

 

・トップページ左の「インフォーメーション」 

内の「リンク集」から、外国政府の統計機関 

へのリンクがまとめてあるページへ行くこと 

ができる。 
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６．２ 白書 

 

・白書とは、中央省庁が、政治経済社会の実態及び政府の施策の現状について国民に知らせるために

公表する政府刊行物のことです。また、各種団体等が発行する資料にも「白書」の名称が付いたも

のがあります。 

・下記表に掲載した白書は、当館で所蔵する白書の一部の例です。必ずしも各 新版を所蔵している

とはかぎりません。各省庁や首相官邸のホームページなどもあわせてご覧ください。 

 

[参考図書] 

書名／著者名 出版者 請求記号 

（政府） 

人権教育・啓発白書／法務省、文部科学省 国立印刷局 316/*/1204 

犯罪白書／法務省法務総合研究所 国立印刷局 326.3/H29/* 

経済財政白書／内閣府 国立印刷局 332/*/50 

少子化社会白書／内閣府 ぎょうせい 334.31/Sh96/*（2007 年以前は、334/*/913）

国民生活白書／内閣府 国立印刷局 364/*/22 

男女共同参画白書／内閣府男女共同参画局 国立印刷局 367.2/*/275 

青少年白書／内閣府 国立印刷局 369/*/45 

障害者白書／内閣府 国立印刷局 369/*/2328 

高齢社会白書／内閣府 ぎょうせい 369.2/*/133 

文部科学白書／文部科学省 国立印刷局 373.1/Mo31/* 

厚生労働白書／厚生労働省 ぎょうせい 498.1/Ko83/* 

（各種団体等） 

女性白書／日本婦人団体連合会 ほるぷ出版 367.21/J76/* 

子ども白書／日本子どもを守る会 草土文化 369.4/Ko21/* 

世界子供白書／ユニセフ（国連児童基金） ユニセフ駐日

事務所 

369.4/*/220 

保育白書／全国保育団体合同研究集会実行

委員会 

草土文化 369.42/H81/* 

発達障害白書／日本発達障害福祉連盟 日本文化科学

社 

493.7/*/58 

 

[インターネット情報源] [図書館ホームページ－リンク集－行政情報] 

 

①白書（年次報告書）  

http://www.kantei.go.jp/jp/hakusyo 

 

・首相官邸のホームページから閲覧可能。閲覧

したい白書名をクリックすると、各省庁が作

成する白書のページが開き、内容を見ること

ができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊首相官邸の白書のページに表示がなくとも、実際には発行済みの白書もある。そのため自分の見た

い白書が出ていない場合は、直接該当の省庁のホームページを確認するとよい。ほとんどの省庁で、

トップページに「白書」の項目が作られている。 
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６．３ 法令 
 

国内 

 

・法令：国会が制定する法律及び国の行政機関が制定する命令を合わせて呼ぶときに用いられる語。

しかし、場合によっては、地方公共団体の制定する条例や規則、 高裁判所規則等の各種の

法形式を含めていうこともある。 

・判例：裁判の先例。個々の判決をいう場合もある。 
法令用語研究会編『有斐閣法律用語辞典 第 2版』有斐閣 2000 より 

＜法令＞ 

 

[参考図書] 

書名／著者名 出版者 請求記号 

現行日本法規／法務省編（H19 加除中止） ぎょうせい 320/*/114 

六法全書／我妻栄、宮沢俊義 有斐閣 320.91/R69/*  

文部法令総覧／文部法令研究会 ぎょうせい 373/*/754 

現行社会保険六法 第一法規 364/*/326 

社会福祉六法／社会福祉法規研究会 新日本法規出版 369/*/584 

注解社会福祉六法 第一法規 369/*/1478 

児童福祉六法／厚生省児童家庭局 中央法規出版 369/*/742 

社会福祉士・介護福祉士関係法令通知集／社会福

祉振興・試験センター 

第一法規出版 369/*/1643 

老人六法 中央法規出版 369/*/2376 

長寿社会関係法令通達資料集／長寿社会法令研

究会 

第一法規出版 369/*/2384 

教育小六法／兼子仁ほか 学陽書房 373/*/24 

解説教育六法／解説教育六法編修委員会 三省堂 373.22/Ka21/* 

保育小六法 中央法規出版 376.1/H81/*

 

[インターネット情報源] [図書館ホームページ-リンク集-行政情報] 

①法令データ提供システム（総務省） http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi 

 

・現行の法令（憲法、法律、政令、勅令、府令、 

省令、規則）を検索し、法令データの内容（本 

文）まで閲覧可能。 

・法令名（略称法令名）中の用語から検索できる 

法令索引検索と、法令文中の用語から検索でき 

る法令用語索引がある。（例）介護福祉士や児童 

虐待などの用語を含んだ法令の内容を調べるこ 

とができる。 

＊廃止法令等一覧では平成1３年4月1日以降に、 

 廃止等で本システムから削除された法令データ 

 を閲覧できるが、それ以前のものは「②日本法 

令索引」などを調べること。 
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②日本法令索引（国立国会図書館） http://hourei.ndl.go.jp/SearchSys/ 

 

・現行法令や廃止法令の改正経過（法令沿革）や審 

議経過を調べることができる。原則として明治 19 

年公文式施行以降の法令情報を掲載している。 

・現行・廃止の両法令を一度に検索も可能（横断検 

索）。（例：児童虐待で検索すると現行・廃止法令 

とも 3件ヒットし、昭和 8年に児童虐待防止法が 

存在したことがわかる。昭和 22 年に廃止） 

＊法令の内容は閲覧できないので、制定時公布年月 

 日の「官報」や『法令全書』を参照のこと。ただ 

 し長久手キャンパス図書館では、これらを所蔵し 

 ていないので、愛知県図書館などの公共図書館で 

 閲覧する。 

 

 

＜判例集＞ 

 

[図書・雑誌] 

 

① 高裁時の判例：平成元年-平成 14 年（ジュリスト増刊）  

有斐閣 2003-2004 4 分冊 （開架 320/*/551） 

 

＊以下の資料は、長久手キャンパス図書館では雑誌扱いとなっている。欠号も多いので注意。 

② 高裁判所判例集（民事・刑事） 所蔵年次 1947- （開架 1年 P320-32） 

③高等裁判所判例集（民事・刑事） 所蔵年次 1947-2002 （書庫 P320-33） 

④家庭裁判月報 所蔵年次 1953-1998 （書庫 P320-63） 

毎月、家事関係裁判例と少年関係裁判例が数件ずつ掲載されている。 

⑤ジュリスト 所蔵年次 1959- （開架 20 年 P320-47） 

⑥別冊ジュリスト：判例百選シリーズ 所蔵年次 1965- （開架 20 年 P320-129） 

少年法百選や家族法判例百選もある。1F 雑誌架にリストがあるので参照のこと。 

⑦判例時報 所蔵年次 1972-（開架 1年 P320-193 継続受入中）  

1101-2000 号(1984.3.1-2008.6.11)までの総索引 7冊(1230,1335,1447,1528,1622,1722,1827, 

1924,2016 号)を使って判例を調べるとよい。2000 号からは別冊付録（2027,2063）を使うとよい。 

 

[インターネット情報源] [図書館ホームページ-リンク集-行政情報] 

 

①判例検索システム（裁判所） 

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01 

 

・裁判所ホームページの「裁判例情報」 

から。 

・ 高裁判所判例集や高等裁判所判例 

集などに登載された判決を検索、全 

文閲覧ができる。 
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海外 

 

[調べ方をまとめた図書] 

①田中英夫[ほか]『外国法の調べ方』東京大学出版会，1974（書庫 322/C/177） 

②北村一郎編『アクセスガイド外国法』東京大学出版会，2004（開架 322//721） 

③指宿信[ほか]『リーガル・リサーチ』日本評論社, 2005（開架 320//580） 

④板寺一太郎『外国法文献の調べ方』信山社, 2002（開架 320//579） 

⑤指宿信[ほか]『インターネット法情報ガイド』日本評論社, 2004（開架 320//562） 

⑥モーリス L コーエン[ほか]『入門 アメリカ法の調べ方』成文堂,1994（開架 322//503） 

 

[インターネット情報源] [図書館ホームページ-リンク集-行政情報] 

①国立国会図書館 リサーチ・ナビ http://rnavi.ndl.go.jp/politics/index.php 

 

 

・「国・地域別資料紹介」では、国会図書 

館が所蔵する主要な議会資料、法令・ 

判例資料、官庁資料、国際機関資料を 

紹介している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②京都大学国際法政文献センター http://ilpdc.law.kyoto-u.ac.jp/ 

 

・外国および日本の法律・政治行政資料 

の調べ方や文書の入手方法、法律学・ 

政治学関係の外国雑誌論文を検索で 

きるサイトを紹介している。 
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６．４ 各国の情報・国際協力 

 
[参考図書] 

書名／著者名 出版者 請求記号 

アジア動向年報 アジア経済研究所 302/*/293 

新世界各国要覧／東京書籍編集部 東京書籍 302/*/336 

韓国・北朝鮮総覧／環太平洋問題研究所 原書房 302/*/374 

中国情報ハンドブック／三菱総合研究所国

際動向分析センター 

蒼蒼社 302/*/638 

中南米諸国便覧／外務省 ラテン・アメリカ協会 302/*/682 

L'état de la France Découverte 302.35/L56/* （ 2007,08

以前は 302/*/844） 

The world factbook Brassey's 302/*/1164 

外交青書／外務省 外務省 319/*/58 

外務省 HP より公開 

国際協力機構年報／国際協力機構 国際協力機構 333.8/Ko51/*（2007 以前

は 333/*/455） 

政府開発援助(ODA)白書／外務省 外務省 333.8/Se17/*（2005 以前

は 333/*/456） 

政府開発援助 ODA 国別データブック／外務

省経済協力局 

外務省経済協力局 333.8/Se17/*（2006 以前

は 333/*/456B） 

国際協力便覧／国際協力銀行開発金融研究

所 
国際協力銀行 

333/*/1075 

JICA 研究所 HP より公開

 

[インターネット情報源] 

①外務省 www.mofa.go.jp/mofaj/area/index.html 

 

・各国・地域情勢には、各国の地図、 

基礎データのほか、 近の情勢や日 

本との関係まで、幅広く掲載してい 

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[類縁機関] [図書館ホームページ-リンク集-図書館] 

①あいち国際プラザ図書室（愛知県国際交流協会） http://www2.aia.pref.aichi.jp/ 

・外国紹介や国際交流関係の和・洋書が閲覧・貸出できる。また、様々な国際交流団体が発行する資

料類や、海外の新聞・雑誌、ビデオなどを所蔵している。 

 

②名古屋国際センターライブラリー（名古屋国際センター） http://www.nic-nagoya.or.jp/ 

・各国の文化などを紹介する図書や海外のニュースを伝える新聞・雑誌、ビデオライブラリーなどを

所蔵している。


