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 平成 20年 12月 1日作成 

平成 24年 3月 1日改訂 

 
 

パスファインダーとは、あるトピックについて調べるときに役立つ資料やツールを紹介した  

 「情報探索の道しるべ」です。 

 

 

  このパスファインダーでは、日本の近代文学の調べ方をご案内します。 

例として、「小泉八雲」に関する資料や情報の集め方をご紹介します。 

 

 

（１）【 情報探索のキーワード 】 
 

効率的な情報検索には、適切なキーワードが必要です。 

日本文学（近代文学）や小泉八雲について調べるには、以下のようなキーワードがあります。 

 

（２）【 入門的な情報源 】 

 

2-1 百科事典・文学事典  
 

百科事典や文学事典では、文学についての一般的な事柄を調べることができます。 

 

＜百科事典＞ 

資料情報（書誌情報） 分類(請求)記号 資料 ID 配置場所 

『世界大百科事典 改訂版』 

（平凡社, 2005） 

Ｒ031／1 

 

105737787 

 

千代田・禁帯 

 

『日本大百科全書』 

相賀徹夫編（小学館, 1984） 

Ｒ031／1 

 

100049618 

 

千代田・禁帯 

他館所蔵あり 

 

＜文学事典＞ 

資料情報（書誌情報） 分類(請求)記号 資料 ID 配置場所 

『日本文学大辞典』 

藤村作編（新潮社, 1932） 

910／フ／212-1 

 

101151751 

 

日比谷・禁帯 

『日本近代文学大事典』 

日本近代文学館編（講談社, 1977） 

910.3／ニ／781 

 

100029321 

 

千代田・禁帯 

『現代日本文学大事典 増訂縮刷版』 

久松潜一編（明治書院, 1968） 

910／ヒ 100076769 千代田・禁帯 

『近代日本文学辞典』 

久松潜一編（東京堂出版, 1968） 

910.3／ヒ／71 100029248 千代田・禁帯 

『新潮日本文学辞典』 

磯田光一編（新潮社, 1988） 

910.3／イ 100028638 千代田・禁帯 

他館所蔵あり 

 

日本文学（近代文学）の調べ方 

～小泉八雲について調べる～ 

日本文学  近代文学  近現代文学  文学者  作家 

作品  著作  文学論  作家論  評論  作品論  研究 

小泉八雲  ラフカディオ・ハーン  ヘルン  Lafcadio Hearn 

小泉八雲の作品名                    など 
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2-2 人名事典など 
 

人名事典では、人物についての情報を調べることができます。 
 

資料情報（書誌情報） 分類(請求)記号 資料 ID 配置場所 

『日本人名大事典』 

（平凡社, 1979） 

Ｒ281 

 

105707624 

 

千代田・禁帯 

他館所蔵あり 

『講談社日本人名大辞典』 

上田正昭編（講談社, 2001） 

Ｒ281 

 

105738165 千代田・禁帯 

『日本近現代人名辞典』 

臼井勝美編（吉川弘文館, 2001） 

Ｒ281 100884832 千代田・禁帯 

他館所蔵あり 

『コンサイス日本人名事典』 

上田正昭監修（三省堂, 2004） 

Ｒ281 105734982 千代田・禁帯 

『新訂増補 日本著者名・人名典拠録』 

（日外アソシエーツ, 2002） 

Ｒ281／1 

 

105735005 

 

千代田・禁帯 

『日本近現代人物履歴事典』 

秦郁彦編（東京大学出版会, 2002） 

Ｒ281 105738173 千代田・禁帯 

他館所蔵あり 

『来日西洋人名事典』 

武内博編（日外アソシエーツ, 1995） 

Ｒ280 102443348 千代田・禁帯 

他館所蔵あり 

 

 

2-3 人名索引・人物文献索引など 
 

人名索引では、人名を手がかりに、その人物が記載されている事典を調べることができます。 

 

資料情報（書誌情報） 分類(請求)記号 資料 ID 配置場所 

『人物レファレンス事典』 

（日外アソシエーツ, 1983） 

Ｒ281 

 

110219755 

 

四番町・禁帯 

『日本人物文献目録』 

法政大学文学部史学研究室編 (平凡社,1974) 

Ｒ281 101015865 千代田・禁帯 

『近現代日本人物史料情報辞典』 

伊藤隆編（吉川弘文館, 2004） 

Ｒ281 

 

105469951 

 

千代田・禁帯 

他館所蔵あり 

『人物研究・伝記評伝図書目録』 

（図書館流通センター, 1994） 

Ｒ280.3 

 

101764306 

 

千代田・禁帯 

 

 

2-4 その他 
 

その他のツールとしては、文学年表や個人事典などがあります。 

 

＜文学年表＞ 

資料情報（書誌情報） 分類(請求)記号 資料 ID 配置場所 

『日本文学大年表 新版』 

市古貞次編（おうふう, 2002） 

Ｒ910.3 105821128 千代田・禁帯 

『近代文学年表』 

年表の会編（双文社出版, 1984） 

Ｒ910 110107414 四番町・禁帯 

 

資料情報（書誌情報） 分類(請求)記号 資料 ID 配置場所 

『近代作家研究事典』 

近代作家研究事典刊行会編（桜楓社, 1983） 

910.3／キ 100029172 千代田・禁帯 

『日本現代小説大事典 増補縮刷版』 

浅井清編（明治書院, 2009） 

Ｒ910.2／ニ 130341761 千代田・禁帯 
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『作家名から引ける日本文学全集案内』 

（日外アソシエーツ, 1984） 

910.26／サ 101016236 千代田・禁帯 

他館所蔵あり 

『作品名から引ける日本文学全集案内』 

（日外アソシエーツ, 2003） 

Ｒ910 

 

106161623 四番町・禁帯 

他館所蔵あり 

 

＜個人事典＞ 

     資料情報（書誌情報） 分類(請求)記号  資料 ID   配置場所 

『夏目漱石事典』 

平岡敏夫編（勉誠出版, 2000） 

910.26／ナツ 105468417 千代田・禁帯 

他館所蔵あり 

『樋口一葉事典』 

岩見照代編（おうふう, 1996） 

910.26／ヒ 102454576 千代田・禁帯 

他館所蔵あり 

『堀辰雄事典』 

竹内清己編（勉誠出版, 2001） 

910.26／ホ 130629157 千代田・禁帯 

 

 また、千代田図書館では、下記のオンラインデータベースがご利用いただけます。 

 

●「JapanKnowledge」 

「JapanKnowledge」には、『日本人名大辞典』『日本大百科全書』の情報が提供されています。 

 

 

（３）【 図書・雑誌を探す 】 
 

3-1 千代田区立図書館の所蔵を探す 
 

●テーマの棚に行って探す 

 

 図書館の本は主題ごとに棚に並んでいるので、分類記号（請求記号）の最初の数字を参考にして、

同じ主題の本を探すことができます。 

 

＜日本文学に関連する分野の分類記号＞ 

910 日本文学 913 小説・物語 914 評論・エッセイ・随筆 

915 日記・書簡・紀行 918 作品集・全集・選集   

 

●千代田区立図書館の雑誌を探す 

 

千代田区立図書館では、以下のような文学関連の雑誌を所蔵しています。 （2012年 3月現在） 

 

『文学』（岩波書店） 

『文學界』（文藝春秋） 

『文藝』（河出書房新社） 

『文藝春秋』（文藝春秋） 

 など 

 

●千代田区立図書館の蔵書を、蔵書検索で調べる 

 

千代田区立図書館にある蔵書を、オンライン目録（ＯＰＡＣ）で調べることができます。 

    http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh 

 

【情報探索のキーワード】や、著者名・作品名などを入力して、資料を検索してください。 

 資料の所蔵の有無や、分類記号（請求記号）・資料ＩＤ・配置場所などがわかります。 

http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh
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3-2 国内で刊行された図書や雑誌を探す 
 

千代田区立図書館が所蔵していない図書や雑誌を調べるには、以下のような方法があります。 

 

●「国立国会図書館（NDL-OPAC）」 インターネット  http://www.ndl.go.jp/ 

国立国会図書館ＨＰ上の「蔵書検索」画面では、国内で刊行されたほとんどの図書・雑誌を検

索することができます。 

 

「国立国会図書館サーチ」では、「公共図書館蔵書」を選択することで、全国の都道府県立図書

館・政令市立中央図書館の所蔵している和図書を調べることができます。 

「国立国会図書館」＞「国立国会図書館サーチ」 

 インターネット  http://iss.ndl.go.jp/ 

 

●「東京都立図書館」 インターネット  http://www.library.metro.tokyo.jp/ 

東京都立図書館ＨＰ上の「統合検索」から、東京都内公立図書館で所蔵している図書を検索す

ることが可能です。 

 

東京都立図書館の雑誌総合目録では、所蔵している雑誌と所蔵館を調べることができます。 

「東京都立図書館」＞「区市町村立図書館新聞雑誌総合目録」 

 

●「NACSIS Webcat」 インターネット  http://webcat.nii.ac.jp/ 

   主に日本の大学が参加している総合目録。図書・雑誌の検索が可能です。 

所蔵している図書館も表示されます。 

 

●「Webcat Plus」 インターネット  http://webcatplus.nii.ac.jp/ 

   「NACSIS Webcat」の発展版。 

明治以前の図書から新刊書まで「連想検索」を使って探すことができます。 

 

●「カーリル」 インターネット  http://calil.jp/ 

   図書館検索サイト。 

「カーリル」に対応している公立・大学・専門図書館の蔵書を検索することが可能です。 

 

●『雑誌新聞総かたろぐ』 冊子  請求記号：Ｒ027.5  （千代田・禁帯／他館所蔵あり） 

   現在刊行されている雑誌・新聞を調べることができます。 

 

 

 

＜流通している本を探す＞ 

 

●「Books.or.jp」 インターネット  http://www.books.or.jp/ 

国内で発行された入手可能な図書を検索することができます。 

出版社のＨＰや、オンライン書店へのリンクもあります。 

 

●「Jcross」 インターネット  http://www.jcross.com/ 

図書館の横断検索・古書店の横断検索が可能です。 

 

●「日本の古本屋」 インターネット  http://www.kosho.or.jp/servlet/top 

   全国の古書店や古書の在庫について調べることができます。 

 

●「BOOK TOWN じんぼう」 インターネット  http://jimbou.info/ 

   神田神保町の書店やその在庫状況などを調べることができます。 

古書データベース・新刊データベースを使って検索が可能です。 

http://www.ndl.go.jp/
http://iss.ndl.go.jp/
http://www.library.metro.tokyo.jp/
http://webcat.nii.ac.jp/
http://webcatplus.nii.ac.jp/
http://calil.jp/
http://www.books.or.jp/
http://www.jcross.com/
http://www.kosho.or.jp/servlet/top
http://jimbou.info/
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（４）【 雑誌記事・研究論文を探す 】 
 

文学関係の雑誌記事や研究論文を探すには、下記のようなＷｅｂサイトが便利です。 

 

●「国立国会図書館サーチ」 インターネット  http://iss.ndl.go.jp/   

   「国立国会図書館サーチ」画面上で「記事・論文」を選択すると、雑誌の記事や論文の情報を

調べることができます。 

 

 

●「CiNii Articles」 インターネット  http://ci.nii.ac.jp/ 

   国立情報学研究所（ＮＩＩ）の論文情報ナビゲータ。 

論文や図書・雑誌などの学術情報を検索することが可能です。 

千代田図書館では、オンラインデータベースとしてご利用いただけます。 

 

 

●「国文学論文目録データベース」 インターネット  http://base1.nijl.ac.jp/~ronbun/ 

   国文学研究資料館ＨＰ上「電子資料館」の中に「国文学論文目録データベース」があります。

日本文学の研究論文に関する情報を検索することができます。 

 

 

 

 

 

（５）【 新聞記事を探す 】 
 

文学や文学者に関する新聞記事を探すには、次のような方法があります。 

 

●原紙  ：各図書館の新聞コーナーにあります。 

 

●縮刷版 ：千代田区立図書館では、以下の縮刷版を所蔵しています。 

『朝日新聞縮刷版』 

『読売新聞縮刷版』 

『毎日新聞縮刷版』 

『日本経済新聞縮刷版』 

 

●新聞記事データベース  

：探している主題の新聞記事を、キーワードなどから検索することが可能です。 

 

 

 

＜千代田図書館で利用できる新聞記事データベース＞              （2012 年 3月現在） 

 

データベース 新聞 収録期間 

聞蔵Ⅱビジュアル 朝日新聞 1879年から 

毎日Ｎewsパック 毎日新聞 1872年 3月から 1957年 

1987年から 

ヨミダス歴史館 読売新聞 1874年から 1989年 

1986年から 

日経テレコン 21 日本経済新聞・日経産業新聞 

日経流通新聞・日経金融新聞 

1981年 10月から 

（日本経済新聞） 

 

 

http://iss.ndl.go.jp/
http://ci.nii.ac.jp/
http://base1.nijl.ac.jp/~ronbun/
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（６）【 Ｗｅｂサイト紹介 】 
  

 日本文学と小泉八雲に関連するＷｅｂサイトをご紹介します。 

 

 

＜日本文学関連＞ 

 

●「国立国会図書館（電子図書館）」 

 インターネット  http://www.ndl.go.jp/  

 国立国会図書館ＨＰ上の「電子図書館」では、国立国会図書館の近代デジタルライブラリーや

デジタル化資料などを調べることが可能です。 

 

 

●「J-TEXTS日本文学電子図書館」 インターネット  http://www.j-texts.com/ 

   日本文学関連のデータを収集・公開。古典や近代文学作品が掲載されています。 

 

 

●「青空文庫」 インターネット  http://www.aozora.gr.jp/ 

   日本文学・日本語に翻訳された文学作品を、インターネット上で自由に読むことができます。 

 

 

 ●「日本近代文学館」 インターネット  http://www.bungakukan.or.jp/ 

   日本近代文学館所蔵の図書・雑誌や写真の検索が可能です。 

 

 

●「国文学研究資料館」 インターネット  http://www.nijl.ac.jp/ 

「電子資料館」の中には「国文学論文目録データベース」があります。 

 

 

●「ARIADNE Japanese Literature（アリアドネ 日本語・日本文学）」 

  インターネット  http://www.ariadne.jp/literature-j.html 

日本文学に関連するＷｅｂサイトへのリンク集です。 

 

 

 

 

 

＜小泉八雲関連＞ 

 

●「富山大学：ヘルン文庫」 

 インターネット  http://www.lib.u-toyama.ac.jp/chuo/hearnlib.html 

   富山大学には、小泉八雲関連の蔵書を収集している「ヘルン文庫」があります。 

 

 

●「ラフカディオ・ハーン・データベース」 

  インターネット  http://js.lib.kumamoto-u.ac.jp/~elib/hearnmain.html 

富山大学・熊本大学・島根大学附属図書館の共同プロジェクト。 

各大学のシステムを同時に検索することができます。 

 

 

 

 

http://www.ndl.go.jp/
http://www.j-texts.com/
http://www.aozora.gr.jp/
http://www.bungakukan.or.jp/
http://www.nijl.ac.jp/
http://www.ariadne.jp/literature-j.html
http://www.lib.u-toyama.ac.jp/chuo/hearnlib.html/
http://js.lib.kumamoto-u.ac.jp/~elib/hearnmain.html
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（７）【 類縁機関 】 
 

 ●国立国会図書館（東京本館） 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（代表） 

 

 ●日本近代文学館  http://www.bungakukan.or.jp/ 

〒153-0041 東京都目黒区駒場 4-3-55    電話：03-3468-4181 

 

 ●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（代表） 

 

 ●小泉八雲記念館 http://www.matsue-tourism.or.jp/yakumo/ 

   〒690-0872 島根県松江市奥谷町 322     電話：0852-21-2147 

 

 ●焼津小泉八雲記念館 http://www.city.yaizu.lg.jp/yaizu-yakumo/ 

   〒425-0071 静岡県焼津市三ヶ名 1550       電話：054-620-0022 

 

 

 

 

 

★【 千代田区にゆかりのある文学者たち 】 
    

千代田図書館には、「千代田区ゆかりの文学者」コーナーがあります。 

千代田の地には、有島武郎・泉鏡花など、千代田区にゆかりのある文学者たちが数多くいます。 

番町・麹町界隈には、かつて文学者や芸術家が暮らした「文人町」と呼ばれた場所がありました。 

千代田図書館では、千代田区が出生地であったり、暮らしたことのある文学者の資料を収集してい

ます。収集対象は、明治以降の物故者です。 

千代田区にゆかりのある文学者について調べるための手段として、下記のようなツールがあります。 

 

 

●『千代田まち事典』（千代田区区民生活部, 2005） 

   冊子  請求記号：210 （千代田・禁帯／他館所蔵あり） 

 

千代田区に関連する様々な事柄が掲載された事典。 

千代田区にゆかりのある文学者たちを調べることができます。 

 

 

 ●『番町麴町「幻の文人町」を歩く』 新井巌著（彩流社, 2008） 

   冊子  請求記号：291.3 （千代田・禁帯／他館所蔵あり） 

 

   番町麹町「幻の文人町」について詳しく知ることができます。 

 

 

 ●「麹町界隈わがまち人物館」 

   インターネット  http://jinbutsukan.net/ 

    

文学や音楽・芸術などのジャンルごとに、麹町界隈に関わりのある人物について調べることが

可能です。 

 

 

 

http://www.ndl.go.jp/
http://www.bungakukan.or.jp/
http://www.nijl.ac.jp/
http://www.matsue-tourism.or.jp/yakumo/
http://www.city.yaizu.lg.jp/yaizu-yakumo/
http://jinbutsukan.net/
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『レファレンスサービス演習 改訂版』 

吉田右子著（勉誠出版, 2006） 

 

 

 

 

 

＜参考Ｗｅｂサイト＞ 
 

 

「国立国会図書館 リサーチ・ナビ」 

http://rnavi.ndl.go.jp/rnavi/ 

 

「東京都立図書館 テーマ別に調べるには」 

http://www.library.metro.tokyo.jp/ 

 

「慶應義塾図書館 資料の探し方」 

http://www.mita.lib.keio.ac.jp/find-search/reftool/ 

 

「関西大学図書館 図書館活用術」 

http://web.lib.kansai-u.ac.jp/library/how_to/ 

 

「愛知淑徳大学図書館 パスファインダー」 

http://www2.aasa.ac.jp/org/lib/j/netresource_j/pf_j.html 

 

「福岡県立図書館 調べものをする」 

http://www.lib.pref.fukuoka.jp/reference 
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