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平成 21年 2月 1日作成 

平成 23年 4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。 

 

１．キーワード 
ミュージカルについて調べようと思った時、そこから派生して様々なキーワードをみつけることが 

できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

２．入門的な情報源 
キーワードを探したい時、入門的な知識を知りたい時は百科事典・用語辞典を見てみましょう。 

２－１．事典類で調べる 

＜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 資料 ID 所蔵館 

『日本大百科全書 22巻 

ENCYCLOPEDIA NIPPONICA 2001』（小学館、1988年） 
031 ニ 22 100050418 

千代田（禁帯） 

他館所蔵あり 

 

『世界大百科事典 27 改訂版』（平凡社、2005年） 
R031 105738041 千代田（禁帯） 

 

 

２－２．オンラインデーターベースで調べる 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Japan Knowledge 

（ジャパンナレッジ） 

百科事典（各種辞書・事典）、カレント情報、企業情報（会社四季報）、書籍情

報、カルチャー、ライブラリーのジャンルを収録した、総合情報ツールです。
※千代田図書館で利用できます。 

ミュージカルについて調べよう 

※上の図のように、発想を広げていく時に参考になる図書があります。 

『クックとタマ次郎の情報大航海術』（片岡則夫、リブリオ出版、2001年） 

子どものための本ですが、大人が読んでも大変参考になります。 
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３．図書・雑誌を探す 

３－１．館内の所蔵を探す 

（１）棚に行って探す 

図書 

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。 

＜分類記号＞ 

（『日本十進分類法 一般補助表・相関索引編 新訂 9版』より） 

 

＜図書館で所蔵している図書（一例）＞ 

平成２２年度に新しく入った本を中心にご紹介します。 

 

 

 

 

  

770 演劇 771.8 舞台衣裳、扮装 

771 劇場、演出、演技 775 各種の演劇 

771.5 舞台装置 775.4 レビュー、少女歌劇、ミュージカル 

771.6 演出、舞台監督   

●ミュージカル全般 

資料情報（書誌情報） 請求記号 資料 ID 所蔵館 

『知識ゼロからのミュージカル入門』（塩田明弘、2009年、幻冬舎） 775.4 130357395 千代田 

『演劇プルミエ NUMBER 01 舞台はこうして作られる！ 

ミュージカル大特集)』（2009 年、誠文堂新光社） 
770.5 130662992 千代田 

『演劇プルミエ NUMBER 02 すべての舞台はここから始まる！ 

稽古場 全解剖』（2009年、誠文堂新光社） 
770.5 130662984 千代田 

●ブロードウェイ・ミュージカル 

資料情報（書誌情報） 請求記号 資料 ID 所蔵館 

『ブロード・ウェイミュージカル』（井上一馬、1999年、文藝春秋） 775.4 130431919 千代田 

●作品研究 

資料情報（書誌情報） 請求記号 資料 ID 所蔵館 

『エリザベート読本』（渡辺諒、2010年、青弓社） 775.4 130335284 千代田 

●劇場・技術 

資料情報（書誌情報） 請求記号 資料 ID 所蔵館 

『ぴあ ホール・劇場・スタジアム 全国版』（2011 年、ぴあ） 771 130662216 千代田 

『メークアップ』（深町諒子、2004 年、萌文社） 771.8 130645583 千代田 

『演劇プルミエ NUMBER 03 はじめて知る舞台メイク』（2009 年、

誠文堂新光社） 
770.5 130663008 千代田 

『帝国劇場開場 100周年記念読本 帝劇ワンダーランド』（2011 年、

ぴあ） 
770.66 130361322 千代田 
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雑誌 
 

資料情報（書誌情報） 刊行頻度 出版社 所蔵館 

『ススめる!ぴあ』  

 公演情報、スケジュールなどが載っています。 
隔週木曜 ぴあ 四番町 

 

（２）蔵書検索システム（OPAC）で調べる 

図書館の蔵書検索システム（OPAC）で蔵書（図書・雑誌・視聴覚資料）を検索することができます。 

正確な書名や著者名がわからない場合でも、キーワードで検索することが可能です。 

館内に設置してある利用者用端末のほか、千代田図書館のホームページからも検索が可能です。 

 

「千代田図書館ホームページ」 インターネット http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/ 
 

閉架書庫で保存している古い資料が検索され、思いがけず貴重な資料を見つけられるかもしれません。 

＜関連図書（一例）＞ 

 
（３）参考図書で調べる 

辞典・白書・年鑑などは参考図書コーナーにまとめられています。 
 

 

▼関連図書・雑誌を探す 

ミュージカルについてどんな本や雑誌が出版されているか、目録から探してみましょう。 

ジャンル 資料情報（書誌情報） 請求記号 資料 ID 所蔵館 

図書 

『映画・音楽・芸能の本 全情報 2000-2004』 

（日外アソシエーツ、2005年） 

※2011年 3月 1日現在、最新のものです 

2000～2004 年に刊行された図書の中から、映画・音

楽・芸能に関する図書を集めた図書目録です。基本的

な書誌事項の他に、目次なども掲載されています。 

R770.3 130527724 千代田・禁帯 

雑誌 
『雑誌新聞総かたろぐ 2010年版』 

（メディア･リサーチ・センター、2009年） 
R027.5 130285497 

千代田（禁帯） 

他館所蔵あり 

 

 

▼関連した事柄について詳しく調べる 

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。 

＜図書館で所蔵している図書（一例）＞ 

ジャンル 資料情報（書誌情報） 請求記号 資料 ID 所蔵館 

個人 

『テレビ・タレント人名事典』 

（日外アソシエーツ、2004年） 

テレビ、ラジオ、映画、演劇、演芸、音楽などの分野

R770.3 105738314 千代田（禁帯） 

ジャンル 資料情報（書誌情報） 請求記号 資料 ID 配置場所 

劇団 

『寶塚（宝塚）』（平井房人、1934、啓方閣） 

当時の劇団員（春日野八千代、大空ひろみの写真や、

エッセイ、座談会が収録されています。 

昭和初期の資料ですが、館内で閲覧することができま

す）。 

766.7 

ヒ 1292 
100900752 

千代田 

（閉架・禁帯） 

劇場 

『東都明治演劇史』（秋庭太郎、1937、中西書房） 

明治時代の演劇史、劇場の歴史などが網羅的に記載さ

れ、帝国劇場創立についても触れられています。 

772.1 

ア 2071 
102405693 

千代田 

（閉架・禁帯） 

http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/
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で活躍中の人物を収録。 

団体 

『全国各種団体名鑑 2011中巻』（原書房、2010 年） 

様々な種類の団体の基本情報を調べることができま

す。[演劇・芸能]の項目に、演劇関連の協会や劇団が

載っています。 

R060 130321342 
千代田（禁帯） 

他館所蔵あり 

統計 

『ぴあライブ・エンタテインメント白書 2009』 

（ぴあ総合研究所、2009 年） 

「音楽」「ステージ」「映画」「スポーツ」など、市場規

模や昨年の動向、動員数等を調べることができます。 

R770.5 130240575 千代田（禁帯） 

業界 

『第 11次新版 業種別審査辞典 第 9巻』 
 サービス関連（運輸、旅行）、スポーツ・レジャー、娯楽 

（金融財政事情研究会、2008年） 

「音楽・写真・映像・美術工芸関連」に、「劇団」や「小

演劇場」といった項目があります。業界の特色、動向

ほか経営面に関する審査などが載っています。 

R338.5 105806699 千代田（禁帯） 

歴史 

『日本芸能事典   50年の記録』 

（日外アソシエーツ、2008） 

演劇を含む、芸能における各分野の出来事を年代順に

記した事典です。 

R772.1 105847933 千代田（禁帯） 

賞 

『音楽・芸能賞事典 2002－2007』 

（日外アソシエーツ、2007 年） 

日本国内で主催されている、芸能（音楽・舞踊・演劇・

映画・演芸）にかかわる主要な賞・コンクールについ

て収録されている。 

R760.3 105816508 千代田（禁帯） 

 

（４）関連サイトで調べる 

●NDL-OPAC インターネット http://opac.ndl.go.jp/ 

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。 
 

   ●東京都立図書館ホームページ インターネット http://www.library.metro.tokyo.jp/ 

「区市町村立図書館新聞･雑誌総合目録」に各図書館の雑誌の所蔵状況が載っています。 

「東京都公立図書館横断検索」東京都内の公立図書館にある図書・雑誌が検索できます。 
 

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

明治以前の図書から新刊書まで約 250 万冊の日本語の図書を、連想検索を使って 

一括して探すことが可能。所蔵している大学図書館なども表示されます。 
 

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

国内で発行された、現在入手可能な書籍の検索サイト。出版社のホームページやオンライン書店への 

リンクもあります。 
     

様々なサイトを利用して、ミュージカルに関する情報が掲載されている図書・雑誌を探してみましょう。 

＜関連図書（一例）＞※千代田区立図書館に所蔵はありません 

 

＜関連雑誌（一例）＞※千代田区立図書館に所蔵はありません 

資料情報（書誌情報） 刊行頻度 出版社 

月刊ミュージカル 月刊 ミュージカル出版社 

シアターガイド 月刊 モーニングデスク 

  

資料情報（書誌情報） 

『舞台衣装のデザイン』（緒方規矩子、2000年、六曜社） 

  さまざまな舞台衣装のデザインを手がける著者の、デザインスケッチ集。 

http://opac.ndl.go.jp/
http://webcatplus.nii.ac.jp/
http://www.books.or.jp/


5 

４．雑誌記事・論文を探す 

４－１．雑誌記事を探す 

（１）記事索引データベースで調べる 

「国立国会図書館雑誌記事索引」（NDL-OPAC）インターネット http://opac.ndl.go.jp/ 

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。 

 
 

＜こんな雑誌記事が検索できます（一例）＞ 

キーワード：「ミュージカル」 検索範囲：「2005 年～」 

記事情報 

萩尾瞳「演出力で明暗--百花繚乱の上半期ミュージカル (特集 2010年上半期演劇界の収穫)」 

（『悲劇喜劇』早川書房 63(9) (通号 719) [2010.9] ） P.18～20 

小藤田千栄子「ブロードウェイ・ミュージカル映画の軌跡 (巻頭特集 「NINE」)」 

（『キネマ旬報』キネマ旬報社 (1554) [2010.4.上旬] P. 30～33  

   

４－２．論文を探す 

   （１）インターネットで調べる 

「CiNii(サイニイ)：NII論文情報ナビゲータ」 インターネット  http://ci.nii.ac.jp/ 

   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できるものもあります。 
 

 

＜こんな記事が検索できます（一例）＞ 

キーワード：「ミュージカル」 

記事情報 

阪上由紀「海外ミュージカルのタカラヅカ化--《エリザベート》の場合 」 

（人文論究 60(1), 183-203, 2010-05関西学院大学人文学会） 

 

 

 

５．新聞・新聞記事を探す 

５－１．新聞記事を探す 

（１）新聞／縮刷版で調べる 

●原紙  ： 新聞コーナーにあります。 

●縮刷版：千代田図書館のビジネスコーナーにあります  

※区内の図書館の新聞・縮刷版の所蔵状況は、千代田区立図書館ホームページから確認できます。 

 千代田図書館ホームページ 所蔵新聞一覧 

インターネット http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/search/d_news.html 

 

 

    東京都立図書館ホームページ 

 インターネット http://www.library.metro.tokyo.jp/ 

「区市町村立図書館新聞･雑誌総合目録」に各図書館の雑誌の所蔵状況が載っています。 

 

  

http://opac.ndl.go.jp/
http://ci.nii.ac.jp/
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（２）オンラインデータベースで調べる 

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。 

＜千代田図書館で利用できるオンラインデータベース＞ 

名称 新聞 収録期間 

朝日新聞記事データベース（聞蔵Ⅱビジュアル） 朝日新聞 1945年～ 

毎日 News パック 毎日新聞 1987年 1月～ 

ヨミダス歴史館 読売新聞 1986年 9月～ 

 

日経テレコン 

日本経済新聞 1981年 10月～ 

日経産業新聞 1981年 10月～ 

日経流通新聞 1985年 10月～ 

日経金融新聞 1987年 10月～ 

 

＜こんな新聞記事が検索できます（一例）＞ 

キーワード：『ミュージカル』 検索期間：検索日より過去 1年 

 

６．その他のサイト 

千代田区内には、ミュージカルを上演している劇場が多くあります。各劇場のホームページで情報を得ること

ができます。 

●帝国劇場（千代田区丸の内３）http://www.tohostage.com/teigeki/ 

●東京国際フォーラム（ホール C）（千代田区丸の内 3）http://www.t-i-forum.co.jp/general/index.php 

●東京宝塚劇場（千代田区有楽町１）http://kageki.hankyu.co.jp/ 

●日生劇場（千代田区有楽町１）http://www.nissaytheatre.or.jp/ 

●シアタークリエ（千代田区有楽町１） http://www.tohostage.com/theatre_crea/ 

 

７．類縁機関 
 

●大宅壮一文庫 http://www.oya-bunko.or.jp/ 

  〒156-0056 東京都世田谷区八幡山 3-10-20 電話：03-3303-2000 

  明治～現在まで約１万種類の雑誌を所蔵 

●財団法人 松竹大谷図書館 http://www.shochiku.co.jp/shochiku-otani-toshokan/ 

 〒104-0045 東京都中央区築地 1-13-1 ＡＤＫ松竹スクエア ３階 電話：03-5550-1694 

●彩の国さいたま芸術劇場 舞台芸術資料室 http://www.saf.or.jp/arthall/index.html 

〒338-8506 埼玉県さいたま市中央区上峰 3-15-1 電話：048-858-5500（代） 

作成：千代田区立千代田図書館サービス部 

DB 日付 詳細 記事 

朝日新聞 

聞蔵Ⅱビジュアル 
2010. 

12.22 

夕刊 

夕刊 be水曜 4面 

「舞台マリオン」（紙面のコーナー名） 

※これから始まる舞台の紹介 

読売新聞 

ヨミダス歴史館 
2010. 

09.24 
西部朝刊 

上海万博でミュージカル 佐賀の団体、来月 2日＝

佐賀 

毎日新聞 

毎日 Newsパック 
2010. 

07.04 

東京朝刊 14 頁 

家庭面 写図有 

（全 1761 字） 

習い事：夢への近道 ボーカルスクール→ミュージ

カル女優など 

日経テレコン 
2011. 

01.08 

日本経済新聞 

西部夕刊 社会面 

「ウィキッド」福岡で割安、東京・大阪より 1000

～800円 劇団四季 4月から 

http://www.tohostage.com/teigeki/
http://www.t-i-forum.co.jp/general/index.php
http://kageki.hankyu.co.jp/
http://www.nissaytheatre.or.jp/
http://www.tohostage.com/theatre_crea/
http://www.oya-bunko.or.jp/
http://www.shochiku.co.jp/shochiku-otani-toshokan/
http://www.saf.or.jp/arthall/index.html

