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平成 21年 3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。 

  

このパスファインダーでは、日本近代（明治から昭和戦前期）の政治史について、基本的な調べ方を

ご案内します。 

 

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重要です。 

調べたい事項から類推されるキーワードを、様々に組み合わせて検索します。 

柔軟に発想し、各キーワードの同義語・類義語にも目を配ると効果的です。 

 

Ex. 日本近代政治史を調べるためのキーワード 

 

 

 

2．【基本的な情報源】 

 

千代田区立図書館で利用できる、日本近現代政治史を調べるための基本的な情報源を紹介します。 

調べたい用語や人名などが出てきたとき、まずはこれらの情報源にあたってみましょう。 

 

2－1．参考図書（事典・辞典・年表など） 

 

 ● 百科事典 

資料情報 分類記号 資料 ID 配置場所 

『世界大百科事典』改訂版（全 31 巻） 

 （平凡社、2005 年） 

R031 / 1 

（第１巻） 

105737787 

（第１巻） 

千代田・参考図書 

（禁帯） 

『日本大百科全書』（全 25 巻） 

 （小学館、1984 年） 

R031 

（第１巻） 

100049618 

（第１巻） 

千代田・参考図書 

（禁帯） 

 

 

 

日本 近代 近現代 明治 大正 昭和 戦前 政治 統治 組織 機構 構造 制度 天皇制 憲政

官僚制 政党政治 藩閥 官僚 省庁 内閣 宮中 元老 枢密院 帝国議会 貴族院 衆議院 議員 

政党 民党 軍部 陸軍 海軍 自由民権運動 大正デモクラシー 資料 史料 文書 人物名 

組織名                                         など 

日本近代政治史について調べる 
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● 日本史・日本近代史事典類 

資料情報 分類記号 資料 ID 配置場所 

『国史大辞典』（全 15 巻） 

 （吉川弘文館、1979-1997 年） 

R210 

（第１巻） 

101016335 

（第１巻） 

千代田・参考図書 

（禁帯） 

『日本史大事典』（全 7 巻） 

 （平凡社、1992-1994 年 ） 

R210 

（第１巻） 

100673862 

（第１巻） 

千代田・参考図書 

（禁帯） 

『近代史必携』 

 （吉川弘文館、2007 年） 

R210.6 105686505 千代田・参考図書 

（禁帯） 

『日本近現代史研究事典』 

 鳥海靖ほか編（東京堂書店、1999 年） 

R210.6 105842611 

 

千代田・参考図書 

（禁帯） 

『日本史総覧』VI 近代・現代 

       補巻 III 近世四・近代二 

 （新人物往来社、1983-1987 年） 

R210.03 130508039 

130508062 

千代田・参考図書 

（禁帯） 

 

● 人物に関する事典類 

資料情報 分類記号 資料 ID 配置場所 

『日本人名大辞典』（全 7 巻） 

 （平凡社、1979 年） 

R281 105707624 千代田・参考図書 

（禁帯） 

『講談社日本人名大辞典』 

 上田正昭ほか監修（講談社、2001 年） 

R281 105738165 千代田・参考図書 

（禁帯） 

『日本近現代人名辞典』 

臼井勝美・高村直助編（吉川弘文館、2001 年） 

R281 100884832 千代田・参考図書 

（禁帯） 

『日本近現代人物履歴事典』 

 秦郁彦編（東京大学出版会、2000 年） 

R281 105738173 千代田・参考図書 

（禁帯） 

『幕末維新人名事典』 

  宮崎十三八・安岡昭男編（新人物往来社、1994 年） 

R281 130508328 千代田・参考図書 

（禁帯） 

『明治維新人名辞典』 

 日本歴史学会編（吉川弘文館、1982 年） 

R281 100077171 千代田・参考図書 

（禁帯） 

『新訂 政治家人名事典 明治～昭和』 

 （日外アソシエーツ、2003 年） 

R310 105436190 千代田・参考図書 

（禁帯） 

 

● 年表 

資料情報 分類記号 資料 ID 配置場所 

『日本史総合年表』第 2 版 

 加藤友康ほか編（吉川弘文館、2005 年） 

R210 105734875 千代田・参考図書 

（禁帯） 

『近代日本総合年表』第 4 版 

 勝本清一郎ほか編（岩波書店、2001 年） 

R210.6 130495534 千代田・参考図書 

（禁帯） 

『誰でも読める日本近代史年表』 

 （吉川弘文館、2008 年） 

R210.6 105880371 千代田・参考図書 

（禁帯） 
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● 政治・制度・組織に関する事典類 

資料情報 分類記号 資料 ID 配置場所 

『現代政治学事典』 

 大学教育社編（ブレーン出版、1991 年） 

R310.3 130503139 千代田・参考図書 

（禁帯） 

『政治学事典』 

 猪口孝ほか編（弘文堂、2000 年） 

R310.3 130662661 千代田・参考図書 

（禁帯） 

『事典昭和戦前期の日本 ― 制度と実態』 

伊藤隆監修・百瀬孝著（吉川弘文館、1990 年） 

R312.1 130472426 千代田・参考図書 

（禁帯） 

『歴代内閣・首相事典』 

鳥海靖編（吉川弘文館、2009 年） 

R312.1 130257736 千代田・参考図書 

（禁帯） 

『日本政党史辞典』上・中・下巻 

 村川一郎編（国書刊行会、1998 年） 

R315.1 130500275 

（上巻） 

千代田・参考図書 

（禁帯） 

『戦前期日本官僚制の制度・組織・人事』 

 秦郁彦（東京大学出版会、1981 年） 

R317.2 101489466 千代田・参考図書 

（禁帯） 

『明治官制事典』 

  朝倉治彦編（東京堂出版、1969 年） 

R317.2 101153351 千代田・参考図書 

（禁帯） 

『日本陸海軍の制度・組織・人事』 

（東京大学出版会、1972 年） 

R392.1 101323939 千代田・参考図書 

（禁帯） 

『日本陸海軍総合事典』第 2 版 

秦郁彦編（東京大学出版会、2005 年） 

R392.1 105737159 千代田・参考図書 

（禁帯） 

 

● 史料・文献に関する事典類 

資料情報 分類記号 資料 ID 配置場所 

『近現代日本人物史料情報辞典』1-4 巻 

 伊藤隆・季武嘉也編（吉川弘文館、2004-2011 年） 

R281 105469951 

（第 1 巻） 

千代田・参考図書 

（禁帯） 

『日本近代史図書目録』 

 （日外アソシエーツ、1994 年） 

R210.6 130509680 

 

千代田・参考図書 

（禁帯） 

『国立国会図書館蔵 近代日本政治関係人物文献目録』 

 （紀伊国屋書店、2000 年） 

R280.3 105843668 千代田・参考図書 

（禁帯） 

『読書案内 「明治」を知る本』 

 （日外アソシエーツ、2000 年） 

R210.6 130508930 

 

千代田・参考図書 

（禁帯） 

『読書案内 「昭和」を知る本』① 政治 

 （日外アソシエーツ、2006 年） 

R210.7 130508948 

 

千代田・参考図書 

（禁帯） 

『日本史文献事典』 

 黒田日出男ほか編（弘文堂、2003 年） 

R210 105840664 千代田・参考図書 

（禁帯） 

 

2－2．オンラインデータベース 

● “Japan Knowledge” オンラインデータベース 

 百科事典・辞書・学術サイト URL などを一括して検索できるデータベースです。 

 百科事典として『日本大百科全書』、人名事典として『日本人名大事典』が収録されています。 
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3．【図書を探す】 

3－1．館内所蔵を探す 

● 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おり、主題は分類記号によって表現されています。 

分類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。 

 

<関連分野の分類記号> 

210 日本史 280 伝記 310 政治 

210.6 近代 289 個人伝記 312 政治史・事情 

210.7 昭和・平成時代    など 

(『日本十進分類法』新訂 9 版 [1995 年] に基づく) 

 

<図書館で所蔵している図書・開架（一例）> 

 

● 千代田区立図書館蔵書検索で探す 

 千代田区立図書館の蔵書は、OPAC (オンライン蔵書目録) によって検索できます。 

 OPAC は、図書館内の専用端末のほか、千代田区立図書館のホームページからも利用できます。 

 

   ◎ 千代田区立図書館ホームページ 蔵書検索 インターネット 

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

 

<図書館で所蔵している図書・閉架（一例）> 

 

資料情報 分類記号 資料 ID 配置場所 

『日本の近代』全 16 巻  

伊藤隆編（中央公論新社、1998 年‐2001 年） 

210.6 

 

105832828 

(第 1 巻) 

千代田・開架 

（貸出可） 

『伊藤博文 ― 近代日本を創った男』 

 伊藤之雄（講談社、2009 年） 

289.1 ｲ 130259344 千代田・開架 

（貸出可） 

『日本政治史』全 4 巻 

 升味準之輔（東京大学出版会、1988 年） 

312.1 105700926 

（第 1 巻） 

千代田・ビジネス 

（禁帯） 

『日本憲政史』 

坂野潤治（東京大学出版会、2008 年） 

312.1 105864045 

 

千代田・開架 

（貸出可） 

資料情報 分類記号 資料 ID 配置場所 

『自由民権運動の研究』 

 内藤正中（青木書店、1964 年） 

210.63 / ナ570 / 1 101204576 千代田・閉架 

（貸出可） 

『原敬全集』上・下 

 （原書房、1969 年） 

289.1 / ハ 47 / 

1-1; 1-2 

101552834 

101552842 

千代田・閉架 

（貸出可） 

『日本官僚制の研究』 

辻清明（弘文堂、1954 年） 

313.6 / ツ 19 / 1 101498285 千代田・閉架 

（貸出可） 

http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh
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3－2． 東京都内公立図書館で所蔵されている図書を探す 

● 東京都立図書館「東京都公立図書館横断検索」インターネット http://metro.tokyo.opac.jp/ 

    東京都内の公立図書館（都立・区市町村立図書館）の所蔵資料を横断検索できる。 

 

3－3．国内で刊行された図書を探す 

● “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る。 

 

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

国立情報学研究所 (NII) 提供の大学図書館を中心とする蔵書横断検索システム。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が「連想検索」可能。所蔵図書館も表示される。 

 

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

国内で発行され、現在入手可能な書籍が検索できる。出版社のホームページやオンライン書店 

へのリンクもある。 

  

 

4．【雑誌を探す】 

4－1． 館内の所蔵を探す 

＜図書館で所蔵している主な雑誌＞ 

資料情報 出版頻度 配置場所 

『法律時報』（日本評論社） 月刊 千代田・ビジネス 

『自治研究』（第一法規） 月刊 千代田・ビジネス 

『歴史街道』（PHP 研究所） 月刊 千代田・開架 

『歴史読本』（新人物往来社） 月刊 四番町 / プラザ 

 

4－2．国内で刊行されている雑誌を探す 

●『雑誌新聞総かたろぐ』（メディア･リサーチ・センター） 冊子 

現在刊行されている雑誌、新聞が調べられる。 

 

●“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る。 

 

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

一致検索では、図書と雑誌が検索できる。所蔵している図書館も表示される。 

 

  ＊ 千代田区立図書館に所蔵はありませんが、テーマについて調べるのに有用な雑誌を紹介します。 

 

資料情報 出版頻度 出版者 

『史学雑誌』（史学会） 月刊 山川出版社 

『日本歴史』（日本歴史学会） 月刊 吉川弘文館 

 

 

http://metro.tokyo.opac.jp/
http://opac.ndl.go.jp/
http://webcatplus.nii.ac.jp/
http://www.books.or.jp/
http://opac.ndl.go.jp/
http://webcatplus.nii.ac.jp/
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4－3．雑誌記事を探す 

● 記事索引データベース 

◎「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、紀要などに掲載された論文検索可能。 

 

◎「CiNii(サイニイ)：NII 論文情報ナビゲータ」インターネット オンラインデータベース 

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、本文を参照したりすることが可能。 

 

＜こんな雑誌記事が検索できます＞ 

記事情報 

斎藤容子「桂園体制の形成と台湾統治問題」 

  （『史学雑誌』103 巻 1 号、1994 年）pp. 63 - 85 

清水唯一朗「大正・昭和の政治史に関するデータベース」 

（『日本歴史』740 号、2010 年）pp. 140-142 

有山輝雄「内務省新聞局構想について」 

  （『日本史研究』508 号、1990 年）pp. 36 - 38 

 

 

5．【新聞記事を探す】 

5－1．昭和戦前期以前の新聞記事を探す 

● オンラインデータベース 

◎「ヨミダス歴史館」オンラインデータベース 

      読売新聞の創刊号（1874 年）以来の記事・広告が、紙面イメージで検索・閲覧できます。 

 

◎「聞蔵 II ビジュアル」オンラインデータベース 

      朝日新聞の創刊号（1879 年）以来の記事・広告が、紙面イメージで検索・閲覧できます。 

 

● 縮刷版・冊子体 

 ◎『朝日新聞 ＜復刻版＞ 明治編』『朝日新聞 ＜復刻版＞ 大正編』『朝日新聞縮刷版 ＜復刻版＞』 

『東京朝日新聞縮刷版』冊子 

      東京朝日新聞の縮刷版とその復刻版。昭和戦前期以前については、明治 21 年 7 月 10 日から 

昭和 20 年 6 月までを所蔵（一部欠あり）。 

 

  ◎『明治ニュース事典』『大正ニュース事典』『昭和ニュース事典』（毎日コミュニケーションズ、 

1983‐1994 年）冊子 

慶応 4 年から昭和 27 年までの主要事件・事項に関するさまざまな記事をまとめ、事件・ 

事項名順に掲載。分類別、年次別などの総索引つき。 

http://opac.ndl.go.jp/
http://ci.nii.ac.jp/
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● WEB 上の情報源 

◎「神戸大学附属図書館デジタルアーカイブ 新聞記事文庫」インターネット  

         http://www.lib.kobe-u.ac.jp/sinbun/index.html 

    神戸大学経済経営研究所によって作成された明治 45 年から昭和 45 年までの新聞切抜資料。 

    商業経済関連記事を中心としており、WEB 上では昭和 18 年までの記事の検索・閲覧が可能。 

 

5－2． 昭和戦後期～現代の新聞記事を探す 

昭和戦後期～現代の新聞記事にも、日本近代政治史の関連情報が掲載されていることがあります。 

（新たな史料の発見、死亡記事、新刊書の書評など。） 

 

● 原紙：新聞コーナーにあります。 

● 縮刷版：ビジネスコーナーにあります。 

● 新聞記事データベース オンラインデータベース 

探しているテーマの新聞記事をキーワード・日付などから検索し、全文を読むことができます。 

 

＜千代田図書館で利用できる新聞記事データベース＞ 

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 創刊号～ 

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 1874 年 創刊号～ 

日経テレコン 21 日本経済新聞 1981 年 10 月～ 

 

6．【その他の情報】 

6－1．WEB 上の情報源 

 ● 国立国会図書館 ホームページ 

    ◎ リサーチ・ナビ「近現代日本政治関係人物文献目録」 http://rnavi.ndl.go.jp/seiji/ 

 

◎ 帝国議会会議録検索システム http://teikokugikai-i.ndl.go.jp/ 

 

◎ 電子図書館「近代デジタルライブラリー」 http://kindai.ndl.go.jp/index.html 

 

◎ 電子展示会 

     ・「世界の中のニッポン 憲政資料」 

        http://www.ndl.go.jp/site_nippon/kensei/index.html 

     ・「史料にみる日本の近代」 

        http://www.ndl.go.jp/modern/index.html 

     ・「近代日本人の肖像」 

        http://www.ndl.go.jp/portrait/index.html 

     ・「写真の中の明治・大正」 

        http://www.ndl.go.jp/scenery_top/index.html 

 

http://www.lib.kobe-u.ac.jp/sinbun/index.html
http://rnavi.ndl.go.jp/seiji/
http://teikokugikai-i.ndl.go.jp/
http://kindai.ndl.go.jp/index.html
http://www.ndl.go.jp/site_nippon/kensei/index.html
http://www.ndl.go.jp/modern/index.html
http://www.ndl.go.jp/portrait/index.html
http://www.ndl.go.jp/scenery_top/index.html
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   ● 国立公文書館 アジア歴史資料センター（デジタルアーカイブ）http://www.jacar.go.jp/ 

 

   ● 日本貿易振興機構（ジェトロ）アジア経済研究所図書館 デジタルアーカイブ 

「近現代アジアの中の日本」 http://opac.ide.go.jp/asia_archive/index.html 

 

 6－2．類縁機関 

  ● 国立国会図書館 憲政資料室  http://www.ndl.go.jp/jp/data/kensei_shiryo/index.html 

   〒100-8924 東京都千代田区永田町 1-10-1  電話：03-3581-2331（代表） 

 

   ● 国立公文書館 http://www.archives.go.jp/index.html 

      〒102-0091 東京都千代田区北の丸公園 3 番 2 号    電話：03-3214-0621（代表） 

   

  ● 衆議院憲政記念館 http://www.shugiin.go.jp/itdb_annai.nsf/html/statics/kensei/kensei.htm 

      〒100-0014  東京都千代田区永田町 1-1-1    電話：03-3581-1651 

 

  ● 外務省外交資料館 http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/shiryo/ 

     〒106-0041  東京都港麻布台 1-5-3    電話：03-3585-4511 

    

  ● 防衛省防衛研究所図書館史料閲覧室  http://www.nids.go.jp/ 

   〒153-8648 東京都目黒区中目黒 2-2-1  電話：03-3792-1093（直通） 

 

  ● 宮内庁書陵部  http://www.kunaicho.go.jp/culture/shoryobu/shoryobu.html 

   〒100-8111 東京都千代田区千代田 1-1  電話：03-3213-1111（代表） 

 

  ● 財団法人東京市政調査会 市政専門図書館 http://www.timr.or.jp/ 

   〒100-0012 東京都千代田区日比谷公園 1-3 市政会館 1F  電話：03-3591-1264（直通） 
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