
レファレンス・ツール紹介（総記・人文分野） ―人文リンク集を中心に― 

2015年 10月現在 

 

・リサーチ・ナビ「人文リンク集」「調べ方案内」の主要項目と主なレファレンス・ブックを掲げた。 
・※は、当館契約データベース（国立国会図書館館内限定）。 
・主なレファレンス・ブック欄の←は、対応するデータベースが「人文リンク集」にあることを示す。 

 
主要サイト／関連する「調べ方案内」 主なレファレンス・ブック 

蔵書目録 
国内 
総合目録・国立図書館目録 
• CiNii Books （国立情報学研究所） 
• NDL-OPAC （国立国会図書館） 
• 国立国会図書館サーチ  

総合目録で検索できないコレクション 
• 慶應義塾大学 KOSMOS 
• 山手線沿線私立大学図書館コンソーシアム 並列検索 
• 早稲田大学学術情報システム WINE 

雑誌コレクション（主に戦前期） 
• 神奈川近代文学館 
• 三康図書館  大正～昭和 20 年代 
• 昭和女子大学図書館  近代文庫 
• 成田山仏教図書館  明治・大正期 
• 日本近代文学館 

雑誌コレクション（大衆誌・女性誌・同人誌など） 
• 石川武美記念図書館 近代女性雑誌ライブラリー 
• 市民活動資料コレクション・データベース （立教大学）   

ミニコミ誌 
• 布川文庫逐次刊行物 （国立国会図書館） 出版関係、創刊

号等 ＊利用には閲覧許可申請が必要です。 
• 北海道立図書館  栗田文庫、昭和 30 年代の大衆娯楽誌 

新聞目録 
• 国立国会図書館サーチ  旧全国新聞総合目録 
• 新聞誌名変遷情報（調べ方案内） （国立国会図書館） 
• 明治新聞雑誌文庫（明探） 

全国公共図書館逐次刊行物総合目

録 国立国会図書館 , 1963-1968 
6 冊 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
←明治新聞雑誌文庫所蔵新聞目録  
東京大学出版会, 1977 
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http://rnavi.ndl.go.jp/humanities/jinbunlinks.php
http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/index.php
http://ci.nii.ac.jp/books/
https://ndlopac.ndl.go.jp/F/
http://iss.ndl.go.jp/
http://kosmos.lib.keio.ac.jp/primo_library/libweb/action/search.do?vid=KEIO
http://opac.rikkyo.ac.jp/hybrid/
http://wine.wul.waseda.ac.jp/
http://www.kanabun.or.jp/opac/kensaku.html
http://lib-finder.net/sanko/servlet/Index?findtype=1
http://wwwlib.swu.ac.jp/mylimedio/search/search-input.do
http://naritasanlib.jp/
http://www.bungakukan.or.jp/
http://www.ochato.or.jp/library.html
http://www.rikkyo.ac.jp/research/laboratory/RCCCS/collection/db/cdb/
http://rnavi.ndl.go.jp/humanities/nunokawa.php
http://www.library.pref.hokkaido.jp/wo/opc/srh/
http://iss.ndl.go.jp/
https://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/post-534.php
http://www.meitan.j.u-tokyo.ac.jp/


公共図書館目録 
• 東京都立図書館統合検索 都内公立図書館の横断検索 
• 都府県立図書館と都府県内横断検索 （北海道立図書館）   

リンク集 
外国 
国立図書館目録 
• Explore the British Library （英国図書館） 
• Library of Congress Online Catalog （米国議会図書館） 

総合目録 
• WorldCat 

 
 
販売目録 
国内 

• Books.or.jp （日本書籍出版協会） 
• 政府刊行物 （全国官報販売協同組合） 
• 日本の古本屋 在庫検索 

外国 
• Amazon 
• Books in Print（Bowker）※ 
• Ulrich's web※ 

出版年鑑 1951年版- 出版ニュース社, 1951- 
＊1 資料・名簿編 2 目録・索引編 
Book page 本の年鑑 1988- 日外アソシエー

ツ, 1988- 
雑誌新聞総かたろぐ 1979年版- メディア・

リサーチ・センター, 1978- 
←政府刊行物等総合目録 1980年版- 全国官

報販売協同組合, 1979- 
←Books in print  2015/2016  Grey House 
Pub,1967- 
←Ulrich's periodicals directory 2015      
R.R. Bowker, 1932- 

調べ方案内 
• 書評（国内）の探し方・見つけ方 

 
 
和古書・漢籍目録 
和古書 
総合目録 
• 日本古典籍総合目録 （国文学研究資料館） 

単館目録・貴重書画像 
• 国立国会図書館デジタルコレクション 古典

籍資料（貴重書等）  
• 所蔵和古書マイクロ/デジタル目録データベ

ース （国文学研究資料館） 
• 早稲田大学 古典籍総合データベース 

←国書総目録 補訂版 岩波書店, 1989-1991 
9冊 
←古典籍総合目録 / 国文学研究資料館編 岩波

書店, 1990 3冊 
国書解題 / 佐村八郎 増訂 東出版, 1997 2
冊 ＊六合館大正15年刊の復刻 
日本古典籍書誌学辞典 / 井上宗雄 [ほか]編 

岩波書店, 1999 
書物関係雑誌細目集覧 / 書誌研究懇話会編 日
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http://ufinity51.jp.fujitsu.com/cass/usrshe.do?tenantId=metro
http://www.library.pref.hokkaido.jp/doc/ref.main/ref_dogai.htm
http://explore.bl.uk/
http://catalog.loc.gov/
https://www.worldcat.org/
http://www.books.or.jp/
http://www.gov-book.or.jp/book/list.php
https://www.kosho.or.jp/products/list.php
http://www.amazon.com/
http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/post-539.php
http://base1.nijl.ac.jp/infolib/meta_pub/KTGDefault.exe?DEF_XSL=default&GRP_ID=G0001401&DB_ID=G0001401KTG&IS_TYPE=meta&IS_STYLE=default
http://dl.ndl.go.jp/search/detail?searchConditionParameter=&detailSearchTypeNo=T2
http://dl.ndl.go.jp/search/detail?searchConditionParameter=&detailSearchTypeNo=T2
http://base1.nijl.ac.jp/infolib/meta_pub/KTMDefault.exe?DEF_XSL=default&GRP_ID=G0003917&DB_ID=G0003917KTM&IS_TYPE=meta&IS_STYLE=default
http://base1.nijl.ac.jp/infolib/meta_pub/KTMDefault.exe?DEF_XSL=default&GRP_ID=G0003917&DB_ID=G0003917KTM&IS_TYPE=meta&IS_STYLE=default
http://www.wul.waseda.ac.jp/kotenseki/


漢籍 
総合目録 
• 全国漢籍データベース （京都大学人文科学

研究所） 
• 日本漢文文献目録データベース （二松学舎

大学） 日本漢文文献、和刻本漢籍 
単館目録 
• 東洋文庫 漢籍統合データベース 

本古書通信社, 1974-1976 2冊 
 
漢籍解題 / 桂五十郎 復刻版 明治書院, 2005 
 
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, 1982-1989 2冊 
古典文学全集・翻刻書・研究書総目録 日外アソ

シエーツ, 1996 
日本古典文学案内 : 現代語訳・注釈書 日外ア

ソシエーツ, 2009 
調べ方案内 

• 漢籍・中国書の所蔵を調べるには 
 
 
記事索引・目次・全文データベース 
全文データベース 

• Google ブックス 
• 青空文庫 

目次 
• 国立国会図書館デジタルコレクション  
• Webcat Plus （国立情報学研究所） 帯文、

目次 
• 目次データベース （国立国会図書館） 

新聞記事 
記事索引・全文データベース 
• 聞蔵Ⅱビジュアル （朝日新聞）※ 
• 新聞記事文庫 （神戸大学）  明治末～1943 
• ヨミダス歴史館 （読売新聞）※ 

一般誌 
記事索引・目次 
• MAGAZINE PLUS  ＊当館未契約 
• 大宅壮一文庫 雑誌記事索引（Web OYA-

bunko） 1988～（1987 年以前は「目録検

索」でのみ検索可）※ 
• 皓星社 雑誌記事索引集成データベース（ざ

っさくプラス） 明治～ ※ 
• 東京都立図書館  細目、特集タイトルが充

実 
• 20 世 紀 メ デ ィ ア 情 報 デ ー タ ベ ー ス   

内容総覧シリーズ 日外アソシエーツ 
『論文集内容細目総覧』『個人著作集内容総

覧』『全集講座内容総覧』など 
 
 
 
 
 
 
明治ニュース事典 毎日コミュニケーションズ, 
1983-1986 9冊 
＊『大正ニュース事典』8冊、『昭和ニュース事典』

9冊もあり 
←明治・大正・昭和前期雑誌記事索引集成 皓

星社, 1994-1999 136冊 
←大宅壮一文庫雑誌記事索引総目録 紀伊國屋

書店, 1980-1997 28冊 
＊-1984、1985-1987、1988-1995 
東京大学法学部附属明治新聞雑誌文庫所蔵雑誌

目次総覧 大空社, 1993-1998 150冊 
明治雑誌目次総覧 ゆまに書房, 1985 5冊 
近代雑誌目次文庫 ゆまに書房, 1989-2013 
＊国語・国文学編24巻、外国語・外国文学編26
巻、社会学編32巻 
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http://kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp/kanseki
http://www.nishogakusha-kanbun.net/database/search.cgi
http://124.33.215.236/open/KansekiAllQueryInput.html
http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-honbun-101018.php
http://books.google.co.jp/
http://www.aozora.gr.jp/
http://dl.ndl.go.jp/search/detail
http://webcatplus.nii.ac.jp/
http://rnavi.ndl.go.jp/mokuji/
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailSearch.jsp?LANG=JA&DID=ALL&EID=ALL&AID=06
https://catalog.library.metro.tokyo.jp/winj/opac/search-detail.do


1945～1949、新聞雑誌 ＊当館未契約 
• Fujisan.co.jp  「特定の号」を選択 

学術雑誌 
記事索引・全文データベース 
• CiNii Articles （国立情報学研究所） 
• Google Scholar 
• NDL-OPAC （国立国会図書館）雑誌記事 
• ProQuest 基本検索   統合検索 ※ 

日本雑誌総目次要覧 / 天野敬太郎,深井人詩共

編 日外アソシエーツ, 1985- 
＊-1983、1984-1993、1994-2003、2004-2013 
 
←学会年報・研究報告論文総覧 1945- 日外

アソシエーツ, 1994- ＊『CD学会年報・研究

報告論文総覧 : 1945-1995』もあり 
明治前期学術雑誌論文記事総覧 / 渡辺正雄編 

改訂 ゆまに書房, 1990 
人文・社会翻訳記事論文索引. 1981-1990 日

外アソシエーツ, 1999 
 
Readers' guide to periodical literature 
1900/04- H.W. Wilson Co., 1905- 

調べ方案内 
• 総合的な雑誌記事（和文）の検索ツール

（人文・総記分野） 

 
 
学術一般・百科事典・図書館・出版 
学術一般 

• 学術研究データベース・リポジトリ （国立

情報学研究所） 
百科事典 

• Wikipedia 
• コトバンク 

＞ 世界大百科事典（平凡社）、ブリタニカ国

際大百科事典、知恵蔵、日本大百科全書 
• ジャパンナレッジ Lib※ 

＞ imidas、現代用語の基礎知識、古事類苑、

日本大百科全書 
図書館 

• 海外の図書館のダイレクトリー（名簿）（調

べ方案内） （国立国会図書館） 
• 公共図書館 （日本図書館協会） リンク集 
• 専門図書館ガイド  （東京都立図書館）   

都内近郊 
• 大学図書館 （日本図書館協会） リンク集 

特別コレクション 
• 全国特殊コレクションリスト（レファレンス

学会名鑑 2001-2003年版- 日本学術協力財

団, 2001- 
最新文化賞事典 日外アソシエーツ, 1996- 
 
←日本大百科全書 2版 小学館, 1994 26冊 
←世界大百科事典 2007年改訂新版 平凡社, 
[2007] 31冊および別冊 
Kodansha encyclopedia of Japan Kodansha, 
1983-1986 10冊 
←古事類苑 吉川弘文館, 1995-1999 51冊 
広文庫 / 物集高見,物集高量 名著普及会, 
1976-1977 20冊 
舶来事物起原事典 / 富田仁 名著普及会, 1987 
 
図書館ハンドブック 第6版補訂版 日本図書

館協会, 2010 
図書館年鑑 日本図書館協会, 1982- 
専門情報機関総覧 2015 専門図書館協議会 ; 
図書館流通センター (発売), 2015 
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http://www.fujisan.co.jp/specificsearch.asp
http://ci.nii.ac.jp/
http://scholar.google.co.jp/
https://ndlopac.ndl.go.jp/
http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-honbun-100053.php
http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-honbun-100053.php
http://dbr.nii.ac.jp/infolib/meta_pub/G9200001CROSS
http://ja.wikipedia.org/wiki/
http://kotobank.jp/
http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-honbun-100063.php
http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-honbun-100063.php
http://www.jla.or.jp/link/link/tabid/172/Default.aspx
http://metro.tokyo.opac.jp/tml/trui/
http://www.jla.or.jp/link/link/tabid/169/Default.aspx
http://crd.ndl.go.jp/jp/library/collistall.html


協同データベース） （国立国会図書館） 
図書館情報学 

• LISA: Library and Information Science 
Abstracts   1969～ ※ 

• LISTA: Library, Information Science & 
Technology Abstracts   1960s～ ※ 

出版・著作権 
• 印刷博物館ライブラリー  目次・内容 
• 雑誌新聞総かたろぐ Web 検索  出版社検

索、本誌索引 
• 著作権情報センター 

＞ 著作権情報センター資料室 
• 日本書籍出版協会  出版社検索あり 

＞ 日本出版百年史年表 

 
 
 
 
 
 
 
出版事典 / 編集: 出版事典編集委員会 (布川角

左衛門 代表) 出版ニュース社, 1971 
出版指標年報 全国出版協会出版科学研究所, 
[19--]- 
雑誌新聞発行部数事典 : 昭和戦前期 : 附. 発
禁本部数総覧 / 小林昌樹編・解説 金沢文圃

閣, 2011 
日本新聞年鑑 電通, 1947- 
日本民間放送年鑑 コーケン出版, 1966- 

調べ方案内 
• 図書館・博物館に関する文献を探すには（主

題書誌） 

• ジャーナリズム・出版に関する文献を探す

には（主題書誌） 

 
 
哲学・宗教 
哲学・思想 

• 日本思想史文献データベース （東北大学）   

1966～2011 
• 日本哲学史研究への案内 （京都大学） 

宗教 
神道 
• 國學院大學デジタル・ミュージアム 

＞ 神道・神社史料データベース（古代） 
＞ 神道・神社史料データベース（現代） 

仏教 
• INBUDS インド学仏教学論文データベー

ス 
• SAT 大正新脩大藏經テキストデータベー

ス （東京大学） 
• 三康図書館 

岩波哲学・思想事典 廣松渉 [ほか]編 岩波書

店, 1998 
西洋思想大事典 平凡社, 1990 5冊 
日本思想史文献解題 / 大倉精神文化研究所 新

版 角川書店, 1992 
宗教年鑑 文化庁, 1955- 
世界宗教百科事典 丸善出版, 2012 
 
神道事典 / 国学院大学日本文化研究所 弘文

堂, 1994 
 
望月仏教大辞典 / 望月信亨[他] 増訂版 世界

聖典刊行協会, 1954-1963 10冊 
総合佛教大辞典 / 総合佛教大辞典編集委員会 

法藏館, 2005 

 
5 

 

http://crd.ndl.go.jp/jp/library/collistall.html
http://www.libblabo.jp/toppan/AllSch.htm
http://www.media-res.net/pp_index/
http://www.cric.or.jp/index.html
http://202.212.75.189/
http://www.jbpa.or.jp/
http://www.shuppan-nenpyo.jp/
http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/post-660.php
http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/post-660.php
http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/post-133.php
http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/post-133.php
http://www.sal.tohoku.ac.jp/dojih/
http://www.bun.kyoto-u.ac.jp/japanese_philosophy/jp-guidanceguidance/
http://k-amc.kokugakuin.ac.jp/DM/top.do
http://k-amc.kokugakuin.ac.jp/DM/dbTop.do;jsessionid=4C70FBAE112307CD5594A0CE25A230C2?class_name=col_cja
http://k-amc.kokugakuin.ac.jp/DM/dbTop.do;jsessionid=4C70FBAE112307CD5594A0CE25A230C2?class_name=col_cjc
http://www.inbuds.net/jpn/index.html
http://www.inbuds.net/jpn/index.html
http://21dzk.l.u-tokyo.ac.jp/SAT/
http://21dzk.l.u-tokyo.ac.jp/SAT/
http://lib-finder.net/sanko/servlet/Index?findtype=1


• 寺院資料データベース （駒沢学園） 
• 成田山仏教図書館 

キリスト教 
• 今井館資料館 （今井館教友会）  伝道雑誌 
• 聖書図書館（日本聖書協会） 
• 日本カトリック大学連盟横断検索 （白百合

女子大学） 
その他 
• 宗教情報リサーチセンター 
• 日本における中東研究文献データベース   

（東洋文庫）1868～ 

仏書解説大辞典 / 小野玄妙編纂 大東出版社, 
1980-1988 15冊 
 
キリスト教年鑑 キリスト新聞社, [1948]- 
世界キリスト教百科事典 / David B.Barrett 
教文館, 1986 
日本キリスト教歴史大事典 教文館, 1988 
 
新イスラム事典 / 日本イスラム協会[ほか]監修 

平凡社, 2002 

調べ方案内 
• 哲学・宗教に関する文献を探すには（主題書

誌） 
 
 
歴史・地理・地域研究（日本） 
辞書 

• ジャパンナレッジ Lib※ 
＞ 江戸名所図会、国史大辞典、古事類苑、

日本史年表、日本歴史地名大系 
日本史 
蔵書目録 
• 近現代アジアの中の日本 （日本貿易振興機

構アジア経済研究所） 旧植民地 
• 国文学研究資料館データベース 
• 国立公文書館 デジタルアーカイブ  内閣

文庫 
主題別 
• 経済史文献解題データベース （大阪経済大

学） 
• データベースれきはく （国立歴史民俗博物

館） 
• 東京大学史料編纂所データベース  横断

検索 
地方史 

• 江戸東京資料案内 （東京都立図書館） 

←国史大辞典 吉川弘文館, 1979-1997 17冊 
日本史大事典 平凡社, 1992-1994 7冊 

日本歴史大事典 小学館, 2000-2001 4冊 
日本史総覧 / 児玉幸多他監修 新人物往来社, 
1983-1986 9冊 
新・国史大年表 / 日置英剛 国書刊行会, 
2007-2015 11冊 
近代日本総合年表 第4版 岩波書店, 2001 
 
日本史文献解題辞典 加藤友康、由比正臣編 

吉川弘文館, 2000 
史籍解題辞典 / 竹内理三、滝沢武雄編 新装版  

東京堂出版, 1995 -1999 2冊 
日本史関係雑誌文献総覧 国書刊行会, 1984 
2冊 
 
藩史大事典 / 木村礎 雄山閣出版, 1988-1990 
8冊 
地域研究・郷土資料図書目録 図書館流通セン

ター, 1997 3冊 ＊「平成大合併版」もあり 
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http://jiin-shiryo.komajo.ac.jp/
http://naritasanlib.jp/
http://www.imaikankyoyukai.or.jp/public_html/riyou_siori.html
http://www.bible.or.jp/library/search.html
http://sclib1.shirayuri.ac.jp/mutual/mutual.html
http://www.rirc.or.jp/
http://www.tbias.jp/document_research.cgi
http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/post-282.php
http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/post-282.php
http://opac.ide.go.jp/webopac3/topmnu.do
http://www.nijl.ac.jp/pages/database/
http://www.digital.archives.go.jp/index.html
http://kaidai.osaka-ue.ac.jp/kaidai3/index.php
http://www.rekihaku.ac.jp/doc/t-db-index.html
http://wwwap.hi.u-tokyo.ac.jp/ships/shipscontroller
http://www.library.metro.tokyo.jp/edo_tokyo/tabid/770/Default.aspx


• 史料情報共有化データベース （国文学研究

資料館）  各地の史料情報 
写真史料 
＊「写真」を参照。 

地理・地名 
• ジャパンナレッジ Lib※ 

＞ 江戸名所図会、日本歴史地名大系 
• 地理学文献データベース （国立情報学研究

所） 
民俗・文化 
蔵書目録 
• 人間文化研究機構（国文研・日文研・歴博・

民博）統合検索 
• 民俗学研究所柳田文庫 （成城大学） 

主題別 
• 国際日本文化研究センター  統合検索   

平安人物志、怪異・妖怪伝承 
• 身装文献データベース （国立民族学博物館） 
• データベースれきはく （国立歴史民俗博物

館） 
＞ 日本民俗学文献目録   1985～ 

• 非文字資料データベース （神奈川大学） 

地方史文献年鑑 : 郷土史研究雑誌目次総覧 / 
飯澤文夫編 岩田書院, 1997- 
全国地方史誌総目録  日外アソシエーツ, 2007 
2冊 
県史誌内容総覧 日外アソシエーツ, 2009-
2010 8冊 
 
角川日本地名大辞典 角川書店, 1978-1990 
49冊 
←日本歴史地名大系 平凡社, 1979-2005 52
冊 
大日本地名辞書 増補版 / 吉田東伍著 冨山

房, 1969-1971 8冊 
 
日本民俗大辞典 / 福田アジオ [ほか]編 吉川

弘文館, 1999-2000 2冊 
日本風俗史事典 / 日本風俗史学会 弘文堂, 
1979 
日本民俗学文献総目録 / 日本民俗学会編 弘文

堂, 1980 
 
年譜年表総索引 日外アソシエーツ, 1998- 
 
日本史小百科シリーズ 近藤出版社、のちに東

京堂, 1977- 
＊「災害」「キリシタン」「宿場」「工芸」「遊

女」など1冊1テーマの小百科事典。 

調べ方案内 
• 日本史に関する文献を探すには（主題書

誌） 
• 地方史に関する文献を探すには（主題書誌） 

＞各地の郷土関係文献目録・データベース 
• 地理学に関する文献を探すには（主題書

誌） 
 
 
歴史・地理・地域研究（世界） 

• Getty Thesaurus of Geographic Names 
• World Heritage List （UNESCO）  世界

遺産 
• 各国・地域情勢 （外務省）  各国要覧 
• 旅の図書館 （日本交通公社） 旅行雑誌・ガ

歴史学事典 / 尾形勇 弘文堂, 1994-2009 16
冊 
世界歴史大事典 : encyclopedia rhetorica 教

育出版センター, 1985 22冊 
データブック・オブ・ザ・ワールド 二宮書店, 

次のサイトは、PDF ファイルからリンクするとエラ

ーになります。URL アドレス中の「%23」を「＃」

に変えて、接続しなおしてください。 

 
7 

 

http://base1.nijl.ac.jp/infolib/meta_pub/SKYDefault.exe?DEF_XSL=default&GRP_ID=G0000004&DB_ID=G0000004SKY&IS_TYPE=meta&IS_STYLE=default
http://dbr.nii.ac.jp/infolib/meta_pub/G0000082GEOG
http://humanist.nijl.ac.jp/GlobalFinder/cgi/Start.exe
http://humanist.nijl.ac.jp/GlobalFinder/cgi/Start.exe
http://www.lib-finder.net/seijyo/index.html
http://search07.nichibun.ac.jp/
http://htq.minpaku.ac.jp/databases/mcd/publications.html
http://www.rekihaku.ac.jp/doc/t-db-index.html
http://www.rekihaku.ac.jp/up-cgi/login.pl?p=param/ni2/db_param
http://www.himoji.jp/jp/database/
http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/post-266.php
http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/post-266.php
http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/post-314.php
http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/post-314.php%23kakuchi
http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/post-210.php
http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/post-210.php
http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/tgn/index.html
http://whc.unesco.org/en/list
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/
https://jtbf-opac01.limedio.ricoh.co.jp/mylimedio/search/search-input.do?mode=comp&nqid=1&lang=ja


イドの目次、特集名が検索可 
アジア 

• アジア経済研究所図書館 （日本貿易振興機

構） 
• 東洋文化研究所データベース （東京大学） 
• 東洋文庫 
• 東アジア人文情報学研究センター データベ

ース （京都大学人文科学研究所） 
＞  東 洋 学 文 献 類 目  1934-1980 / 1981-
2000 / 2001- 

朝鮮 
• 近代朝鮮関係書籍データベース （東京大学

東洋文化研究所）   1868～1945 
• 戦後日本における朝鮮史文献目録 

中国 
• 漢籍電子文献資料庫   二十四史 

1989- 
新編西洋史辞典  / 京大西洋史辞典編纂会編  

改訂増補 東京創元社, 1993 
世界を知る事典シリーズ 平凡社 
＊アメリカ、オセアニア、南アジア、韓国・朝

鮮、ロシア、中央ユーラシア、アフリカなど 
 
アジア歴史事典 平凡社, 1985 10冊 ＊平凡

社昭和34～37年刊の新装復刊 
中国文化史大事典 / 尾崎雄二郎, 竺沙雅章, 戸
川芳郎 編集代表 大修館書店, 2013  
 
人文地理学辞典 / 山本正三 朝倉書店, 1997 
世界地名大事典 / 竹内啓一 総編集 ; 熊谷圭

知, 山本健兒 編集幹事 朝倉書店, 2012- 
外国地名レファレンス事典 / 日外アソシエーツ

株式会社 日外アソシエーツ, 2006 
The Columbia gazetteer of the world 2nd ed.  
Columbia University Press c2008 3冊 

調べ方案内 
• 西洋史に関する文献を探すには（主題書

誌） 
• 東洋史に関する文献を探すには（主題書誌） 

 
 
人物・肖像 
人物文献索引 

• ジャパンナレッジ Lib※ 
＞ 日本人物文献目録 

• 近現代日本政治関係人物文献目録 （国立国

会図書館） 
• 日本人名情報索引（人文分野）データベー

ス （国立国会図書館） 
• 皓星社データベース 日本人物情報大系 

人名事典 
• Biographical Dictionary  国際人名辞典 
• researchmap 研究者検索 （科学技術振興機

構） 
• World Biographical Information System 

Online※ 

人物レファレンス事典 新訂増補 日外アソシ

エーツ, 1996- 
＊古代・中世・近世編、明治・大正・昭和(戦
前)編、昭和(戦後)・平成編 
＊「郷土人物編」（2008）、「文芸篇」、「美術

篇」（2010）、「架空・伝承編」（2013）なども

あり 
←日本人物文献目録 / 法政大学文学部史学研究

室編 平凡社, 1993 ＊初刷は1974年 
人物文献索引 人文編 経済・社会編 法律・政

治編 国立国会図書館参考書誌部, 1967-1972 
人物文献目録 / 森睦彦編 日外アソシエーツ, 
1980- 
←近代日本政治関係人物文献目録 : 国立国会
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http://www.ide.go.jp/Japanese/Library/
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/database/
http://www.toyo-bunko.or.jp/search/
http://www.kita.zinbun.kyoto-u.ac.jp/database/
http://www.kita.zinbun.kyoto-u.ac.jp/database/
http://ruimoku.zinbun.kyoto-u.ac.jp/ruimoku7/index.html.ja
http://ruimoku.zinbun.kyoto-u.ac.jp/ruimoku6/index.html.ja
http://ruimoku.zinbun.kyoto-u.ac.jp/ruimoku6/index.html.ja
http://ruimoku.zinbun.kyoto-u.ac.jp/ruimoku7/index.html.ja
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/%7Ekoreandb/
http://www.zinbun.kyoto-u.ac.jp/%7Emizna/sengo/
http://hanchi.ihp.sinica.edu.tw/ihp/hanji.htm
http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/post-267.php
http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/post-267.php
http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/post-275.php
http://rnavi.ndl.go.jp/seiji/
http://rnavi.ndl.go.jp/jinmei/
http://rnavi.ndl.go.jp/jinmei/
http://www.libro-koseisha.co.jp/top01/top01.html%23data_jin
http://www.s9.com/
http://researchmap.jp/search/


• コトバンク 
＞ 朝日日本歴史人物事典、江戸・東京人物

辞典、芸能人物事典、現代外国人名録、政治

家人名事典、タレントデータバンク、20 世

紀西洋人名事典、20 世紀日本人名事典、日

本人名大辞典 
• ジャパンナレッジ Lib※ 

＞ JK Who's Who、日本架空伝承人名事典、

日本人名大辞典 
新聞記事 
＊訃報やインタビュー記事を探す 

肖像 
肖像索引 
• 東京大学史料編纂所データベース 

＞ 肖像情報データベース 
• 日本人名情報索引（人文分野）データベー

ス （国立国会図書館） 
画像 
• NDL デジタルコレクション （国立国会図書

館） 『集古十種』『大日本名家肖像集』 
• 近代日本人の肖像（電子展示会） （国立国会

図書館） 
• 歴史人物画像データベース （国文学研究資

料館） 

図書館所蔵 国立国会図書館, 1985-2000 2冊 
←日本人名情報索引 / 馬場万夫編著 改訂増補 

国立国会図書館, 1990 
日本紳士録 第80版 ぎょうせい, 2007 3冊 
人事興信録 第45版 興信データ, 2009 2
冊、CD-ROM1枚 
現代日本執筆者大事典 第1-5期 日外アソシ

エーツ, 1978- 
日本人名大事典 平凡社, 1979 7冊 
←日本人名大辞典 講談社, 2001 1冊 
ＣＤ現代日本人名録:物故者編 1901-2000 日

外アソシエ－ツ, 2001 
角川日本姓氏歴史人物大辞典 角川書店, 1989-   
日本人物情報大系 / 芳賀登 皓星社, 1999-
2002 104冊 ＊女性編、満州編、憲政編、企

業家編、学芸編、書画編、朝鮮編、諸芸編、宗

教編が刊行済み。被伝者索引の一部が皓星社ホ

ームページで検索可。 
姓氏家系大辞典 / 太田亮著 角川書店 1963 
3冊 
日本史諸家系図人名辞典 / 小和田哲男[他] 講

談社, 2003 
寛政重修諸家譜 新訂 続群書類従完成会, 
1964-1967 26冊 ＊家紋、別巻2冊もあり。 
大武鑑 / 橋本博 改訂増補 名著刊行会, 1965 
3冊 
国書人名辞典/ 市古貞次 岩波書店, 1993-1999 
5冊 
外国人物レファレンス事典 日外アソシエーツ, 
1999- ＊「東洋人物」「西洋人物」もあり。 
世界人名大辞典 岩波書店 2013 2冊 
岩波西洋人名辞典 増補版 岩波書店, 1981 
世界伝記大事典 ほるぷ出版, 1978-1981 19
冊 
写真レファレンス事典. 人物・肖像篇 / 東京都

写真美術館[他] 日外アソシエーツ, 2006 
歴史人物肖像索引 日外アソシエーツ, 2010- 

調べ方案内 
• 人物文献（伝記など）を探す（日本） 

＞地域の人物文献目録・データベース 
• 姓氏・家系 

• 肖像（日本人） 

• 肖像（外国人） 
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http://kotobank.jp/
http://wwwap.hi.u-tokyo.ac.jp/ships/db.html
http://rnavi.ndl.go.jp/jinmei/
http://rnavi.ndl.go.jp/jinmei/
http://dl.ndl.go.jp/search/detail
http://www.ndl.go.jp/portrait/contents/list.html
http://base1.nijl.ac.jp/%7Erekijin/syouzou.html
http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-honbun-101121.php
http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-honbun-101121.php
http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-honbun-101070.php
http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-honbun-101102.php
http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-honbun-101103.php


 
建築 

• 建築雑誌記事検索サービス 1993.1-2011.3 
• 日本建築学会図書館 

＞「建築・都市・住宅・建設産業分野専門

図書館」横断検索システム 
＞建築歴史・意匠文献目録 
＞図書館蔵書目録   記事検索可 

• 歴史的建築総目録データベース   『日

本近代建築総覧』+α、「利用承認画面」で

ユーザ名：guest、PW：aijglohb 

建築大辞典 第 2 版 彰国社, 1993 
←日本近代建築総覧 / 日本建築学会編 新版 

技報堂出版, 1983 
建築文化財レファレンス事典 日外アソシエー

ツ, 2011 
図説日本建築年表 / 太田博太郎監修 彰国社, 
2002 
フレッチャー図説世界建築の歴史大事典 : 建
築・美術・デザインの変遷 / フレッチャー[著] ; 
飯田喜四郎監訳 西村書店, 2012 

調べ方案内 
• 建築作品についての雑誌論文・記事を探す 

 

 
 
美術 
蔵書目録 

• artlibraries.net  世界の美術図書館横断

検索 
• 美術図書館横断検索 （美術図書館連絡会） 

書誌・索引 
• BHA and RILA 1975～2007、西洋美術史 
• Worldwide Books： Exhibition Catalogues 

and Art Books  1992～、米の美術図書 
• アート・ドキュメンテーション関係文献デー

タベース 
• データベース一覧 （立命館大学アート・リサ

ーチセンター） 
• 東文研 研究資料データベース検索統合検索 

＞ 文化財関係文献 
展覧会・カタログ 

• Catalogues Raisonnes （ International 
Foundation for Art Research） 

• 学術情報案内 （国立西洋美術館） カタロ

グ・レゾネ、展覧会の調べ方 
• 図録.jp （東京藝術大学大学美術館内ミュー

日本美術年鑑 / 東京文化財研究所編 中央公論

美術出版, 1953- ＊1936-1949もあり 
新潮世界美術辞典 新潮社, 1985 
世界美術大事典 小学館, 1988 6冊 
 
美術関係雑誌目次総覧 : 明治・大正・昭和戦

前篇 / 小林忠 国書刊行会, 2000 4冊 
日本東洋古美術文献目録 / 東京文化財研究所美

術部編 中央公論美術出版, 1997-2005 2冊 
＊昭和11年-40年（5版）、1966-2000 
 
展覧会カタログ総覧 / 東京国立近代美術館, 横
浜美術館, 国立西洋美術館, 東京都写真美術館, 
東京国立博物館, 東京都江戸東京博物館監修 

日外アソシエーツ, 2009 2冊 
 
美術作品レファレンス事典シリーズ 日外アソ

シエーツ, 1992- 
＊『美術作品…』（国宝・重文篇、人物・肖像

篇、先史・古代美術）、『東洋美術…』 
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http://www.aba-osakafu.or.jp/refer/ref.html
http://www.aij.or.jp/tosyokan.html
http://news-sv.aij.or.jp/tosyo/s1/opac-parallel2.htm
http://news-sv.aij.or.jp/tosyo/s1/opac-parallel2.htm
http://www.aij.or.jp/scripts/tosho/bunken.htm
http://www.aij.or.jp/scripts/tosho/search.htm
http://glohb-aij.eng.hokudai.ac.jp/
http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/post-186.php
http://artlibraries.net/index_en.php
http://alc.opac.jp/
http://primo.getty.edu/primo_library/libweb/action/search.do?vid=BHA
http://www.worldwide-artbooks.com/
http://www.worldwide-artbooks.com/
http://www.jads.org/db/
http://www.jads.org/db/
http://www.arc.ritsumei.ac.jp/database.html
http://www.tobunken.go.jp/archives/
http://www.tobunken.go.jp/archives/%e6%96%87%e5%8c%96%e8%b2%a1%e9%96%a2%e4%bf%82%e6%96%87%e7%8c%ae%ef%bc%88%e7%b5%b1%e5%90%88%e8%a9%a6%e8%a1%8c%e7%89%88%ef%bc%89/
http://ifar.org/cat_rais.php
http://www.nmwa.go.jp/jp/education/resources.html
http://www.zuroku.jp/


ジアムショップ） 
• 展覧会カタログ （東京文化財研究所） 
• 日本の美術展覧会記録 1945-2005  （国立新

美術館） 
作品画像 

• Google 画像検索 
• Image Archives 
• Web Gallery of Art 

錦絵 
• 国立国会図書館デジタルコレクション 古典

籍資料（貴重書等）  
• TOKYO アーカイブ （東京都立図書館）   

「カテゴリ」欄で「浮世絵」を選択 
• 江戸東京博物館 収蔵品検索  「分類」欄

で「絵画＞版画＞錦絵」を選択 
• 演劇博物館浮世絵閲覧システム （早稲田大

学） 
• 東京大学史料編纂所データベース 

＞ 錦絵データベース 
• 錦絵データベース （国立歴史民俗博物館） 

文化遺産・文化財（日本） 
• e 国宝 （国立文化財機構） 
• 国指定文化財等データベース （文化庁） 
• 文化遺産データベース （文化庁） 

文化遺産・文化財（世界） 
• Europeana （欧州委員会） 
• World Digital Library （米国議会図書館） 

作品基本情報 
• Art cyclopedia  作家・作品検索、様々な

美術関係情報へのリンク集 
• 所蔵作品総合目録検索システム （国立美術

館） 
美術家 

• Union List of Artist Names （Getty） 
• 美術人名辞典 
• 物故者記事 （東京文化財研究所） 

 

『日本美術…』（絵画篇、陶磁器篇、建造物

篇、工芸篇、書跡篇、彫刻篇） 
『日本美術作品…個人美術全集』（絵画篇、工

芸篇、彫刻/建築篇、陶磁器篇、版画篇） 
『西洋美術…』(絵画篇、版画・彫刻・工芸・建

造物篇） 
西洋美術全集絵画索引 / 東京都立中央図書館監

修 日本図書館協会, 1999 
 
原色浮世絵大百科事典 / 日本浮世絵協会原色浮

世絵大百科事典編集委員会 大修館書店, 1980-
1982 11冊 
 
国宝・重要文化財大全 / 文化庁監修 毎日新聞

社, 1997-2000 13冊 
国宝大事典 講談社 1985-1986 5冊 
日本学術資料総目録. 1988年度版 朝日出版社, 
1988 2冊 ＊「美術工芸篇」「書跡・典籍・古

文書篇」 
 
原色図典日本美術史年表 /太田博太郎, 山根有

三 , 河北倫明監修 増補改訂第3版 集英社 , 
1999 
日本書画鑑定大事典 / 中野雅宗編著 国書刊行

会, 2006-2013 10冊 
 
書道雑誌文献目録  / 宮澤昇編著 木耳社 , 
2014 
角川日本陶磁大辞典 / 矢部良明ほか編 角川書

店, 2002 
 
美術商の百年 : 東京美術倶楽部百年史 東京美

術倶楽部, 2006 
 
Dictionary of artists / Benezit 1st English ed. 
Gründ, 2006. 
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http://www.tobunken.go.jp/archives/%e6%89%80%e8%94%b5%e8%b3%87%e6%96%99%e3%81%ae%e6%a4%9c%e7%b4%a2/%e5%b1%95%e8%a6%a7%e4%bc%9a%e3%82%ab%e3%82%bf%e3%83%ad%e3%82%b0/
http://db.nact.jp/exhibitions1945-2005/index.php
https://support.google.com/websearch/answer/1325808?hl=ja&ref_topic=3180360
http://search.dnparchives.com/
http://www.wga.hu/index1.html
http://dl.ndl.go.jp/search/detail?searchConditionParameter=&detailSearchTypeNo=T2
http://dl.ndl.go.jp/search/detail?searchConditionParameter=&detailSearchTypeNo=T2
http://archive.library.metro.tokyo.jp/da/searchDetail
http://digitalmuseum.rekibun.or.jp/edohaku/app/collection/search
http://www.enpaku.waseda.ac.jp/db/enpakunishik/
http://wwwap.hi.u-tokyo.ac.jp/ships/db.html
http://www.rekihaku.ac.jp/up-cgi/login.pl?p=param/nisikie/db_param
http://www.emuseum.jp/
http://kunishitei.bunka.go.jp/bsys/index_pc.asp
http://bunka.nii.ac.jp/db
http://www.europeana.eu/portal/
http://www.wdl.org/en/
http://www.artcyclopedia.com/
http://search.artmuseums.go.jp/
http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/ulan/index.html
http://www.shibunkaku.co.jp/biography/
http://www.tobunken.go.jp/materials/bukko


調べ方案内 
• 美術・建築に関する文献を探すには（主題書

誌） 
• 美術作品（日本）の図版を探す 
• 美術作品（西洋）の図版を探す 
• 博物館・美術館のダイレクトリー（名簿） 

• 浮世絵の図版を探す 
 
 
マンガ 

• 広島市まんがミュージアム   研究書 
• メディア芸術データベース マンガ （文化

庁） 明治初期～ 
• 米沢嘉博記念図書館  「参考雑誌」「参考

図書」で研究書、研究雑誌（一部特集名） 

マンガ・アニメ文献目録 / 竹内オサム監修 日

外アソシエーツ, 2014 
アニメーションの事典 / 横田正夫, 小出正志, 
池田宏編集 朝倉書店, 2012 

 
 
写真 
書誌 

• JCII ライブラリー （日本カメラ博物館）   

「フリーワード検索」で主要誌の目次検索可 
• 東京都写真美術館 図書室 

画像索引 
• 目次データベース （国立国会図書館） 

画像 
古写真（日本） 
• 写真の中の明治・大正（電子展示会） （国立

国会図書館） 
• 東京国立博物館所蔵 古写真データベース   

文化財調査、展覧会出品作品 
• 幕末・明治期日本古写真メタデータ・データ

ベース （長崎大学） 
古写真（世界） 
• Online Gallery （英国図書館） 
• Prints & Photographs Online Catalog （米

国議会図書館） 
 

写真集全情報 日外アソシエーツ, 1991- ＊続

編タイトルは『画集写真集全情報』 
 
←「国立国会図書館所蔵写真帳・写真集の内容

細目総覧 : 明治・大正編」『参考書誌研究』

(33) p.1-10,1-436 (1987.11) 
＊続編に『国立国会図書館所蔵写真帳・写真集

内容細目総覧. 昭和前期編』 国立国会図書館, 
1999がある。 
 
日本写真史年表 : 1778-1975.9 / 日本写真協会

編 講談社, 1976 
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http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/post-197.php
http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/post-197.php
http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-honbun-101099.php
http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-honbun-101100.php
http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/post-165.php
http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/post-697.php
http://www.library.city.hiroshima.jp/manga/index.html
http://mediaarts-db.jp/mg/
https://www.meiji.ac.jp/manga/yonezawa_lib/collection.html
http://jcii-cameramuseum.opac.jp/
https://library.syabi.com/drupal/
http://rnavi.ndl.go.jp/mokuji/
http://www.ndl.go.jp/scenery_top/
http://dbs.tnm.jp/db/kaken/oldphotos.html
http://oldphoto.lb.nagasaki-u.ac.jp/univj/
http://oldphoto.lb.nagasaki-u.ac.jp/univj/
http://www.bl.uk/onlinegallery/
http://www.loc.gov/pictures/


時事・報道写真 
• 毎日フォトバンク （毎日新聞） 
• よみうり報知写真館 （読売新聞） 

調べ方案内 
• 写真を探す（日本） 

 
 
舞踊・演劇 
古典芸能 

• 演劇博物館デジタル･アーカイブ･コレクシ

ョン （早稲田大学) 
• 近松研究所 （園田学園女子大学） 

＞  近世演劇研究文献目録データベース   

1983～1988 
＞ 日本古典演劇・近世文献目録データベー

ス  1990～2004 前半 
• データベース一覧 （立命館大学アート・リサ

ーチセンター） 
＞ 歌舞伎・浄瑠璃データベース 
＞ 能本（謡本）データベース 

• 伝統芸能図書 （東京文化財研究所） 
• 文化デジタルライブラリー （日本芸術文化

振興会） 伝統芸能の公演記録、錦絵、文楽

番付 
西洋・現代 

• 演劇博物館デジタル･アーカイブ･コレクシ

ョン （早稲田大学) 
• シアターリーグ  演劇名鑑、シナリオ 
• 日本の現代戯曲データベース（国際交流基

金） 

演劇年鑑 日本演劇協会, 1966- 
舞踊年鑑 全日本舞踊連合, 1977- 
演劇百科大事典 / 早稲田大学演劇博物館編 新

装復刊 平凡社, 1986 6冊 
近代日本芸能年表 / 倉田喜弘, 林淑姫著 ゆま

に書房, 2013 2冊 
 
最新歌舞伎大事典 / 神山彰, 丸茂祐佳, 児玉竜

一編集委員 柏書房, 2012 
能・狂言事典 / 西野春雄, 羽田昶編 新版 平

凡社, 2011 
 
芸能関係資料目録 : 郡司正勝氏旧蔵 札幌大学

図書館, 2003 

調べ方案内 
• 演劇・映画に関する文献を探すには（主題書

誌） 
• 台本（日本語）：脚本（戯曲）・映画シナリオ・

放送台本 
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https://photobank.mainichi.co.jp/php/KK_search.php
https://database.yomiuri.co.jp/shashinkan/
http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-honbun-101116.php
http://www.enpaku.waseda.ac.jp/db/
http://www.enpaku.waseda.ac.jp/db/
http://www.sonoda-u.ac.jp/chikamatsu/
http://www.sonoda-u.ac.jp/chikamatsu/websearch/58-63/top.asp
http://www.sonoda-u.ac.jp/chikamatsu/websearch/top.html
http://www.sonoda-u.ac.jp/chikamatsu/websearch/top.html
http://www.arc.ritsumei.ac.jp/database.html
http://www.arc.ritsumei.ac.jp/dbroot/kabuki.htm
http://www.dh-jac.net/db3/books/search-noh-hon.htm
http://www.tobunken.go.jp/archives/%e6%89%80%e8%94%b5%e8%b3%87%e6%96%99%e3%81%ae%e6%a4%9c%e7%b4%a2/%e4%bc%9d%e7%b5%b1%e8%8a%b8%e8%83%bd%e5%9b%b3%e6%9b%b8/
http://www2.ntj.jac.go.jp/dglib/
http://www.enpaku.waseda.ac.jp/db/
http://www.enpaku.waseda.ac.jp/db/
http://www.moon-light.ne.jp/
http://performingarts.jp/J/data_drama/index.html
http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/post-573.php
http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/post-573.php
http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-honbun-101069.php
http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-honbun-101069.php


 
映画・テレビドラマ 
映画 
蔵書目録・書誌・索引 

• Film Literature Index  
（Indiana University） 1976～2001、映画

雑誌の記事索引 
• 川喜多記念映画文化財団 データベース 

作品基本情報 
• allcinema 映画データベース 
• The Internet Movie Database 世界の映

画・テレビ 
• 日本映画情報システム （文化庁） 1896～ 
• 日本映画データベース 

パンフレット 
• 映画パンフレットデータベース （立命館大

学アート・リサーチセンター） 
• 東京国立近代美術館 フィルムセンター所蔵 

脚本 
＊「舞踊・演劇」、「テレビドラマ」を参照。 
統計 

• 外画概況 （外国映画輸入配給協会） 
• 日本映画産業統計 （日本映画製作者連盟） 

テレビドラマ 
作品基本情報 

• テレビドラマデータベース 
• 放送ライブラリー番組検索 
• メディア芸術データベース アニメーショ

ン （文化庁） 1917～ 
脚本 

• 脚本データベース （日本脚本アーカイブズ

推進コンソーシアム） 
• シナリオデータベース （立命館大学アート・

リサーチセンター） TV 草創期～1989 

映画・映像産業ビジネス白書. 2011/2012- キ

ネマ旬報社, 2011- 
映画年鑑 時事映画通信社, 1949- ＊別冊「映

画館名簿」あり 
戯曲・シナリオ集内容綜覧 日外アソシエーツ 
2002- 
 
シナリオ文献 / 谷川義雄編 増補改訂版 風濤

社, 1997 
事典映画の図書 / 辻恭平 卓上版 凱風社, 
2009 
日本映画文献書誌：明治大正期 / 牧野守編 雄

松堂書店, 2003 3冊 
 
映画・演劇人物研究文献目録 / 日外アソシエー

ツ, 2010 
 
世界映画大事典 / 岩本憲児他編 日本図書セン

ター, 2008 
 
テレビドラマ全史 : 1953～1994 東京ニュー

ス通信社, 1994（Tokyo news mook ; 通巻1号） 

調べ方案内 
＊「舞踊・演劇」を参照。 
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http://webapp1.dlib.indiana.edu/fli/advancedSearch.jsp
http://database.kawakita-film.or.jp/webdatabase/web_database.htm
http://www.allcinema.net/
http://www.imdb.com/
http://www.japanese-cinema-db.jp/
http://www.jmdb.ne.jp/
http://www.dh-jac.net/db11/eiga/default.htm
http://kinbiopac.momat.go.jp/mylimedio/search/search-input.do?mode=comp&nqid
http://www.gaihai.jp/cituation.htm
http://www.eiren.org/toukei/index.html
http://www.tvdrama-db.com/
http://www.bpcj.or.jp/search/
http://mediaarts-db.jp/an/
http://mediaarts-db.jp/an/
http://kyakuhon.qzc.co.jp/top.htm
http://www.dh-jac.net/db/daihon/default.htm


言語 
日本語 

• ジャパンナレッジ Lib※ 
＞ 日本国語大辞典 

• 国立国語研究所データベース 
＞ 日本語研究・日本語教育文献データベー

ス  
外国語 

• ジャパンナレッジ Lib※ 
＞ 英・独・仏・西・伊・羅・中・韓 

• 翻訳と辞書   リンク集 

←国語年鑑 秀英出版, 1954-2008 
日本語学研究事典 / 飛田良文他編 明治書院, 
2007 
←日本国語大辞典 第2版 小学館, 2000-2002 
14冊 
広辞苑 / 新村出編 第6版 岩波書店，2008 
2冊 
大辞林 / 松村明他編 第3版 三省堂, 2006 
故事俗信ことわざ大辞典 / 北村孝一監修 第2
版 小学館, 2012 
現代日本語方言大辞典 / 平山輝男 明治書院, 
1992-1994 9冊 
角川古語大辞典 / 中村幸彦他編 角川書店, 
1982-1999 5冊 
三省堂類語新辞典 / 中村明, 芳賀綏, 森田良行 

三省堂, 2005 
大漢和辞典 / 諸橋轍次著 修訂第2版 / 鎌田

正, 米山寅太郎修訂 大修館書店, 1989-2000 
15冊 ＊1巻-12巻、補巻、索引、語彙索引 
講談社新大字典 / 上田万年他編 講談社, 1993 
新潮日本語漢字辞典 新潮社, 2007 
言語学大辞典 / 亀井孝 三省堂, 1988-2001 7 
冊 

調べ方案内 
• 日本語学に関する文献を探すには（主題書

誌） 
• 外国語・外国文学に関する文献を探すには

（主題書誌） 

 
 
文学 
日本文学 
蔵書目録 
＊「雑誌コレクション（主に戦前期）」も参照。 
• 日本現代詩歌文学館  明治～、同人誌 
• 日本現代紙碑文学館 （海津市） 自費出版

物、同人誌 
• 山梨県立文学館 

書誌・索引 
• 国文学研究資料館データベース 

＞ 国文学論文目録データベース 

文芸年鑑 / 日本文芸家協会編 新潮社, 1929- 
日本古典文学大辞典 岩波書店, 1983-1985 6
冊 
日本近代文学大事典 / 日本近代文学館編 講談

社, 1977-1978 6冊 
新潮日本文学辞典 / 磯田光一他編 新潮社, 
1988 
日本文学大年表 / 市古貞次, 久保田淳 新版 

おうふう, 2002 
文芸雑誌小説初出総覧 / 勝又浩[他] 日外アソ
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http://www.ninjal.ac.jp/database/
https://bibdb.ninjal.ac.jp/bunken/data/
https://bibdb.ninjal.ac.jp/bunken/data/
http://www.kotoba.ne.jp/
http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/post-198.php
http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/post-198.php
http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/post-209.php
http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/post-209.php
http://opac.shiikabun.jp/
https://www.lib014.nexs-service.jp/kaizu/webopac/selectsearch.do?searchkbn=2&histnum=1
http://www.bungakukan.pref.yamanashi.jp/opac/wopc/pc/pages/TopPage.jsp
http://www.nijl.ac.jp/pages/database/
http://base1.nijl.ac.jp/infolib/meta_pub/G0038835RBN


翻訳書誌 
• 外国語に翻訳刊行された日本の児童書情

報 （国立国会図書館） 
• 日本文学翻訳書誌検索 （国際交流基金）   

戦後～ 
全文データベース 
• J-TEXTS 日本文学電子図書館 
• 現代俳句データベース （現代俳句協会）   

明治～、受賞作品 
• 国際日本文化研究センター  統合検索   

連歌、和歌、俳諧 
• ジャパンナレッジ Lib※ 

＞ 日本古典文学全集 
中国文学 
全文データベース 
• 台灣師大圖書館 寒泉 古典文獻全文檢索資

料庫  
• 全唐詩庫 （鄭州大学） 

西洋文学 
翻訳書誌 
• Index Translationum Search （UNESCO） 
• ameqlist   旧・翻訳作品集成 

全文データベース 
• Project Gutenberg 

文学者 
• Gale's Literary Index  作家人名索引 
• Writers Directory （ British Council ）   

イギリス現代作家 
その他 
• 物語要素事典 

シエーツ, 2005-2011 4冊 
日本文学研究文献要覧 1965-1974(昭和40年
代)- 日外アソシエーツ, 1976- ＊1975以降は

「古典文学」「現代日本文学」に分けて刊行。 
現代日本文芸総覧 / 小田切進 増補改訂 明治

文献資料刊行会, 1992 4冊 
新編国歌大観 角川書店, 1983-1992 20冊 
現代短歌分類辞典 現代短歌分類辞典刊行所, 
1954-1996 219冊 

大沼宜規「日本漢詩翻訳索引」『参考書誌研

究』（75）2011 
中国詩詞翻訳索引 / 相島宏編 金沢文圃閣, 
2015 2冊 
中国学芸大事典 / 近藤春雄著 大修館書店, 
1978 
文淵閣四庫全書電子版 日本語版 デジタル文

化出版, [2005] CD-ROM182枚 
英語年鑑 研究社, 1960- 
明治・大正・昭和翻訳文学目録 / 国立国会図書

館編 風間書房, 1959 
翻訳図書目録 日外アソシエーツ, 1984- 
全集・合集収載翻訳図書目録 日外アソシエー

ツ, 1995- 
翻訳小説全情報 日外アソシエーツ, 1994- 
世界文学総覧シリーズ 日外アソシエーツ 
＊『世界文学全集・内容綜覧』『同 作家名綜

覧』『同 作品名綜覧』『世界文学個人全集内容

綜覧』など。 
イギリス文学案内 野町二、荒井良雄編著 増

補改訂版 朝日出版社, 2002 
＊他に『フランス文学案内』(1996)、『ドイツ

文学案内』(2000) 、『ロシア文学案内』

(1977) 、『アメリカ文学案内』(2008) 
研究文献要覧シリーズ 日外アソシエーツ 
＊『英米文学研究文献要覧』、『フランス語フラ

ンス文学研究文献要覧』、『中国文学研究文献要

覧』、『ドイツ文学研究文献要覧』 

調べ方案内 
• 日本文学に関する文献を探すには（主題書

誌） 
• 外国語・外国文学に関する文献を探すには

（主題書誌） 
• 外国語から日本語に翻訳された文学作品を

探すための書誌・目録 
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https://rnavi.ndl.go.jp/childbook/honyaku.php
https://rnavi.ndl.go.jp/childbook/honyaku.php
http://www.jpf.go.jp/JF_Contents/InformationSearchService?ContentNo=13&SubsystemNo=1&HtmlName=search.html
http://www.j-texts.com/
http://www.haiku-data.jp/
http://search07.nichibun.ac.jp/
http://skqs.lib.ntnu.edu.tw/dragon/
http://skqs.lib.ntnu.edu.tw/dragon/
http://www3.zzu.edu.cn/qts/
http://databases.unesco.org/xtrans/xtra-form.shtml
http://ameqlist.com/
http://www.gutenberg.org/
http://www.galenet.com/servlet/LitIndex
http://literature.britishcouncil.org/writers
http://www.aichi-gakuin.ac.jp/%7Ekamiyama/
http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/post-183.php
http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/post-183.php
http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/post-209.php
http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/post-209.php
http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/post-493.php
http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/post-493.php


• 日本文学の翻訳を調べるには 
• 和歌・俳句の検索 

←集英社世界文学大事典 集英社, 1996-1998 
6 冊 

 
 
レファレンス・ツールをさがすには （公開用人文リンク集にはない項目） 
冊子体をさがす 

 参考図書紹介（リサーチ・ナビ主題書誌デー

タベース） 

 主題書誌（関連文献リスト）を探すには（調

べ方案内） 
 

データベースをさがす 

 人文系データベース構築事例のポータルサ

イト（人文系データベース協議会） 
 カレントアウェアネス・ポータル（国立国

会図書館） 「キーワードから検索（テー

マ）」から、データベース、デジタルアーカ

イブなどで検索 
 
件名・分類 
 Web NDL Authorities（国立国会図書館典

拠データ検索・提供サービス） 
 国立国会図書館分類表 
 NDC Finder（筑波大学大学院図書館情報メ

ディア研究科） 
 
レファレンス事例・パスファインダー 
 調べ方案内 
 レファレンス協同データベース 

日本の参考図書 第 4 版 日本図書館協会, 
2002 ＊←四季版は参考図書紹介に収録 
日本書誌の書誌 総載編・主題編・人物編・社会

科学編 / 天野敬太郎編 巌南堂書店ほか, 1973-
2006 5 冊 
年刊参考図書解説目録 1990-2002 日外アソ

シエーツ, 1994-2003 
書誌年鑑 / 朝倉治彦, 深井人詩共編 日外アソ

シエーツ, 1982- 
レファレンスブックス : 選びかた・使いかた / 
長澤雅男, 石黒祐子共著 新訂版 日本図書館

協会, 2015 
Guide to reference books / edited by Robert 
Balay. 11th ed. American Library Association, 
1996 
The New Walford guide to reference resources 
/ editor-in-chief, Ray Lester. Facet Publishing, 
2005- 
デジタル情報資源の検索 / 高鍬裕樹著 増訂第

5 版 京都図書館情報学研究会 ; 日本図書館協

会 (発売), 2014 
インターネットで文献探索 2013 年版 / 伊藤

民雄著 日本図書館協会, 2013 

 
人文総合情報室の開架レファレンス・ブックを一覧するには 
NDL-OPAC の詳細検索画面の右欄で、「資料種別 図書」「所蔵場所 東京：人文総合情報室」を選んで

検索する。最大表示件数 1000 のため、出版年や本文の言語で絞り込むとよい。 
 
人文リンク集の紹介記事 
 ◇人文リンク集のご紹介～人文総合情報室から～◇ 

メールマガジン『図書館協力ニュース』 レファレンス支援コーナー 2015 年 6 月から隔月連載 
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http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-honbun-101113.php
http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-honbun-101081.php
http://rnavi.ndl.go.jp/sanko/index.php
http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/post-284.php
http://www.jinbun-db.com/database
http://www.jinbun-db.com/database
http://current.ndl.go.jp/
http://id.ndl.go.jp/auth/ndlsh
http://id.ndl.go.jp/auth/ndlsh
http://www.ndl.go.jp/jp/library/data/ndl_ndlc.html%23taiyou
http://inforg.slis.tsukuba.ac.jp/ndcfinder/
http://inforg.slis.tsukuba.ac.jp/ndcfinder/
http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/
https://crd.ndl.go.jp/reference/
http://biblioguide.net/inet2013/


 
 下記サイトで過去の記事が読める。 

当館ウェブサイト>図書館員の方へ>図書館へのお知らせ>連載記事>レファレンス支援コーナー 
 
その他のリンク集（国立国会図書館・国際子ども図書館） 
 政治・法律・行政 関連サイト集 
 地図室 関連サイト集 
 古典籍資料室 関連サイト集 
 音楽・映像資料室 関連サイト集 
 AsiaLinks-アジア関係リンク集- 
 児童書コレクションを有する国内の他機関紹介（ウェブサイト及び OPAC） 
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http://www.ndl.go.jp/jp/library/news/article/support/index.html
https://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/link-3.php
https://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/link-4.php
https://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/link-5.php
https://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/post-182.php
https://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/asialinks.php
http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/opac.php
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