資料の検索法 その１ -図書について広島女学院大学図書館情報サービス係 2017.2

★広島女学院大学ＯＰＡＣで探す

★インターネットで探す … ｢CiNii Books｣ ・ ｢World cat」 「国立国会図書館 ＮＤＬ Ｓｅａｒｃｈ」
発行所
・
著者

＊図書館ＨＰの「情報検索」をクリックして検索する。
出版年鑑 (025 S) 最新号は1Ｆ参考棚 他はＢＦ

Guide to reprints (025 G）

国立国会図書館所蔵明治期刊行図書目録 (029 K)

便利な文庫の総目録 (027 B）

国立国会図書館蔵書目録大正期 (029.1 Kw)

西洋人著者名ﾚﾌｧﾚﾝｽ事典 (280.33/Sei)

帝国図書館和漢図書書名目録 （029.1 K）

★インターネットで探す … Nacsis webcat plus <連想検索>
＊図書館ＨＰの「情報検索」をクリックして検索する。

解題 ・内容

書名
の
読み方

古典

翻訳
・
現代語訳

本の年鑑 Book Page (025 B）

日本語訳中国昔話解題目録(388.2 S)

漢籍解題 (025 K）

料理文献解題(596.03 K)

世界名著大事典-オリジナル新版- (025 S)

Masterplots (903M） (933.1M）…作品のあらすじ

哲学名著解題 （103 S

短編小説12万作品名目録(903.1 N)

仏書解説大辞典(180.3 B)

世界文学あらすじ大事典（903 Sek）

日本史文献解題辞典(210.03 K)

あらすじで読む日本の名著(910.26 Oga)

日本史文献事典(210.031 Kur)

日本文芸鑑賞事典 （910.3 N）

国史文献解説 （210.03 E）

日本のエッセイ8000冊(914.6 N)

フェミニズムの名著50(367.2 E)

現代英米文学鑑賞事典 （930.3 F）

往来物解題辞典(370.9 K)

『○○の本全情報』シリーズ（各分野）

世界名著大事典 難訓索引 (025 S）

日本文学作品名よみかた辞典 （910.3 K)

歌舞伎・浄瑠璃外題よみかた辞典 （774.03 N)

国書読み方辞典 （910.3 U）

近代文学難読作品名辞典 （910.3 K）

中国学芸大事典 総画索引 （920.3 N）

国書総目録 (025 K）

国文学複製翻刻書目総覧 （910.3 I）

古典籍総合目録 (025 K）

日本古典文学大辞典 (910.3 N）

翻訳図書目録 (027 H）

Modern Japanese literature in western
translation (910.3/O)

CD-翻訳図書目録 45/92 芸術・文学編 (027 H）

鑑賞日本古典文学(角川書店) (918 Kan)

Japanese publications in foreign language (027 J）

新編日本古典文学全集(小学館) (918 S)

全集・合集収載翻訳図書目録 (027 Z）

中国古典文学全集 (928 C)

原典現代語訳日本料理秘伝集成 (596.11 N) 3F

国譯漢文大系 (928 KT）

翻訳小説全情報 (903 H）

全譯中国文学体系 (928 Z）

明治・大正・昭和翻訳文学目録 (903.1 K）

最新イギリス文学史年表翻訳書・研究 (930.3 K）

Japanese literature in foreign language (910.3 J）

英米文学翻訳書目 (930.3 K）

Modern Japanese literature in translation (910.3 M）

全集に収録

図書の所在

全集叢書細目総覧 (027 K）

現代日本文学綜覧シリーズ (910.3 G）

全集・叢書総目録 （027 Z）

世界文学綜覧シリーズ (903 S）

海外の図書館の所蔵：Webcat,
広島県内図書館横断検索

資料の検索法 その2 - 雑誌の論文について－
広島女学院大学図書館情報サービス係2017.2
出版年鑑 (025 S）

内容・価格

雑誌・新聞総かたろぐ (027 Z）

Ulrich's International periodicals directory (027 U）

＊日本語の論文をさがす

ＣｉＮｉｉ（サイニ―）<国立情報学研究所>
・日本の論文を探す-ＣｉＮｉｉ Ａｒｔｉｃｌｅｓ：論文データ 1900万件以上、 論文本文 400万件以上
・大学図書館の本を探す-ＣｉＮｉｉ Ｂｏｏｋｓ 学術資料1100万件以上
★インターネットでさがす
＊図書館ＨＰの「情報検索」を
クリックして検索する

・日本の博士論文を探す-ＣｉＮｉｉ Ｄｉｓｓｅｒｔａｔｉｏｎｓ 本文あり
国立国会図書館 ＮＤＬ Ｓｅａｒｃｈ
医中誌 （医学中央雑誌Ｗｅｂ版） <館内限定>
メディカルオンライン <館内限定>
日経ＢＰ記事検索サービス アカデミック版（日経ＢＰ社の雑誌バックナンバー記事） <館内限定>
国文学論文目録データベース
＊英語の論文をさがす

Full Text Finder (電子資料とオープンアクセスの電子資料を一括検索) <館内限定>
Academic Search Complete (全分野) <館内限定>
☆CD-ROMでさがす

国語学・日本語学論説資料索引[CD-ROM版]1964-1993 該当論文があれば、冊子体を見る」)

＊カウンター前のＰＣで検索する。

英語学論説資料索引 [CD-ROM版] 2006-2015 該当論文があれば、冊子体を見る」)

雑誌論文の検索

新編 国歌大観 Ver.2
大宅壮一文庫雑誌記事索引 （027.5 Ｏｙａ）

図書の形態

国語学・日本語学論説資料索引（810.5Ｋ） 1964-1993
英語学論説資料索引 (830.5 Ｅ）2006-2015
英語年鑑 （830.5 Ｅ）
国語年鑑 （810.5 K）
国文学年鑑 （910.3 K）

省略誌名

Periodical title abbreviations : by abbreviation (050 P)
A dictionary of acronyms and abbreviations in library and information science

(010.3 T)

資料の検索法

その3

－ことばと成句－
広島女学院大学図書館情報サービス係 2017.2

ことば
・
語源
・
漢字

世界地名語源辞典３訂版(290.33 A)
市町村名語源辞典改訂版(291.03 M)
科学用語語源辞典 （403 O）
日本料理語源集 （596.11 N）
書体大百科字典 （728.1 I）
日本語の中の武道ことば語源大辞典 （812 N）

日本語になった外国語辞典 （813.7 I）
上方ことば語源辞典(818.03 H))
漢字語源辞典 （821 T）
字統 (822 S）
Morris dictionary of word & phrase origins (832
M)
Oxford dictionary of English etymology (832 O)

日本語百科大事典5版(813 N)

英語の語源事典 （832 U）
Oxford English dictionary (833 O) CD－ROM版は
カウンター
ランダムハウス英和大辞典 （833 S）
季語語源成り立ち辞典(911.307 E)

日本国語大辞典 （813 N）
広辞苑 （813 S）
大漢和辞典 （813.2 D）
漢検四字熟語辞典(813.4 N)

特殊
な

こ
とば

格言
・
引用句
・
諺

単位
・
数
・
量

国連情報検索用語辞典(014.496 Mas)
広説佛教語大辞典 （180.33 N）
日本史用語大辞典 （210.03 N）
有斐閣･法律用語辞典第2版(320.3 H)
写真と絵で分かる手話単語･用語辞典(378.28 Sha)
日本民俗語大辞典 （380.3 I）
給食用語辞典(498.59 Suz)
インテリアコーディネータｰ用語辞典(529.03 I)
最新ビジネス用語英和辞典(330.3 C)
英和和英最新国際ビジネス用語辞典 (670.3 E)
西洋演劇用語辞典 （770.3 H）
古語大辞典 （813.6 K）

外来語辞典 （813.7 A）
隠語辞典集成 （813.9 I）
失われた言葉辞典 （814.03 G）
全国方言辞典 （818 T）
日中外来語辞典(823 S)
和英擬音語・擬態語翻訳辞典 （833 F）
カタカナ英語辞典 （833 K）
時事英語辞典 （833 K）
A dictionary of catch phrases (833 P)
アメリカ俗語辞典 （833.8 L）
古典文学を読むための用語辞典(910.3 N)

日本名句辞典 （159 S）
漢詩漢文名言辞典 （159 S）
キリスト教名句名言事典(190.4 O)
旧約・新訳聖書語句大辞典 （193.03 M）
教育名言辞典(370.3 T)
料理名言辞典 （383.8 H）
日英故事ことわざ辞典 （388.3 J）
四季ことわざ辞典(388.81 T)

英米故事伝説辞典 （388.83 K）
スペイン語ことわざ用法辞典 （388.83 Y）
健康ことわざ辞典 （490.3 D）
国語慣用句大辞典 （814.03 S）
中国古典名言辞典 （823.4 M）
ロングマン英語引用句辞典 （833.4 L）
英米文学名句名言辞典 （930.3 S）
ドイツ名句辞典 （940.3 I）

日本名数辞典 （031.5 A）

量の表現辞典：理工学 （609 T）

数の話題事典 （031.5 U）

英語数量表現辞典 （833 T）

単位の辞典 （403 T）

読史総覧〈度量衡、名数、単位〉 (210.03 K）

A dictionary of acronyms and abbreviations in library and information science 2nd ed. （010.3Ｔ）
略 語

略語大辞典 （503 K）
英語略語辞典(833 H)

資料の検索法 その4－ものと事柄－
広島女学院大学図書館 情報サービス係 2017.2

★ インターネットでさがす ： Japan knowledge
＊図書館ＨＰの「情報検索」をクリックして検索する

☆ ＣＤ－ＲＯＭでさがす ： 世界大百科事典 [第2版ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ版 （030/S）

一般的知識

事物起源

世界大百科事典 （030 S）

西洋思想大事典 （033 S）

ブリタニカ国際大百科事典 （030 B）

フランス百科全書絵引 （035 F）

英文日本大百科事典 （031 N）

Encyclopedia Americana (033 E)

日本大百科全書 （031 N）

Brock Haus Encyclopedia (034 E)

中国大百科全書 (032 Ｃ)

Grand Dictionnaire Encyclopedique (035 L)

話の大事典 （031.4 H）

事物起源辞典 衣食住編 （383 J）

舶来事物起原事典 （031.4 T）

たべもの伝来史 (383.8 A）

中国文化伝来事典 新装版 (031.4 T）

南蛮酒伝来史 （383.8 M）

日本民俗事典 （380.3 O)

統計・調査

各種事典類

ビジュアルデータアトラス （302 B）

アンケート調査年鑑 2002～ （361.9 Ａｎｋ）

官庁統計徹底活用ｶﾞｲﾄﾞ(350.3 K)

アンケート調査の方法 （361.7 T）

世界統計年鑑 （350.9 S）

図解ｱﾝｹｰﾄ調査と統計解析がわかる本(361.9 Sak)

日本統計年鑑 （351.5 N）

食生活データ総合統計年報 （498.5 S）

広島県統計年鑑 （351.57 H）

建築・都市計画のための調査・分析法 改訂版(525Nih)

日本国勢図会 （358 N）

★各分野の年報、白書、報告書等

コンピュータ用語大辞典和英･英和（007.6 K）

食品大百科事典 (498.03 S)

図解世界の宗教大事典 （160.3 Z）

Food & nutrition encyclopedia (498.53 E)

図解キリスト教文化事典 （190.3 L）

食料の百科事典(498.55 I)

キリスト教を知る事典(190.3 T)

英文ビジネスレター文例大辞典 （670.9 T）

人権百科事典(316.03 L)

ニュースポーツ事典 （780.3 K）

部落問題・人権事典 (316.36 B)

Concise encyclopedia of sociolinguistics (801 M)

Encyclopedia of marriage and the family
(367.03 L)

図説ファンタジー百科事典 (903 P)

子ども虐待問題事典（367.6 Cla）

イメージシンボル事典 （903 D）

障害児教育大事典 （378.03 M）

日本古典文学研究史大事典 （910.3 N）

聖書植物図鑑カラー版 （193.04 O）

各種図鑑類

原色食品衛生図鑑三訂 （499.55 H）

世界服飾文化史図鑑 （383.1 R）

服飾図鑑 改訂版 (593.038 Fuk) 3F

世界食文化図鑑(383.8 W)

料理法つき魚貝図鑑 （596.03 T）

APG原色牧野植物大図鑑 (470.38 APG)

花色図鑑(627.038 D)

世界大博物図鑑 (480.3 A)

世界遺産ふしぎ探検大図鑑(709.03 S)

心と体をいやす食材図鑑(492.6 U)

世界言語文化図鑑 （802.03 C） 2F

資料の検索法 その5 －ときと歴史－
広島女学院大学図書館 情報サービス係 2017.2

出来事
・
用語

明治ニュース事典 (071 M 1-8）

日本史用語大事典 （210.03 T）

大正ニュース事典 (071 T 1-7）

平安時代史事典 （210.3 H 1-3）

昭和ニュース事典 （071 S 1-8）

日本歴史大辞典 (210.3 N 1-4)

｢平凡社｣日本史事典 （210.03 H）

中世史用語事典 （210.4 S）

国史大辞典 （210.03 K 1-15）

見る読むわかる日本の歴史：原始･･･現代まで(210.1N)

日本史総覧 （210.03 N）
日本
の歴
史と
その
流れ

年表

年表で見るモノの歴史事典 （031.4 N)

日本史分類年表 (210.3 N)

日本史総合年表 (210.03 K)

近代日本総合年表 4版 (210.3 N)

読める年表･日本史改訂8版 (210.032 Yom)

対外関係史総合年表 (210.03 T)

発掘調査資料による日本史先史年表 (210.2 N)

各種歴史的
情報

出来事
・
用語

日本古墳大辞典 (210.02 N)

新版郷土史辞典 (210.03 O)

藩史大事典 (210.03 H 1-8)

国史大系書目解題 (210.08 K 1-2)

日本史文献解題事典 (210.03 K)

有職故実大辞典 (210.09 S)

日本歴史地図 (210.03 N)

我が国の教育統計:明治･大正･昭和･平成 (370.59 M)

世界歴史事典 (203 S 1-10)

西洋世界の歴史 (230 K)

世界史事典 新版 (203 Y)

西洋中世史事典 (230.4 L)

20世紀全記録:chronic 1900-1986 (209.7 N)

英米史辞典 (233.03 M)

アジア歴史事典 (220.3 A 1-10)

フランス革命事典 (235 F )

ビジュアル世界史アジア･アフリカ事典 (220.3Y)

世界
の歴
史と
その
流れ

年表

各種歴史的
情報

世界史大年表 (203 A)

パノラマ世界の歴史 (209 F)

日本欧米比較情報文化年表 (203 K)

ジャンル別20世紀グローバル年表 (209.7 B)

世界史大年表ｰトピック&エピソード (203 T)

20世紀年表 (209.7 N)

Atlas of world history (203 B)

朝鮮･韓国近現代史事典 (221 K)

マクミラン新編 世界歴史統計 (203 M 1-3)

中国学レファレンス事典 (222.03 H)

歴史学事典 (203 R 1-9)

岩波イスラーム辞典 (226 O)

三省堂 世界歴史地図 (203 Y)

ケルト事典 (230.3 M)

第2次世界大戦事典 (209.7 Y)

古代エジプト百科事典 (242.03 S)
インカ帝国歴史図鑑 (268 L)

資料の検索法 その6 －ところと地理－
広島女学院大学図書館 情報サービス係 2017.2

地名

過去
の
場所

Cambridge dictionary of English place-name
(293.3 Wat)

世界地名語源辞典 3訂版(290.33 A)

角川 日本地名大辞典 （210.03 N ）

消えた市町村名辞典(291.03Ｃ)

外国地名由来辞典 （290.3 H）

全国地名読みがな辞典 （291.03 N）

世界地名大事典 （290.33 Sek）

日本列島大地図館 （291.038 N）

コンサイス 外国地名事典第３版（290.3 S）

日本分県地図地名総覧 （291.038 N）

世界地名情報事典 (290.3 T)

地名用語語源辞典（291.3 K）

地名語源辞典 （290.3 Y）

アメリカの地名 （295 K）

聖書歴史地図 （193.02 P）

日本古代地名事典 (291.03 Y)

世界考古学大図典 （202.5 S）

江戸方角案見図 （291.038 A）

三省堂 世界歴史地図 （203 V）

中国・四国の市街古図 （291.038 H）

日本歴史地名大系 （210.08 N）

日本古地図集成 (291.038 N )

沖縄歴史地図 （210.03 O）

大江戸絵図集成 （291.038 O）

大日本読史地図 （210.03 Y）

大和古代地名辞典 (291.6 N)

ヨーロッパ歴史地図 （230 A）
世界地図 (290.38 K)
現在
の
場所

Premium atlas (ﾌﾟﾚﾐｱﾑ ｱﾄﾗｽ) (290.38 Pre)

イギリス歴史地名辞典 歴史地名編 （293.3 M）
新日本分県地図 （291.038 N）
日本地図帖:平凡社版 (291.038 N) A4版

世界大地図館 （290.38 S）

総合学習に役立つみんなの世界遺産 （709 S）

Times comprehensive atlas ｏｆ the world

住宅地図 （291.038 J）

13th ed. （291.038Ｊ）

朝鮮を知る事典 新訂増補 （221 C）

中国地理大百科 （292.2 C）

南アジアを知る事典 (225 M)

World encyclopedia of cities:North America (295 K)

風俗

ロシア・ソ連を知る事典 （238 R）

太平洋諸島百科事典（297 T）

・

東欧を知る事典 (239.033/Too)

現代フランス情報辞典 （302.3 K）

図説大百科 世界の地理（290.8 Z ）

早分かり韓国を知る事典 (302.2 K)

江戸名所風俗図会 （291.02 N ）

日本民俗地図 （380.8 N)

沖縄を深く知る事典 (291.99 O)

英国を知る辞典 （382.3 R）

風土

事典 東南アジア:風土･生態･環境 (292 K)
文学上の地名
世界文学にみる架空地名大事典 （903 M）
文学上
の
歴史

Literary gazetteer of England (930.3 E)

江戸文学地名辞典 （910.3 E）

Literary landscapes of the British isles (930.3 D)

日本古代文学地名索引 （910.3 K）

Literary atlas & gazetteer of British isles (930.3 H)

日本文学地名大辞典 (910.3 N )

イギリス文学地名辞典 (930.3 S)

資料の検索法

その7

－人と機関－
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過去
の
人物

聖書人名事典 （193.03/C）

日本古代人名辞典 （281.03 N）

世界伝記大事典 （280.3 S）

公卿辞典 （281.03 Y）

来日西洋人名辞典 （280.3 T）

海を越えた日本人名事典 新訂増補 （281.03Ｔｏｍ）

世界女性人名辞典 （280.33/Ugl）

鎌倉・室町人名事典 （281.03 Y）

江戸幕臣人名事典 （281.03 K）

戦国大名系譜人名事典 （281.03 Y）

Biographical dictionary of Japanese history
(281.03 B)

図説明治人物事典 (281.03 Y）

国書人名辞典 （281.03 K）

日本史諸家系図人名辞典 (288.033 Nih)

日本史の中の女性逸話事典 (281.03 N)
現代人名情報事典 （280.3 G）

新訂現代日本女性人名録 （281.03 G）

現代外国人名録 （280.3 G）

現代韓国人名録 (282.03 G)

20世紀西洋人名辞典 （280.3 N）

ベトナム人名人物事典 (282.03 N)

著作権台帳 （281.03 C）

Who's who in the World (280.3 W)

名数人名事典 (281.03 N)

Who's who in France (280.3 W)

新訂現代日本人名録 新訂（281.3 G）

Writers dictionary (280.3 W)

歴史資料保存機関総覧 （060 C）

音楽家人名事典新訂第3版 (762.8 O)

学会名鑑 (060 G)

歌舞伎人名事典新訂増補 (774.03 N)

博物館・情報検索事典 （069 H）

Contemporary authors v.271-303 E-Book (903 C)

・

キリスト教現代人名辞典 (190.3 C）

新訂最新海外作家事典 （903 K）

人

研究者・研究課題総覧 （281.03 G）

作家･小説家人名事典新訂 (910.3 N)

・

現代翻訳者事典 （281.03 G）

和歌･俳諧史人名事典 (911.03 N)

中国人名事典 古代から現代まで （282.03 C）

和歌人名事典新訂第2版 (911.03 S)

ベトナム人名人物事典 (282.03 N)

American woman writers (930.3 A)

科学者人名事典 （403 D）

Dictionary of literry biography (930.3D)

現代
の
人物

専門分野

機関

美術家索引 （703 B）

架空人物

人名の読み

神話・伝承事典 （162.03 W）

架空人物辞典 欧米編 （903 K）

日本架空伝承人名事典 (281.03 N)

世界・日本児童文学登場人物辞典 （909.03 S）

日本伝奇伝説大事典 （388.1 I）

架空人物辞典 日本編 （910.3 K）

欧米文芸登場人物事典 （903 A）

日本文学作品人名事典 （910.3 Y）

人名よみかた辞典 （281.03 J）

名前から引く人名辞典 （281.03 N）

国立国会図書館著者名典拠録 （281.03 K）

歴史人名よみかた辞典 （281.03 R）

その他（個人名）書誌

日本の苗字おもしろ百科事典 (288.03 N)

法人・機関各略称辞典 （060 N）
略称

A dictionary of acronyms and abbreviations in library and information science (010.3 T)

書誌 他

人物記念館事典 新訂 (069 J）

人物文献目録 日本人編 (280.3 J）

伝記・評伝全情報 （280.3 D）

人物文献目録 外国人編 （280.3 J）
人物書誌大系 （280.3 J）

資料の検索法 その8 －新聞・報道－
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★インターネットで調べる
①G-Search <館内限定> (要パスワード)
②聞蔵Ⅱ<館内限定> (パスワード不要 同時アクセス1)
■

聞蔵Ⅱで検索できるもの
・朝日新聞(1985～)・週刊朝日・ＡＥＲＡ 全文記事データベース
・朝日新聞縮刷版 (1945-1999) 全文記事データベース
・現代用語事典 知恵蔵 (最新版を更新)

新聞記事

現物：日刊紙 （朝日新聞、毎日新聞、読売新聞、日本経済新聞、中国新聞）・英字新聞など
縮刷版・マイクロ版など：
・朝日新聞 ＜縮刷版＞ (071 A) 1940-1995
・中国新聞 ＜縮刷版＞ (071 C) 1966-1975
・中国新聞項目別記事索引 (071 CS) 1975-1998
・中国新聞 <マイクロ版 > (071 C) 1975-1990

切抜き速報 ：
・月刊女性情報 1998-2017+
・教育版 1997-2017+
・食と生活版 2006-2017+
・生活と科学版 1986-2006
月刊 新聞ダイジェスト 1994-2017+

過去の記事
（1年間）

情報メディア白書 （007.05 J）1995-2016+

環境白書 （519.5 K） ～2016+

中国年鑑 （059.2 C ）1994-2015

英語年鑑（830.5 E）1960-2016+

キリスト教年鑑 （190.5 C） ～2015+
天文年鑑 （440.3 T）

文藝年鑑(910.5 B) 1923-2016+

幕末明治新聞全集 （027 K）
過去の記事

明治ニュース事典 （071 M）
大正ニュース事典 （071 M）
昭和ニュース事典 （071 M）
現代新聞批判 （071 G） 2F貴重本コーナー

