
1/2 

                           法政大学図書館2021年4月改訂 
 

 

 

 

◆請求記号：図書館資料の背に貼られたラベルの番号。 図書館の資料は請求記号順に並べられています。いわば本の住所のようなものです。 

◆DB：データベースは学内のネットワーク環境で利用することができます。ほとんどのデータベースは、VPN接続により学外からも利用可

能です。詳細は法政大学図書館HP（ https://www.hosei.ac.jp/library/ ）「オンライン・データベース」より確認してください。   

 

「源氏物語」を読む、解釈・鑑賞する、先行研究を調べるための

ツールを紹介します。 

OPAC や各種データベースを検索する際には適切なキーワード

が必要です。辞典・事典などから関連キーワードを探しましょう。 

紫式部、光源氏、桐壺、帚木、夢浮橋、源氏物語絵巻、The 

Tale of Genji、Murasaki shikibu 

 

イメージをつかもう 
辞典や事典を引いて概略をつかみましょう。検索キーワードを増

やすのにも役立ちます。 

DB  Japan Knowledge 

「日本大百科全書（ニッポニカ）」「国史大辞典」「日本国語大辞

典」などを調べることができます。 

ストーリーや人物関係の大まかな把握にはマンガも有効です。 

資料情報 配架場所 請求記号 

まろ、ん? : 大掴源氏物語 / 小

泉吉宏. 幻冬舎 , 2002 
市・1F 913.36/KO 

 

「源氏物語」を読もう 
原文・注釈等がついたものは下記で読むことができます。 

資料情報 配架場所 請求記号 

源氏物語/ 柳井滋校注.岩波書

店，2017- 

（新日本古典文学大系） 

市・1F 

 

市・B2F 

多・2F 

 

/岩波文庫黄/15-10:S～

16:S 

913.36/385/1:A～7:A 

/岩波文庫黄/15-10:S～

16:S 

源氏物語/ 柳井滋校注.岩波書

店，2020 

（新日本古典文学大系） 

市・1F 

市・B2F 

多・2F 

/岩波文庫 黄/15-17:S 

913.36/385/8:A 

/岩波文庫黄/15-17:S 

源氏物語 / 石田穣二, 清水好

子校注. 新潮社，1976-1985  

（新潮日本古典集成） 
※市・1Fは2014年出版の新装版 

市・1F 

市・B3F 

多・B2F 

913.36/IS/1～8 

F2b/403/13a～13h 

918/2/13-1～6 

オンラインで読むこともできます。全文検索も可。 

DB  Japan Knowledge 「日本古典文学全集」 

阿部秋生, 秋山 虔, 今井源衛, 鈴木日出男校注・訳. 

（新編 日本古典文学全集） 小学館.  

 

解釈・鑑賞に役立つ図書を探そう 
本文を読むにあたって、初学者向けの事典等を利用したり、入門

書に目を通したりすると理解が深まります。掲載されている参考

文献・引用文献からさらに関連図書を探すこともできます。 

■入門的な事典・ハンドブックを利用する（一例） 

資料情報 配架場所 請求記号 

源氏物語図典 / 秋山虔, 小町谷照

彦編;須貝稔作図. 小学館, 1997 

市・1F 

市・B1F 

多・1F 

913.36/AK 

913.36/130:R 

913.36/15:R 

■入門書を読む（一例） 

資料情報 配架場所 請求記号 

源氏物語への招待 / 今井源衛.  

小学館  , 1992 
市・1F 913.36/IM 

 

■OPACで調べる 

OPAC を使って法政大学の蔵書を調べられます。所蔵館や配架

場所、請求記号を確認しましょう。他館からの取り寄せも可能で

す。 

法政大学図書館HP ≫ OPAC（法政大学蔵書検索） 

http://opac.lib.hosei.ac.jp/ 

 

レポート作成に役立つ図書を探そう 
「源氏物語」はさまざまなテーマ・切り口から研究されています。

与えられた課題に沿った先行研究や図書を探しましょう。 

 

■作中人物ごとの問題点を調べる（一例） 

資料情報 配架場所 請求記号 

 物語を織りなす人  々/ 今井卓

爾 [ほか] 編. 勉誠社, 1991 

（源氏物語講座 2） 

市・1F 

市・B2F 
913.36/IM/2 

913.36/52/2 

人物で読む源氏物語 / 西沢正史

企画・監修 ; 上原作和編集. 

勉誠出版 , 2005-2006 

市・1F 913.36/JI/1～20 

 

■巻ごとの問題点を調べる（一例） 

資料情報 配架場所 請求記号 

講座源氏物語の世界 / 秋山虔[ほ

か]編. 有斐閣 , 1980-1984 

（全9冊） 

市・B3F F2c/646/1～9 

新・源氏物語必携 / 秋山虔編. 学

灯社 , 1997 
市・1F 913.36/AK 

 

 

 

 

                         次頁へ 

キーワード 

「源氏物語」 

調べ方の近道ガイド 

https://www.hosei.ac.jp/library/
http://opac.lib.hosei.ac.jp/
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論文や雑誌記事を探そう 
研究に必要な文献は図書として出版されるほかに雑誌に論文と

して発表されているものがあります。 

雑誌記事・論文を探すには①論文タイトル・掲載雑誌名・巻号を

検索し②OPACで該当雑誌の所蔵を確認します。 

 

■記事索引データベース 

DB 国文学論文目録データベース（国文学研究資料館）  

http://base1.nijl.ac.jp/~rombun/ 

日本文学研究論文の総合目録データベース（明治21年～平成25

年）。日本国内で発表された雑誌紀要単行本（論文集）等に収め

られた論文に関する情報を掲載。 

 

論文・記事情報 

「若紫巻における紫の上の呼称--十種類の呼称が描くもの」 

鵜飼 祐江『東京女子大学紀要論集』59(2),19〜40,2009.3 

「『源氏物語』東屋巻の結婚譚と『白氏文集』「議婚」:「雨夜の

品定め」の裏側の世界」久保 堅一『国語国文』 81(11),  

1～15, 2012.11  

 

その他 参考文献 
○さまざまな源氏絵を見たいとき 

資料情報 配架場所 請求記号 

週刊朝日百科. 週刊絵巻で楽し

む源氏物語五十四帖  / 朝日新

聞出版 , 2011－2013 

市・B3F A7c/1043 

すぐわかる源氏物語の絵画 / 稲

本万里子, 木村朗子, 龍澤彩執

筆. 東京美術 , 2009 

市・1F 

多・2F 
721/IN 

721/IN 

豪華「源氏絵」の世界源氏物語 / 

[学習研究社編. 学習研究社 , 

1999 

市・1F 721/GO:L 

 

○平安時代の人物・出来事 

資料情報 配架場所 請求記号 

平安時代史事典 / 古代学協会, 

古代学研究所編.角川書店, 

1994 

市・B1F 

多・1F 

210.3/333/1:R 

～3:R 

210.3/133/1:R 

～3:R 

 

○ほかの古典文学の概要を知りたいとき 

資料情報 配架場所 請求記号 

日本古典文学大事典 / 大曾根章

介. 明治書院 , 1998 
市・B1F 910/153:R 

和歌文学大辞典 / 『和歌文学大

辞典』編集委員会編. 

古典ライブラリー , 2014 

市・B1F 911.1/180:R 

 

 

 

困ったときは・・・ 
探している図書・雑誌などの資料が本学図書館にない場合は、レ

ファレンスカウンターに相談してください。 

 


