法政大学図書館 2021 年 4 月改訂

調べ方の近道ガイド

江戸幕府
◆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（ http://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。

キーワード
▷ 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。辞書・辞典などから関連キーワードを
探しましょう。

分類番号

分野

210

日本史

215

近世史

322

法制史

■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/

徳川、家康、慶喜、将軍、大名、幕藩体制、参勤交代、
鎖国、開国、大奥、大政奉還、桜田門外の変、井伊直弼、
武家諸法度、石高制、安政の大獄、元禄文化、明治維新

イメージをつかもう
▷ 「江戸幕府とは？」
辞書や辞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。
（一例）

■入門書を読んでみよう
入門書に掲載されている参考文献・引用文献から関連図書
を探すこともできます。

資料情報

配架場所

請求記号

江戸幕府大事典 / 大石学編，
吉川弘文館，2009

市: B1F 参考
多: 1F 参考

210.5/938:R
210.5/398:R

徳川歴代将軍事典 / 大石学
編，吉川弘文館，2013

市: B2F 参考

288/255:R

徳川家康 / 藤井讓治著 ; 日本歴史
学会編集，吉川弘文館，2020

市・1F
多・B1F

280/JI/300
289.1/1670

藩史大事典 / 木村礎, 藤野保,
村上直編，雄山閣出版，
1988-1990

市: B1F 参考
多: 1F 参考

210.5/67/1~:R
210.5/43/1~:R

徳川幕府領の形成と展開 / 和泉清
司著，同成社，2011

市・1F
多・B1F

215/DO/28
210.5/416

江戸時代生活文化事典 / 長友
千代治編著，勉誠出版，2018

市: B1F 参考

382.1/134/1:R
382.1/134/2:R

幕末政治と開国 : 明治維新への胎
動 / 奥田晴樹著，勉誠出版，2018

市・1F

215/OK

輪切りの江戸文化史 : この一年に
何が起こったか? / 鈴木健一編，勉
誠出版，2018

市・B2F

210.5/1073

（一例）
資料情報

DB Japan Knowledge
「日本国語大辞典」
「国史大辞典」などをオンラインで調べ
ることもできます。

配架場所

請求記号

■国内で出版されている図書を探す
DB BOOKPLUS
昭和元年から現在までに出版された約 400 万件の本の情報
を検索できます。

図書を探そう
■直接本棚に行って探す
図書は NDC（日本十進分類法）の順に並んでいます。
直接図書館の本棚を探す場合には、分類番号をメモして行
きましょう。

DB CiNii Books
全国の 1,200 以上の大学図書館等が所蔵する図書の情報を
検索できます。
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論文や雑誌記事を探そう

■データベース
キーワードや日付から検索して本文を読むことができます。
データベース
新聞
収録期間

▷ 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。

き くぞう

市 B1F･B3F
多 1F･4F

A7d/16
A7d/16

『歴史評論』歴史科学協議会

市 B1F･B3F
多 1F･4F

A7d/6
A7d/3

『歴史学研究』歴史学研究会

市 B1F･B3F
多 1F･4F

毎日新聞

1872－

▷ 「国立国会図書館デジタルコレクション（古典籍資料）
」
https://dl.ndl.go.jp/search/detail?searchConditionParameter=&d
etailSearchTypeNo=T2

国立国会図書館所蔵の錦絵が公開されています。対象欄の
「錦絵」を選択し、階層欄の「巻号を除く」のチェックを
外して検索してください。

請求記号

『日本歴史』日本歴史学会

1874－

▷ 「データベースれきはく」
https://www.rekihaku.ac.jp/education_research/gallery/da
tabase/index.html
国立歴史民俗博物館のデータベース集。日本の歴史・文化
に関する資料を検索することができます。

■専門雑誌を探す
気に入った論文・記事が掲載されている専門雑誌が見つか
ったら、通覧してみるのも一つの方法です。
（一例）

A7d/18
A7d/1

読売新聞

▷ 「東京大学史料編纂所データベース SHIPS」
http://wwwap.hi.u-tokyo.ac.jp/ships/db.html
古代から明治維新期に至る前近代日本史史料に関する研究
所。国内外に所在する各種史料の蒐集と分析を行い、これ
を史料集として編纂・公開しています。

「吉宗政権の犬政策」根崎光男『人間環境論集』法政大学
人間環境学会 16(2), 158-133, 2016-01，2016

市 B1F･B3F
多 1F･4F

ヨミダス歴史館

関連サイトの紹介

「江戸における公儀地の論理」松本剣志郎『法政史学』法
政史学 (88), 1-26, 2017-09，2017

『史學雜誌』史学会

1879－

毎索

DB MAGAZINEPLUS
一般雑誌から学術雑誌まで、各種雑誌記事の情報を検索で
きます。
（一例）
論文・記事情報

配架場所

朝日新聞

まいさく

■記事索引データベース
DB CiNii Articles
学術論文や雑誌記事の情報を検索できます。一部の論文は
本文を PDF で見られます。

資料情報

聞蔵II ビジュアル

専門的な情報を探してみよう
▷ さらにテーマを掘り下げるために専門書や関連分野の資
料を探してみましょう。
（一例）

A7d/5
A7d/2

新聞記事を探そう
▷ 社会的な出来事や事件・事故など、時間の流れを追って
調査できます。過去の社会の様子を知るのにも有効です。

資料情報

配架場所

請求記号

幕末維新史事典 / 神谷次郎, 安
岡昭男編集．新人物往来社，
1983

市・B1F 参考
多・1F 参考

210.6/158:R
210.6/242:R

国史大辞典 / 国史大辞典編集委
員会編，吉川弘文館，1979-1997

市・B1F 参考
市・B2F 参考
多・1F 参考

210/137/1a~:R
210/137/1~:R
210/24/1:R

論集幕藩体制史 第 1 期第 1 巻～
11 巻 / 藤野保編，雄山閣出版，
1993-1996

市・B2F

210.5/198/1-1～

困ったときは・・・

■原紙／縮刷版
館内の新聞コーナーにあります。縮刷版は現物の新聞をそ
のまま縮小して印刷したものです。巻頭の索引を使うと関
連するテーマの新聞記事が検索できます。

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。
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