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                           法政大学図書館2016年1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（ 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。 

 

多文化主義, 大衆文化, 若者文化, 食文化, 芸術, 音楽, 

映画, ミュージカル, 文化戦争, 黒人, 奴隷制度, 

WASP,ジェンダー, フェミニズム,リベラル  

※適宜【アメリカ】という言葉を組み合わせて使う 

 

イメージをつかもう 
 

▷ 「アメリカ文化とは？」 

辞書や辞典を引いて概略をつかみましょう。研究テーマを

見つけたり検索キーワードを増やすのにも役立ちます。 

（一例） 

資料情報 配架場所 請求記号 

事典現代のアメリカ / 小田隆

裕編． 大修館書店， 2004 

市・B1F参考 

多・1F参考 
295.3/10//R 

295.3/11//R 

アメリカを知る事典 / 荒この

み監修．平凡社，2012 

市・B1F参考 

多・1F参考 
302.53/2/3/R 

295/1/3/R 

 

DB  Japan Knowledge 

「日本大百科全書」などをオンラインで調べることもでき

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、請求記号についている

分類番号を参考にしましょう。 

 

分類番号 分野 

253 アメリカ合衆国の歴史 

302.5 
北アメリカの政治・経済・社

会・文化事情 

312.5 北アメリカの政治史・事情 

361.5 文化社会学 

380 風俗習慣・民俗学 

分類番号 分野 

760 音楽 

770 演劇 

778 映画 

930 英米文学 

■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/ 

 

■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。（一例） 

資料情報 配架場所 請求記号 

アメリカ文化のサプリメント : 

多面国家のイメージと現実 / 

森岡裕一著．大阪大学出版会．

2014 

市・1F 

 
253/MO  

 

アメリカ文化 55 のキーワード 

/ 笹田直人, 野田研一, 山里勝

己編著．ミネルヴァ書房．2013 

市・1F 

多・2F 
253/SA 

253/SA 

アメリカ文化入門 / 杉野健太

郎編．三修社 ， 2010 

市・1F 

多・2F 
302.5/SU 

302.5/SU 

早わかりアメリカ : 歴史が見

える文化が読める / 池田智他

編．日本実業出版社 , 2009 

市・1F 

多・2F 
302.5/IK 

302.5/IK 

アメリカの歴史と文化 / 遠藤

泰生編著．放送大学教育振興

会 , 2008 

市・1F 

多・2F 
253/EN 

253/EN 

アメリカ文化史入門 : 植民地

時代から現代まで / 亀井俊介

編．昭和堂, 2006 

市・1F 

多・2F 
253/KA 

253/KA 

 

■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。 

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、本学に無いものに限り、図書館相互協力により

図書の貸借が可能です。 

アメリカ文化 

調べ方の近道ガイド 

http://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、図書以外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  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。 

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 

「アメリカの音楽文化に関する史的視座 : 理論的枠組の

構築に向けて」高橋和雅，『専修史学』 55，63-96，2013 

「女工,お針子,家庭裁縫 -19 世紀アメリカのファッショ

ン文化における女性-」平芳裕子，『神戸大学大学院人間発

達環境学研究科研究紀要』7(1)，43-50，2013 

「横浜アメリカ文化センター所蔵資料と設置者の意図」 

石原眞理，『日本図書館情報学会誌』 56(1)，17-33、2010 

「「アメリカの世紀」とアメリカ文化（＜特集＞アメリカ

の100年：政治・経済・文化：立教大学アメリカ研究所設

立 60 周年記念連続講演会）」亀井俊介，『立教アメリカ

ン・スタディーズ』23，67-81，2001 

 

■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） 

資料情報 配架場所 請求記号 

『アメリカ研究』 

アメリカ学会 

市B1F･B3F 

多1F･4F 

A7a/813 

A7a/963 

A7a/513 

『アメリカ文学研究』 

日本アメリカ文学会 
市B1F･B3F A7c/826 

『アメリカ演劇』全国アメリ

カ演劇研究者会議 

市B1F･B3F 

多1F･4F 
A7c/824 

A7c/760 

『Dance Magazine』

DANAD 
市B1F･B3F A7c/158 

『The New republic 』 

Republic Publishing  

市B1F･B4F 

多1F･4F 
A7a/135 

A7f/249 

 
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。 

■新聞記事データベース 

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 

聞蔵
きくぞう

IIビジュアル  朝日新聞 1879－ 

ヨミダス歴史館 読売新聞 1874－ 

日経テレコン21 日本経済新聞 1876－1961,1975－ 

毎索
まいさく

 毎日新聞 1872－ 

LexisNexis Academic 世界各国の主要新聞記事 

Pro Quest 

New York Times 
New York 

Times 
1851－ 

 

関連サイトの紹介 
 

アメリカ大使館広報「About USA」（日本語） 

http://aboutusa.japan.usembassy.gov/jusaj-main.html 

文化・科学・教育などの情報、大統領スピーチ原稿など 

 

専門書や海外の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） 

資料情報 配架場所 請求記号 

北米先住民族の文化と主権 /松井健

一著．筑波大学出版会，2013 

市・B2F 

多・B1F 
389.5/11 

389.5/32 

アメリカにおける多文化的歴史カリ

キュラム/桐谷正信著．東信堂，2012 
市・B2F 375.3/85  

エスニック・アメリカ : 多文化社会

における共生の模索 第3版/ 明石紀

雄, 飯野正子著．有斐閣，2011 

市・1F 

多・2F 

小・3F 

316/AK 
316/AK 

I316.8/A32//H 

アメリカ文化の問題史的考察/風丸

良彦 [著]．若草書房，2011 

市・1F 

多・2F 

253/KA 

253/KA 

 

DB EBSCO host 

アメリカで最も権威ある文学学会MLAのデータベースを搭載して

います。PDF全文や簡易翻訳付のHTML全文、朗読機能のある論

文・記事もあり、語学学習にも活用できます。 

DB Web of Science 

 アメリカの大手出版社トムソンロイター提供。自然・社会科学系

雑誌記事情報が豊富です。同社によるインパクトファクターは引用

数表示や先行・後発文献探しに便利です 

 

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。 


