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夏目漱石について調べる
作家「夏目漱石」に関する資料や情報の集め方を案内します。
「夏目漱石の書いた作品を探している」「夏目漱石について書かれている本を探してい
る」など、作品や人物について調べたい方におすすめです。
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キーワード
オンライン目録（OPAC）や各種データベースを検索する際に利用するキーワードの例です。

「夏目漱石」「夏目金之助」「夏目漱石の作品名」
「松岡譲」

入門的な情報源
そもそも「夏目漱石」って、誰？作家についての基本情報が分からない場合は、人名事典
や百科事典などを調べてみましょう。経歴や作品の情報が分かります。
＜図書館で所蔵している事典（一例）＞

資料情報（書誌情報）
『人物レファレンス事典 文芸篇』
日外アソシエーツ株式会社／編 2010

請求記号

（＊探している人物がどんな事典に載っているか分かります。
）

『日本人名大事典』 平凡社 1990
『作家・小説家人名事典』新訂
日外アソシエーツ株式会社／編 2002

配置場所

SK／281.0／ジ
（121454375）
SK／281.0／ニ
SK／910.2／サ
（120792866）

中央館参考
辞書・事典
コーナー

図書を探す
●図書館内の所蔵を探す
○テーマ（ジャンル）の棚に行って探す
図書には 1 冊ずつ、小説やエッセイなど「テーマ」や「ジャンル」を表す分類番号が
付いていて、この番号順に書架に並んでいます。
＜「夏目漱石」関連の分類番号＞
910.2
918.6

日本文学史
作家論
作品集
（全集 選集）

913.6

小説 物語
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914.6

評論 エッセイ
随筆

○OPAC で調べる
オンライン目録（ＯＰＡＣ）で図書館の蔵書を調べることができます。資料の所蔵の有
無、配架場所、請求記号がわかります。
＜図書館で所蔵している図書（一例）＞

資料情報（書誌情報）
『夏目漱石』（岩波新書）
十川 信介／著 岩波書店 2016.11
『夏目漱石博物館』
石崎 等／著 中山 繁信／著 彰国社
『夏目漱石の世界』（別冊太陽）
平凡社 2015.8

請求記号

2016.6

Z／910.2／ナ
（113396246）
913.6／ナ
（113826275）
913.6／ナ
（113342893）

配置場所
中央館一般
コーナー

●国内で刊行されている図書を探す
○「NDL-OPAC」

インターネット http://opac.ndl.go.jp/

国立国会図書館の蔵書目録。国内で刊行されている図書や雑誌が検索できます。
○「Books.or.jp」 インターネット http://www.books.or.jp/
国内で発行された入手可能な書籍が検索できます。出版社のホームページやオンライン
書店へのリンクもあり。

雑誌・新聞の記事を探す
●雑誌記事の探し方
○ 記事索引データベース
1 「国立国会図書館雑誌記事索引」（NDL-OPAC） インターネット

http://opac.ndl.go.jp/

国内で刊行された学術雑誌、紀要を中心に人文科学･社会科学・自然科学の記事情報
が検索可能。
2 「CiNii(サイニイ)Articles 日本の論文をさがす」 インターネット

http://ci.nii.ac.jp/

学協会刊行物・大学研究紀要などの学術論文情報を検索可能。
＜こんな雑誌記事が検索できます＞

記事情報
「夏目漱石「没後 100 年」特別座談会「漱石の孫」が語り尽くす！半藤末利子×半藤
一利×保阪正康」 サンデー毎日 95（43）ｐ145-149 2016-10-09 毎日新聞出版
依田詩穂里「夏目漱石研究：
『心』を中心に」
日本文学ノート（51）＝73 宮城学院女子大学日本文学会［編］ｐ58-71 2016.7

●新聞記事の探し方
○新聞の縮刷版で探す
縮刷版は現物の新聞をそのまま縮小して冊子体にしたもので、巻頭の索引を使うと関
連するテーマの新聞記事を探すことができます。
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＜図書館で所蔵している主な縮刷版新聞＞
新聞名

配置場所
中央館 １階書庫
中央館 ３階書庫
中央館 ３階書庫

朝日新聞 縮刷版
新潟日報 縮刷版
日本経済新聞 縮刷版

＊所蔵している年代は配置場所の図書館に直接お問い合わせください。
○データベース
探しているテーマの新聞記事を、テーマ・キーワード・日付等から検索して全文を読む
ことができます。
＜図書館で利用できるデータベース＞
データベース

新聞
朝日新聞
新潟日報社
日本経済新聞

聞蔵Ⅱ
新潟日報データベース
日経テレコン２１

収録期間
1985 年～ ＊１
2004 年４月～ 一部記事を除く
1975 年～ ＊２

＊１…朝日新聞記事、戦後紙面データベース（1945 年～1984 年の朝日新聞紙面）を収録
＊２…日本経済新聞・日経産業新聞・日経流通新聞・日本金融新聞記事を収録

＜こんな新聞記事が検索できます＞
記事情報
「漱石自筆のリスニング問題見つかる 熊本【西部】
」
朝日新聞 １総合面 2016 年 12 月 20 日 朝刊
「漱石の書簡長岡市へ 交流あった山古志の教育者 子孫が寄贈
新潟日報 2011 年 6 月 11 日 朝刊 特集 8-12 版 36 頁
「漱石、教え子を励ます書簡、虚子に小説の掲載掛け合う。」
日本経済新聞 34 ページ 2016 年 11 月 27 日 朝刊

９月一般公開」

専門的な事典
更に深くテーマを掘り下げるには専門事典などの情報源が役立ちます。

資料情報（書誌情報）
『夏目漱石事典』平岡敏夫／ほか編

請求記号

勉誠出版

2000

『現代日本執筆者大事典』（全 5 巻）佃実夫／ほか編
日外アソシエーツ 1978～1980
『日本人物文献目録』 平凡社
法政大学文学部史学研究室／編 1974

SK／910.2／ナ
（120906045）
281.0／ゲ
SK／281.03／ニ
（121069561）

配置場所
中央館参考
辞書・事典
コーナー
中央館
３階書庫
中央館
３階書庫

インターネットで調べる
キーワードを参考に、手がかりとなる単語やカテゴリーから関連サイトを検索しましょう。

●代表的なサーチエンジン
○「Yahoo!」 http://www.yahoo.co.jp/
ディレクトリ型＝情報を人の手で分野分けして提供。
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○「Google」 http://www.google.co.jp/
独自方式＝リンクを利用したページ分析による重要度判定を検索結果に反映。

●関連サイトの紹介
○「県立神奈川近代文学館所蔵 Web 版 夏目漱石デジタル文学館」
http://www.kanabun.or.jp/souseki/index.html
所蔵の夏目漱石資料をデジタル画像で紹介。
○「新宿区立漱石山房記念館」 ＊平成 29 年 9 月 24 日開館
http://soseki-museum.jp/

類縁機関
●類縁機関の紹介
○「国立国会図書館」 http://opac.ndl.go.jp/
〒100-8924 千代田区永田町 1-10-1 電話：03-3581-2331（代）

図書館にない資料を入手するには
●所蔵している図書館を調べる
○「新潟県立図書館」 http://www.pref-lib.niigata.niigata.jp/
県内の図書館で所蔵する図書の横断検索ができます。所蔵がある場合、お近くの公共
図書館を通じて借りることができます。
○「国立国会図書館サーチ」 http://iss.ndl.go.jp/
国立国会図書館をはじめ、全国の公共図書館、学術研究機関等が所蔵する図書・雑誌の
総合目録データベース。

●文献複写／相互貸借／購入を依頼する。
探している資料が図書館にない場合は以下のサービスが利用できます。
（＊長岡市に在住・在勤・在学の方のみ利用可能。
）
○文献複写・相互貸借
国立国会図書館・他図書館等の類縁機関の資料の複写・借り出しができます。相互貸借
申込み用紙に記入の上申し込んでください。
○購入依頼
購入してほしい本がある場合は、リクエストカードに記入して下さい。
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