№９
作成：平成 29 年 3 月 長岡市立中央図書館

常在戦場

越後長岡藩を調べよう

長岡藩は元和４年（1618）から慶応４年（1868）まで続きました。「常在戦場」
を藩風に掲げた牧野氏長岡藩の歴史をひも解いてみましょう。
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。

長岡藩／牧野氏／堀直竒／長岡城／牧野忠成／牧野忠辰／牧野忠精

入門的な情報源
そもそも、
「長岡藩」って、何？言葉の意味やテーマの意味が不明確な場合は「キーワード」
を手がかりに百科事典、用語事典を引いてみましょう。
＜図書館で所蔵している図書（一例）＞

資料情報（書誌情報）
『新潟県大百科事典 上・下・別巻』新潟日報事業社／
編 新潟日報事業社 1977 年
『新潟県県民百科事典』野島出版編集部／編 野島出版
1977 年
『角川日本地名大辞典 15 新潟県』
「角川日本地名大辞
典」編纂委員会／編 角川書店 1989 年
『日本歴史地名体系 15 新潟県の地名』平凡社 1986
年

長岡の歴史なら

請求記号

配置場所

N030 ニ
N030 ニ

郷土コーナー
郷土コーナー

SK291.0 カ
N253 ニ
SK291.0 ニ
N253 ニ

参考コーナー
郷土コーナー
参考コーナー
郷土コーナー

まずこれ！

長岡の歴史を調べるうえで欠かせない基本的な資料です。

資料情報（書誌情報）
請求記号
『長岡市史 通史編』上・下 資料編（1）～（5）
長 NH210.0 ナ
岡市／編 長岡市
『長岡歴史事典』長岡市 2004 年
NH210 ナ
『ふるさと長岡のあゆみ』ふるさと長岡のあゆみ編集委 NH210 フ
員会／編
長岡市役所 1986 年

配置場所
郷土コーナー

郷土コーナー
郷土コーナー

図書を探す
●図書館内の所蔵を探す
○テーマの棚に行って探す
図書には 1 冊毎にテーマ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
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ます。
＜関連分野の分類記号＞
一般・参考コーナー
郷土コーナー

214.1

新潟県－歴史

291.4

新潟

N210

長岡市の歴史

N281.1

牧野氏

N212

長岡市の歴史（時代別）

N526

長岡城

○OPAC で調べる
オンライン目録（ＯＰＡＣ）で長岡市立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）
『長岡市史双書 長岡藩政資料集（1）～（6）
』長
岡市史編集委員会／編 長岡市
『長岡市史双書 長岡城之面影－長岡城下年中行
事－』長岡市史編集委員会／編 長岡市
『越後長岡藩の研究』本山 幸一／著 高志書院
2007 年

請求記号

配置場所

NH219 ナ

郷土コーナー

NH219 ナ

郷土コーナー

NH212 モ

郷土コーナー

『長岡藩』稲川 明雄／著 現代書館 2004 年
『長岡築城物語』稲川 明雄／著 長岡新聞社 2014 年

NH212 イ
N526 イ

郷土コーナー
郷土コーナー

『長岡城を歩く』青柳 孝司／著
2004 年

N526 ア

郷土コーナー

新潟日報事業社

●国内で刊行されている図書を探す
○「NDL-OPAC」

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る。
○「CiNii Books」
http://ci.nii.ac.jp/books/
明治以前の図書から新刊書まで日本語の図書・雑誌が探せる。所蔵している図書館も表
示される。
ある。

郷土の定期刊行物から探す
○『長岡郷土史』を探す
長岡郷土史研究会が年１回発行している『長岡郷土史』では、長岡の歴史に関する研究
論文を読むことができます。第５０号には創刊号から５０号までの目次の索引が載って
おり、調べたい事項の検索ができます。
＜長岡藩に関する論文（一例）＞

論考名
著者
長岡藩の郷村制度の研究
山崎 久雄
長岡藩の貢租について 古志郡加津保 田所 和雄
沢村年貢割付状の一考察
長岡藩の軍役動員
今泉 省三
長岡藩の足軽について
広井 造
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号・ページ
創刊号 ｐ１～５０
第２号 ｐ５４～６４
第１６号 ｐ３２～３６
第３７号 ｐ６０～６９

雑誌記事を探す
●雑誌記事の探し方
○ 記事索引データベース
1「新潟県立図書館雑誌記事索引データベース」http://www.pref-lib.niigata.niigata.jp/Kyodo/
県立図書館所蔵の新潟県関係雑誌に掲載された論文や記事を探すことができる。
2 「国立国会図書館雑誌記事索引」（NDL-OPAC）

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。
3 「CiNii(サイニイ)：NII 論文情報ナビゲータ」http://ci.nii.ac.jp/cinii/servlet/CiNiiTop#
学協会で発行された学術雑誌と大学等で発行された研究紀要の両方を検索できる。

新聞・新聞記事を探す
●原紙／縮刷版／マイクロフィルム
発行から１年未満の新聞は新聞コーナーにあります。それ以前のものは書庫に保存してあ
ります。
＜図書館で所蔵している県内発行の新聞＞
【新潟日報】
原紙：朝刊・昭和 19 年 3/26～昭和 43 年 12/31（欠あり）
、昭和 53 年 4/1～現在
夕刊・昭和 27 年 7/1～現在（欠あり）
縮刷版：昭和 41 年 4/1～昭和 53 年 3/31
マイクロフィルム：朝刊・昭和 17 年 11/1～平成 22 年 4/30
夕刊・昭和 21 年 5/1～昭和 28 年 8/31 日
【長岡新聞】
原紙：朝刊・昭和 21 年 6/20～現在

●新聞記事の探し方
○ 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＞
【
「新潟日報記事データベース」
：新潟日報】 2004 年 1 月以降の新潟日報朝刊、夕刊、
別刷に掲載された記事が検索できます。
【
「聞蔵Ⅱ」
：朝日新聞】 明治 12 年の創刊号から当日の朝刊までの記事・広告約 1350
万件が検索できます。また、週刊朝日、AERA も収録、人物データベースや歴史写真アー
カイブ、アサヒグラフも検索できます。
＜こんな新聞記事が検索できます＞
記事情報
「長岡城「御三階」復元 牧野家資料館」新潟日報 2016 年 6 月 16 日 朝刊 長央-10 版
「ナスの皮の雑炊 質素な藩の気風 佐藤国雄」朝日新聞 1998 年 8 月 19 日 朝刊
3/4

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）
○「長岡藩主牧野家資料館」
〒940-0084 長岡市幸町 2-1-1 さいわいプラザ３F 電話 0258-32-0546（代）
○「長岡市郷土史料館」
〒940-0828 長岡市御山町 80-24 （悠久山公園内） 電話 0258-35-0185

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.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。
○「NACSIS Webcat」 http://webcat.nii.ac.jp/
全国の大学図書館等が所蔵する図書・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（有料）
国立国会図書館・他市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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