④オンラインデータベースを使ってみましょう！
テーマに沿って調べてみましょう。
★オンラインデータベースでは，百科事典や日本古
典文学全集の内容，画像を見ることができます。
場所
新聞・オンラインデータベース名
ジャパンナレッジ（Japan Knowledge Lib）
参考
→「万葉集」等で検索
雑誌や新聞の記事などを探したい場合は，職員に
ご相談ください。
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【分類】に注目！
図書には［日本十進分類法（NDC）
］で分類された
数字がつけられています。
その数字で図書のおおまかな内容がわかります。
000
100
200
300
400
500
600
700
800
900

総記（百科事典など）
哲学（心理学・宗教など）
歴史（歴史・伝記・地理・ガイドブックなど）
社会科学（政治・経済・教育・風俗習慣など）
自然科学（数学・理学・医学など）
技術（環境・工業・家政学・手芸・料理など）
産業（農林水産業・商業・運輸など）
芸術（美術・音楽・スポーツ・娯楽など）
言語（各国の言葉・国語辞典・漢和辞典など）
文学

★［日本文学］の分類
910 日本文学全般（日本文学史･批評など）
詩歌（和歌・短歌・俳句・川柳・詩など）

図書館で 探そう！調べよう！

【万葉集】
（日本の古典文学）
に関する資料の探しかた

パスファインダー（Pathfinder）とは，
調べたいと思う事柄について役立つ資料を
わかりやすく紹介するものです。
ここでは

【万葉集】
（日本の古典文学）

911

911.12 万葉集/911.13 古今和歌集/911.14 百人一首
/911.32 松尾芭蕉→ おくのほそ道 は 915.5 など

について，必要な資料や情報を見つける

912

戯曲
小説・物語
評論・エッセイ・随筆

ことができるよう，資料の探しかたや，

913
914
915
916
917
918
919

いろいろな情報源の一部をご紹介します。

914.3 枕草子/914.42 方丈記/914.45 徒然草 など

日記・書簡・紀行 915.35 紫式部日記 など
ルポタージュ・手記
ユーモア・アフォリズム（短文形式のもの）
全集・選集
日本の漢詩文・漢文学

やくぶん

訳文がのっている図書を探すには？
｢現代語訳｣｢口語訳｣
ちゅうしゃく

★［日本の小説.物語］の分類（時代別）
古代（奈良時代まで）
913.2

古事記→210.3 にもあります/日本書紀→210.3 にも
あります/風土記→210.3 と 291 にもあります

913.3

古代（平安時代）

913.4

中世（鎌倉・室町時代）

913.5

近世（江戸時代）

913.6

近代（明治）以降

913.31 竹取物語/913.36 源氏物語 など

ひょうしゃく

ぜんしゃく

やくちゅう

やく

｢ 注 釈 ｣｢ 評 釈 ｣｢ 全 釈 ｣｢ 訳 注 ｣｢訳｣
などとある図書の大半には，
部分または全文の訳がのっています。
OPAC や WEB-OPAC(検索機)の
資料一覧画面･資料詳細画面などで，
書名･著者名･内容紹介を
確認してみましょう！

913.43 平家物語(軍記物語) など
913.51 仮名草子/913.52 浮世草子 など

資料が見つからないときや，もっと調べたいときは，
お気軽に職員におたずねください。
調べるおてつだいをいたします。

調べ物のおてつだいカウンター

京都市中央図書館 参考図書室
2020.7 改訂

【万葉集】（日本の古典文学）に関する資料を探すには
①参考図書を見てみましょう！
百科事典や専門分野の事典（辞典）など，参考図書をつかって情報を集めましょう。
テーマを理解するとともに，新たなキーワードが見つかるかもしれません。
また，図書の巻末や別冊についている索引を使うと便利に調べることができます。
★たとえばこんな図書があります…
所蔵
場所

参考図書（別置記号【Ｒ】）は館内資料です。参考図書室内でごらんください。

請求記号

書名（出版社）

内容

参考

R/ 025.1/ｺ

国書総目録 補訂版 全 8 巻･著者別索引（岩波書店）

古代から幕末にかけて日本人が著作編集し
たあらゆる書物の，著者･分野･所蔵先･翻刻
書名などを明示｡

参考

R/910.2/ﾆ

日本古典文学大辞典 全 6 巻（岩波書店）

事柄･人物･作品など 1 万 3000 項目を収録。

参考

R/910.31/ﾆ

日本古典文学案内

参考

R/910.36/ｺ

古典文学作中人物事典（西沢 正史／編 東京堂出版）

参考

R/910.36/ﾆ

日本古典文学研究史大事典（西沢

庫1

R/911.12/ﾏ

万葉集歌人事典（大久間 喜一郎ほか／編 雄山閣出版）

1868 年から 2008 年までに刊行された
古典文学の現代語訳・注釈書を収録。
古典文学 125 編より登場人物 250 人を収録。
人物の特色やモデルなどを解説。
上代から近世までの古典文学作品･作家･
事柄を 360 項目余り収録し，研究史を網羅。
官位相当表，皇室系図，万葉集年表など，万
葉集の理解に役立つ資料を多く収録。

現代語訳・注釈書
（日外ｱｿｼｴｰﾂ）

正史ほか／編 勉誠社）

②検索機を使ってみましょう！
オ ー パ ッ ク

ウ

ェ

ブ

オ ー パ ッ ク

手がかりとなるキーワードを見つけたら，ＯＰＡＣ（図書検索機），ＷＥＢ－ＯＰＡＣ（インターネット
図書検索機）で検索して，図書を探してみましょう。
★たとえばこんなキーワード…
まんようしゅう

まん よう

まんよう が

な

ぬかたのおおきみ

かきのもとの ひ と ま ろ

やまのうえのおくら

おおとものやかもち

てんぴょう

さきもり

れ いわ

わ

か

万 葉 集 ，萬葉，万葉仮名， 額 田 王 ， 柿 本 人麻呂，山上憶良，大伴家持，天 平 ，防人，令和，和歌…など
同じ意味でも，別の言葉で検索してみましょう！
まん ようしゅう

まんようしゅうか

※OPAC で｢まんようしゅう｣と入力すると，｢萬葉 集 ｣「万葉秀歌｣などを含む図書がヒットします。
はな

こう やく

WEB-OPAC で「万葉」と漢字で入力すると，｢万葉の花｣「口訳万葉集｣などを含む図書がヒットします。
※たくさんヒットした場合は，
【分類】で並べかえると，似た内容の図書をまとめて確認することができます。
【分類】については次のページで！
【請求記号】

③図書を本棚で探しましょう！
図書の背には，検索機で調べたときの表示と同じ【請求記号】
（分類・カタカナの図書記号・巻番号）のラベルがついています｡

←分類

918

←図書記号

シ
6～９

←巻番号

まず【所蔵場所】が、
［一般］
［児童］
［参考］
［郷土］など，どのフロアにあるか確認してから，
【請求記号】をたよりにして図書を探しましょう。
（［庫 1］などは書庫の資料です。職員におたずねください。）
※【別置記号】
（アルファベット）がある場合は，通常の本棚とは違うならびにあります。
★たとえば《万葉集》に関するこんな図書があります…
所蔵
場所

請求記号

書名（出版社）

探している図書の前後にも、似た内容の
図書がないか、本棚をながめてみましょう！

内容

一般

911.12/ｷ

一般

B/911/ﾅｶ

万葉の秀歌（中西 進／著 筑摩書房）

一般

811.4/ｲ

万葉仮名でよむ『万葉集』
（石川 九楊／著 岩波書店）

万葉集に詠われている草花 60 種を，植物学分
野や薬学分野の知識まで導入し，詳細な解説と
写真で紹介。
万葉研究の第一人者が，
「万葉集」全 4500 余首
より珠玉の 252 首を紹介。
「万葉仮名」の書記法から平仮名の成立への過
程にある，創造的な工夫と試行を掘り起こす。

一般

911.12/ﾏ

万葉集を知る事典（尾崎 富義ほか／著 東京堂出版）

万葉集を読むための基礎知識を詳しく解説。

大型

911.12/ﾁ

地図で巡る万葉集（昭文社）

収録された歌のゆかりの地・施設・伝承地を地
図上に表記し，万葉集の世界を地図で感じるこ
とができる。

庫1

918/ｼ/6～9

新編日本古典文学全集 6～9 巻（小学館）

6～9 巻が「万葉集」。本文・注釈と現代語訳。

万葉集植物さんぽ図鑑
（木下 武司／文，亀田 龍吉／写真 世界文化社）

※別置記号【Ｂ】は，成人図書室内，文庫の棚に，【大型】は，同室内，大型本の棚に
ある資料です。

次ページは、オンラインデータベースや【分類】について

