仙台市図書館 パスファインダーNo.14

「郷土の名産（仙台箪笥）」について調べる
「仙台箪笥」に関する調べ方のガイドです。図書館では、様々なツールから
情報を入手できます。
調べ方の案内
①事典や辞書で調べる
⑤視聴覚資料で調べる

②本で調べる ③雑誌で調べる ④新聞で調べる
⑥インターネットで調べる ⑦類縁機関の紹介

キーワードを挙げてみよう
資料検索端末（OPAC）や各種データベースを検索する際に入力するキーワードの例です。
＜主なキーワード＞
箪笥

伝統工芸・工業 木地呂塗り

民俗

など

事典や辞書で調べる
調べたい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、用語事典などを引い
てみましょう。郷土に関する事柄について調べる場合は、市町村史などが役立ちます。

書
『宮城県百科事典』

名

著者・編者等

分類

1982 年

河北新報社

S031

仙台市

S212

仙台市

S212

『仙台市史 特別編 6

民俗』

1998 年

『仙台市史 特別編 3

美術工芸』

1996 年
本で調べる

〈仙台市図書館の本を探す〉
●テーマの棚に行って探す
宮城県や仙台市に関連する本を探すときは、まず各テーマの棚へ行ってみましょう。
＜関連分野の分類＞
S212

郷土の歴史

S380～389

郷土の民俗

S750～759

郷土の工芸品

●資料検索端末（館内 OPAC）で調べる
各図書館にある資料検索端末で、図書館の蔵書を調べることができます。
資料の状態（在庫・貸出中など）、配架場所、請求記号（背ラベルに表示の分類）
などがわかります。
また、図書館のホームページ（Web OPAC）からも蔵書検索ができます。
https://lib-www.smt.city.sendai.jp/ （仙台市図書館ホームページ）

＜図書館で所蔵している関連図書の例＞
書

名

著者・編者等

分類

『仙台旧城下町に所在する民俗文化財調査報告書 仙台箪笥・
仙台の曲輪 ⑨台市文化財調査報告書 第 375 集』 2010 年

仙台市教育委員会

S20.2

『仙臺文化』 第 3 号

『仙台文化』編集室

S30

仙台市歴史民俗資料館

S36

仙台市歴史民俗資料館

S38

『民具マンスリー（34）7』仙台簞笥と金具職人の技術 2003 年

神奈川大学

R382

『岩谷堂簞笥 伝統的工芸品シリーズ』

成田 寿一郎

S75

毎日新聞社

S75

仙台市歴史民俗資料館

S75

仙台箪笥協同組合

S75

仙台簞笥を伝承する会

S750

工芸家具 欅

S750

笹気出版

S754

仙台箪笥協同組合

S758

2006 年

『子どものための職人ガイドブック』

2010 年

『足元からみる民俗（3）
』仙台箪笥金具職人の仕事

1994 年

1997 年

『東北の工匠』 1979 年
『仙台簞笥 木地呂塗り』

1993 年

『仙台箪笥教本』 2018 年

『くらしのなかの仙台簞笥』
『仙台簞笥』（カタログ）

2004 年

1993 年

『錺金具の耀き－鐡を育む－

[仙台箪笥]』

『仙台箪笥の歴史を後世に伝える
事業調査報告書』 2017 年

2009 年

技術技法の記録収集保存

（郷土資料には分類の前に「S」が、事典・辞書には「R」がついています）

さらに深くテーマを掘り下げるには、地元の郷土史を研究している機関・会などの発行して
いる本が役立ちます。

雑誌で調べる
●インターネットを使って雑誌記事・論文を探す
１「国立国会図書館オンライン」(NDL ONLINE)
https://ndlonline.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
事情報が検索できます。
2 「CiNii(サイニィ)：NII 論文情報ナビゲータ」
https://ci.nii.ac.jp/
国内で発行された論文や図書・雑誌などの学術情報が検索できるデータベース
サービスです。
＜こんな記事・論文が検索できます＞
記事･論文情報
【伝統家具を次の時代へ－。仙台箪笥の金具づくりに、精魂を込める。】りらく
西大立目 祥子／取材・文、鈴木 江美／撮影、八重樫 栄吉 2005 年 8(3) p20-24
【仙台箪笥】デザインの現場

関根一郎

1985 年

【暖簾と仙台箪笥】会報 / 東北経済倶楽部

p48-57

湯目 一潔

2010 年

p10-14

新聞で調べる
●原紙／縮刷版
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が検索できます。
●マイクロフィルム（河北新報）
明治 30 年 1 月分から所蔵しています。（市民図書館 4F・一部欠号あり）
●新聞記事をデータベースで探す
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新聞記事データベース＞
データベース名
河北新報データベース

収録期間
1991 年 8 月から

提供館
全館

日経テレコン 21《日経 4 紙》

1975 年 4 月から（一部）

市民・泉・宮城野

聞蔵Ⅱビジュアル
（朝日新聞記事データベース）

テキスト検索は 1985 年から
（縮刷版は 1945～1999 年）

全館

＜こんな新聞記事が検索できます＞
記事情報
［国の伝統的工芸品に仙台箪笥を指定へ 来月にも、県内４品目］
朝日新聞 2015 年 05 月 21 日 朝刊 宮城全県・１地方
［仙台箪笥の粋 新技術が守る／装飾金具の鍛造 機械化成功／宮城・利府
欅産業／職人減に危機感／生産性向上も期待］
河北新報 2018 年 01 月 29 日 本紙(朝刊)
[仙台箪笥を世界に売り込め／箪笥組合とデザイナー、新ブランド創設へ]
河北新報 2010 年 11 月 29 日 本紙(朝刊)
［手作り仙台たんす、後継者不足で危機 組合化めど立たず］
朝日新聞 1994 年 11 月 19 日 朝刊 宮城
視聴覚資料で調べる
図書だけでなく、ビデオや DVD などの視聴覚資料も参考になります。
資料名
『仙台箪笥』 仙台市教育委員会文化財課／企画・制作
『仙台箪笥 伝統の技とこころ』

仙台市経済局商工部

2009 年
1993 年

資料種別
限定 DVD
限定 VHS

『平成 7 年度第一回若林区再発見 VTR コンクール優秀作品』
（仙台たんす金具
師-八重樫栄吉さんを尋ねて-収録） 若林区まちづくり推進課

限定 VHS

『仙台たんす』
（仙台たんすの生産工程を中心に映像化したもの） 1985 年

限定 VHS

※限定 DVD・限定 VHS は、所蔵館でのみ貸出いたします。

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分野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
1「Google（グーグル）」 https://www.google.co.jp/
2「Yahoo!（ヤフー）」 https://www.yahoo.co.jp/
●関連サイトの紹介
仙台箪笥協同組合（仙臺箪笥歴史工芸館）
http://www.sendai-tansu.com/
せんだい教材映像アーカイブ（せんだいメディアテーク）
〇伝統工芸の美・仙台箪笥のデザイン～いままでとこれから～
https://www.smt.jp/library/teaching/archives/d18004.html
〇仙台箪笥
https://www.smt.jp/library/teaching/archives/d15041.html
類縁機関の紹介
●仙台市博物館 https://www.city.sendai.jp/museum/index.html
仙台市青葉区川内 26 番地（仙台城三の丸跡）
TEL：022-225-3074 FAX：022-225-2558
●仙台市歴史民俗資料館 http://www.sendai-c.ed.jp/~bunkazai/~rekimin/
仙台市宮城野区五輪一丁目 3-7 (榴岡公園内)
TEL：022-295-3956 FAX：022-257-6401
●仙台箪笥伝承館（株式会社 門間箪笥店）
http://sendai-monmaya.com/company/
仙台市若林区南鍛冶町 143
TEL 022-222-7083

☆ 困ったとき・資料が見つからないときは
読みたい本が見つからないときや、機械の操作が分からないときなどは、
どうぞお気軽にカウンターの職員にお声がけください。

2019 年 3 月

