仙台市図書館 パスファインダーNo.28

「郷土の名産（堤焼・堤人形）」について調べる
「堤焼・堤人形」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利用するキーワードの例です。
＜主なキーワード＞
堤焼

堤人形

土人形 堤町

陶器

乾馬窯

伝統工芸

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。

書名
『角川 日本陶器大辞典』 2002 年
『仙台市史

著者・編者等

分類

角川書店

R751

仙台市

S212

仙台市

S212

仙台市

S212

資料編 6 近代現代 2 産業経済』 2001 年

『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

（辞書・事典類には「R」
、郷土資料には分類の前に「S」がついています）

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。
＜関連分野の分類番号＞
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
『仙台藩の暮らしを彩った工芸』

2013 年

『堤焼と堤人形 図録開館４０周年記念特別展』 2019 年

『四世針生乾馬語り [堤焼 乾馬窯]』

2005 年

『炎の芸術・東北の窯』 1993 年
『堤焼と陶工たち』

1974 年

『堤焼 乾也と乾馬を中心として』

1970 年

『土と炎の芸術展 [特別展] 仙台堤焼と堤人形』1979 年

『堤人形の美 仙台市博物館図録』

1989 年

著者・編者等

分類

濱田 淑子

S212

仙台市歴史民俗資料館

S751

笹気出版

S751

河北新報社

S751

関 善内

S751

関 善内

S751

仙台市歴史民俗資料館

S75

仙台市博物館

S759

『みちのくの人形たち』

1996 年

仙台市博物館

S759

『郷土人形をたずねて』

1974 年

杉本 苑子

S759

関 善内

S759

『堤土人形 郷土玩具研究シリーズ』

1967 年

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。
雑誌記事・論文で調べる
●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
【まち探検型学習プログラムの効果的活用に関する研究 :「堤町まちかど博物館・堤焼
佐大ギャラリー」の設立を事例として(建築教育と子ども,教育)】学術講演梗概集. 計
画系 (E-2), 779-780, 2002-06 日本建築学会
【堤人形と松川ダルマ : 仙台市堤町佐藤吉夫氏に聞く】東北歴史博物館研究紀要
(18):2017-03

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・一部欠号年度あり）
●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
日経テレコン 21《日経 4 紙》
聞蔵Ⅱビジュアル
（朝日新聞記事データベース）

収録期間
1991 年 8 月から
1975 年 4 月から（一部）
1980 年から（全文）

提供館名
全館
市民・泉・宮城野

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
［羽生パレード／能楽研究しフリー演技／仙台市、堤人形贈りお祝い］
河北新報 2018 年 4 月 18 日 朝刊
[伝統工芸、モダンに発信／仙台市、繁華街に展示スペース]
河北新報 2014 年 5 月 27 日 朝刊
［最後の窯消さないで 都市計画道路ルート上に 仙台の「堤焼」］
朝日新聞 1998 年 9 月 8 日 朝刊
[東北の窯 炎の芸術／堤焼／高麗茶碗に出合い現代に伝統生かす／針生乾馬
さん] 河北新報 1991 年 10 月 17 日 朝刊
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。

『堤焼のひみつ』
『堤焼は歩む』
『堤人形』

資料名
制作：感光社

資料種別
DVD

視聴覚教材センター

限定 VHS

2015 年
仙台市

仙台市

限定 VHS
※限定 DVD・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。
●関連サイトの紹介
1 宮城の伝統的工芸品／堤焼・堤人形（宮城県ホームページ）
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/shinsan/05tutumiyaki.html
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/shinsan/10ningyo.html
2 仙台市内の指定・登録文化財 堤人形土型（仙台市教育委員会 文化財課）
http://www.sendai-c.ed.jp/~bunkazai/shiteidb/c02700.html
3 本と映像で知る郷土／堤焼き・堤人形（仙台市図書館）
https://lib-www.smt.city.sendai.jp/?page_id=454
類縁機関の紹介
●仙台市博物館 http://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
●堤焼乾馬窯 http://tsutsumiyaki.net/
仙台市泉区上谷刈字赤坂 8-4
TEL：022-372-3639 FAX：022-372-5829

☆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にいる職員までお声がけください。

2020 年 7 月

