仙台市図書館 パスファインダーNo.29

「郷土ゆかりの人物（土井晩翠）」について調べる
「土井晩翠」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 ② 本で調べる ③ 雑誌で調べる ④ 新聞で調べる
⑤ インターネットで調べる ⑥ 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＞
土井晩翠、近代文学、荒城の月、天地有情、人名辞典、文学事典、人物事典、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。

書名

著者・編者等

分類

河北新報社

S031

飯澤 文夫

S281

『宮城県人物・人材情報リスト 2019 年 1 巻』

日外アソシエーツ

S281

『日本近現代人名辞典』 2001 年

臼井 勝美［ほか］

R281

『新潮日本文学辞典』

磯田 光一［ほか］

R910

日本近代文学館

R910

石本 隆一［ほか］

R910

日本近代文学会東北支部

R910

『宮城県百科事典』

1982 年

『郷土ゆかりの人々 地方史誌にとりあげられた人物
文献目録』 2016 年

1988 年

『日本近代文学大事典』 1984 年
『日本文芸鑑賞事典 近代名作 1017 選への招待 2』
1987 年

『東北近代文学事典』

2013 年

（郷土資料には分類の前に「S」
、事典・辞書類には「R」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＞
S281

郷土の人物

S910

郷土の文学

R280～289

R910

伝記

日本文学史

●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

著者・編者等

分類

仙台市史編さん委員会

S212

宮城県史編纂委員会

S212

中野 好之

S345

土井晩翠先生校歌刊行会

S767

成田 正毅

S910

丸谷 慶二郎

S910

福武書店

S910

ゆまに書房

910

『晩翠放談』 1948 年

土井 林吉

S911.5

『情熱の詩人土井晩翠 その人と作品』 1953 年

石井 昌光

S911.5

『天地有情』

土井晩翠

S911.5

黒川 利男

S911.5

土井晩翠顕彰会

S911.5

中村 好夫

S911.5

土井 晩翠

S911.5

日本図書センター

S914

『仙台市史 通史編 ６,７,８,９』 2008 年～
『宮城県史 １４』

1987 年

『仙台「晩翠草堂」の顛末』
『晩翠先生校歌集』

1988 年

1967 年

『想い出の土井晩翠先生』 1955 年
『みちのく土井晩翠の詩碑を訪ねて』 1986 年
『東北の作家たち』

1984 年

『近代作家追悼文集成 34』

1997 年

2005 年

『晩翠先生と夫人』

1971 年

『土井晩翠 栄光とその生涯』
『忘れえぬ日本人』
『晩翠詩抄』

1984 年

1973 年

1980 年

『明治大正文学回想集成 7 雨の降る日は天気が悪い』 1983 年

（郷土資料には分類の前に「S」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
【土井晩翠とホメーロス】 高津 春繁 英語青年 99（2) 1953.2 p55
【土井晩翠先生の肺炎並びに剖見所見について】 梅原 鋭寿 東北医学雑誌 49(6)
1954.6 p754-756
【島崎藤村と土井晩翠 浪漫詩人の二性格】 野村 喬 國文學 6(10) 1967.8
【詩人土井晩翠】

久保 忠夫

宮城学院女子大学研究論文集(68) 1988 年 p23-35

【土井晩翠作「ミロのヱーナス」と西欧詩】 佐々木 昭夫 比較文学(35) 1993 年
p63-74
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）
テキスト検索は 1985 年から
（縮刷版は 1945 年～1999 年）

提供館名
全館
市民・泉・宮城野

全館

＜こんな新聞記事が検索できます＞
記事情報
［本名は「つちい」でも「どい」と呼んで 改音を知らせる昭和 12 年の賀状］
河北新報 1991 年 10 月 18 日 朝刊
[直筆の原稿見つかる 土井晩翠作詞「工場の歌」－キリンビール仙台工場－]
河北新報 1993 年 4 月 26 日 朝刊

［訃報 土井晩翠翁］
朝日新聞 1952 年 10 月 20 日 東京朝刊
［晩翠翁の仙台市葬、葬儀］
朝日新聞 1952 年 10 月 25 日 東京朝刊
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。
●仙台観光情報サイトせんだい旅 晩翠草堂
https://www.sentabi.jp/guidebook/attractions/86/
●仙台市立立町小学校 土井晩翠校歌資料室
http://www.sendai-c.ed.jp/~tatimati/doibannsui.html
●せんだい教材映像アーカイブ せんだいメディアテーク「土井晩翠作詞の校歌
物語」
https://www.smt.jp/library/teaching/archives/d18005.html

類縁機関の紹介
●仙台文学館 https://www.sendai-lit.jp
仙台市青葉区北根 2-7-1
TEL：022-271-3020 FAX：022-271-3044
●宮城県図書館 https://www.library.pref.miyagi.jp
仙台市泉区紫山１－１－１
TEL：022-377-8441 FAX：022-377-8484
●国立国会図書館 https://www.ndl.go.jp
東京都千代田区永田町 1-10-1(東京本館)
TEL：03-3581-2331（代表）
●国文学研究資料館 https://www.nijl.ac.jp
東京都立川市緑町 10-3
TEL：050-5533-2900 (IP 電話 代表)

☆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 11 月

