仙台市図書館 パスファインダーNo.30

「郷土ゆかりの人物（支倉常長）」について調べる
「支倉常長」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＞
支倉常長 伊達家家臣 仙台藩士 慶長遣欧使節 人名辞典 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

富田 仁

R281

飯澤 文夫

R281

『日本人名大事典 5』 1979 年

平凡社

R281

『日本近世人名辞典』 2005 年

竹内 誠,深井 雅海

R281

菊田 定郷

S281

角川書店

S288

『宮城県百科事典』

1982 年

『海を越えた日本人名事典』 2005 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

『仙台人名大辞書』

2000 年

『角川日本姓氏歴史人物大辞典４ 宮城県姓氏家
系大辞典』 1994 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＞
R210

日本の歴史

S212.3

郷土の歴史

S289

郷土の人物

●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
『みちのく切支丹』

1978 年

『伊達政宗と慶長遣欧使節』

2019 年

著者・編者等

分類

只野 淳

S198

佐々木 徹

S212

『仙台市史

第 1 巻』 1929 年

仙台市

S212

『仙台市史

４,７』 1975 年

仙台市

S212

『仙台市史

通史編３,５,６,９』 2001 年

仙台市史編さん委員会

S212

『仙台市史

特別編８』

仙台市史編さん委員会

S212

『宮城県史

２』

宮城県史編纂委員会

S212

慶長遣欧使節船協会

S212

田中 英道

S212

歴史図書社

S281

佐々 久,相原 陽三

S288

伊達 邦宗

S288

『支倉常長』 2003 年

五野井 隆史

S289

『ローマへの遠い旅 慶長使節支倉常長の足跡』1981 年

高橋 由貴彦

S289

『伊達政宗の夢 慶長遣欧使節と南蛮文化』 2013 年

仙台市博物館

S702

サントリー美術館

S709

2010 年

1987 年

『支倉遣欧使節のキューバにおける足跡調査』 2002 年
『支倉六右衛門と西欧使節』
『宮城県人物誌』

1994 年

『仙台藩家臣録

1978 年

『伊達家史叢談』

第 4 巻』 1978 年
2001 年

『伊達政宗とローマ使節・支倉常長』 1990 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
【 在 メ キ シコ支倉 常 長関 係 文 書 】 佐久 間 正 清泉女子大 学紀要(13) 1965.12
p87-96
【絵姿で凱旋した伊達政宗の遣欧使節支倉常長】 田中 英道 芸術新潮 40(12)
1989.12 p76-81
【1615 年支倉常長一行の南仏サントロペ寄港について】
(42) 2016.6 p26-61

奈良 道子

仏蘭西学研究

【ヴァチカン教皇庁の支倉常長】 石田 啓 東北学院大学教養学部論集(146)
p35-118

2007.2

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

収録期間
1991 年 8 月から

提供館名
全館

日経テレコン 21《日経 4 紙》

1975 年 4 月から（一部）
1980 年から（全文）

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 年～1999 年）

全館

＜こんな新聞記事が検索できます＞
記事情報
［常長ら遣欧使節から枢機卿への贈り物 目録 ローマで発見］
河北新報 1991 年 10 月 6 日 朝刊
［380 年前、世界へ雄飛 苦難の航海を耐えローマ法王に謁見]
河北新報 1991 年 10 月 26 日 朝刊
［支倉らの受洗の絵？メキシコで見つかる］
朝日新聞 1969 年 8 月 19 日 東京夕刊
[南仏の文献に見るローマへの使者「支倉常長」絹の首巻をし、行進は荘重 伊
達政宗の肩書は「奥州王」]
朝日新聞 1971 年 7 月 29 日 東京夕刊
［秘蔵の支倉常長像作者を突き止めた 高名な仏の宮廷画家がバロックの感性で
描く］
朝日新聞 1988 年 2 月 25 日 東京夕刊

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。
●関連サイトの紹介
1 宮城県慶長使節船ミュージアム（愛称 サン・ファン館） ：公益財団法人 慶長
遣欧使節船協会
https://www.santjuan.or.jp
2 支倉常長メモリアルパーク ：大郷町教育委員会社会教育課
https://www.town.miyagi-osato.lg.jp/soshiki/kaiyou/hasekuratunenaganohakam
emoriarupa-ku.html
3 一般社団法人支倉常長日西文化協会
https://hasekura.info/
4 せんだい教材映像アーカイブ ：せんだいメディアテーク「遣欧使節 支倉常長」
https://www.smt.jp/library/teaching/archives/v99117.html

類縁機関の紹介
●仙台市博物館 https://www.city.sendai.jp/museum/
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
●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

☆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

