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→図書館及び研究室から検索可能
年　代 内　　　　容

1971- 東、南東および南アジア関係の文献目録DBで、１９７１年以降の文献を収録。
First
Search

OCLCが提供するオンライン情報検索サービスで、下記のデータベースが利用で
きる。

・World Cat 図書・雑誌・楽譜・地図・ＡＶ資料その他5,300万件以上のデータを持つ、世界最大
のＤＢ。タイトル・著者名だけでなく、件名・注記からも検索することができ、英独仏
語他約370カ国語の資料を収録。所蔵データ件数は9億件以上。

1945- 国内雑誌に掲載された記事の検索。国立国会図書館の「雑誌記事索引」ﾌｧｲﾙの
ほか年報類、論文集等の記事情報を収録。

CiNii 国立情報学研究所が提供する論文、図書・雑誌や博士論文などの学術情報で検
索できるデータベース・サービス

 ・CiNii Article (日本の論文を探す） 学協会刊行物・大学研究紀要・国立国会図書館の雑誌記事索引データベースな
どの学術論文情報を検索

・CiNii Books（大学図書館の本を探す）  全国の大学図書館等が所蔵する本（図書・雑誌）の情報を検索
・CiNii Dissertations(日本の博士論文を
探す)

国内の大学および独立行政法人大学評価・学位授与機構が授与した博士論文の
情報を検索

KAKEN 科学研究費補助金データベース。採択課題・実績報告・成果概要のデータが蓄積
されており、キーワード検索ができる。

JAIRO 日本の学術機関リポジトリに蓄積された学術情報（学術雑誌論文、学位論文、研究
紀要、研究報告書等）を横断的に検索データベースを横断検索
日本大百科全書・東洋文庫・字通・日本歴史地名大系・日本国語大辞典など人文
系30以上のコンテンツを集積した日本最大級のデータベース。

朝日新聞のオンライン記事データベース。記事の全文、紙面イメージ、切り抜きイ
メージを見ることができる。

・明治・大正紙面データベース 1879（創刊号）-
1926

明治・大正年間に発行された記事のデータベース。
東京版・大阪板を収録。

・昭和（戦前）紙面データベース） 1926-1945 戦前期に発行された分の紙面を収録。
･戦後紙面イメージ 1945-1989 戦後発行されたもののうち、1989年までの紙面を収録。
･記事データベース 1985- 記事本文。550万件。
･週刊朝日 2000/04- ニュース面を収録。
･AERA 1998/05創刊号- 記事本文を収録。
･知恵蔵 最新版 キーワードで検索可能。
・人物データベース
・朝日新聞歴史写真アーカイブ 1931前後-1945 満洲事変前後から敗戦までの写真約１万枚を収録。

1874－ 読売新聞のオンライン記事データベース。1874（明治7）年の創刊号から最新号（前
日付）までの読売新聞記事1,200万件以上がネットで読める

・明治・大正・昭和 1874-1989 1874（明治7）年11月2日付の創刊号から1989（平成元）年までの誌面を収録
・昭和の地域版： 1933- 1933（昭和8）年以降の地域版誌面を収録
・平成 1986- 1986（昭和61）年9月からの記事テキストと2008（平成20）年12月からの切り抜き紙

面を収録
・The Japan News 1989- 1989（平成元）年9月からの英字紙の記事テキストを収録
・現代人名録 現代の内外のキーパーソン約26，000人の人物データを収録

1872－ 毎日新聞のオンライン記事データベース。1872年（創刊号）から最新（前日付）まで
の毎日新聞記事が検索、閲覧が可能

・記事検索： 1872- 創刊号（1872年)～東京本社発行紙だけでなく、各本支社、地方版も収録
・紙面検索 1872-1999 創刊号（1872年）～1999年の紙面イメージの検索
・電子縮刷版 1989-1999 1989年～1999年の紙面をFLASH形式で閲覧
・週刊エコノミスト 1989.10- 週刊経済誌「エコノミスト」の掲載記事と誌面ＰＤＦ
・The Mainich 2008.6- 英文ニュースサイト「The Mainichi」の記事アーカイブ

エルゼビア社をはじめ、4000以上の出版社が刊行する、15600種以上の学術雑誌
をカバーする論文情報データベース。抄録データの他、1996年以降の論文につい
ては、参考文献･引用リンクが提供されている。
戦前期の「明治･大正･昭和前期雑誌記事データベース」及び地方雑誌のデータを
収録。明治期以降の日本(旧植民地含む)発行の雑誌記事が検索できる。

1945－1949 「プランゲ文庫」コレクションの雑誌、新聞のデータベース。プランゲ文庫の全雑誌
（13,787タイトル）の表紙、目次、著者名、記事論文タイトル名等、また、所蔵新聞の
うち、日本新聞協会（当時）加盟紙全記事の見出し、記事冒頭、広告等がデータ
ベース化されており、検索が可能

1701－1800 18世紀英国・英語圏刊行物を収めるマイクロフィルム・コレクション「The Eighteenth
Century 」全509ユニット（17,828リール）収録の全資料のオンライン版アーカイブ
『日本随筆大成』など、105件の電子ブックの全文検索・閲覧ができる。

1801-2004 19・20世紀の英国下院議会文書を収録。検索した文書のダウンロードもできる。
1660-1834 1660年～1834年の、英国下院議会文書、上院議会文書、議事速記録・議会日誌

類を収録。

大宅壮一文庫雑誌記事索引
Web Oya-bunko

19/20世紀　英国下院議会文書データベース
18世紀　英国議会文書データベース

1988- 大宅壮一文庫の雑誌記事索引データベース。1988年以降最新までの、日本の一
般大衆紙(週刊誌･総合誌･女性誌)の記事が検索できる。

聞蔵Ⅱビジュアル

ヨミダス歴史館

毎索

その他、「毎日ヨロンサーチ」 「毎日新聞社史」など

データベース一覧

サービス名
Bibliography of Asian Studies Online

MAGAZINE PLUS

ジャパンナレッジ Lib

（契約データベース、CD-ROM/DVD等）
※日文研内部専用サービスです。

１．契約データベース（web）

NetLibrary

雑誌記事索引集成データベース

20世紀メディア情報データベース　占領期の雑

誌・新聞情報　1945－1949
Eighteenth Century Collections Online (ECCO)
「オンライン版 18世紀英国・英語圏刊行物集成」

SCOPUS



→図書館職員が代行検索サービスを行う
年　代 内　　　　容

Ｇ－Ｓｅ
ａｒｃｈ
(@nifty)

新聞、企業誌、企業情報、人物情報などの各種データベース

・新聞記事ＤＢ 中央紙、地方紙、業界紙等、70ファイル、109紙誌の記事ＤＢおよび横断検索
・企業情報ＤＢ 帝国データバンク企業情報ほか、9社19ﾌｧｲﾙのＤＢを横断検索
・特許情報ＤＢ 国内特許公報ＤＢ。
・人物情報ＤＢ Web WHO ＰＬＵＳほか、６種の人物情報ＤＢおよび横断検索

→図書館専用端末で検索
＊…DVD-ROM　☆…Macのみ

区分 サービス名 年　代 内　　　　容
新聞 The current digest of the Soviet 1982-1999 -

Die Baracke 徳島県板東にあった捕虜収容所で発行された新聞を収録したもの。
朝日新聞 昭15.9.1-

昭20.12.31
戦前の朝日新聞をキーワード、人名、分類で検索でき、広告の検索もできる。

東京朝日新聞 大.15.12.1-
昭15.8.31

戦前の朝日新聞をキーワード、人名、分類で検索でき、広告の検索もできる。

明治の読売新聞 1874-1912 明治期の読売新聞がキーワード、人名、日付、分野別で検索できる。
大正の読売新聞 1912-1926 大正期の読売新聞がキーワード、人名、日付、分野別で検索できる。

＊ 昭和の読売新聞　戦後Ⅰ 1946-1960
＊ 昭和の読売新聞　戦後Ⅱ 1961-1970

昭和の読売新聞　戦前Ⅰ 1926-1936
昭和の読売新聞　戦前Ⅱ 1937-1945
京城日報 1915-1945 -

＊ 占領期新興新聞集成：近畿編 日本新聞博物館所蔵の近畿地方の主要新興新聞を収録。
誌名、収録年月より、リスト検索が可能。

占領期新興新聞集成：九州・沖縄編 日本新聞博物館所蔵の九州・沖縄地方の主要新興新聞を収録。
誌名、収録年月より、リスト検索が可能。

台湾時報 1919-1945 新聞『台湾時報』の全文記事ＤＢ。
同盟通信社『写真特報』コレクション 1935-1944 同盟通信社が第二次世界大戦前・大戦中にほぼ日刊で配布したニュースビラのコ

レクション。
日本錦絵新聞集成 錦絵新聞の原画像を収録。読み下し文、絵、表題、英文表題から検索可能。
ニュースの誕生:小野秀雄コレクション:か
わら版･新聞錦絵データベース

小野氏によって収集された，かわら版約600点、新聞錦絵約300点を収録。

福岡日日新聞 明治編 1877-1912 明治期の福岡日日新聞が、タイトル、発行年、月、日、備考で検索できる。
法律新聞 1900-1944 -
滿洲日日新聞 1907-1909 中国経済発展研究所発行のマイクロフィルム（1-971号）をデジタル画像化したもの
萬朝報 1892-1914 新聞『萬朝報』の全文記事ＤＢ。

雑誌
＊

Langugage : Jounak of the Linguistic
Society of America

1998-2000 The Linguistic Society of America発行の雑誌『Language』のCD-ROM版。

音樂 1910-1919 雑誌『音楽』のDVD版。1卷1號 (明43.1)-13卷12號 （大11.12)収録
會社四季報 1936-2006 雑誌『会社四季報』の1936年発刊の創刊号から2006年3集夏号までの全文記事Ｄ

Ｂ。改造 : マイクロフィルム版 : 検索用CD-
ROM

1919-1944 雑誌『改造』の検索CD-ROM。創刊号(大正8年4月)-戦前最終号(昭和19年6月)の
全頁タイトル、執筆者、広告主のデータを収録

学術講演梗概集 2001-2010,2012年
度

日本建築学会の学術講演梗概集を収録。

学会誌87年の歩み 1917-2004 大正6年から平成16年までの電子情報通信学会の学会誌を収録。
季刊大林：復元と構想 1998（第45号） 『季刊大林』創刊20周年を記念した特集号。大林組プロジェクトチームの発表成果

をまとめる。
皇學館論叢 1968-1997 雑誌『皇學館論叢』全文記事ＤＢ。

＊ 航空宇宙年鑑 2003 『航空宇宙年鑑』のCD-ROM版。
工藝 1931-1951 雑誌『工藝』の全文記事DB。

＊ 校友會雑誌 1890-1944 雑誌『校友會雑誌』（全382冊のうち、293号・295号を除く）の全文記事ＤＢ。
＊ 国華DVD-ROM　I 1889-1944 雑誌『國華』の1号～648号を収録。
＊ 国華DVD-ROM　Ⅱ 1946-2001 雑誌『國華』の649号～1274号を収録。

国華DVD-ROM　Ⅲ 2002-2007 雑誌『國華』の1275号～1341号を収録。
☆ シネマデータベース：キネマ旬報 日本で公開されたヨーロッパおよびアジアの約６０００作品を収録。

動画や音楽も含む。
「主婦の友」検索システム 大正 大正期に発行された『主婦の友』の記事･広告を収録。

商品名や人名で検索でき、何月号･何ページにあるか分かる。
神社新報 1946－2005 雑誌『神社新報』のバックナンバー検索（ 昭和二十一年(創刊)〜平成十七年 ）
新仏教　第Ⅰ～Ⅲ期 1900-1915 仏教清徒同志会の機関紙『新仏教』の原資料を画像で収録。

タイトルや執筆者で検索。
大大阪 1924-1944 月刊誌『大大阪』の復刻版CD-ROM。題名、著者名、検索ができる。
大日本私立衛生会雑誌 M16-T9 『大日本私立衛生会雑誌』の全文記事DB。
太陽 1895-1928 日本近代文学館編『太陽』の全文CD-ROM。
台湾協会会報 M31-40 -
傳燈 M23-36 雑誌『傳燈』のDVD-ROM版。
南山国文論集 1976-1999 1999年までの全誌を収録。
布哇報知 = The Hawaii hochi. 1912-1961 新聞『布哇報知』1-15790号（1912-1661）（欠号多数あり）
比較文學研究 1954-1991 創刊号から第60号までをデジタル画像で収録。
ビブリア 1949-1993 天理図書館報　1-100号を収録。

サービス名

昭和の戦前期の読売新聞がキーワード、人名、日付、分野別で検索できる。

昭和の戦後期の読売新聞がキーワード、人名、日付、分野別で検索できる。

２．代行検索サービス

３．CD-ROM/DVD（スタンドアロン）



百花園 : 明治期落語・講談速記雑誌全
240号収録

1889-1900 落語・速記雑誌「百花園」を全240号を収録

＊ 風俗画報ｲﾝﾃﾞｯｸｽ 1889-1916 雑誌『風俗画報』の全文記事ＤＢ。
＊ 婦人画報 1905-1944 雑誌『婦人画報』の全文記事ＤＢ。
＊ 婦人公論 1916-1944 雑誌『婦人公論』の全文記事ＤＢ。

文藝倶樂部 1895-1912 雑誌『文藝倶樂部』の全文記事ＤＢ。
＊ 六大新報 M36-S63 雑誌『六大新報』のDVD-ROM版。

辞典 25万語医学用語大辞典　英和/和英対訳 国内外63種類の辞典・用語集から医学文献等で使われている医学専門用語（医
学・薬学・薬品関係分野）の見出し語（英語）を収集し、最近使われるようになった
用語と学会選定用語を加えた。

Groot Woordenboek van de Nederlandse
Taal

オランダ語辞書。

Palitext パーリ語で著された仏教関係の書物のDB。
Le Petit Robert フランス語辞書CD-ROM。
Routledge encyclopedia of philosophy 哲学に関する２０００以上の項目を集める。

地域、宗教事項、時代別などで検索可能。
☆ Slang!=スラング！ スラングの辞書。

岩波日本史辞典 岩波日本史辞典CD-ROM版。
角川日本地名大辞典 『角川日本地名大辞典』のうち、地名編を収録。

見出し検索、都道府県別検索などができる。
漢語大詞典 -
くずし字解読用例辞典 : CD-ROM版 『くずし字解読辞典』『くずし字用例辞典』（いずれも児玉幸多編、東京堂出版刊）

のくずし字検索方法とその内容を併せ収めた辞書ソフト。「文字入力検索」、「手書
き入力検索」が可能。
また、類似文字や異体字、もと字体等も参照できる。

現代漢語詞典 -
＊ 現代日本執筆者大辞典第4期索引CD-

ROM
『現代日本執筆者大辞典第4期』に掲載されている執筆者の名前と掲載情報を「人
名」「キーワード」から検索できる索引CD-ROM。

康煕字典 康煕字典DVD-ROM版。
広辞苑第六版 広辞苑第六版CD-ROM版。
コンピュータ用語辞典　英和・和英/用
例・文例

コンピュータの関連分野および通信関連の内コンピュータに密接な関係を持つ分
野を対象として、英和33078語、和英35287語、用例・文例12641件を収録。

ステッドマン医学大辞典 Stedman's Medical Dictionary の日本語版。欧文語約10万5000語、和文語数約9
万語を収録。

スーパー大辞林 『大辞林第2版』と英和･和英辞典、漢字辞典を収録。
音声･画像データも豊富。

世界大百科事典 世界大百科事典CD-ROM版。
☆ 世界の歴史：インターアクティブ百科 歴史上の出来事を時代別、地域別に解説。

図版や年表、ビデオ映像なども含む。
中日／日中統合辞典　国際版 中日辞典、日中辞典を統合したCD-ROM。

地図検索、中国語１万3000語、日本語見出し８万3000項目の発音を聞くことができ
デジタル歌舞伎エンサイクロペディア 歌舞伎の代表作品150本、作者･俳優のプロフィール、ムービーや音声を収録。年

表や専門用語辞典も含む。
南山堂医学大辞典プロメディカ 南山堂医学大辞典CD-ROM版。
日本大百科全書＋国語大辞典 38万項目を収録。多くのマルチメディア･データや、

各データベースへのリンクも搭載。
リーダーズ＋プラス 「ﾘｰﾀﾞｰｽﾞ英和辞典」と｢ﾌﾟﾗｽ｣が一度に検索できる４５万語英和辞典。

目録・
年鑑

Demographic Yearbook 1948-1998 『Demographic Yearbook』51号のSupplement。1948年から1997年までの
Supplementと、1980年から1998年までの出生統計を収録。

The Bodleian Library : Pre-1920
Catalogue of Printed Bokks on Compact

1920年以前 The Bodleian Libraryが所蔵する、1920年以前の資料の目録を収録。

The Gordon W. Prange Collection :
Saving a Hidden History, Japan 1945-

メリーランド大学所蔵の「プランゲ文庫コレクション」についての紹介CD-ROM。

J-BISC : Japan MARC on disc 1992-2002 国立国会図書館の所蔵する書誌のデータ(JAPAN/MARC)をCD-ROＭで提供
ＮＩＰＰＯＮＡＬＩＡ 京都外国語大学所蔵日本研究書コレクション目録CD-ROM版。
World Biographical Index 欧州を中心とした伝記文献情報。
英国議会資料 1801- 議会資料の年次、人名、件名索引ＤＢ。
大阪府立中央･中之島図書館増加図書 1997-1998 大阪府立図書館蔵書目録のCD-ROM版。
『鹿島美術研究』総索引 1983-2001 『年報』第1号から第19号別冊までに収録された論文の索引。
韓国文献目録情報 -
京都出版史＜戦後編＞ 1945-1957 終戦後から昭和３２年まで本社が京都にあった、民間の出版社の発行図書を収

録。建築統計の年間動向 2012-2013､2015 『建築統計の年間動向』のCD-ROM版
弘文荘待賈古書目 昭和７年創業の古書肆「弘文荘」の古書販売目録７７冊全頁画像データ。
雑誌記事索引 1997(4),1999-2001 『雑誌記事索引』のCD-ROM版。
雑誌記事索引
NDL CD-ROM LINE

1975-1979,1990-
1994

同上

資生堂企業資料館蔵書目録 1992-2000 創業以来の社内資料の一部、社史編纂時収集図書が中心。
宗田文庫目録 2001-2002 -

中国人民大学书报资料中心复印报刊资
料专题目录索引1978-1994

1978-1994 復印報刊資料專題目録索引

日本書籍総目録 2002-2004 『日本書籍総目録』のCD-ROM版。
日本民俗学文献目録ＤＢ 1985-1996 民俗学および関連分野の論文、報告、資料等のＤＢ。
婦人参政関係史資料
内容細目一覧

-

万葉集電子総索引 語彙検索、単漢字検索、歌番号検索から万葉集の歌を検索できる。



＊ 離島統計年報 2003-2013 『離島統計年報』のCD-ROM版
龍谷大学大宮図書館和漢古典籍分類目
録・貴重書解題

龍谷大学が所蔵する古典籍の医学書・理学書の情報ＤＢ。

我が国の政府開発援助 『我が国の政府開発援助』2000年度のCD-ROM版。
写真 Dolls of the Hitotsubashi Tokugawa

House
現在は茨城県立歴史館に収蔵されている、一橋家が所有していた人形の画像を
収録。全40枚。

Memoires of Japan 1859-75 1859-1875 日本の写真・在オランダ・コレクション。
Street : Yasuhisa Toyohara Photographs 1985-1993 写真家・豊原康久のCD-ROM版写真集。収録作品をスライドショーのようにして鑑

賞できる。
Yellows : Akira Gomi Photographs 写真家・五味彬のCD-ROM版写真集。収録作品をスライドショーのようにして鑑賞

できる。
沖縄戦全資料 残存する沖縄戦陸軍関係の資料に併せて、アメリカ公文書館所蔵の沖縄戦関係

写真をほとんど収録している。
地図 江戸東京重ね地図 江戸･明治･現代の3時代を地点検索できる。

活断層詳細デジタルマップ 日本列島の活断層の状態を示した地図。解説書とカラー付図あり。
岐阜県遺跡地図 -
地図で見る「日本地名索引」 地形図5882枚、52万件の地名データを収録する地名索引ＤＢ。
ぴあMAP Multi 東京･横浜:カルチャー&グ
ルメスポットデータベース

東京･横浜･千葉･埼玉のカルチャー･グルメスポットを検索できる。

明治前期測量２万分の１
フランス式彩色地図

1880-1886 関東平野および房総・三浦半島地域の彩色地図ＤＢ。「第一軍管地方二万分の一
迅速測図原図」。

洛中洛外図大観 屏風絵全体を、原寸の約2倍の大きさで見られる。メモを記入でき、データベースと
して保存できる。

図書 CD-ROM a 50-year history of Mitsubishi
Corporation : 1954-2004

三菱商事50年史のCD-ROM版

Korean Studies Information : 日帝下社会
運動史資料集

-

吾妻鏡・玉葉データベース 吾妻鏡・玉葉の全文および人名索引ＤＢ。
江戸名所図會 天保７年刊『江戸名所図会』全７巻のCD-ROM版。
角川古典大観　源氏物語 大島本・陽明文庫本・保坂本・尾州家河内本の４本を翻刻収録し、校訂本文を収

録。語彙・分類・品詞別・色彩語・感情語・地名・登場人物等で検索可能。
歌舞伎番付集成 : 日本大学総合学術情
報センター所蔵

延宝から昭和までの演劇関連資料、約1万件（画像点数は約3万カット）をフルカ
ラーで集めた画像ＤＢ。全項目フリーワード検索、絞込み検索、複合検索が可能。

鎌倉遺文 全46巻を収録。検索機能のほか、ブックマーク機能を搭載。
検索した文書の全文を表示。

経国大典 譯註経国大典のCD-ROM。
葛野辰次郎ノート アイヌ文化研究者・葛野辰次郎の自筆ノートをPDF化して収録。
黒田清隆関係文書 鹿児島県歴史資料センター黎明館所蔵の『黒田清隆関係文書』のCD-ROM版。
群書類従 群書類従全３０巻を収録。書名、輯、ページ数による検索が可能。

文献一覧、文献年表を含む。
＊ 源氏物語 国宝の絵巻を中心に、写真、イラスト、ナレーションで物語を紹介。原文と訳文を収

録し、英文でも楽しめる。
そのほかに、平安貴族の生活や六条院の紹介もある。

源氏物語（絵入・承応版本） 承応版の絵入源氏物語版本を底本とし、そのすべての文字情報，画像をDB化し
たもの。画像はテキストデータとリンクされており、利用者によるデータの追加･変更
ができる。

古典俳文学大系 書籍版『古典俳文学大系』全16巻と増補８集を収録。検索機能あり。
寺院経蔵の構成と伝承に関する実証的
研究：高山寺の場合を例として

平成14年度～18年度科学研究費補助金（基盤研究（Ｓ））研究成果報告書のCD-
ROM版。

＊ 浄瑠璃　竹田出雲集 国立国会図書館所蔵の『竹田出雲集』原本をDVDに収めたもの。全三巻。
続々群書類従 表紙から本文まで原本のまま収録。書名･巻･ページ数指定ジャンプと書名キー

ワード検索ができ、必要箇所にメモがつけられる付箋機能もある。
大正期翻訳文学画像集成 初出の形態をそのままに、見出し･組み方、挿絵まで画像で収録。

作家別作品の翻訳年表を含む。
中國茶
中国茶文化大全 図版中心の中国茶の情報。
東京府・市二次統計書データベース 東京都江戸博物館調査報告書第9集を収録。
朝鮮王朝実録 -
東京大学史料編纂所蔵
入来院家文書

鎌倉以来薩摩国入来院の地頭入来院家伝来の古文書。
文書の画像および和文・英文釈文付き。

日本漢詩 (雕龍日本漢文古籍檢索叢書
シリーズ )

第2､3､4輯 電子書籍。全文閲覧可能

＊ 日本統治下台湾における紛争処理資料：
台中地方法院所蔵判決原本

台中地方法院に所蔵されている、日本統治時代の判決原本をDVD-ROM化したも
の。

根室要覽 『根室要覽』 大正2年3月発行のデジタル復刻
八代集 新日本古典文学大系　『八代集』　CD-ROM版。
復刻版日本庭園史大系 日本庭園史大系全３５巻のCD-ROM。

庭園名、年代、地域、様式より検索可能。
ザ・プライスコレクション 冊子体の『ザ・プライスコレクション』の付録。画像および解説を収録。
文淵閣四庫全書電子版 四庫全書の原文が収録されており、全文検索ができる。
平安遺文 日本古代史の基礎資料である平安遺文のCD-ROM。

地名・人名・固有名詞等のキーワード検索機能付き。
ポン カンピソシ : アイヌ文化紹介小冊子
10 : 総集編

国連が定めた「世界の先住民の国際10年」（1994～2003）の取組みの一環として、
アイヌ文化を紹介したもの。小冊子１～９の内容を一枚のCD-ROMに。

松田修著作集 全8巻。



名所図絵集成 都名所図絵、拾遺都名所図絵他９点の名所図絵を収録。書名、巻数、絵図項目等
で検索できる。

和算書集成 中曽根慎麓氏所蔵の３００点以上の和算文献を収録。
その他 ７３１部隊・細菌戦資料集成 ７３１部隊の研究成果に関するレポートに関する英文文書を収録。

HIBINO : Katsuhiko Hibino Interactive
Exhibition

日比野克彦の作品集。テーマや年代別の閲覧ができる。

International hospitality and tourism
database

ホスピタリティーと観光に関する文献を集めたデータベース。

Le Japon 日本文化の紹介。
Kana Classic くずし字練習のためのCD-ROM。書き順を動画で示したり、実際にマウスを使って

書いたりできる。
One Hundred Treasures from the British
Library

大英図書館が所蔵する貴重なコレクションのうち、100点を選んで収録。画像を拡
大して閲覧したり、作品ごとに注を読んだりできる。

TDBの世紀 帝国データバンク百年史、企業倒産100年、プレス発表資料、法人申告所得ランキ
ング。

Walzenaufnahmen japanischer Musik 1901-1913 Berlin Phonogramm-Ａｃｈｉｖに所蔵されている、明治時代に上演された日本音楽を
収めたフィルムのCD-ROM版。

The Wine : 世界のベストワイン撰集300 ワインの産地や基礎知識が学べるほか、料理や好みに合ったワインを検索できる。
浅井タケ昔話全集 『文部省特定領域研究(A)環太平洋の「消滅に瀕した言語」にかんする緊急調査研

究』の調査報告書。
絵葉書類別大集成 東大明治新聞雑誌文庫所蔵の明治期絵葉書で、約28,000枚を収録。

☆ エルミタージュ美術館Ⅰ エルミタージュ美術館収蔵コレクションのうちイタリア・ルネサンス絵画および１７世
紀オランダ絵画の傑作を中心に収録している。

＊ 沖縄県史　図説編：県土のすがた 沖縄島の3D地図や、1945年当時の空中写真などを収録。
沖縄の歴史情報 「沖縄の歴史情報研究」の研究成果を収録。
男はつらいよ：右も左も寅次郎 『男はつらいよ』シリーズの名場面集やあらすじを収録。作品に関する資料や制作

者のメッセージもある。
オルセー美術館コレクション オルセー美術館所蔵の作品約180点を収録。

作品を拡大して見ることもできる。
街頭紙芝居の世界 紙芝居を音声付で収録。解説BOOKには全カット英訳入りの日本語セリフが載って

いる。全4巻。
神々の国　悠久の遺産：古代出雲文化展 1997年に開催された、「古代出雲文化展―神々の国悠久の遺産―」の特別図録を

収録。
冠婚葬祭 冠婚葬祭の作法と手紙・挨拶の文例。
銀河鉄道の夜　探検ブック 宮沢賢治『銀河鉄道の夜』について、その構造や仕組みを検証する。
くりっく亭 約270種のレシピを収録。

素材や調理法、ジャンルから検索でき、材料と作り方は印刷可能。
国立民族学博物館国内資料調査委員調
査報告集

調査報告集をCD-ROMにまとめたもの。

時間地球儀：過去からの最新世界史、お
伝えします

歴史上の出来事ををテレビニュース･ラジオ･新聞の形で解説。
人物や年代別の検索もできる。

芝居番付:東京大学国文学研究室所蔵芝
居番付目録と影印　一・二

東京大学国文学研究室所蔵の芝居番付のデータベース。

珠玉の東洋陶磁：安宅コレクションとの出
会い

安宅コレクションの代表的作品150余点を収録。作品ごとに、各方向からの画像と
解説文をつける。時代別、技法別などの検索が可能。

酒楽：日本酒を極める 雑誌『特選街』主催の「全国日本酒コンテスト」入賞酒372銘柄を収録。
肴のレシピや酒造りの基礎知識も含む。

情報技術のエポック展 展示品50数点を収録。
職員録 職員録（中央官庁・特殊法人等）
史料館創立50周年記念特別展示「錦絵
にみる近代のあけぼの」

国文学研究資料館史料館の創立50周年特別展示のCD-ROM。

人物年表データベース（試行版） 国文学研究資料館が蓄積する歴史人物情報の一部を、その肖像画とともに年表と
して収録したもの。

人類の起源：CD-ROMで見る霊長類の発
達から現代人の誕生まで

霊長類の発達から現代人の誕生までを、様々な形の解説や仕掛けによって、分か
りやすく示す。

世界マルチメディア紀行（オーストラリア） オーストラリアのガイドブックCD-ROM。
瀬戸内の人々のくらしと文化：海に生きる 瀬戸内海歴史民俗資料館が所蔵する、瀬戸内海に関する民俗映像資料を編集し

たもの。
全国方言資料 『全国方言資料』の昭和56年版をデジタル化。

書籍全ページの画像データと音声資料を収録。
太陽コーパス 雑誌『太陽』を資料とした、現代日本語の成り立ちや確立の過程を調べるための言

語データベース。
中央研究院歴史語言研究所數位典蔵 中央研究院歴史語言研究所の所蔵物（書物、骨董品等）の概略。
著作権判例 著作権理解に不可欠な主要判例全文を収録。

☆ デビッド･マコーレイの「もの」の仕組み大
図鑑:機械時計の仕掛けからシリコンチッ
プの構造まで

約200種類の道具の仕組みを解説。

テレビ放送の語彙調査 国立国語研究所1989.4-6テレビ放送語彙調査データ。
東寺文書検索システム 東寺の文書検索システム。富山大学人文学部日本史研究会作成。
二十世紀中国女性史 20世紀の中国女性の歴史についてのCD-ROM。10枚組。
日本人および日本文化の起源に関する
学際的研究ホームページ・活動記録集

-

日本森林学会大会講演要旨集 -
☆ 日本の野鳥Ⅱ 野鳥の図鑑。映像や鳴き声の音声データも含む。

ハイパー京都ガイド 京都の文化遺産、社寺などを紹介。散策マップも収録。



博物学の迷宮:荒俣宏の想像学講義 『少年絵本』に掲載された図版を使った博物図鑑。イメージによる分類と
動物学による分類がなされ、利用者が独自の分類を行うこともできる。

幕末明治期海外渡航者来日外国人一覧
操作式データベース

幕末明治期の海外渡航者および来日外国人を表形式で検索できるように設計さ
れたデータベース。

幕末・明治期における長崎居留地外国人
名簿I-III

－

☆ バーンズ･コレクション:a passion for art バーンズ･コレクション中の作品330点を収録。絵画以外にも、
コレクションに関する公文書や取引に関する書類などの資料も収める。

不朽的殿堂 :　漢代墓葬与文化 中央研究院歴史語言研究所 中央研究院計算中心 政治大学資訊管理系作成。
漢の時代の葬制についてのCD-ROM。

＊ 物故書画家人名辞典 5000名の画家・書家・文人・儒者・政治家・軍人など書画界の著名作家を収録。
フリークショウ ザ・レジデンツとジム・ルトケによる3D作品。
平成7年国勢調査 町丁・字等別集計および町丁・字等別地図境域データを含む。
平成10年住宅・土地統計調査報告 -
平成「祭」データ 「全国神社祭祀祭礼総合調査」によって収集された、全国の神社とその祭りに関す

るデータ。神社の名称や祀られている祭神などから検索できる。
☆ マルチメディア　人体:NHKスペシャル「驚

異の小宇宙･人体」より
ムービー80分、静止画1400枚を含む、人体映像の百科事典｡

明治二十七八年日清戦史　第Ⅱ期　付
図･挿図

復刻版「明治二十七八年　日清戦史」の付図25点及び挿図125点を収録。
全図の一覧表と各巻の目次を含む。

雄飛 拓殖大学創立百周年記念写真集。
妖怪世界遺産 水木しげるによる妖怪原画1840点を収録。名前や地域から検索できる。

☆ よく見てごらん！:シカゴ美術館へ行こう シカゴ美術館所蔵の作品200余点を収録。
場所別、年代別に検索できる。

離島統計年報 全国の離島に関する各種統計を、exelデータとPDFデータで収録。
ルーブル美術館Ⅰ ルーブル美術館収蔵コレクションのうちフランス絵画を収録。ナレーション解説付

き。歴史資料集 -


