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実践編
長野県には、数多くの著名人が存在します。今回は、歴史上の人物から現代社会で脚光を浴びる有
名人まで、様々な分野で活躍されている方に関係する資料の探し方を紹介します。

１

テーマについて調べるキーワード

最初に、
これから調べていくためのキーワードを決めるとポイントを絞って調べることが出来ます。

【凡例】
★ （ ）内は本の背についているラベル。置いてある場所を示しています。
★ ラベルに“R”がついている、または“館内”というシールが貼られている本は貸出で
きません。館内でご利用ください。
★ 貸出できない本でも、必要な部分のコピーはできます（1 枚…10 円）。
これらを「あっ太君」
（館内検索端末）を使用して検索すると詳細や所蔵場所がわかります。

２

入門的な情報源

長野県に関する人物の基本的な情報を調べる際、役立つ参考図書を一部紹介します。
『長野県人物・人材情報リスト 2015 全 2 巻』日外アソシエーツ（N283/ナ）

※上記の資料は、2F カウンター内に配置しています。ご要望の際は、職員までお声かけ下さい。
『長野県人名鑑』信濃毎日新聞社（N283/ナ）

３

キーワードにあった図書を探す

図書館の資料は原則としてテーマごとに分類されて書架に並べてあります。

【長野県出身の人物について調べる】
『信州人物誌』信州人物誌刊行会（N283/シ）

※こちらは上記で紹介している人物紹介リストより、古い年代の方が掲載されています。

【長野県出身の歴史人物について調べる】
『長野県歴史人物大事典』郷土出版社（N283 ナ）
『郷土歴史人物事典 長野』第一法規（N283 フ）
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真田信繁（真田幸村） ※信濃国小県郡出身
『真田信繁 「日本一の兵」幸村の意地と叛骨』宮帯出版社（N289 サ）
『真田幸村のすべて』新人物往来社（N289 サ）
『真田幸村 家康を追いつめた乱世の英雄』PHP 研究所（289.1 サ）
佐久間象山 ※信濃埴科郡松代字浦町出身
『象山全集 全 5 巻』信濃教育会出版部（N080 サ）
『詳解 省愆録』第一法規出版（N940 ク）
『佐久間象山伝』宮帯出版社（N120 サ）

【長野県出身の会社創業者・経営者について調べる】
『長野県会社年鑑 2016 年版』東京商工リサーチ長野支店（N335/ナ/16）

※長野図書館の場合、最新の会社年鑑は 2F のカウンター内に配置してあります。ご入用の際は
職員へお声をかけ下さい。

岩波茂雄 ※長野県諏訪郡中洲村出身 岩波書店創業者
『岩波茂雄 リベラルナショナリストの肖像』岩波書店（N289 イ）
『岩波茂雄 低く暮らし、高く想ふ』ミネルヴァ書房（N289 イ）

小尾俊人 ※長野県茅野市出身 みすず書房創業者
『本が生まれるまで』築地書館（023 オ）
『本は生まれる。そして、それから』幻戯書房（023 オ）
『昨日と明日の間 編集者のノートから』幻戯書房（914.6 オ）

【長野県出身のスポーツ選手を調べる】
『21 世紀を駆ける信州の 100 人』毎日新聞長野支局（N280 ニ）

雷電為衛門（雷電爲右エ門） ※信濃国小県郡大石村出身
『雷電為右衛門 上・下』学芸書林（N780 ラ）
『雷電為右衛門旅日記』銀河書房（N780 タ）
『力士雷電 上・下』ベース・ボールマガジン社（N780 ラ）

上村愛子 ※兵庫県伊丹市生まれ→長野県北安曇郡白馬村育ち
『上村愛子笑顔のゆくえ』実業之日本社（784 ウ）
『上村愛子 Smile！』実業之日本社（784 ウ）

【長野県出身の芸術家を調べる】
『長野県美術全集 全 12 巻』郷土出版社（N700 ナ）

草間彌生 ※長野県松本市出身
『水玉の履歴書』集英社（702 ク）
『草間彌生 永遠の現在』美術出版社（708 ク）
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池田満寿夫 ※旧満州生まれ→長野県長野市育ち
『池田満寿夫 知られざる全貌展』毎日新聞社（708 イ）
『池田満寿夫―流転の調書』玲風書房（732 イ）

【長野県出身の作家について調べる】
『信濃路文学の旅』教育書籍（N902 シ）
『信濃文学風土記』銀河書房（N902 ア）

椋鳩十 ※長野県下伊那郡喬木村阿島出身
『椋鳩十未刊行作品集 上・下』一草舎出版（918.68 ム）
『人間・出会いのすばらしさ 椋鳩十のわんぱく時代』あすなろ書房（914.6 ム）
『感動は心の扉をひらく しらくも君の運命を変えたものは？』あすなろ書房（914.6 ム）

新津きよみ ※長野県大町市出身
『記録魔』祥伝社（BF ニ）
『彼女の時効』光文社（F ニ）
『トライアングル』角川書店（F ニ）

４

雑誌・新聞記事から探す

雑誌・新聞は図書に比べ新しい情報を提供してくれる資料です。
雑誌のバックナンバーや古い新聞は書庫の中に入っているものがあります。ご覧になりたい年月日、
号数をご指定いただければお持ちします。カウンターまでお問い合わせ下さい。

【雑誌から探す】
『須高』――――2015 年 第 81 号 「江戸大名の暮らし―真田家を中心にして―」
『月刊 Sky journal』――2016 年 2 月号 「3 次元で紐解く丸山貴雄の世界」
『nines』―――2016 年 3 月第 29 号 「信州出身女子プロ野球選手第 1 号誕生」

【新聞から探す】
『信濃毎日新聞（本紙）
』
（昭和 55 年 1 月～所蔵）
『朝日新聞』
、
『日本経済新聞』
、
『読売新聞』、
『毎日新聞』、
『産経新聞』、
『中日新聞』、
『JAPAN TIMES』

＊信濃毎日新聞以外は、10 年間保存です。

※信濃毎日新聞社では信毎データベースをインターネット上で公開していますが、
2014 年 5 月 1 日より長野図書館からも信毎データベースの閲覧・複写が可能に
なりました。利用を希望される方は「利用者用端末使用申込書」へ必要事項を記
入し、2 階カウンターにてお申し込みください。また、詳しいご利用方法につい
ては職員までお問い合わせください。
(利用できる時間 30 分以内 受付時間 平日 9:45~6:00 祝日 9:45~5:00)
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５

インターネットの情報源から調べる

インターネットでは情報の書き換えが簡単なことや、出所不明なものもあり、信用できる情報とそ
うでないものとあります。しかし、最新の情報が得られる場合もありますので、いくつか紹介します。
検索サイト「YAHOO!」や「Google」のキーワード欄に打ち、検索するか URL を直接入力すると見
ることが出来ます。
『長野市ＨＰ』 http://www.city.nagano.nagano.jp/
『信濃毎日新聞社ＨＰ』 http://www.shinmai.co.jp/

６

視聴覚資料（CD、DVD など）

久石譲 ※長野県中野市出身
『オーケストラストーリーズ となりのトトロ』※CD（778 ト）
『Castle in the sky』※CD（778 キ）

菅谷昭 ※長野県更埴市（千曲市）出身
『プロジェクト X 第 7 期〔2〕 チェルノブイリの傷

奇跡のメス』※DVD（210 フ 7-2）

※DVD は館内視聴専用の資料です。ご入用の際は、お手数ですがカウンター職員までお声かけく
ださい。

７

テーマに関する相談事例の紹介

今までに長野図書館であった相談事例を一部紹介します。

【真田家の家臣について、役職・人名の履歴を記録した資料を探している。】
※下記の資料にお探しの情報が記載されていましたので、ご案内いたします。
『真田家家中明細書』国立史料館／編 東京大学出版会 (N288 サ)
『真田一族のすべて』新人物往来社 (N288 サ) (p133‐140)

【長野県の江戸後期の俳人、白斎について知りたい。】
※下記の資料にお探しの情報が記載されていましたので、ご案内いたします。
『長野県俳人名大辞典』矢羽勝幸 編著. 郷土出版社 1993 (N913 ヤ) (750ｐ)
『近世信濃俳人・俳句全集』 矢羽勝幸, 田子修一 編著 象山社 2004 (N913 キ) (120ｐ)
『信濃路の俳人たち』 藤岡筑邨 著 信濃毎日新聞社 1975 (N913 フ)
『長野県歴史人物大事典』 赤羽篤ほか編 郷土出版社 1989 (N283 ナ) (686p)
『豊野町俳句史』 豊野町老人趣味の友会 編 豊野町俳句史刊行会 1982 (N913 カ) (43p~,127p~)

８

最後に

私たちは、皆さんが求めている資料にたどり着くための手助けをしています。探し方が分からない
等、お困りの事がございましたら、カウンターまでお気軽にご相談ください。

