
 

令和 2 年 9 月 10 日改訂 

 

文化財について調べる 
パスファインダー Ｎｏ．6－1 

 

 

 

 

 

 

 

 

スイス ベッリンツォーナ旧市街の 3 つの城と防壁・城壁群 

 

パスファインダーとは、調べたいと思う事柄について役立つ資料を、わかり

やすく紹介した印刷物（リーフレット）のことです。 

ここでは、「文化財」を取り上げ、必要な資料や情報を見つける事ができるよ

うに、いろいろな情報の集め方の一部を紹介します。 

 

わからないことがあったら、気軽に声をかけてください。 

 

草加市立中央図書館 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名勝 

記録作成等の措置を 

講ずべき無形の民俗文化

財 

登録有形民俗文化財 

重要無形民俗文化財 

重要有形民俗文化財 

文化財

 

 

登録記念物 

史跡 

文化財の保存技術 

記念物 

天然記念物 

民俗文化財 

無形文化財 

文化的景観 

伝統的建造物群 

埋蔵文化財 

記録作成等の措置を 

講ずべき無形文化財 

有形文化財 

重要無形文化財 

重要文化財 

重要文化的景観 

特別天然記念物 

特別名勝 

特別史跡 

国宝 

 

選定保存技術 

伝統的建造物群保

存地区 

重要伝統的建造

物群保存地区 

登録有形文化財 

文化財の種類 重要なもの 特に重要なもの 

◎文化財と一言でいってもいろいろな種類があります。 

一般的に分類すると以下のような図になります。 

 

文化財の体系図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記録作成等の措置を講ずべき

無形の民俗文化財 



１．手がかりとなるキーワードは？ 

まずは、情報にたどり着く手がかりとなるキーワードを考えましょう。 

ひとつのテーマに結びつくいろいろなキーワードから、新たな切り口が見つ

かったり、知りたい情報の的が絞られていきます。 

 

例：有形文化財 無形文化財 民俗文化財 天然記念物 埋蔵文化財 

 国宝 重要文化財 文化財保護法 世界遺産 文化庁  

 

２．基本的な情報源でテーマの概略を知る（事典・辞書などを使う） 

 草加市立中央図書館で利用できる基本的な情報源を紹介します。 

以下の資料から概略を調べ、テーマを理解しましょう。 

まずは、百科事典・辞書・図鑑などを調べることから始めましょう。 

 

●無形文化財に関する事典類 

資料情報 請求記号 資料番号 配架場所 

『日本文化事典』 

（丸善出版/刊、2016） 
R361.5 ニ 115790925 中図 参考 禁止 

『祭・芸能・行事大辞典 上』 

（朝倉書店/刊、2009） 
R386.1 マ 114585698 中図 参考 禁止 

『祭・芸能・行事大辞典 下』 

（朝倉書店/刊、2009） 
R386.1 マ 114585706 中図 参考 禁止 

●有形文化財に関する事典類 

資料情報 請求記号 資料番号 配架場所 

『事典・日本の地域遺産』 

（日外アソシエーツ/刊、2013） 
R709.1 ジ 115121006 中図 参考 禁止 

『国宝・重要文化財よみかた辞典』 

（日外アソシエーツ/刊、2009） 
R709.1 コ 114620602 中図 参考 禁止 

『世界遺産』 

（ポプラ社/刊、2015）  
R709 カ 115776577 中図 参考 禁止 

●埋蔵文化に関する事典類 

資料情報 請求記号 資料番号 配架場所 

『歴史考古学大辞典』 

（吉川弘文館/刊、2007） 
R210.0 レ 114105208 中図 参考 禁止 

 

https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=3369156
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=2418869
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=2418870
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=2953359
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=2431541
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=3353670
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=1883886


●景観に関する事典類 

資料情報 請求記号 資料番号 配架場所 

『景観用語事典』 

（彰国社/刊、2007） 
R518.8 ケ 113958110 中図 参考 禁止                                                                             

 

 

 

３．図書を探す① ～草加市立中央図書館の蔵書から～ 

 草加市立中央図書館 蔵書検索機（OPAC）を使って探す。 

当館の OPAC やホームページから１．にあるようなキーワード、タイトル、

著者名などを入力して検索することができます。 

以下に、当館所蔵の検索結果の一部をご紹介します。 

  

★草加市立中央図書館蔵書検索システムで探す 

 https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/index.do 

 

【文化財について調べる】 

資料情報 請求記号 資料番号 配架場所 

『人間国宝事典 工芸技術編 

増補新版』 

（芸艸堂/刊、2002） 

709.1 ニ 112844907 中図 閉架 貸可 

『朝日百科日本の国宝１』～１２ 

（朝日新聞社/刊、1999） 
709.1 ア 111317962 中図 大型 貸可 

『新指定重要文化財１』～１３ 

＊３巻欠号 

（毎日新聞社/刊、1980～1982） 

709.1 シ 111513735 中図 閉架 貸可 

『埼玉の文化財 建造物・絵画編』 

埼玉の文化財シリーズ１～６巻 

（埼玉県教育委員会、1981～1983） 

L709.1 サ 110984796 中図 郷土 貸可 

『さいたまの名宝』 

（平凡社/刊、1991） 
L709.1 サ 110115458 中図 郷土 貸可 

  

 

 

 

https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=1881223
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/index.do
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=943173
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=943173
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=155416
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=74695
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=129209
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=72263


【世界遺産について調べる】 

資料情報 請求記号 資料番号 配架場所 

『世界遺産入門』 

（シンクタンクせとうち 

総合研究機構/刊、2015） 

709 フ 115636326 中図 閉架 貸可 

『世界遺産』 

（学研教育出版/刊、2014） 

YR709.0

セ 
120844592 中図 ﾔﾝｸﾞ 禁止 

『ユネスコ世界遺産 １』～１３巻 

（講談社/刊、1996～1998） 
709 ユ 111219176 中図 大型 貸可 

【文化財保護法について調べる】 

資料情報 請求記号 資料番号 配架場所 

『最新改正文化財保護法』 

（ぎょうせい/刊、2006） 
709.1 サ 113855878 中図 閉架 貸可 

『わかりやすい文化財保護制度の解説』 

（ぎょうせい/刊、2007） 
709.1 ナ 114153166 中図 閉架 貸可 

 

図書を探す② ～テーマの棚に行って探す～ 

 図書館の本は、主題ごとに棚に並んでいるので同じような内容の資料が近く

に並んでいます。 

分類記号 テーマ 

210.2 日本史の原始時代 

709 芸術政策．文化財 

709.1 日本の文化財 

４．雑誌・新聞記事を探す 

 図書では見つからない時事的な情報などが分かります。 

資料情報 

・『朝日新聞社 聞蔵Ⅱビジュアル』・・・朝日新聞社のオンライン記事データベー

ス「聞蔵」に、戦後４０年分の紙面イメージデータベースが追加されています。 

・『日経テレコン２１』・・・日本経済新聞社が提供するビジネス向けオンラインデ

ータベースサービスです。 

・『ヨミダス歴史館』・・・明治 7（1874）年の創刊号から最新号まで約 1100 万件の

記事が検索・閲覧できる、日本で初めてのオンラインデータベースです。 

※上記のオンラインデータベースに関しては、レファレンスカウンターにお問

い合わせください。 

https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=3306437
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=3195028
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=148124
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=1731505
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=1994895


５．視聴覚資料を探す 

資料情報 請求記号 資料番号 配架場所 

『人間国宝：長唄／七世芳村伊十郎』 

（コロムビアミュージック 

エンタテインメント、2006） 

CD300 ヨ 800095416 中図 AV 貸可 

 

６．インターネットで調べる 

 即時性があり、検索には便利ですが、情報の信憑性には注意が必要です。 

（令和 2 年 8 月 22 日現在） 

★文化庁ホームページ内 国指定文化財等データベース  

https://kunishitei.bunka.go.jp/bsys/index 

★文部科学省日本ユネスコ国内委員会 

http://www.mext.go.jp/unesco/index.htm 

 

７．ほかの図書館の資料を利用する 

 お求めの資料が、ほかの図書館にある場合、取り寄せることができる資料も

ありますので、図書館員にご相談ください。 

 

８．困ったときは・・・ 

 このパスファインダーでご紹介した資料以外にも様々な資料があります。 

実際に書架に足を運んでみてください、もっとすごい発見があるかもしれま

せん。 

図書館の使い方についてよく分からない・探している本がみつからない時は、

図書館員にご相談ください。 

いつでもサポートできるように待っています。 

 

https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=2099994
https://kunishitei.bunka.go.jp/bsys/index
http://www.mext.go.jp/unesco/index.htm

