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姓氏・家系について
調べるには
2015.3 作成

「 家 族 」「 親 族 」「 先 祖 」 の 絆 を 見 つ め 直 し
た い ， 自 分 のル ー ツ を 調 べて み た い ･･･。
一族の家系図や，ルーツを辿る調査で参考
に な る 文 献 の一 例 を ご 紹 介し ま す 。

この「調べ方案内」では，
毎回ひとつのテーマを
とりあげて，調べ方の
コツやヒントをお伝え
していきます。

宮城県図書館
〒981-3205 宮城県仙台市泉区紫山 1-1-1
電話：022-377-8441
FAX：022-377-8484
URL http://www.library.pref.miyagi.jp/

１ キーワードは何でしょう？
資料を検索する時に，手がかりとなるのはキーワードです。
「姓氏」や「家系」
以外の言葉もイメージしておくと，効果的な検索ができます。

家系図 名字
譜系 ルーツ

苗字
屋号

家紋 系譜
家譜 家史

など

など

検索用のパソコン
で資料をさがすと効
率的です。キーワード
などを手がかりに検
索してみましょう！

２ 図書をさがしにいきましょう
本棚に行くと、同じ分野の図書がまとまって並んでいます。
ポイント
図書の背ラベル（上段）は，その分野を数字で
表しています。
＜背ラベルの例＞
288.1 姓氏・人名
288.2 家譜・家系図
288.3 家史・家伝

288.4
288.6
291

皇室
紋章・家紋
地理（日本） など

３ こんな資料があります
当館が所蔵している資料の一部を，ご紹介します。

“調べ方”についての図書
資料ＩＤ

タイトル

請求記号

1009698299

姓氏・家系・家紋の調べ方

288.1/012

1010796918

自分でできる家系図

288.2/120

1009942341

戸籍を読み解いて家系図をつくろう 288.2/099

1007594342

簡単便利家系図作成マニュアル 288.2/028/R

1008370361

家系のしらべ方

288.2/834

1009374578

マイルーツ

288.2/051

1000632578

系図研究の基礎知識

総合的な系図集
資料ＩＤ

第 4 巻（総括）

タイトル

288.21/コ 2/4

請求記号

1000496107

尊卑分脉第 1 篇（国史大系 58）（※全 4 巻+別巻 2） 210.08/コ 3/58

1000632354

系図纂要

第 1 冊（全 15 巻+別巻 2）

288.21/ケ 1/1

姓氏について調べる
資料ＩＤ

タイトル

請求記号

1007353301

日本名字家系大事典

288.1/027/R

1005919723

新編 姓氏家系辞書

288.1/74Z/R

1010156246

姓氏 4000 歴史伝説事典

288.1/08Y/R

家紋について調べる
資料ＩＤ
1010611968
1009269927

タイトル

請求記号

苗字から引く家紋の事典
都道府県別姓氏家紋大事典
東日本編

288.6/111/R
288.6/046/1R

（※西日本編もあります）

1009800499

日本家紋大事典

288.6/08Y/R

1002938825

日本家紋総鑑

288.6/933/R

1010733242

家紋のすべてがわかる本

288.6/129

名字の読み方を調べる
資料ＩＤ
タイトル

請求記号

1009656859

人名よみかた辞典 姓の部

281.03/049/R

1009277763

難読稀姓辞典

288.1/046/R

1004189211

苗字 8 万よみかた辞典

288.1/983/R

1004607949

日本苗字大辞典 1

288.1/967/1R

（※全３巻）

地名との係わりを探る
資料ＩＤ
タイトル

請求記号

1009611292

難読姓氏・地名大事典

288.1/062/R

1007353384

地名苗字読み解き事典

288.1/023/R

1000715217

角川日本地名大辞典（※全 47 巻+別巻 2 巻） 291.03/ニ 11/1-1

1001955077

日本歴史地名辞典（※全 47 巻+総索引 3 巻） 291.03/ニ 16

宮城県に関する家系や人物・地名等を調べる
資料ＩＤ

※市町村史が参考になることも。

タイトル

請求記号

1002897443

角川日本姓氏歴史人物大辞典 4 288.1/カ 1/4R

1001082815

仙台人名大辞書

1001089653

仙台藩家臣録

第1巻

（※全 6 巻）

K288/セ 2/1

1001086436

伊達世臣家譜

第1巻

（※全 3 巻）

K288/タ 6/1

1001086477

伊達世臣家譜 続編

1006615650

私本仙台藩士事典

K280/サ 7-2

1000588796

宮城県の地名（日本歴史地名辞典 4）

K290.3/ミ 43

K280/キ 1

第 1 巻（※全 4 巻）

4 当館に所蔵がない資料は

K288/タ 6-2/1

「K280/キ 1」のように，請求記号の
はじめに「K」がついている資料は，
みやぎ資料室にございます。

当館に所蔵がない資料も，次のデータベースで検索することができま
す。利用については，３階調査相談カウンターへご相談ください。
「宮城県内図書館総合目録」 県内公共図書館の蔵書検索
http://www.library.pref.miyagi.jp/dog/crs/
「国立国会図書館サーチ」
http://iss.ndl.go.jp/

※国立国会図書館および全国の主な公共図書館の蔵書検索

5 困ったときは
資料が見つからない，使い方がわからないなど，困ったときは各フロ
アのカウンターにご相談ください。いつでもお手伝いします。
※個人の姓氏・家系については，それぞれの家系に歴史的な背景等があるため，
図書館資料による確認には限界があります。
※個人のプライバシーに係わる調査（家系など）はお受けできません。
ご了承ください。

＜みやぎ資料室＞ 宮城県・旧仙台領に関すること
＜新聞・雑誌室＞ 新聞・雑誌・行政資料に関すること
＜調査相談カウンター＞ その他，調べものに関すること

