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軍装・武具について
調べるには
2017.12 作成
「日本陸軍・海軍の軍装について知りたい」
「平安期の甲冑の図を見てみたい」
ど う じ きりやすつな

「 童 子 切 安 綱 が ど の 資 料 に 載 っ て い る か 知 り た い 」な ど ，
軍装や武具について調べる際に参考になる資料をご紹介
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，手がかりとなるキーワードです。
「軍装」
「武具」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。
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2 図書を探しにいきましょう
ポイント

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！

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。
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＞
390.9 軍隊生活：軍規，制服，軍旗，祭典，儀式
395.5 軍需品：軍服，食糧
559 兵器.軍事工学
756.6 刀剣．鍔．刀工．鐔工
756.7 甲冑：鎧，兜，鐙

390.9
○○○

日本の甲冑・武具
資料ＩＤ

タイトル

請求記号

1009755305

日本甲冑大図鑑

756.7/サヨ 077/R

1009252998

図説日本合戦武具事典

210.3/044/R

1005905789

図録 日本の甲冑 武具事典

756.9/サ 1-4/R

1007051004

新甲冑師銘鑑

756.7/サヨ 008/R

1001988474

図解日本甲冑事典

756.9/サ 1-2/R

1011422183

日本合戦図典 : イラストで時代考証

210.19/176

1009611169

日本甲冑の基礎知識

756.7/ヤモ 062

武器・武具種ごとに調べる
資料ＩＤ

タイトル

請求記号

1003218292

図解古銃事典

559.1/962/R

1009747146

当世具足の兜の立て物

756.7/トテ 075

1010040952

文化の中の刀装具

756.6/ハハ 06X

1010312872

甲冑面もののふの仮装

756.7/イカ 10Y

1010673455

日本刀・刀装事典

756.6/スヨ 11Y

1011164116

刀剣目録

756.6/オヤ 156

日本の陸軍・海軍等の軍装
資料ＩＤ
1003259270
1010837464

タイトル
請求記号
陸海軍服装総集図典：軍人・軍属
390.9/969/タ R
制服、天皇御服の変遷
日本海軍軍装図鑑 : 幕末・明治か
390.9/147
ら太平洋戦争まで

1010020434

日本の軍装 : 幕末から日露戦争

390.9/068

1011217708

写真で見る明治の軍装

390.9/161

1011413570

写真で見る大正の軍装

390.9/176

1011394788

日本軍装備大図鑑 : 制服・兵器か
395.5/125/タ
ら日用品まで

軍服史・武具の歴史
資料ＩＤ

タイトル

請求記号

1000999621

日本近代軍服史

390.9/オ 1

1009856574

武具の日本史

756.7/コヨ 108

世界の軍装・武具
資料ＩＤ

タイトル

請求記号

1009843242

武器事典

1007595182

西洋騎士道事典 : 人物・伝説・戦
156.9/オク 029/R
闘・武具・紋章

1011087705

世界の甲冑・武具歴史図鑑

756.7/クヘ 14X

1004244529

中国古代甲冑図鑑

756.7/リエ 987/タ

1011201124

世界の刀剣歴史図鑑

756.6/ウハ 159

1011097167

世界の軍装図鑑 : 18 世紀-2010 年 390.9/14Z

1009970615
1003208590
1011391958

559.03/96Z/R

ドイツ軍装備大図鑑 : 制服・兵器か
395.5/11Y/タ
ら日用品まで
第二次世界大戦軍装ガイド : 1939
390.9/962
〜1945
華麗なるナポレオン軍の軍服 : 絵
390.9/14X
で見る上衣・軍帽・馬具・配色

＜調べ方の例―レファレンスブックの使い方―＞
ど う じ きりやすつな

刀剣「童子切安綱」の写真が載っている資料を調べたい。
(1)当館所蔵の『美術作品レファレンス事典, 刀剣・甲冑・武家美術』
(資料 ID:1011292792)の「作品名索引」から探していきます。
(2)p.451 に次の記載があります。
「童子切安綱 →太刀(名物 童子切安綱)」
(3)次に，
「作品名索引」で「太刀」を引くと，p.444 に次の記載があります。
「太刀(名物 童子切安綱)(安綱)〔刀剣〕･･･････････ 80」 ※「80」はページ数です。
(4)p.80 を参照すると「童子切安綱」が掲載されている資料の一覧を確認できます。
その中から当館所蔵資料を探していきます。当館所蔵の『国宝・重要文化財大全 6』
(資料 ID:1000645067) p.406 などで写真が確認できます。

3 インターネットでは
情報収集に役立つウェブサイトをご紹介します。

「文化遺産データベース」（文化庁）

http://bunka.nii.ac.jp/db/

「連想」を使用した検索が可能です。「甲冑」「刀」「伊達政宗」など様々なキーワードから連想して
検索でき，画像が閲覧できるものもあります。

「e 国宝」（国立博物館）

http://www.emuseum.jp/

国立文化財機構の 4 つの国立博物館（東京国立博物館，京都国立博物館，奈良国立博物館，
九州国立博物館）が所蔵する国宝・重要文化財の刀剣などの画像を，解説とともに閲覧できます。

4 当館に所蔵がない場合は
当館に所蔵がない図書でも，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」

http://www.library.pref.miyagi.jp/dog/crs/

県内公共図書館の蔵書検索ができます。

「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ができます。

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へどうぞ。いつでもお手伝いします。
＜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
＜子ども図書室＞ 子どもの本に関すること
＜音と映像のフロア＞ 録音・映像資料，楽譜に関すること
＜調査相談カウンター＞ 各種調べものに関すること

