文化財について、様々な角度からの調べ方をご案内します。

１

文化財とは

「文化財」とは、「文化活動の客観的所産としての諸事象または諸事物で価値を有するもの。
文化保護法の対象としては有形文化財・無形文化財・民俗文化財・記念物（埋蔵文化財と史跡
名勝天然記念物）・文化的景観・伝統的建造物群の六種がある（『広辞苑 第六版』より）」とされて
います。また、文化財の体系は下図のようになっています。（文化庁ホームページより）

重要なもの

建造物
美術工芸品 絵画、彫刻、工
芸品、書跡。典籍、古文書、考古
資料、歴史資料

特に価値の高いもの

保存と活用が特に必要なもの
重要なもの

演劇、音楽、工芸技術等

今回は、-----内の
「有形文化財」「無形文
化財」と、2 項目に絞っ
て紹介いたします。

特に必要のあるもの
特に重要なもの

有形の民俗文化財
無形の民俗文化財に用い
られる衣服、器具、家屋
等

無形の民俗文化財

保存と活用が特に必要なもの

衣食住・生業・信仰・年中
行事等に関する風俗慣
習、民俗芸能、民俗技術
特に必要のあるもの
重要なもの

特に重要なもの

遺跡 貝塚、古墳、都城
跡、旧宅等
名勝地 庭園、橋梁、峡
谷、海浜、山岳等

動物、植物、地質鉱物
保存と活用が特に必要なもの
特に重要なもの

特に価値の高いもの

保存の措置を講ずる必要があるもの

※文化庁

http://www.bunka.go.jp/bunkazai/shoukai/gaiyou.html より
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２

ＯＰＡＣで探す

図書館の利用者用検索機(ＯＰＡＣ)や図書館ホームページの蔵書検索でキーワードを入力して
蔵書の有無を確認することができます。
【検索のキーワード例】
「文化財」「重要文化財」「国宝」「人間国宝」「文化庁」
「有形文化財」「無形文化財」「文化財保護」など
検索したら、「タイトル」「所在場所」「分類」をメモしましょう。

３

図書・雑誌で探す

（１）文化財について調べる

所蔵館の表示
＜基本的情報を調べる＞
・市立→市立図書館
■『日本美術史事典』平凡社 1996 （市立・大野・橋本）
・大野→相模大野図書館
・橋本→橋本図書館
■『和英対照日本美術用語辞典 普及版』
和英対照日本美術用語辞典編集委員会／編 東京美術 1998（市立・大野）
■『世界大百科事典 改訂新版』（全 31 巻）平凡社 2007 （市立・大野・橋本）
■『日本美術辞典』谷信一・野間清六／編 東京堂出版 1985 （市立・大野・橋本）

＜文化財の掲載資料を調べる＞
■『美術作品レファレンス事典
日外アソシエーツ 2009
■『美術作品レファレンス事典
日外アソシエーツ 2009

国宝・重文篇 1 絵画・工芸・陶芸・書跡』
（市立・大野・橋本）
国宝・重文篇 2 建造物・仏像・彫刻』
（市立・大野・橋本）

どの文化財がどの資料に掲載されているか、文化財ごとに調べることができます。

＜有形・無形文化財について調べる＞
■『総覧登録有形文化財建造物 5000』
文化庁文化財部／編著 海路書院 2005 （市立・大野・橋本）
■『人間国宝事典 工芸技術編』芸艸堂 1996～ （計 8 冊） （市立・大野・橋本）
発行年までに認定された人間国宝が掲載されています。不定期出版。

■『月刊 文化財』第一法規

※本によって所蔵状況が
異なります

（2013 年 5 月号通巻 596 号～）（橋本）

指定文化財を中心に、概念の変遷や学説の動向、国内外の事例紹介等文化財に関わる
様々なテーマが、解説や多くの写真とともに紹介されています。

＜国宝について調べる＞
■『よくわかる国宝 国宝でたどる日本文化史』
ジェイティービーパブリッシング 2009 （大野・橋本）
■『国宝』（全 15 巻）毎日新聞社 1984 （市立・大野・橋本）
■『国宝大事典』（全 5 巻）講談社 1985～1987 （大野・橋本）
絵画、彫刻等、分野別に１冊ずつまとまっています。

＜文化財保護法について調べる＞
■『文化財保護関係法令集 第 3 次改訂版』ぎょうせい 2009 （橋本）
■『現行法規総覧 25 教育・文化（6）』第一法規 （大野・橋本）
■『現行日本法規 第 38 巻 文化』ぎょうせい （市立）
日本で現在施行されている文化財保護法の条文を調べることができます。
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■『わかりやすい文化財保護制度の解説』中村賢二郎／著 ぎょうせい

2007 （橋本）

文化財保護の目的と対象や、保護制度の発展の歴史、行政組織と財政制度、
各種制度の運用など、わかりやすく解説されています。

（２）神奈川県や相模原市の文化財について調べる
※本により編者が変更になる場合があります
＜神奈川県編＞
■『神奈川県文化財目録 平成 15 年 3 月』
神奈川県教育委員会生涯学習文化課／編 2003 （市立・橋本）
■『かながわ文化財』神奈川県文化財協会 1960～
第 8～32、69、71、81、82、84、101 号（市立）
第 91 号（市立・大野）、第 103～109 号（市立・大野・橋本）
■『図説 近代神奈川の建築と都市』神奈川県建築士会建築史図説編纂特別委員会／編
神奈川県建築士会 2013 （市立・大野・橋本）
■『ふるさとの文化財』神奈川県教育庁文化財保護課／編
神奈川県教育委員会 1982～1984 （市立・大野・橋本）

総括篇、民俗文化財篇、史跡・考古篇、建造物・工芸・歴史資料篇、絵画・彫刻・書跡篇、
天然記念物篇の分野にわけて、文化財が紹介されています。

■『神奈川県の文化財』神奈川県教育庁文化財保護課／編
神奈川県教育委員会 1961～1974
第 1、5、6、12、13 集（市立）第 7～11、14 集（市立・橋本）
1974 年までの重要文化財及び県指定文化財が掲載されています。

＜相模原市編＞
■『相模原市文化財年報』（平成 8 年度～）
相模原市教育委員会生涯学習部文化財保護課／編

相模原市教育委員会（市立・大野・橋本）

市内の文化財の保存状況や調査、その他保護活動の報告、文化財の一覧など
1 年間の動向が掲載されています。

■『さがみはらの文化財』相模原市教育委員会／編 相模原市教育委員会
第 1 集（市立）第 2～4 集（市立・橋本）第 5 集～13 集、
15～18 集（市立・大野・橋本）、第 14 集（市立・大野）
「年中行事」「石仏」「方言・伝承」「考古遺跡」など、1 冊ずつテーマが
分かれています。

第 1 集は 1966 年発行。

■『相模原の文化財』相模原市文化財研究協議会／編
相模原市文化財研究協議会 1994 （市立・大野・橋本）
■『相模原の文化財』相模原市教育委員会生涯学習部生涯学習課文化財保護室／編
相模原市 2002 （市立・大野・橋本） ※バインダー式
■『相模原の文化財 追録用バインダー』相模原市教育委員会生涯学習部生涯学習課
文化財保護室／編 相模原市 2008 （市立・大野・橋本）
バインダー式。文化財の写真と所在地、登録年月日や概要を調べることができます。

■『相模原の自然と文化』第 2～33 号 相模原市文化財研究協議会／編
相模原市文化財研究協議会 （市立・大野・橋本） ※号によって所蔵状況が異なります
郷土の文化財を研究している団体が年１回発行している機関誌。
会員による相模原にまつわる研究・報告が掲載されています。

■『相模原市埋蔵文化財調査報告』（1～44 集
相模原市 （市立・大野・橋本）

※欠号あり）

相模原市教育委員会／編

第 1 集は、1975 年発行。市内の遺跡調査状況が掲載されています。

■『相模原市遺跡分布地図』神奈川県文化財保護課／編
神奈川県 2011 （市立・大野・橋本）
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４

インターネットで探す

各機関や自治体が作成しているホームページから調べることができます。
■文化庁（http://www.bunka.go.jp/bunkazai/index.html）［文化庁トップページ＞文化財］
文化庁が発表している文化財にまつわる事業や構想、統計などが掲載されています。
■文化遺産オンライン（http://bunka.nii.ac.jp/）
文化庁が運営するホームページ。 全国の博物館・美術館等から提供された作品や
国宝・重要文化財など、「時代」「分野」「地図」等のカテゴリーごとに検索が可
能。文化財を写真で見ることができます。また、美術館や博物館のイベント情報もあ
ります。データベースでは、作品名ではなく「彫刻」「鳥」といったキーワードで探
す“連想検索”を使って調べることもできます。
■国指定文化財等データベース（http://kunishitei.bunka.go.jp/bsys/index_pc.asp）
文化財の種類ごとに、また、時代や所在する都道府県ごとに絞って検索することが
できます。所在地や指定年月日、一部の文化財については写真も掲載されています。
■e 国宝（http://www.emuseum.jp/）
国立博物館所蔵の国宝・重要文化財を「分野」「作品名」から検索可能。
写真を拡大することができ、細部まで確認することができます。
■神奈川の文化財（http://www.planet.pref.kanagawa.jp/bunkazai/）
（神奈川県教育委員会）
県内の文化財の指定状況や文化財の検索が可能。所在地や指定年月日を調べること
ができます。
■相模原市の文化財（http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kyouiku/bunkazai/）
これまでに指定された文化財や新しく指定された文化財が分かります。
■相模原市の埋蔵文化財包蔵地
（http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kyouiku/bunkazai/005953.html）
相模原市内の遺跡分布地図のＷＥＢ版。区域ごとに閲覧することができます。
また、埋蔵文化財包蔵地一覧もあります。
■奈良文化財研究所のデータベースのリンク集
(http://www.nabunken.go.jp/research/database.html）
奈良文化財研究所、東京文化財研究所、東京国立博物館、京都国立博物館、奈良国立
博物館、九州国立博物館が作成する各データベースのリンク集です。
★図書館にない資料を入手するには？
国会図書館、他市町村の公共図書館等から資料を取り寄せることができます。
詳しくは調べものカウンター、またはリクエストカウンターでご相談ください。
★図書館にない雑誌記事を入手するには？
県内の図書館からは雑誌を、国会図書館等からは雑誌記事の複写を、それぞれ取り寄せるこ
とが出来ます。調べものカウンターでご相談ください。
★調べ方がわからなかったら？
図書館では、みなさまの調べもののお手伝いをする「レファレンスサービス」を行っています。
お気軽に調べものカウンターでご相談ください。

発行 相模原市の図書館 http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/
（市立図書館 ℡042-754-3604◆相模大野図書館 ℡042-749-2244◆橋本図書館 ℡042-770-6600）
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