詩歌（和歌・短歌・俳句・近代詩）の調べ方をご案内します。

１

ＯＰＡＣで探す

図書館の蔵書検索端末(ＯＰＡＣ)やホームページの蔵書検索でキーワードを入力して検索して
みましょう。検索したら、「タイトル」、「所在場所」、「分類」をメモしましょう。

キーワード：和歌・短歌などではなく具体的に（例：古今和歌
集・万葉集など）

見つからない時は
調べものカウンターで
ご相談ください。

（トップページ＞蔵書情報＞蔵書検索・予約）
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwKensakuKani.aspx

＊所蔵館によって、欠巻があります。

２

＜所蔵館の表示＞
・市立→市立図書館
・大野→相模大野図書館
・橋本→橋本図書館

図書で探す

(１)詩歌全般を探す
■ 『新名歌辞典』
中村薫／編 明治書院 2007 （大野・橋本）
上代から明治以前の和歌約 8200 首が 50 音順に配列されています。作者と出典のほか、その
歌が引用されている文献名の記載があります。『国歌大観』『国歌大系』に収録されない歌
も採択されています。
■『日本秀歌秀句の辞典』
小学館辞典編集部／編 小学館 1995 （市立・大野・橋本）
古代から現代にいたる和歌（連歌・短歌）、俳句、近現代詩、歌謡、漢詩などから約 6000
編が収録されています。巻末に 50 音順索引、季語索引、地名索引、作者別（古典）索引、
語彙索引があります。
■『三省堂名歌名句辞典』
佐佐木幸綱／（他）編 三省堂 2004 （大野・橋本）
記紀・万葉集から現代の短歌・俳句・川柳までの 6186 作品が収録されています。［和歌・
短歌編］［俳諧・俳句編］の 2 部構成になっており、それぞれ時代別作者別に編集されてい
ます。巻末に短歌・俳句史年表、歌・句索引、人名索引があります。
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■『日本古典文学大系

別巻』

岩波書店編集部／編 岩波書店 1987 （市立・大野）
『日本古典文学大系』の 1～66 巻の総索引で語句・事項索引と和歌・俳句・歌謡索引から成
り、巻末に総目録があります。
■『日本古典文学大系

別巻２』

岩波書店編集部／編 岩波書店 1985 （市立・大野）
『日本古典文学大系』の 67～100 巻の総索引で語句・事項索引と初句索引（和歌・俳句・歌
謡・和讃・漢詩〈和漢朗詠集〉）から成り、巻末に総目録があります。

(２)和歌・短歌を探す
■『新編国歌大観』 10 巻 20 冊
新編国歌大観編集委員会／編 角川書店 1983－1992 （市立・大野・橋本）
万葉集以降、近世にいたるまでの勅撰集から私撰集、私家集、定数歌、歌合、物語、日記、
説話収録歌までの 1162 集、約 45 万首の和歌が収録されています。各巻とも歌集 1 冊と索
引（各句索引）1 冊の 2 冊で構成されています。全巻を通した総索引はなく、第 1 巻末に 1
～5 巻の、第 6 巻・10 巻末に 1～10 巻の収録作品一覧があります。
■『国歌大系』 歌集 23 巻

総合索引 5 巻

国民図書／編 講談社 1976 （大野）
記紀歌謡から明治初期諸家集まで収録されています。総合索引は歌の第一句と第三句から
検索できます。総合索引巻末に収録歌集の早見表があります。
■『近世和歌撰集集成』

3巻

上野洋三／編 明治書院 1985－1988 （大野）
第 1 巻の地下篇には寛文年間から享保年間の宮廷外の和歌私撰集が約 1 万 7 千首収録され
ています。第 2・3 巻の堂上篇には宮廷歌会などで作られたものを、地下歌人が類題編集し
た和歌私撰集が約 4 万首収録されています。それぞれの巻末に初句索引、人名索引があり
ます。
■『歌語例歌事典』
鳥居正博／編著 聖文社 1988 （市立・大野）
歌語 2691、例歌 13897 首（古歌 7842 首、現代歌 6055 首）が 8 分野 94 の項目に分類して収
録されています。例歌は時代順に配列されています。巻末に歌語索引、歌枕・地名索引が
あります。
■『日本歌語事典』
佐佐木幸綱／（他）編 大修館書店 1994 （市立・大野・橋本）
古今の短歌に用いられた語句、約 13000 語が 50 音順に配列されています。記紀・万葉集か
ら現代短歌まで、約 3 万首の例歌が収録されています。巻末に歌語索引、歌語逆引き索引、
収録歌人生年一覧（近世以降）があります。
■『岩波現代短歌辞典』
三枝昂之／（他）編 岩波書店 1999 （大野・橋本）
近・現代秀歌約 6000 首から 1329 語の歌ことばと 530 項目の事項（用語、事項、人名、書
名、結社名、雑誌名）が解説されています。巻末に引用歌一覧、引用歌上句索引、事項項
目分類別一覧、歌語項目分類別一覧、二〇世紀短歌史年表があります。
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■『現代短歌大事典』
大島史洋／（他）編 三省堂 2000 （市立・大野・橋本）
歌人約 1000 人、歌誌・歌集・歌論などの事項が約 500 項目収録されています。約 1000 首
の代表歌には鑑賞の手引きがあり、約 3000 首の引用歌には出典まで詳細に記述されていま
す。巻末に人名索引、事項索引、引用歌索引があります。

(３)俳句を探す
■『角川俳句大歳時記』

5巻

角川学芸出版 2006 （大野）
春・夏・秋・冬・新年の全 5 巻からなり、見出し季語約 5300 語、芭蕉から平成俳句までの
約 4 万句が収録されています。収録語句は時候、天文、地理、生活、行事、動物、植物の
7 部に分けられ同一系統のものがまとめて配列されています。
■『三句索引新俳句大観』
明治書院編集部／編 明治書院 2006 （市立・大野・橋本）
芭蕉・蕪村・一茶などの古典俳句 1000 句、さらに子規・虚子など昭和 20 年代までの近代
俳句 3000 句が収録されています。第一句、第二句、第三句のどこからでも俳句が引くこと
ができ、同じ言葉から始まる作品を比べることができます。
■『現代俳句大事典』
山下一海／（他）編 三省堂 2005 （市立・大野・橋本）
俳人及び評論家約 1000 人、俳句用語・雑誌・書籍などの事項が約 500 項目収録されていま
す。俳人は、略歴、作風、句集・俳書、代表句鑑賞、参考文献から構成されています。
巻末に人名索引、事項索引、引用句索引、作家別引用句索引があります。
■『名句鑑賞辞典』
角川書店 2000 （市立）
正岡子規以降の近現代俳人 871 名の代表句 1386 句が収録されています。俳人名の 50 音順
に配列されています。解説・鑑賞文の冒頭には季語・季題・出典が、俳人には略歴とふり
がなが記載されています。巻末に収録俳人一覧、季語索引があります。
■『評解名句辞典』
麻生磯次／（他）著 創拓社 1990 （市立）
室町時代から幕末の古俳句の名句が初句の 50 音順に 1550 余句と、近代俳句が作者の 50 音
順に収録されています。巻末に初句索引、二句索引、人名索引、俳書索引、季語索引があ
ります。

(４)近現代詩を探す
■『現代詩の解釈と鑑賞事典』
小海永二／著 旺文社 1985 （大野）
近・現代詩史における代表詩人 132 名の作品 213 編が収録されています。巻末に人名索引、
事項索引、冒頭句索引があります。
■『現代詩大事典』
大塚常樹／（他）編 三省堂 2008 （市立・大野・橋本）
現代詩を網羅した人名約 1000 人、事項が約 500 項目収録されています。約 100 編の代表詩
には特徴と鑑賞も記述されており、総掲載詩は約 200 編です。巻末に人名索引、事項索引、
作家別引用詩索引があります。
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３

インターネットで探す

■国文学研究資料館

古典選集本文データベース

・二十一代集
http://base1.nijl.ac.jp/~selectionfulltext/
古典作品原本の全文検索が可能です。二十一代集とは古今和歌集から新続古今和歌集までの
勅撰集 21 種のことです。和歌本文、詞書、作者等から検索できます。
（トップページ＞電子資料館＞古典選集本文データベース＞二十一代集）

■国際日本文化研究センター
・和歌データベース
http://db.nichibun.ac.jp/ja/category/waka.html
勅撰集 21 種すべて、万葉集をはじめ「夫木和歌集」などの私撰集と主要な私家集の和歌が
収録されています。作品集成立年順、作者名順、作品名順、語句検索ができます。
（トップページ＞データベース＞和歌）
・俳諧データベース
http://db.nichibun.ac.jp/ja/category/haikai.html
芭蕉、蕪村をはじめ、主要な俳諧作品が収録されています。作品集成立年順、作者名順、作
品名順、語句検索ができます
（トップページ＞データベース＞俳諧）

■現代俳句協会
・現代俳句データベース
http://www.haiku-data.jp/
明治以降の俳句が収録されています。季語、作者、上五、下五、キーワードで検索できます。
（トップページ＞現代俳句データベース＞データベース検索）

★図書館にない本を入手するには？
リクエスト（購入希望、または所蔵している図書館からの取り寄せ）ができます。詳しくは
調べものカウンターへご相談ください。
★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（有料）を、それぞれ取り
寄せることができます。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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