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文献探索ガイダンス
参考文献の収集方法
*入手しやすいもの⇒入手が困難なもの
東京音大図書館所蔵 → 国内大学図書館・公共図書館 → 海外の図書館
（ＩＬＬを利用。豊島区立図書館とは相互協力を実施。ｐ.4参照）
*刊行時期 新しいもの ⇒ 古いもの
*読みやすいもの ⇒ 読むのが難しいもの
日本語 → 外国語
入門書 → 学術研究書
*学術的な書籍、論文の文献目録をたどって文献探索
1. 本学図書館で探す
Ａ.事典を見る
総合音楽事典
『ニューグローヴ世界音楽大事典』 全23巻（講談社 1993-1995） 別巻2参考文献
ジャンル別音楽事典
『日本音楽教育事典』日本音楽教育学会編（音楽之友社 2004）
『最新音楽教育事典』 S.ヘルムス, R.シュナイダ-, R.ウェーバー編 （大空社 1999）
Ｂ.書誌・目録などを見る
ジャンル別書誌目録
『ポピュラー音楽関係図書目録』 （日外アソシエーツ 2009）
『音楽教科書掲載作品10000』 （日外アソシエーツ 2011）
その他の文献目録
『音楽文献要旨目録』1973,1974-1992 閉架
『音楽文献目録索引』1973-1992 3階開架
『音楽文献目録』1993-2008（閉架）、 2009- （3階開架 WOn3-29/）
日本国内で刊行された音楽関係著書、校訂楽譜、翻訳書、目録、辞（事）典、名鑑、研究的な
視聴覚資料編集とその解説書、研究紀要、学会誌、専門誌、記念論文集等に掲載された論文お
よび書評、学位（修士、博士）論文の書誌情報
『教育研究論文索引』2000-2003 3階開架
※教育図書館のサイトに他の年を含む索引あり
ＯＰＡＣ 分類検索
分類表による番号検索画面
書籍を選択
以下の分類を選んで確定
その他、絞り込みたい条件があれば詳
細画面で設定し、検索ＧＯ
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ＯＰＡＣ 部分一致検索
①部分一致検索で、研究テーマ のキーワードを入力
例） 文化△政策 （△はスペース）
例） マネジメント
（マネージメント でも検索）
②図書・雑誌に限定すると文献を探しやすい

ＯＰＡＣ 分類検索×部分一致検索

①分類検索
【例】 ｃ01* （音楽教育）
②部分一致検索 （キーワードで検索）
【例】 邦楽

Ｃ-1.書籍 - 音楽和書 から探す
例1）アートマネジメント関係の本を探したい
分類検索 書籍→音楽関連団体・機関・事業→音楽興業・事業体・楽器店
（出版社・音楽産業等を含む）
分類番号 ｌ6* （エルろく*）
例2）音楽療法関係の本を探したい
分類検索 書籍→音楽学→ 音楽心理学・音楽療法
例3）音楽教科書を探したい
分類検索 書籍→音楽教育→ 中学校、高校など→ 教科書・指導書
何に分類されるのか、わからない場合は？
部分一致検索でキーワードを入力する。
既にわかっている本と同じ分類番号に*をつけて検索（音楽療法ならｂ25*）

例4） 音楽関係の人物に関する本を探したい
件名検索
姓△名 （入力例：鈴木△米次郎） △はスペース
Ｃ-2.書籍 - 一般書 から探す
例1）芸術政策
分類番号 s70.9*
分類検索 書籍→一般書→芸術・スポーツ→芸術・美術→芸術政策.文化財.国宝
Ｄ.音楽雑誌を探す
ＯＰＡＣ ジャーナルＡtoＺ
「誌名」にキーワード（教育、療法など）を入力
主な教育関係雑誌
『音楽教育実践ジャーナル』 年2回刊
『教育音楽 小学版』 月刊
『音楽教育学』 年2回刊
『日本音楽療法学会誌』 年2回刊
『ダルクローズ音楽教育研究』 年刊
『音楽芸術運営研究』 年1回刊
『教育音楽 中学・高校版』 月刊
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2.図書館サイト経由～各種データベースで探す
Ａ. ＣｉＮｉｉ（サイニイ）Books
（全国の大学図書館等の蔵書）
ＣｉＮｉｉ（サイニイ）Articles （学術論文)
ＣｉＮｉｉ（サイニイ）Dissertations (博士論文)
日本の図書（主として大学図書館、研究機関）、論文を探す。一部の論文は、全文公開
している。キーワードだけでなく、詳細検索も
Ｂ.ＪＡＩＲＯ（ジャイロ） 学術機関リポジトリの情報の横断検索
機関リポジトリ＝大学構成員が執筆した研究論文等の学術成果をオープンアクセス（インタ
ーネットを通じて誰もが無料で閲覧できる状態）にする一手段。
東京音楽大学機関リポジトリ （紀要、大学院論文集、博士論文など収録）
Ｃ.国立国会図書館 ＮＤＬ-ＯＰＡＣ 雑誌記事索引
国立国会図書館ＨＰ→蔵書検索→検索機能のみを利用する→雑誌記事 を選択
Ｄ.契約データベース等 （図書館3階、B202 PC教室、A,B,K,J館、リモートアクセス）
Oxford music online （The New Grove Dictionary of Music and Musicians を含む）
Ebsco host (RILM, RIPM, RISM, ERIC，電子ブック ほか)
JSTOR music 音楽関係電子ジャーナル
Ｅ.国立国会図書館デジタルコレクション http://dl.ndl.go.jp/
配信は、インターネット公開・図書館送信資料・国会図書館内限定の3種。
図書館送信資料は（３階専用端末で全文閲覧可）
、複写は相互協力（ｐ.4参照）
図書（戦前期以前刊行のもの、戦後期刊行で入手困難なもの）50万点
雑誌（明治期～平成12年刊行｜ 商業出版されていないもの）1万タイトル（78万点）
博士論文（商業出版されていないもの）12 万点

3.その他

各種ウェブサイト、データベースを利用する

★図書館で
学習用パソコン
使えます★

NEW Wi-Fi も利用可
◎教育図書館「教育研究論文索引」 http://www.nier.go.jp/library/
国立教育政策研究所 教育研究情報センター 教育図書館
同館が所蔵する教育に関する論文の書誌情報
◎「ダルクローズ音楽教育研究」 http://www.eurhythmics.jp/journal.htm
学会ＨＰ掲載 目次集 1990◎「音楽療法関係文献目録」 http://www.ri.kunitachi.ac.jp/mt/
国立音楽大学音楽研究所・音楽療法研究部門作成の文献リスト （2008.3更新終了）
◎IMSLP ペトルッチ楽譜ライブラリー http://imslp.org/
パブリックドメイン作品の楽譜ダウンロード可能（玉石混淆。選び方に注意）
◎昭和戦中期の音楽雑誌記事一覧 http://www.ne.jp/asahi/yasuyuki/koseki/
『音楽公論』『音楽之友』『音楽文化』『音楽知識』『国民の音楽』の記事一覧
小関康幸のホームページ
◎近代日本刊行楽譜総合目録 洋楽編 http://rnavi.ndl.go.jp/score/index.php
昭和 20 年以前に日本国内で出版された楽譜を検索できる（唱歌、軍歌、讃美歌等を含む）
◎昭和戦前期『音楽教育研究』『音楽教育』総目次
http://www.nobutoki.sakuraweb.com/?action=common_download_main&upload_id=30
http://www.nobutoki.sakuraweb.com/?action=common_download_main&upload_id=31
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◎豊島区立図書館
http://www.library.toshima.tokyo.jp/
本学の図書館にない一般書は、豊島区立図書館の蔵書にあれば貸出可能。
◎カーリル http://calil.jp/
全国の図書館の所蔵を調べることができる。近所の図書館を登録しての検索も可能。
http://webcatplus.nii.ac.jp/
◎Webcat Plus 連想検索
タイトル、著者、目次、あらすじ、他のサイトの情報などで「連想」検索。
◎OCLC Worldcat http://www.worldcat.org/advancedsearch
世界中の図書館の蔵書を検索(電子書籍を含む)
◎ヨーロピアナ http://www.europeana.eu/portal/
絵画、書籍、映画、写真、地図、文献などのデジタル化された文化遺産を統合的に検索す
ることができるポータルサイト（EU加盟国。実際はフランスが大半を占める）

4.論文の書き方、テーマの決め方

の

参考図書

◎「論文・レポートの書き方ガイドブック」コーナー
３階

閲覧室

特設コーナー（受付横書架）

＿＿♪＿＿♪＿＿♪＿＿♪＿＿♪＿＿♪＿＿♪＿＿♪＿＿♪＿＿♪＿＿♪＿＿♪＿＿♪＿＿

本を借りるだけではない・・・図書館を
◎レファレンス
インフォメーション・デスク

もっと 利用する

OPAC検索方法案内、文献調査・取寄せ方法の案内

◎ＩＬＬ ＝Interlibrary loan
相互利用 ・・・ 他の大学図書館等に調査に行く場合には事前相談（閲覧願が必要）
相互貸借（豊島区）・・・ 豊島区立図書館所蔵資料を取り寄せる。貸出可能（2週間）
相互貸借（他大学など）・・・ 他の図書館所蔵資料を取り寄せる。館内閲覧（送料要）
文献複写依頼・・・ 他の図書館所蔵の資料の複写を取り寄せる。
★豊島区中央図書館 新聞縮刷版、新聞データベース（朝日、読売）
医学中央雑誌web版、magazineplus など

１階インフォメーションデスクで受付（月～金、17：00まで。他は翌開館日対応）
相互貸借、文献複写は My Library からも申込可能
契約データベースのリモートアクセス
①図書館ＯＰＡＣ「MyLibrary」を経由した利用
NAXOS music library ，EBSCO host，eBook, Oxford music online
②NAXOS music library スマートフォン用アプリ 同じ ID で PC 利用も。
③Music / JSTOR リモートアクセス（MY JSTOR）

②，③はインフォメーションカウンタで申込みを受け付けています
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