
1/2 

広島修道大学図書館 作成日 2016.08.10 

 

 

 

「日本国憲法」(以下、憲法、という。)第 9条について調査研究する際にガイドとしてご活用ください。 

“■”このマークが付いているデータベースは、図書館ホームページ<データベース検索>内にリンクされています。 

 

 

 

憲法、憲法前文、戦争の放棄、軍備、交戦権の否認、日

米安全保障条約、日米安全保障協議委員会、日米地位協

定、陸上･海上・航空自衛隊、個別的自衛権、集団的自衛

権、憲法 98 条 1項・2 項 など 

 

憲法 9条は、憲法前文と併せ、憲法の根幹を成す「平和

主義」に関する規定を定めています。 

条文の理解については、①最高法規としての「法哲学」

とその歴史的成立過程、②①の理解を前提とした上での

「憲法解釈学」、③憲法の解釈によって発生する社会問題

を取り扱う「法社会学」を理解する必要があります。さら

に、憲法 9条が政治学の対象としても重要な位置を占めて

いることは言うまでもありません。 

 また、憲法 9 条の解釈について、同法 98 条 1 項・2 項

が深く関係します。この条項についての参考文献も同様に

調べることを勧めます。 

 

＜日本国憲法に関する入門的な情報＞ 

■ JapanKnowledge Lib 

『日本大百科全書』、『現代用語の基礎知識』(「2014」
が特集号)、『プログレッシブ英和中辞典』などが利用で
きます。 

■ ブリタニカ・オンライン・ジャパン 

日本語の『ブリタニカ国際大百科事典』と英語の 
『Encyclopædia Britannica 』をベースとしています。 

 

 

●学内の所蔵を探す 

✽OPAC で調べる 

オンライン目録（OPAC）で本学図書館の蔵書を調べるこ

とができます。資料の所蔵の有無、配架場所、請求記号

がわかります。また、検索条件入力で「NACSIS 目録」

を選択すると、他大学にある本を検索できます。 

＜図書館で所蔵している図書（一例）＞ 

資料情報 請求記号 配架場所 

芦部信喜 (1992) 『憲法学Ⅰ 憲法

総論』 初版 有斐閣 
323.14/A 92 

3 階一般

図書 

山内敏弘・太田一男 (1998) 『憲法

と平和主義 （現代憲法体系②）』 

初版 法律文化社 

323.14/G 34 
3 階一般

図書 

畠基晃 (2006) 『憲法 9条  研究と

議論の最前線』 初版 青林書院 
323.14/H 41 

3 階一般

図書 

大西典茂編 (1984)『日本国憲法』 

初版 法律文化社 
323.14/O 69 

3 階一般

図書 

浦部法穂編 (1991) 『憲法キーワー

ド』初版 有斐閣 
323.14/U 81 

3 階一般

図書 

浦田一郎編 (2013) 『政府の憲法九

条解釈  内閣法制局資料と解説』 

初版 信山社出版 

323.14/U 84 
3 階一般

図書 

 

✽テーマの棚に行って探す 

図書には１冊ごとにテーマを表す分類記号が付いて、こ

の記号順に書架に並んでいます。 

210.7 日本史（昭和時代） 323 憲法 

319 外交.国際問題 329 国際法 

321 法学.法哲学 390 国防.軍事 
 
 
✽国内で刊行されている図書から探す 
→パスファインダー「図書の探し方」を参照してくださ
い。 

 

 

 
 

●学内の所蔵を探す 

✽OPACで調べる 

オンライン目録（OPAC）で本学図書館の蔵書を調べる

ことができます。資料の所蔵の有無、配架場所、請求

記号がわかります。 

 

裏面へ続く 

キーワード・基本情報 

雑誌・雑誌論文を探す 

憲法 9条について調べる 

図書を探す 
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図書館にない資料を手に入れる 

＜図書館で所蔵している主な雑誌＞ 

資料情報 請求記号 配架場所 

平和研究  Z310/HEI-001 
2 階新着

雑誌 

別冊法学セミナー no.210 新

憲法コメンタール 憲法  
Z320/HOG-005 

2 階電動

書架 

別冊法学セミナー 新・総合特集

シリーズ (235) 
Z320/HOG-005B 

2 階電動

書架 

法律時報増刊 「安保改定 50 年 

軍事同盟のない世界へ」 
Z320/HOR-001C 

2 階電動

書架 

別冊ジュリスト 憲法判例百選

Ⅱ 3 
Z320/JUR-002 

2 階電動

書架 

ジュリスト増刊 新・法律学の争

点シリーズ 3 憲法の争点  
Z320/JUR-008 

2 階電動

書架 

 

✽国内で刊行されている雑誌から探す 

■ CiNii(ｻｲﾆｨ) Books:大学図書館の本をさがす 
全国の大学図書館等が所蔵する本（図書や雑誌等）

の情報を検索できます。 

■ Webcat Plus 

一致検索で「雑誌のみ」に限定して検索します。所蔵
している図書館も表示されます。 

■ NDL-OPAC  

国立国会図書館の蔵書目録。国内で刊行されている図
書、雑誌、雑誌記事や新聞などが検索できます。 

 

●雑誌論文の探し方 

→パスファインダー「雑誌論文の探し方」を参照してく

ださい。 

＜CiNiiでこんな雑誌論文が検索できます＞ 

記事情報 

齊藤正彰 (2016) 「集団的自衛権と憲法 9条解釈のスタンス」 

『北星学園大学経済学部北星論集』 55(2) 1-13  

米倉明 (2016) 「法科大学院雑記帳(その 130)丸腰のすすめ 

憲法 9条論議に関連して」 『戸籍時報』(740) 77-85 

羽村省太郎 (1991) 「人類普遍原理としての"戦争放棄"(日本

国憲法 9条)の権利性と義務性について」 『岡山理科大学紀要 

B, 人文・社会科学』 27  197-210 

 

 

● 原紙／縮刷版 

最新 1年分の原紙は 2階新聞コーナーにあります。縮刷

版は 2階雑誌コーナー奥の電動書架に置いてあります。 

 

● 新聞記事をデータベースで探す 

新聞記事は、以下のデータベースを利用すれば、簡単に

キーワードや日付などの条件に応じた記事を探し出す

ことができます。全文はもちろん、PDFファイルで掲載

紙面のままを閲覧することも可能です。 

＜図書館で利用できるデータベース＞ 

データベース 新聞 収録期間 

聞蔵Ⅱビジュアル 朝日新聞 1879年～ 

毎索 毎日新聞 1872年 3月～ 

ヨミダス歴史館 読売新聞 1874年 11月～ 

日経テレコン 

日本経済新聞 

日経産業新聞 

日経 MJ 

1975年 4月～ 

 

 
更に深くテーマを掘り下げるには、下表の専門事典、白書、

年鑑などの専門情報が役立ちます。 

資料情報 請求記号 配架場所 

文献情報研究会 (2004) 『憲法

文献大事典 1945(昭和 20)年〜

2002(平成 14)年』 初版 日本図

書センター  

323.03/B 89 書庫 2層 

大須賀明ほか編 (2001) 『三省

堂 憲法辞典』第 1版 三省堂 
323.03/O 69 2階参考図書 

杉原泰雄編 (2008) 『新版 体

系憲法事典』 初版 青林書院 
323.03/Su 34 2階参考図書 

朝雲新聞社出版業務部 (2016) 

『平成 28 年版防衛ハンドブッ

ク』朝雲新聞社<昭和 56 年版から

保有> 

390.36/A 81 

2 階白書・ブ

ックレット

等、書庫 3層 

防衛省編 (2015) 『平成 27 年

版 日本の防衛 防衛白書』 

<昭和 51年から保有> 

392.1/ N 71 
2 階白書・ブ

ックレット

等、書庫 3層 

 

 
キーワードを参考に、手がかりとなる単語やカテゴリーか

ら関連サイトを検索しましょう。 

● 代表的なサーチエンジン 

 「Yahoo!」：情報を人の手で分野分けして提供 

 「Google」：ページ分析による重要度判定を検索結果に反映 

 「Goo」 ： 自動処理プログラムが情報収集 

● 関連サイトの紹介 

朝日新聞デジタル http://www.asahi.com/ 

防衛省・自衛隊 http://www.mod.go.jp/index.html 

日本弁護士連合会 http://www.nichibenren.or.jp/ 

国際連合広報センターhttp://www.unic.or.jp/info/un/charter/ 

 

 

他大学図書館や国立国会図書館の資料は複写・借用ができ

ます。図書館 2 階レファレンスカウンターで申し込むか、

マイライブラリの《文献の複写》《資料の借用》を利用し

て申し込んでください。ただし、料金は利用者負担です。 

専門情報 

Web サイト 

新聞記事を探す 

http://www.asahi.com/
http://www.mod.go.jp/index.html
http://www.nichibenren.or.jp/
http://www.unic.or.jp/info/un/charter/

