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入門的な情報 

広島修道大学図書館 作成日 2012.07.16 改訂日 2015.04.01 

 

 

 

「オタク文化」についての情報の探し方がわかります。レポート作成のために、情報検索のガイドとして活用してください。 
オタク文化に関連する分野は、マンガ、アニメ、ゲームなど広範囲に亘り、近年は、コンテンツツーリズムが注目されています。 
 

“■”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。 

 

サブ/ポップカルチャー、マンガ、アニメ、ゲーム、ライトノベル、
特撮、フィギュア、秋葉原、萌え、コミックマーケット、
同人誌、コスプレ、ジャパニメーション、クール・ジャパン、
ボーカロイド、腐女子、２ちゃんねる、コンテンツ産業、
聖地巡礼、萌えおこし、リア充/非リア   など 

 

 

文献を探す前に、テーマに関する基本的な知識や背景を調

査しましょう。 

■JapanKnowledge Lib 

『日本大百科全書』『現代用語の基礎知識』、『イミダス』
などが利用できます。 

＜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 

オタク語事典 361.5/Ki42 3階一般図書 

現代オタク用語の基礎知

識 : 知ってるだけで恥ず

かしい 

361.5/F56 3階一般図書 

オタク用語の基礎知識 361.5/O83 3階一般図書 

 

 

●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。 

 

＜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 

小山昌弘，須川亜紀子編著 アニメ

研究入門:アニメを究める 9 つのツ

ボ 現代書舘 2013.3 

778.77/ 

Ko97 

3 階一般

図書 

宇野常寛著 ゼロ年代の想像力 

早川書房 2008 
361.5/U77 

3 階一般

図書 

石田美紀著 密やかな教育 : 「や

おい・ボーイズラブ」前史 洛北出

版 2008 

726.1/I72 
3 階一般

図書 

ローランド・ケルツ著 ジャパナメ

リカ : 日本発ポップカルチャー革

命 ランダムハウス講談社 2007 

778.77/ 

Ke33 

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。 

 

007.3 情報と社会 726.1 漫画 

361.5 文化社会学 778.77 アニメーション 

 
✽国内で刊行されている図書から探す 

■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 
江戸期前から現代までに出版された日本の書物を

「一致検索」や「連想検索」で探すことができ、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。 

■Books.or.jp 

国内で発行された入手可能な書籍が検索できます。
出版社のホームページやオンライン書店へのリンク
もあります。 

  ■新書マップ 
新書・選書を対象に、1000 のテーマについて関連す
る本のリスト、本の概要や目次、それらを読み解く
ための読書ガイドが付けられています。 
 

 

●オタク文化についての特集がある雑誌 

『ユリイカ：詩と詩論（詩と批評）』 Z900/YUR-001  

新着：2階新着雑誌 ﾊﾞｯｸﾅﾝﾊﾞｰ：1階書庫 
 

＜ユリイカで取り上げられた特集（一例）＞ 

特 集 名 巻(号) 発行年月 

魔法少女まどか☆マギカ 

魔法少女に花束を 
43(12) 

2011/11  

臨時増刊 

初音ミク  

ネットに舞い降りた天使 
40(15) 

2008/12  

臨時増刊 

任天堂／Ｎｉｎｔｅｎｄｏ    

遊びの哲学 
38(6) 2006/06 

オタク VSサブカル！  

1991→2005ポップカルチャー全史 
37(9) 

2005/08 

臨時増刊 

宮崎駿とスタジオジブリ 36(13) 2004/12 

キーワード・関連語 

雑誌・雑誌記事を探す 

オタク文化について調べる 

図書を探す 
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図書館にない資料を手に入れる 

✽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 

■CiNii(ｻｲﾆｨ) Articles:日本の論文をさがす 

学協会で発行された学術雑誌と大学等で発行された
研究紀要の両方を検索し、検索された論文の引用文献情
報や本文を PDFファイルで閲覧することが可能。 

■Web OYA-bunko 

国内で刊行された一般週刊誌、芸能・スポーツ誌を中
心に掲載当時の世相・風俗についての記事検索が可能で
す。 

 

※ 前ページで紹介した雑誌『ユリイカ』の特集
記事も CiNii Articles や Web OYA-bunko で   
キーワード検索することができます！ 

 

＜CiNiiでこんな雑誌記事が検索できます＞ 

記事情報 

元長柾木 『ジョジョ』だってインフレする! (総特集 

荒木飛呂彦--鋼鉄の魂は走りつづける)  ユリイカ 

39(14), 106-109, 2007-11 
請求記号：Z900/YUR-001 配架情報：1階書庫 

大石玄 アニメ《舞台探訪》成立史--いわゆる《聖地巡

礼》の起源について 釧路工業高等専門学校紀要 45, 

41-50, 2011-12-16    
本学所蔵無し CiNiiに PDFあり(本文あり) 

 

 

● 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。 

 

＜図書館で利用できる縮刷版＞ 

 

朝日新聞縮刷版 毎日新聞縮刷版 日本経済新聞縮刷版 

 

●新聞記事をデータベースで探す 

新聞記事は、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～ 

日経テレコン 

日本経済新聞

日経産業新聞

日経ＭＪ 

日経金融新聞 

1975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～ 

 

 

更に深くテーマを掘り下げるには専門事典、白書、年鑑な

どの情報源が役立ちます。 

 
資料情報 請求記号 配架場所 

オタク産業白書 778.77/O83 
2階参考 

図書 

ゲーム産業白書 589.7/Te71 
2階参考 

図書 

デジタルコンテンツ白書 007.35/D54 
2階参考 

図書 

機動戦士ガンダム公式百科事典 
Gundam officials U.C. 0079〜0083 

778.77/Mi36 
2階参考 

図書 

 

 

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!」：情報をカテゴリー別に分類して提供 

 「Google」：ページ分析による重要度判定を検索結果に反映 

●関連サイトの紹介 

経済産業省   http://www.meti.go.jp/ 

   → 「クール・ジャパン戦略推進事業」を実施 

日本政府観光局（JNTO） http://www.jnto.go.jp/jpn/ 

   → 英語版「ジャパン・アニメ・マップ」を発行 

http://www.jnto.go.jp/eng/animemap/index.html 

 

 

他大学図書館や国立国会図書館の資料は複写・借り出し

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、料金は自己負

担です。

 

新聞記事を探す 

専門的な情報源 
 

Webサイト 

http://www.meti.go.jp/
http://www.jnto.go.jp/jpn/
http://www.jnto.go.jp/eng/animemap/index.html

