
【百科事典】
　代表的な百科事典を紹介します。百科事典は、
自分が知りたい事柄がほかの見出しにも収録され
ていることがありますので索引から引くようにし
ましょう。
①�　世界大百科事典　2007 年改訂新版　平凡社　
2007.9〔D031/Se22�参考・中央〕
②�　日本大百科全書　2 版　小学館　1994─1997
〔D031/N77�参考・中央〕
　�＊Web 版はジャパンナレッジ Libに収録。
③�　ブリタニカ国際大百科事典　第 2 版改訂版　
フランク・B. ギブニー編　ティービーエス・ブ
リタニカ　1993─1994〔D030/B92�参考・開架〕
　�＊Web版は Britannica Online Japanに収録。

【新語辞典】
　最新の用語を調べる場合は以下の新語辞典があ
ります。
④�　イミダス　1987─2007　集英社〔D031/J66�
参考・中央〕
　�　冊子体は 2007 年版で休刊。Web 版はジャパ
ンナレッジ Libに収録されています。
⑤�　現代用語の基礎知識　1959─2018＋�自由国民社
〔D031/G34�参考・開架・院・政策・中言・社情〕
（欠号あり）
　�＊Web 版はジャパンナレッジ Libに収録。
⑥�　知恵蔵　1990─2007　朝日新聞社
〔D031/C42�参考・中央〕
　�＊冊子体は 2007 年版で休刊。Web 版は聞蔵Ⅱ
ビジュアルに収録。

【哲学、心理学、宗教】
⑦�　岩波哲学・思想事典　廣松渉［ほか］編� �岩
波書店　1998.3〔D103.3/H71�参考・開架・政策・
独文・仏文・哲学・社会・社情・文総〕
⑧�　西洋思想大事典　フィリップ ･P. ウィーナー
編　平凡社　1990〔D130/W72�参考・西史・哲
学・教育・心理〕

⑨�　心理学辞典　中島義明［ほか］編集　有斐閣�
1999.1〔D140.3/N34�参考・哲学・社情・心理・文総〕
⑩�　現代宗教事典　井上順孝編　弘文堂　2005.1
〔D160.3/I57�参考・開架〕
⑪�　宗教学辞典　東京大学出版会　1973〔D160.3/
Sh99�参考・日史・東史・哲学・社会・文総〕
⑫�　岩波イスラーム辞典　大塚和夫［ほか］編　
岩波書店　2002.2〔D167/O88�参考・東史・社会〕
⑬�　神道事典　國學院大學日本文化研究所編　弘
文堂　1994.7〔D170.3/Ko47�参考・日史・文総〕
⑭�　望月仏教大辞典　望月信亨著　塚本善隆増訂　
世界聖典刊行協会　1954 ─ 1963〔D180.3/
Mo12�参考・中央・国文・哲学・日史・東史〕
⑮�　岩波キリスト教辞典　大貫隆［ほか］編　岩
波書店　2002.6〔D190.3/I95�参考・西史・社会・
文総〕

【歴史、伝記、地理】
⑯�　世界史大年表　青山吉信［ほか］編　山川出
版社　1992〔M203.2/A58�中央・政策・西史・
社情・文総〕
⑰�　歴史学事典　尾形勇［ほか］編　弘文堂　
1994-2009〔D203.3/O23�参考・政策・西史〕
⑱�　世界歴史大事典　新装版　芳賀登［ほか］監
修　教育出版センター　1991〔D203.3/Se22�政

　百科事典はあらゆる知識分野の事項について解説していますので、ある事柄の概要を調べたい時、
どの分野に関わるかはっきりしない問題について情報を求めたいときに有効です。さらにより深い知
識を得るために分野ごとの専門事典にあたると効率良く調べることができます。専門事典の項目の末
尾に添えられた参考文献を参照することも有効です。さらに詳細な情報への手がかりが得られ、調査
を発展的に進めることができます。
　以下に、比較的大部なものやよく使われる事典・辞典類について請求記号順に掲載します。なお、
自然科学と技術分野の資料についてはごく一部をのぞいて掲載していません。語学の辞書については
日本語のみ掲載しています。
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配架場所によっては版が異なる場合があります。詳細はCHOIS でご確認ください。
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策〕
⑲�　日本歴史大事典　朝尾直弘［ほか］編　小学
館　2000-2001〔D210.03/A88�参考・総政・日史〕
⑳�　新國史大年表　日置英剛編　国書刊行会　
2006-2015　〔M210.03/H62�参考〕
㉑�　日本史総合年表　第２版　加藤友康［ほか］
編　吉川弘文館　2005.8〔M210.03/Ka86�参考・
開架・日史・哲学〕
㉒�　国史大辞典　国史大辞典編集委員会編　吉川
弘文館　1979─1997〔D210.03/Ko53�参考・中央・
政策・国文・日史・哲学〕
　�＊Web 版はジャパンナレッジ Libに収録。
㉓�　 日 本 史 大 事 典　 平 凡 社　1992 ─ 1994
〔D210.03/N77�参考・日史・文総〕
㉔�　新編東洋史辞典　京大東洋史辞典編纂会編　
東京創元社　1980.3〔D220.03/Sh69�参考・中
央・政策・中言・東史・文総〕

㉕�　アジア歴史事典　平凡社　1959-1962〔D220.03�
/A27�参考・政策・東史・哲学・中言・文総〕
㉖�　新編西洋史辞典　改訂増補版　京大西洋史辞
典編纂会編　東京創元社　1993〔D230.03/Sh69�
参考・中央・開架・西史・文総〕
㉗�　岩波＝ケンブリッジ世界人名辞典　デイヴィ
ド・クリスタル編　岩波書店　1997.11〔D280.3�
/C94�参考・政策・英文・独文・仏文・西史・
哲学・教育・心理〕
㉘�　岩波世界人名大辞典　岩波書店辞典編集部編　
岩波書店　2013〔D280.3/I95 参考・開架・中言・
西史〕
㉙�　世界伝記大事典　ほるぷ出版　1978─1981
〔D280.3/Se22�参考・開架・仏文・中言・教育〕
㉚�　講談社日本人名大辞典　講談社　2001
〔D281.03/Ko19�参考・日史〕
　�＊Web 版はジャパンナレッジ Libに収録。
㉛�　世界地名大事典　竹内啓一［ほか］編　朝倉
書店　2012-2017〔D290.3/Ta67�参考・社会〕
㉜�　角川日本地名大辞典　角川日本地名大辞典編纂
委員会編　角川書店　1978─1991〔D291.03/
Ka14�参考〕
㉝�　日本歴史地名大系　平凡社　1979 ─ 2005
〔M291.�03/N77�参考・日史〕

　�　Web 版はジャパンナレッジ Libに収録。
【社会科学】
㉞�　社会科学大事典　社会科学大事典編集委員会
編　鹿島研究所出版会　1968─1971〔D303.3/
Sh12�参考・社会〕
㉟�　社会思想事典　田村秀夫［ほか］編　中央大
学出版部　1982.10〔D309/Sh12� 参考・中央・
社会〕

【政治】
㊱�　政治学事典　猪口孝［ほか］編　弘文堂　
2000.11〔D310.3/I55�参考・社会・社情・文総〕
㊲�　現代政治学事典　新訂版　大学教育社編　ブ
レーン出版　1998.2〔D310.3/D16� 参考・政
策・社会・社情・文総〕
㊳�　国際政治事典　猪口孝［ほか］編　弘文堂　
2005.12〔D319/I55�参考・開架・政策・文総〕
㊴�　日本外交史辞典　新版　外務省外交史料館日
本外交史辞典編纂委員会編　山川出版社　
1992.5〔D319.1/N77�参考・日史・文総〕

【法律】
㊵�　現代法律百科大辞典　伊藤正己［ほか］編　
ぎょうせい��2000.3〔D320.3/I89�参考〕
㊶�　有斐閣法律用語辞典　第 4版　法令用語研究
会編　有斐閣　2012.6〔D320.3/N28�参考・開架〕
　�＊Web 版はジャパンナレッジ Libに収録。
㊷�　新法律学辞典　第 3版　竹内昭夫［ほか］編　
有斐閣　1989.10〔D320.3/Ta67� 参考・開架・
中央・政策・文総〕
㊸�　英米法辞典　田中英夫［ほか］編　東京大学
出版会　1991.5〔D322.933/Ta84�参考・院・政策・
文総〕
㊹�　国際関係法辞典　第 2版　国際法学会編　三
省堂　2005.9〔D329/Ko51�参考・中央・開架・
院・政策・文総〕
㊺�　国際法辞典　筒井若水［ほか］編　有斐閣　
1998.3〔D329/Ts93�参考・院・政策〕
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【経済】
㊻�　有斐閣経済辞典　第 5版　金森久雄［ほか］
編　有斐閣　2013.12〔D330.3/Ka45� 参考・
中央・開架・院・文総〕
㊼�　経済学大辞典　第 2版　熊谷尚夫［ほか］編　
東洋経済新報社　1980〔D330.3/Ke29�参考・中
央・政策・院〕
㊽�　経済学辞典　第 3版　大阪市立大学経済研究
所編　岩波書店　1992.3〔D330.3/073�参考・中
央・開架・心理・社会・文総〕
㊾�　日本経済事典　伊藤元重［ほか］編　日本経
済新聞社　1996.6〔M332.106/I89�参考〕
㊿�　人口大事典　日本人口学会編　培風館　2002
〔D334/J52�参考・西史・社会・社情・文総〕
��　経営学大辞典　第 2版　神戸大学大学院経営
学研究室編　中央経済社　1999.9〔D335.1/
Ko13�参考・中央・開架〕
��　管理会計学大辞典　日本管理会計学会編　中
央経済社　2000.9〔M336.84/N77�参考〕

��　会計学大辞典　第5版　安藤英義［ほか］編　中
央経済社　2007.5〔D336.9/Ka21�参考・中央・開架〕
��　会計学辞典　第 6版　神戸大学会計学研究室
編　同文館出版　2007〔D336.9/Ko13�参考・中
央・開架〕
��　大月金融辞典　金融辞典編集委員会編　大月
書店　2002.4〔D338.03/Ki48�参考〕
��　第 13 次業種別審査事典　金融財政事情研究
会編　金融財政事情研究会　2016.1〔M338.55/
Ki48�参考〕

【財政】
��　税法用語辞典　9訂版　岩崎政明［ほか］編
大蔵財務協会　2016.9〔D345.1/Z2�参考〕
��　税務百科大辞典　金子宏［ほか］編　ぎょう
せい　1980─1981〔D345/Z2�参考〕

【統計】
��　統計学辞典　竹内啓［ほか］編　東洋経済新
報社　1989.12〔M350.3/To29�参考・開架・心理・
社会・社情〕

【社会】
��　社会学事典　日本社会学会、社会学事典刊行
委員会編　丸善　2010〔M361/N77�参考・社会・
社情〕
��　現代社会学事典　大澤真幸［ほか］編　弘文
堂　2012.12〔D361/O74� 参考・社会・社情・
教育〕
��　社会保障・社会福祉大事典　事典刊行委員会
編　旬報社　2004.10〔M364/Sh12�参考・開架〕
��　岩波女性学事典　井上輝子［ほか］編　岩波
書店　2002.6〔D367.2/I95�参考・西史・社情・
文総〕
��　事典家族　比較家族史学会編　弘文堂　
1996.2〔M367.3/H57�参考・東史・社会・教育〕
��　現代エイジング辞典　浜口晴彦［ほか］編　
早稲田大学出版部　1996.5〔D367.9/H23� 参
考・社会・心理〕

【教育】
��　現代学校教育大事典　新版　安彦忠彦［ほか］
編　ぎょうせい　2002〔D370.3/A13�参考・中
央・教育〕
��　新教育学大事典　細谷俊夫［ほか］編　第一
法規出版　1990〔D370.3/Sh64�参考・教育〕

【風俗習慣、民俗学】
��　日本民俗大辞典　福田アジオ［ほか］編　吉
川弘文館　1999─2000〔D380.3/F84�参考・日
史・文総〕
��　綜合日本民俗語彙　改訂第 2版　民俗學研究
所編　平凡社　1985.4〔M380.3/Mi47�参考・国
文〕
��　文化人類学事典　石川栄吉［ほか］編　弘文
堂　1987.2〔D389/B89�参考・政策・東史・西史・
哲学・社会・教育・心理・文総〕

【工学、技術】
��　環境事典　日本科学者会議編　旬報社　
2008.11〔D519.5/N77�参考〕
��　環境・災害・事故の事典　平野敏右編集代表　
丸善　2001.3〔M519.83/H66�参考〕

配架場所によっては版が異なる場合があります。詳細はCHOIS でご確認ください。
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��　原子力ハンドブック　オーム社　2007.11　
〔M539/G34�参考〕

【商業】
��　日本マーケットシェア事典　1974-2017 ＋　
矢野経済研究所�〔M675/N77�参考・中央〕
��　マーケティング辞典　改訂版　岩本俊彦［ほ
か］編　同文館出版　2003.6〔D675.2/I94� 参
考・開架・中央〕
��　日経シェア調査　2012─2014　日本経済新聞
出版社　〔M675.2/N73�参考・中央〕
＊ 2011 年までの書名：『市場占有率』

【芸術】
��　新潮世界美術辞典　新潮社　1985.2
〔D703.3/Sh61�参考・開架・哲学〕
��　世界美術大事典　小学館　1988─1989
〔D703.3/Se22�中央〕
��　書道辞典　飯島春敬編　東京堂出版　1975
〔D728.03/I27�参考・国文〕
��　くずし字用例辞典　児玉幸多編　近藤出版社　
1980.12〔D728.1/Ko18�参考・中央・開架・国文・
日史・哲学〕
��　ニューグローヴ世界音楽大事典　講談社　
1994.4─1995.4〔D760.3/N99�参考〕

��　演劇百科大事典　早稲田大学演劇博物館編　
平凡社　1960─1962〔D770.3/E61�参考・中央・
国文・文総〕
��　21 世紀スポーツ大事典　中村敏雄［ほか］
編　大修館書店　2015.1〔780.3/N37�参考〕

【言語】
��　言語学大辞典　亀井孝［ほか］編著　三省堂　
1988─2001〔D803.3/Ka34�参考・政策・国文・
英文・独文・心理〕
��　国語学大辞典　国語学会編　東京堂出版　
1980.9〔D810.1/Ko47�参考・開架・国文〕
��　日本国語大辞典　第 2 版　同編集委員会編　
小学館　2000─2002〔D813.1/N77�参考・中央・
開架・国文・英文・日史・教育・中言・哲学〕
　�＊Web 版はジャパンナレッジ Libに収録。

��　広辞苑　第 7 版　新村出編　岩波書店　
2018.1〔D813.1/Sh64�参考・開架ほか〕
��　大漢和辞典　修訂第 2版　諸橋轍次著　鎌田
正・米山寅太郎修訂　大修館書店　1989─2000
〔D813.2/Mo75�参考・開架ほか〕
��　角川古語大辞典　中村幸彦［ほか］編　角川
書店　1982.6─1999.3〔D813.6/N37�参考・国文・
哲学〕

【文学】
��　集英社世界文学大事典　世界文学大事典編集
委員会編　集英社　1996─1998〔D903.3/Sh99�
参考・英文・独文・仏文〕
　�＊Web 版はジャパンナレッジ Libに収録。
��　新潮日本文学辞典　増補改訂　磯田光一［ほ
か］編　新潮社　1988.1〔D910.3/Sh61� 参考・
中央・開架〕
��　日本古典文学大辞典　日本古典文学大辞典編
集委員会編　岩波書店　1983─1985〔D910.3/
N77�参考・国文〕
��　日本近代文学大事典　日本近代文学館編　講
談社　1977.11─1978.3�〔D910.3/N77�参考・中央・
国文〕
��　日本現代文学大事典　三好行雄［ほか］編　
明治書院　1994.6〔D910.3/Mi91� 参考・開架・
国文〕
��　英米文学辞典　鈴木幸夫編　東京堂出版　
1978.12〔D930.3/Su96�参考・開架〕
��　フランス文学辞典　日本フランス語フランス
文学会編　白水社　1974〔D950.3/F92� 参考・
開架・仏文〕
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