※書名の後に、著者名、出版社、出版年、[請求記号]で表記してあります。
パスファインダー
～調べ方の道しるべ～ No.15
所沢市立所沢図書館 2021.3 改訂

江戸時代に庶民の文学として普及した俳諧。そして、“世界で
いちばん短い詩”ともいわれる俳句。５・７・５の１７音を基本
とする俳句は、年代を問わず人気があり、ご自分で俳句を作る方
も多くいます。俳諧・俳句について、図書館の資料を使って調べ
てみましょう！

① 出典を探す
『新俳句大観』 明治書院編集部／編 明治書院 2006 年 [R911.303/ｼ]
約 13000 句を収録。五・七・五（初句・二句・三句）のどの部分からで
も検索できる。
『評解名句辞典』 麻生磯次ほか／著 創拓社 1990 年 [R911.303/ｱ]
初句・二句・人名・俳書・季語のそれぞれから検索できる。解釈・俳人
解説あり。
『日本古典文学大系』別巻 1・2
岩波書店 1976、1978 年 [918/ﾆ]
本編全 100 巻の索引巻。
「和歌・俳句・歌謡索引」と「初句索引」あり。

② 季語を調べる
『俳句季語よみかた辞典』
日外ｱｿｼｴｰﾂ株式会社／編集

日外ｱｿｼｴｰﾂ

2015 年

[R911.307/ﾊ]

『角川俳句大歳時記』全 5 巻
角川学芸出版／編集 角川学芸出版 2006 年 [911.307/ｶ]
豊富な例句を用いて季語を解説。考証欄で季語の成立・変遷を説明。

☆情報を幅広く集めるには、キーワードが必要です。

『日本の歳時記』全 4 巻

連句・発句・俳号・句会・俳壇・俳誌

宇多喜代子ほか／編集委員 小学館 2014 年 [911.307/ﾆ]
『埼玉俳句歳時記』
埼玉新聞社 1993 年 [911.307/ｻ]
県内の天然記念物･年中行事を重視して採録。例句は県内の俳人が中心。

☆“請求記号”
（本の背ラベルの番号）で効率よく資料を探すこ
とができます。

角川文化振興財団／編 角川書店 1991～95 年 [H911.307/ﾌ]
俳句にゆかりの深い地名に重きを置いた歳時記。2 巻に所沢の項あり。

・今回のキーワード･･･俳諧・俳句・俳人・季語・歳時記・

『ふるさと大歳時記』全 8 巻（本編 7 巻、別巻「世界大歳時記」1 巻）

・請求記号にＫが付くものは郷土資料、Ｒが付くものは参考図書
です。ともに所蔵している図書館内での閲覧になります。貸出が
できる資料もございますので、カウンターにご相談ください。ま
た、複写サービスがご利用できます｡(１枚 10 円)

③ 意味・解釈を調べる

・請求記号の二ケタ表記は児童書、三ケタ以上は一般書です。

水原秋桜子／編 東京堂出版 1976 年
[R911.303/ｹﾞ]
戦後活躍した俳人 505 名の 1468 句を収録。出典も記載。
『名句鑑賞辞典』 飯田龍太ほか／監修 角川書店 2000 年 [R911.36/ﾒ]
正岡子規以降、近現代俳人 871 名の 1386 句を収録。俳人一覧・季語索引
あり。

・今回の請求記号・・・911.3(俳諧・俳句)、918（作品集：全集、
選集）
☆インターネット情報は各図書館のインターネット端末でご覧いただ
けます。契約データベース以外のプリントサービスはご利用できま
せん。

『新編俳句の解釈と鑑賞事典』尾形仂/編 笠間書院 2000 [R911.303/ｼ]
古今の名句（175 名の 672 句）を収録。季語・用語の解説と解釈を記載。

『現代俳句鑑賞辞典』

『三省堂名歌名句辞典』
佐佐木幸綱ほか／編 三省堂

2004 年

[R911.104/ｻ]

室町から現代までの 2632 句を収録。歌・句索引と人名索引あり。

＜全集で調べる＞各句に解釈が記載されている全集を抜粋しています。
書

該当の巻数
または巻名

名

新日本古典文学大系
新編日本古典文学全集

69～73

出版社
岩波書店

61、70～72

小学館

54、58

小学館

出版年
1990～
1998
1995～
2001

請求記号
918/ｼ

や ゆ う て い り

え

じ

ょ

『野遊亭里惠女』

深井八重／著 深井琴 1937 年
所沢の生んだ女流俳人・野遊亭里惠女の句を豊富に収録。

[K913/ﾔ]

⑤ 雑誌で調べる
2021 年最新の情報を得ることができます。また、貸出中の資料は予約ができます。
特集や連載などの他、句会･大会･講座の案内や報告なども記載されています。
あうん

『阿吽』阿吽俳句会 所沢市内、近隣を中心とした同人誌
918/ｼ

『雨蛙』雨蛙俳句会 所沢市内、近隣を中心とした同人誌

918/ﾆ

『爽樹』爽樹俳句会 川越市、所沢市の周辺を中心とした同人誌

あまがえる

そうじゅ

日本の古典

1983、1984

かちょうら い

新潮日本古典集成

芭蕉句集
与謝蕪村集
誹風柳多留

新潮社

2019～
2020

918/ｼ

1～9

講談社

1992～
2009

911.34/ﾖ

蕪村全集

ふ か み

じ

『花鳥来』深見けん二 市内在住の俳人・深見けん二発行の同人誌
『俳句』KADOKAWA 「角川俳句賞」を主催している俳句総合誌
『俳句界』文学の森 「俳句界賞」を主催している俳句総合誌
『NHK 俳句』NHK 出版 講師による俳句講座や名句鑑賞を収録

➃ 人物・事項を調べる

⑥ データベースで調べる

『俳文学大辞典』

2021 年現在、所沢図書館内のインターネット端末でご覧いただけるデータベースで
す。俳諧・俳句に関するニュースや情報が得られます。

角川学芸出版 2008 年 [R911.303/ﾊ]
俳文学の 1 万 300 項目を収録。難読項目・用語事項・人物・雑誌の索引
あり。

『俳諧研究文献目録』
楠元六男／監修 日外アソシエーツ 2008 年 [R911.303/ﾊ]
1945～2006 年に国内で発表された連歌・俳諧・川柳等の研究文献目録。

『戦後詩歌俳句人名事典』
日外アソシエーツ株式会社／編集 日外アソシエーツ 2015 年 [R911.033]
戦後の詩人・歌人・俳人の受賞歴や発行物を記載。都道府県別索引あり。
『現代俳句大事典』稲畑汀子ほか／監修 三省堂 2005 年 [R911.303/ｹﾞ]

『鑑賞女性俳句の世界』全 6 巻
角川学芸出版／編 角川学芸出版 2008 年 [911.308/ｶ]
『地名・俳枕必携』角川学芸出版/編 角川学芸出版 2013 年 [911.307/ﾁ]
地名を含む名句や、その場所で詠まれた名句を地域別に収録。

＜郷土の俳人を調べる＞
『埼玉俳諧史の人びと』
小林甲子男／著 さきたま出版会 1991 年 [911.302/ｺ]
埼玉の連歌や俳諧史の人々、句碑などについて記載。
『所沢市史』下 所沢市史編さん委員会/編 所沢市 1992 年 [213.4/ﾄ/2]
はいしょうせい

郷土の俳人・斎藤俳小星について記載あり。

★朝日新聞社「聞蔵Ⅱ」（1879 年～／本館・分館で利用可）
★読売新聞社「ヨミダス歴史館」（1874 年～／本館・分館で利用可）
★日本経済新聞社｢日経テレコン 21｣（過去 30 年分の記事/本館のみ利用可）
★国立国会図書館デジタルコレクション（本館・分館で利用可）
市内所蔵の日経新聞・朝日新聞・読売新聞・毎日新聞・東京新聞では、俳壇のコー
ナーが毎週あり、読者投稿の句を選者が選定・評しています。

⑦ インターネットで調べる
俳諧データベース

国際日本文化研究センター
芭蕉や蕪村をはじめとする、主要な俳諧作品を収録
http://lapis.nichibun.ac.jp/haikai/menu.html

俳人協会・俳句文学館
公益社団法人 俳人協会・俳句文学館（俳句文芸専門の文学館）
2010 年以降の同協会の俳人の俳句（入選作品等）を検索できる
https://www.haijinkyokai.jp/
現代俳句データベース 現代俳句協会
明治以降の秀句を検索できる
http://www.haiku-data.jp/index.php

