大宅壮一文庫

利用ガイド

「本は読むものではなく、引くものだ」（大宅壮一）
大宅壮一文庫は、評論家大宅壮一が収集した雑誌資料を継承、明治時代以降130年余の雑誌を所蔵しています。
雑誌原本を閲覧・複写できます。データベースで主な所蔵雑誌の掲載記事を検索できます。

◇所蔵資料
〔雑 誌〕
一般雑誌はその時代の世相、事件、社会現象、生活風俗資料の宝庫です。当館では、明治時代から現在まで、1万種類76万
冊を所蔵しています。現在刊行されている雑誌では週刊誌、女性誌、総合月刊誌など1000種類を所蔵。7000誌の創刊号もあ
ります。大宅壮一は「その時代の最先端の人物が携わり、その時代の知識、考え方が凝縮されている」と考え、創刊号を積極的
に集めました。※欠号もありますので、電話で所蔵の確認をしてください。
〔図 書〕
大宅壮一の蔵書など書籍7万冊を埼玉分館に所蔵。
埼玉分館ご案内
おごせ

埼玉県入間郡越生町上野2845-2 電話049-277-1151
東武越生線武州唐沢駅下車（東武東上線坂戸駅乗換え）
徒歩20分
開 館 日 毎月第２火曜日 午前11時～午後4時（祝日休館）
入 館 料 300円（税込） ※夏季・冬季休館あり
愛用の机などの遺品も展示しています。
所在地
最寄駅

◇雑誌記事索引（索引総件数 614万件）
主な雑誌について人名と件名で記事内容を検索できます。最近では約400誌について採録しています。

人名索引 約14万人 271万件
政治家、経済人、作家、スポーツ選手、芸能人など著名人の記事を検索できます。
※人名データについては以下のキーワードでさらに細かく絞り込むこともできます。
結婚 離婚 恋愛 家族 出産 人脈 趣味 ファッション 美容 食 家 金 オカルト 健康法 病気 受難（事故） 犯罪全般
麻薬犯罪 訃報 自殺 略歴

＜人名索引ランキング・ベスト10＞
1位・松田聖子（歌手）4,934件 2位・小沢一郎（政治家）4,872件 3位・長嶋茂雄（野球）4,074件 4位・雅子皇太子妃 3,812件
5位・田中角栄（政治家）3,410件 6位・皇太子（浩宮）3,326件 7位・三浦百恵（歌手）2,983件 8位・昭和天皇 2,776件
9位・ビートたけし（タレント）2,699件 10位・中曽根康弘（政治家）2,665件 （2015年3月調査）

件名索引 343万件
話題になった事項や事件などを件名項目とキーワードで検索できます。
キーワード検索
事件名や会社名、様々な事物の名前など、7万語のキーワードで検索できます。
※「変わり種」のキーワードを使えば、〔アルバイト、飲食店、怪盗、結婚式、建築、酒場、住宅、商売、職業、自動車、
ペット、旅行〕などユニークな事柄のみセレクトできます。
件名項目検索
世間の耳目を集めた大きな事件や世相・風俗のことがらについて、大宅壮一文庫独自の分類で検索できます。
項目体系は、33の大項目、695の中項目、約7000の小項目によって構成されています。
＜大項目一覧＞
政治・その他 経済 農・漁業 世界 探険・移民 天皇 戦争 右翼 左翼 平和運動 労働問題 公害 災害 犯罪・事件
心中・自殺 世相 奇人変人 世代 おんな サラリーマン 交通機関 趣味・レジャー 賭博 スポーツ 芸能・芸術 マスコミ
宗教・思想 日本研究 教育 言語 文学 科学 地方

主要索引採録雑誌（以下の雑誌は主な記事を検索できます）
ＡＥＲＡ ＡＥＲＡ･Ｅｎｇｌｉｓｈ ＡＥＲＡウィズ・キッズ ＡＥＲＡウィズ・ベビー アサヒ芸能エンタメ ａｎ・ａｎ ＥＸ大衆 Ｗｉｔｈ 潮 ＥＬＬＥ・ｇｉｒｌ ＥＬＬＥ・ＪＡＰＯＮ エンタク
シー おとなの週末 オリ・スタ オレンジページ 家庭画報 紙の爆弾 クウネル 暮しの手帖 クーリエ・ジャポン ＣＲＥＡ クロワッサン 経済界 芸術新潮 激流
月刊テーミス 国際商業 財界 財界展望 ザテレビジョン ＴＨＥ２１ ＳＡＰＩＯ サライ サンデー毎日 散歩の達人 ＪＪ 週刊朝日 週刊アサヒ芸能 週刊エコノミ
スト 週刊金曜日 週刊現代 週刊実話 週刊女性 週刊新潮 週刊大衆 週刊ダイヤモンド 週刊東洋経済 週刊プレイボーイ 週刊文春 週刊ポスト ＪＵＮＯＮ
女性自身 女性セブン 新潮４５ Ｓｗｉｔｃｈ スカイワード ＳＰＡ！ すばる 正論 世界 選択 ターザン ＤＩＭＥ 宝島 旅の手帖 ダ・ヴィンチ ｄａｎｃｙｕ 致知
中央公論 調査情報 創 東京ウォーカー 東京人 Ｎｕｍｂｅｒ Ｎｕｍｂｅｒ・Ｄｏ Ｎｕｍｂｅｒ･ＰＬＵＳ 日経エンタテインメント 日経トレンディ 日経ビジネス 日経ヘ
ルス ニューズウィーク日本版 Ｎｅｗｔｏｎ ｎｏｎ・ｎｏ Ｈａｎａｋｏ ＢＩＧ・ｔｏｍｏｒｒｏｗ FACTA フォーブス・ジャパン 婦人公論 ＦＲＩＤＡＹ ＦＬＡＳＨ プレジデント プ
レジデントファミリー 文学界 文藝春秋 文藝春秋SPECIAL Ｖｏｉｃｅ マンスリーウイル ミセス メンズノンノ ＭＯＲＥ ＬＥＥ 歴史読本 ロッキング・オン・ジャパン

大宅壮一略歴
1900年（明治33年）大阪府富田村（現在・高槻市）に、父・八雄、母・トクの三男として生まれた。
大阪・茨木中学を中退。その後、検定に合格。第三高等学校に進学。1922年（大正11年）東京
帝国大学文学部社会学科入学。新人会に所属、在学中より健筆をふるう。戦後、時代の風潮
をみごとに裁断する独特な社会評論や人物評論で長くマスコミ界で活躍。自ら“無思想人”を
宣言。明快な是々非々論で広く一般大衆の支持を得た。
新語づくりの名人でもあり、“一億総白痴化”“駅弁大学”“恐妻”などの造語を数多く生みだし
た。主な著作に『文学的戦術論』『実録・天皇記』『日本の遺書』『世界の裏街道を行く』『無思
想人宣言』『昭和怪物伝』『炎は流れる』などがある。
1970年（昭和45年）11月22日永眠。死の直前に大宅壮一ノンフィクション賞（主催 公益財団
法人日本文学振興会）が創設され、ライターの登龍門となっている。

◇資料の検索

以下の方法があります。
①1988年以降の新しい記事索引を、ご自身で検索する ⇒ Ｗｅｂ ＯＹＡ－ｂｕｎｋｏ「雑誌記事索引検索 Ｗｅｂ版」
②1988年以降の新しい記事索引の検索を、案内係に依頼する ⇒ 代行検索サービス
③1987年以前の古い記事索引を検索する ⇒ 雑誌記事索引総目録
※2013年4月よりＷｅｂ ＯＹＡ－ｂｕｎｋｏで雑誌記事索引総目録データのテスト公開（「目録検索」）を始めました
① Ｗｅｂ ＯＹＡ－ｂｕｎｋｏ「雑誌記事索引検索 Ｗｅｂ版」
館内のコンピューターで雑誌記事索引が検索できます。検索できる記事索引データは、明治時代以降の約501万件。
毎週3回の更新で、常に新しいデータが追加されていきます。
■検索の方法
「簡単検索」：雑誌の記事タイトルをフリーワードで検索（ＡＮＤ、ＯＲ、ＮＯＴ検索が可能）
「詳細検索」：フリーワード検索の結果に、執筆者、発行日、記事種類、雑誌名、雑誌ジャンルで「絞り込み検索」が可能
「分類別検索」：人名検索、職業別人名検索、職業ジャンル検索、件名項目検索、件名ｷｰﾜｰﾄﾞ検索など独自の分類で検索
「目録検索」：1987年以前の記事データ（雑誌記事索引総目録収録）がフリーワードと執筆者、発行日、雑誌名で「絞り込み
検索」が可能

●インターネットで雑誌記事索引が検索できます（有料サービス）●
＜教育機関版＞
教育機関（学校法人）を対象にしたサービスです。同時アクセス数による年間固定料金制です。
＜公立図書館版＞
公立図書館を対象にしたサービスです。同時アクセス数による年間固定料金制です。
＜会員版＞
個人会員または法人会員のご利用部署（編集部・制作部）ごとの登録となります。
基本料金（月額固定費）＋記事索引検索料金（索引表示件数の従量制）です。（個人会員は基本料金は無料です）
検索した記事のコピーをオンラインで申込み、ファクシミリで受信する「オンライン受付複写サービス」が利用できます。
資料代 1枚 268円・手数料 1申込につき 309円（税込）
■利用案内：
大宅壮一文庫ホームページ（http://www.oya-bunko.or.jp/）の「Web OYA-bunkoご利用案内」（ＰＤＦ）をご覧下さい。
※お問い合わせ先 電話 03-3303-9968 Ｗｅｂ管理室

★無料トライアルのお知らせ★
Web OYA-bunko「雑誌記事索引検索 Web版」を３ヶ月間無料でお試しいただけます。
〈教育機関版〉〈公立図書館版〉〈会員版〉それぞれ行っております。
上記Web管理室までお気軽にお問い合わせ下さい。
② 代行検索サービス （「コンピューター検索プリントサービス申込書」をご記載ください）
案内係が「雑誌記事索引検索 Ｗｅｂ版」を検索して、記事索引のプリントをご提供します。検索が困難な時や時間がない
時に便利です。館内での閲覧は無料ですが、プリントをお持ち帰りの場合は1枚20円となります。
③ 雑誌記事索引総目録
明治時代から1995年までの雑誌記事索引を冊子体に収録。人物やことがらの記事索引を一覧できます。
雑誌記事索引総目録は、「人名編」と「件名編」があり、「人名編」は人物名の「姓・名」のヨミで検索。「件名編」は、各巻
の巻頭にある「件名体系表」から検索するか、別巻の「件名総索引」でキーワードから検索してください。
総目録は以下のように年代で分かれています。
・雑誌記事索引総目録
（全13巻）収録期間：明治時代～1984年末（人名索引は1984年4月までの収録）
・雑誌記事索引総目録 1985-1987（全 4 巻）収録期間：1985年～1988年4月
・雑誌記事索引総目録 追補
（全 1 巻）収録期間：1888年～1987年（上記の総目録に収録されなかった索引を補完）
・雑誌記事索引総目録 1988-1995（全10巻）収録期間：1988年～1995年

◇資料の閲覧
・一

般 入館料300円（税込）で10冊閲覧可。 11冊以上の閲覧には10冊ごとに100円（税込）の再入館料を
お支払いください。（最大１日100冊以内）
・学生割引 入館料100円（税込）。閲覧冊数と再入館料は一般と同じです。
※学生が教育目的で利用する場合、資料の閲覧や複写サービスを割引料金で利用できます。
入館時に学生証を提示してください。
・会
員 入館料・無料 閲覧は1日150冊以内。
1回の閲覧申込冊数は60冊までです。60冊以上閲覧される場合は、お手元の雑誌をご返却のうえ、再度お申込ください。
閲覧申込
「閲覧・複写申込書」に雑誌名、発行日、掲載ページ等をご記入いただき、2階受付に提出してください。
「閲覧・複写申込書」は出納確認の必要上、回収させていただきますが、確認後、断裁処分します。
閲覧受付
午前１０時～午後５時１５分

◇資料の複写
著作権法の範囲内で複写サービスを行います。（来館利用、配送サービス利用、会員ファクシミリサービス利用）

＜来館複写サービス＞
複写受付
午前１０時～午後５時３０分
資料閲覧後、「閲覧・複写申込書」の複写ページ欄に○を付け、複写ページを記載して雑誌とともに2階受付に提出し
てください。職員が複写作業を行います。
見開き（左右2ページ）でＡ4、Ｂ4、Ａ3サイズに複写します。見開きでＡ3サイズを超える雑誌は1ページずつ複写しま
す。（索引を検索して雑誌を閲覧し、複写資料を受け取るまで1時間以上かかります）
複写資料代（税込）※来館利用・配送サービス
・一
般 モノクロ 1枚 52円 フルカラー
・学 生 割 引 モノクロ 1枚 25円 フルカラー
・会 員（法人） モノクロ 1枚 52円 フルカラー
・会 員（個人） モノクロ 1枚 41円 フルカラー
・会 員（学生） モノクロ 1枚 20円 フルカラー

1枚 123円
1枚 80円
1枚 123円
1枚 103円
1枚 60円

撮影料金
所蔵雑誌の撮影には予約が必要です。1日1組午前中のみの受付です。
撮影料 スチール撮影 1カット 514円 ・ ビデオ撮影 1カット 3,086円
＜配送サービス＞
記事の出典が明確な場合に限り、申込日の翌営業日以降に「代引き宅配便」で所蔵雑誌の複写資料をお送りします。
1.申込方法
電話でお申し込みください。記事件数が多いときは、記事リストを郵便でお送りください。
＊お問い合せ先 配送サービス係
電 話 03-3303-2000
郵送先 〒156-0056 東京都世田谷区八幡山3-10-20
公益財団法人大宅壮一文庫 事業課 配送サービス係
＊記入事項
申込者氏名、住所（郵便番号・会社名・部署名）、電話番号
掲載誌名、掲載号数（発行日）、掲載ページ、記事の題名
2.利用料金（税込）
料金の見積には多少時間がかかります。配送サービス係に電話でご確認ください。
資料お受取り時に以下のサービス料金と宅配料金の合計額を配送業者にお支払いください。
サービス料金（当文庫のサービスにかかる料金：複写資料代＋手数料）
請求内訳を同封いたします。領収書は発行できませんので、ご了承ください。
＊複写資料代
モノクロ １枚 52円×複写枚数（複写サイズは来館複写サービスと同じです）
フルカラー１枚123円×複写枚数
※学生割引料金でご利用の場合は、学生証の有効期限が確認できる箇所を複写してお送りください。
＊手 数 料
103円
宅配料金（運送料＋代引手数料：ヤマト運輸）
運送料等は重量、配送地域等により異なります。

＜ファクシミリサービス・会員（法人・個人）対象＞
雑誌記事の索引データや複写資料をファクシミリでお送りします。

※会員以外の方は、前頁の「配送サービス」（代引き宅配便）をご利用ください。
利用登録
利用ファクシミリ１回線ごとに所定の利用登録書をご提出下さい。
※個人会員は、１回線のみのご登録となります。
申込方法
所定の「申込書」をファクシミリサービス専用電話番号に送信してください。
専用電話番号は、利用登録完了後にお渡しする所定の「申込書」に掲載されています。
受付時間：午前１０時～午後４時 （日・祝休館）
お問い合わせ先 電話 03-3303-2440 事業課ファクシミリサービス係直通
1.資料の送信
・資料検索サービス（雑誌記事索引送信サービス）
指定のテーマ、キーワード（人物やことがら）について雑誌記事索引を代行検索します。
所定の申込書にご記入のテーマについて、記事索引の一覧（記事タイトル､掲載誌､発行日､掲載ページ）を
送信します。
記事索引データ10件を送信資料1枚とカウントします。（例：21件の場合は3枚）
雑誌の発行年や件数を指定できます。（例：「2013年1月以降の記事」、「最新から50件以内」）
・資料複写サービス（雑誌記事複写送信サービス）
雑誌記事の複写資料を送信します。
所定の申込書に記事名､雑誌名､発行日､掲載ページを記入して送信してください。
記事の複写は、１ページずつＢ4サイズに複写して送信します。
2.料金のお支払い
１ヶ月分の利用料金をまとめた請求書を翌月上旬に郵送します。
請求書発行日から1ヶ月以内に当館の銀行口座にお振込みください。
利用料金 ファクシミリ資料代 送信資料1枚につき
309円（税込）※検索・複写サービス共通料金
送 信 手 数 料 ご利用1回につき
309円（税込）

◇賛助会員制度
当法人の事業活動にご賛同ご支援をいただく、賛助会員制度を設けています。
個人または法人ごとに所定の年会費をお納めいただくと、下記のご利用（学生会員は②まで）ができます。
①入館無料（ご来館時に個人会員は会員証、法人会員は社員証をご提示ください）
②閲覧冊数1日1人150冊迄可
③ファクシミリサービス、Web OYA-bunko会員版利用可（あらかじめ「利用登録」が必要です）
④当館機関紙『大宅文庫ニュース』（年1回）贈呈
※個人会員（一般／学生）の方は複写資料代の割引があります。
■会費 （消費税対象外） ※入金日から一年間、会員として利用可
個人会費（一般） １口１千円、10口（ 10,000円）以上
個人会員（学生） １口１千円、 5口（ 5,000円）以上
法人会費
１口１万円、15口（150,000円）以上
部署単位でご入会いただきます。ご加入の団体・企業に正式に所属している方のみ会員として利用できます。
※お問い合わせ先 電話 03-3306-4661 経理課会員係

◇雑誌図書館運営費ご支援のお願い
年間2，000万円あまりの雑誌記事検索データベースの維持費や5年ごと1億円超の設備費用など、当館の図書館運営
費用のご援助をお願いしております。ご寄付のお申込みは下記までお問い合せください。
お問い合せ先 経理課寄付金係 電話 03-3306-4661 メール ｋｉｆｕ@oya-bunko.or.jp

公益財団法人
所在地
電 話

大宅壮一文庫（おおやそういちぶんこ）

〒156-0056 東京都世田谷区八幡山3-10-20
０３－３３０３－２０００（代表）

最寄駅

京王線八幡山駅下車、
徒歩８分
赤堤通りを都立松沢病院
正門方向へ直進
（利用者専用駐車場あり）
開 館
午前１０時～午後６時
閲覧受付 午後５時１５分まで
複写受付 午後５時３０分まで
休館日 日曜、祝日、年末年始
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