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３．簡単検索



ＩＤとパスワードを入力し再度ログインボタ
ンを押してください。

　　　注　意！

終了する際に「×」印を押してし
まうとその後１５分間ログインする
事ができなくなります。
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１／１５

●終了【ログアウト】
終了する際には必ずログアウトボタンを押してください。

●開始【ログイン】
トップページからログインボタンを押してください。

トップページのＵＲＬ：https://web.oya-bunko.com/
当館ホームページ内のリンクからも接続できます。

１．ログインとログアウト



２／１５

２．４つの検索メニュー
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ログインすると 初は「簡単検索」の画面に入ります。

　　　　　　　　　　　　注　意！
　
　※簡単検索では雑誌名、発行日、記事種類等の条件付けはできません！

画面上部の色つきのタグを押すと、雑誌名、発行日などの指定ができる「詳細
検索」、大宅式分類法を利用する「分類別検索」、『大宅壮一文庫雑誌記事索
引総目録』収録の索引データが検索できる「目録検索」に切り替える事ができ
ます。

「簡単検索」「詳細検索」「分類別検索」は検索方法が違うだけで収録されてい
る索引データは同じものです。索引を表示すると課金されます。オンライン受
付複写機能でファクシミリによる記事資料の入手が可能です。【主に１９８８年
以降】

「目録検索」のデータは他の３メニューの索引データとは重複しない古い年代
のものです。索引を表示しても課金されません。オンライン受付複写はご利用
できません。【主に１９８７年以前】



雑誌記事の
タイトルを
フリーワード
検索します。

３／１５

検索結果件数が表示されます。この時点ではまだ課金されていません。

①１回に表示する件数や表示順をラジオボタンで表示前に選択する事がで
きます。表示件数は１０件から５０件まで選択できます。
②件数が多すぎる時などは「検索画面に戻る」ボタンで戻って条件を追加し
ての再検索もできます。
③「索引を表示する」ボタンを押すと、表示件数分の料金が課金されます。
　　※課金を伴う操作には「￥」マークが付いています。

３．簡単検索【主に１９８８年以降の索引データを検索】
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①ＯＲ検索
１ボックスに検索語を５単語まで入力できます。検索語と検索語の間はス
ペースで区切ります。
※同じボックス内での「フリーワード（スペース）フリーワード」はＡＮＤ検索にはなりま
せん。
※固有名詞中にスペースが含まれている場合は、スペースを省略してください。
※基本的な操作、検索の注意点等は「ヒント」「使い方」ボタンを押して「ヘルプ画面」
をご参照ください。

②ＡＮＤ検索、ＮＯＴ検索
かけ合わせ検索は、上下の入力ボックスに検索語を入力します。ＡＮＤとＮＯ
Ｔはラジオボタンで切り替えます。
※「京都」ＮＯＴ「東京都」の様にＮＧワードを除去することもできます。
※雑誌名、発行日などフリーワード以外の条件をかけ合わせる場合は「詳細検索」を
使用してください。

フリーワードを入力して検索ボタンを押すと課金確認画面が表示されます。



４／１５

４．索引表示・オンライン受付複写① カートに入れる
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入力した検索語と一致する文字列が赤色で表示されます。記事タイトルの後
ろに「※」がある場合は、「※」以降は大宅壮一文庫が追加した補足コメントで
す。

「備考」にはフリーワード検索用に補足した検索語（人物名、肩書、人名キー
ワード、件名キーワード）が表示されます。

①表示順を変更、「￥次の○○件を表示≫」で続きの索引を表示すると課金
されます。

②「印刷用表示」ボタンを押すと別ウインドウが開き、表示内容が圧
縮された印刷用表示になります。

③チェックボックスにチェックを入れてから「チェックした索引をカートに入れ
る」ボタンを押します。チェックした索引がカートに入ります。

チェックボックスは表示している範囲内のみ有効で「￥次の○○件を表示≫」
を使用するとチェックはクリアされます。

別の検索をして表示した索引を追加でカートに入れることもできます。

④「カートを見る」ボタンでファクシミリで資料を入手するオンライン受付複写
の画面に移動します。



５／１５

申込内容をご確認ください。

①変更する場合は「戻る」ボタンで索引選択一覧画面に戻ってください。
　　　　　　※ブラウザの［←戻る］ボタンは押さないでください。

②表示された申込内容でよければ「次へ」ボタンを押してください。

５．オンライン受付複写② 申込内容確認
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「カートを見る」ボタンでこの索引選択一覧画面に移動し、チェックした索引の
一覧を見る事ができます。

①「検索結果に戻る」ボタンで直前の検索結果表示画面に戻ります。
②「印刷用表示」ボタンでこのカート内の索引だけを印刷用表示にできます。
③チェックボックスのチェックを外して「再表示」ボタンを押すとチェックを残し
たものだけ表示されます。
④「カートをクリアする」ボタンでカート内の索引すべてがクリアされます。

⑤「オンライン複写へ」ボタンで申込内容確認画面に移動します。



６／１５

複写申込書を作成してください。申込者名（漢字／カナ）と連絡先電話番号
は入力必須です。受信ＦＡＸ番号はあらかじめ登録してあるものから選択して
ください。

①「戻る」ボタンで利用案内の画面に戻ります。
　　　　　　※ブラウザの［←戻る］ボタンは押さないでください。

②「次へ」ボタンで複写申込書の確認画面に移動します。

６．オンライン受付複写③　複写申込書作成
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オンライン受付複写の利用案内をご確認ください。

①「同意しない」ボタンで申込内容確認の画面に戻ります。
　　　　　※ブラウザの［←戻る］ボタンは押さないでください。

②「同意する」ボタンで複写申込書の作成画面に移動します。



７／１５

オンライン受付複写申込が完了しました。

①「申込内容を表示する」ボタンで別ウインドウが開き、複写申込書の内容と
申し込んだ記事索引が表示されます。「申込内容」を印刷して複写内容の確
認にご利用ください。

②「検索画面に戻る」ボタンで簡単検索画面に戻ります。

７．オンライン受付複写④　複写申込完了
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複写申込書の内容をもう一度ご確認ください。

①「申込内容を表示する」ボタンで別ウインドウが開き、選択した記事索引が
表示されます。

②「修正する」ボタンで複写申込書の入力画面に戻ります。
　　　　　※ブラウザの［←戻る］ボタンは押さないでください。

③「申込を確定する」ボタンでオンライン受付複写申込が完了します。



⑤雑誌名：ラジオボタンで中間一致（部分一致）と完全一致を切り替えられま
す。表記（漢字）、ヨミ（カタカナ）どちらでも検索できます。

※すべての項目に入力する必要はありません。空欄の部分は条件なしで検
索します。

「雑誌名を一覧から選択」「雑誌ジャンルから選択」については次ページで説
明します。

８／１５

８．詳細検索①（執筆者、発行日、記事種類）
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フリーワード検索に加え、執筆者、発行日、記事種類、雑誌名、雑誌ジャンル
の条件をかけ合わせた検索ができます。各検索項目間はＡＮＤ検索です。

①フリーワード：簡単検索と同様です。

②執筆者：インタビューなどの発言者も含みます。２段のボックスでＡＮＤ検索
も可能。有名人同士の対談なども検索できます。

③発行日：前方に入れるとそれ以降、後方に入れるとそれ以前となります。年
のみ、年月のみも可です。前後に同じ日付を入れると１日に限定されます。合
併号はどちらか片方の日付が振られています（原則後の号）。季刊誌の「秋
号」などもすべて発行月で検索します。

④記事種類：チェックボックスで選択します。ラジオボタンをＮＯＴに切り替える
とその記事種類を除けます。複数選択できます。



●雑誌名候補検索（全雑誌）

●雑誌ジャンル
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・Web OYA-bunkoに収録されている全雑誌を５０音順に表示します。
・誌名の前のチェックボックスで５誌まで選択できます。
・臨増（臨時増刊号）、別冊は区別して表示されます。

詳細検索画面で、「雑誌
名を一覧から選択」→
「全雑誌候補」の順にボタ
ンを押すとこの画面に移
動します。

９／１５

　

　　　　　　　　　　　　　注　意！

※雑誌名、雑誌ジャンルを指定する場合は、その他の条件をすべて入
力した後に行なってください。雑誌名、雑誌ジャンルの指定後に詳細
検索の画面に戻ると選択した条件が消えてしまいます。

詳細検索画面で「雑誌ジャンルから選択」ボタンを押すとこの画面に移動しま
す。

特定の雑誌名ではなく雑誌の種類から検索します。雑誌ジャンル名の前の
チェックボックスで５つまで選択できます。

９．詳細検索②（雑誌名を一覧から選択、雑誌ジャンルから選択）



分類別検索 ●人名検索

１０／１５

１０．分類別検索①「人名検索」

Web OYA-bunko会員版利用ガイド

分類別検索のタグを押すと、５つのメニューボタンが表示されます。

大宅壮一文庫独自の分類方法から検索します。検索時の“ゴミ”を排除して必
要な情報のみをヒットさせるので、フリーワード検索より厳選されたデータを得る
事ができます。

さらに「条件追加」で、フリーワード、執筆者、発行日など詳細検索と同様な条
件を追加する事もできます。

人名検索では人物名の表記（漢字）かヨミ（カタカナ）を入力して候補ボタンを
押すと人名候補選択画面が表示されます。ラジオボタンで選択します。同姓同
名の人物は（肩書）で判断してください。

さらに「条件追加」では「人名キーワード」により特定の内容の記事のみ選びだ
す事ができます。



●職業別人名検索

●職業ジャンル検索

特定個人ではなく、ジャンルごとの複数の人物をまとめて検索できます。

「条件追加」でフリーワードを入力して「発言が問題となった政治家」（フリー
ワード：失言ＯＲ放言ＯＲ暴言ＯＲ問題発言）や、「２０１３年にハワイで結婚した
芸能人」（フリーワード：結婚ＡＮＤハワイ、発行日：２０１３～２０１３）などをまとめ
て検索できます。

１１／１５

１１．分類別検索② ｢職業別人名検索｣｢職業ジャンル検索｣
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職業別人名検索では
個々の人物情報を職
業、所属する会社名や
団体名などの「肩書」か
ら検索できます。
※「社長」などの役職名
では検索できません。

「肩書」を入力して「候
補」ボタンを押すと５０音
順に人名候補が表示さ
れます。ラジオボタンで
選択して検索や条件追
加ができます。

政治家や芸能人など、
職業の分野から検索し
ます。

各ジャンルの前にある
チェックボックスで選択
できます。



●件名項目検索
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件名項目検索では大宅壮一文庫独
自の体系分類から検索できます。件
名項目は４つの階層を持ち、大項目
→中項目→小項目→関連キーワード
の順に絞り込めます。

検索ワードが思いつかない場合に体
系をたどり目的のキーワードを探す事
ができます。

これらを指定しておいて詳細検索と同
様の条件追加をする事も可能です。

大項目「０４　世界」を指定すると海外
の話題のみを調べる事ができます。

【例】世界の環境問題を検索する場合
は大項目「０４　世界」を選択後、

１２／１５

「条件追加」でフリーワー
ド「環境問題」を入力して
「検索」ボタンを押しま
す。

　　　　注　意！
※大、中、小項目を複数
指定した場合、その下の
階層には移動する事が
できません。

１２．分類別検索③「件名項目検索」



●件名キーワード検索

その他、用語を統一し、件名項目全体で共通するキーワードとして使用できる
件名項目共通キーワードや、大項目「０４　世界」で共通するキーワードとして
使用できる大項目【世界】共通キーワードがあります。「ヒント」「使い方」ボタン
を押して「ヘルプ画面」をご参照ください。

１３／１５
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表記（漢字）もしくはヨミ（カタカナ）を
入力して「候補」ボタンを押すと件名
キーワード候補が表示されます。
チェックボックスで３つまで指定できま
す。

件名キーワードを指定しておいて詳
細検索と同様の条件追加をする事も
可能です。

◆ちょっと変わった？ユニークな事柄
を検索するには◆

「変わり種」のキーワードで検索する
と、［アルバイト、飲食店、怪盗、結婚
式、建築、酒場、商売、職業、自動
車、ペット］などユニークな事柄のみセ
レクトできます。

１３．分類別検索④「件名キーワード検索」

件名キーワード検索では、事件名や会社名、様々な事物の名前などから検索
できます。
同一名称の異なる事物も区別して検索できます。



１４／１５

目録検索の索引表示は「○件目」のカラーバーの色が簡単検索等とは
異なり、目録データであることを示す緑のマークが入っています。

「次の○○件を表示≫」で続きの索引を表示する事ができます。チェック
ボックスにチェックを入れ、チェックしたもののみを印刷用表示にす
る事もできます。
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１４．目録検索【主に１９８７年以前の索引データを検索】

目録検索では冊子版『大宅壮一文庫雑誌記事索引総目録』収録の１９８７年
以前のデータをテスト公開しています。これまでの簡単検索、詳細検索、分類
別検索のデータとは重複していません。目録検索で索引を表示しても課金は
されません。オンライン受付複写はご利用できません。

フリーワードに加え、執筆者、発行日、雑誌名で検索できます。入力方法は詳
細検索と同様ですが、雑誌名の部分はヨミには対応していません。表記のみ
の検索となります。

検索前に表示件数や表示順を指定する事ができます。

※未整備データのため、一部表示できない文字を「〓」で表示しています。雑
誌名、発行日、掲載ページの情報が不確かな場合もあります。順次データ整
備を行ない、通常データベースに統合していきますので、過去にこのメニュー
で検索できたデータが、ヒットしなくなる場合もあります。



Ｑ．入力ミス、表記ゆれに対応する機能はありますか？

Ａ．広告については索引を作成していないため検索はできません。

Ａ．対応しておりません。「竜」と「龍」など新字・旧字も別の文字
と判断します。「ー（音引き）」も文字として判断しますので「エン
タテインメント」と「エンターテインメント」は別のワードとなりま
す。

Ａ．データベース内の日付は「発行日」で統一しています（月刊誌の
場合は月まで）。発売日をピンポイントではなく、前後に日付を広げ
て検索してみてください。

Ａ．アイドルグループ等でも個人で登場する記事の多い方は単独の人
名項目が作られています。単独の人名項目が無い場合は、グループの
人名項目を指定した後に、フリーワードや執筆者にその方の名前を
「条件追加」して検索してください。

Ｑ．広告は検索できますか？

Ｑ．アイドルグループや漫才コンビの中の１人だけを検索できますか？

１５／１５

Ｑ．雑誌の表紙を飾った人物を検索できますか？

Ａ．表紙については索引を作成していないため検索はできません。た
だし表紙を飾った人物は、本誌中に登場する事が多いため、人物名・
ＡＮＤ・フリーワード「表紙」「カバー」「ＣＯＶＥＲ」などで検索
すると「表紙の人インタビュー」的な記事がヒットする場合もありま
す。
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１５．よくあるご質問

Ｑ．雑誌の「発売日」での検索はできますか？

Ｑ．大宅壮一文庫所蔵の雑誌はすべて検索できるのですか？

Ａ．索引を採録している雑誌は所蔵雑誌のごく一部です。主要所蔵雑
誌は当館ＨＰで公開しています。個別の雑誌の所蔵については当館ま
でお問い合せください。

Ｑ．雑誌記事の画像は見られないのですか？

Ａ．雑誌記事の画像データ化は行なっておりません。雑誌記事「索
引」のデータベースです。記事資料の入手にはオンライン受付複写機
能（資料のファクシミリ送信）をご利用ください。
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