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岩手県立図書館
パスファインダー No.12

系図を調べる
このパスファインダーは、あるテーマを調べるときに役立つ図書館資料や他のツ
ールを紹介するための道しるべです。
今回のテーマは「系図を調べる」
。みなさんが必ず持っている苗字や家紋。これら
は自分のルーツを探る時、必要不可欠なものです。苗字や家紋を調べていくと、新
しい発見があるかもしれません。

お問い合わせ
電話：019-606-1730
FAX：019-606-1731
http://www.library.pref.iwate.jp

１．調べる手がかりとなるキーワードは？
まずは、情報にたどり着くカギとなるキーワードを考えましょう。ひとつのテーマ
に結びつくいろいろなキーワードから、新たな切り口が見つかったり、知りたい情報
の的が絞られていきます。
例：家系図 系譜 苗字（名字） 家紋 姓氏 屋号 ルーツ 地名 など

２．概略を知る（辞書・事典などを使う）
テーマについて、短くまとめられている文章や概略を知りたいときや、手がかりと
なるキーワードをもっと増やしたいときは、百科事典・辞書・図鑑などを調べること
から始めましょう。
資料情報
場所
請求記号
『角川日本姓氏歴史人物大辞典 3』岩手県姓氏
郷土資料
歴史人物大辞典編纂委員会∥編著 角川書店
KR/288.1/ｶﾄﾞ/3
コーナー
1998 年
『続 家紋でたどるあなたの家系』
参考図書
R/288.6/ｶﾓ/2
千鹿野 茂∥編 続群書類従完成会 1998 年
コーナー
『解明!由来がわかる姓氏苗字事典 家系・家紋』 参考図書
R/288.1/ﾏﾙ
丸山 浩一∥著 金園社 2015 年
コーナー

３．図書を探す
（１）「岩手県立図書館 蔵書検索[OPAC]」（パソコン）を使って探す
図書館の蔵書検索機や当館のホームページから、1.にあるようなキーワードや、
タイトル・著者名などを入力して検索することができます。以下に、当館所蔵の検
索結果の一部をご紹介します。（請求記号 K は郷土資料を指します）
資料情報
場所
請求記号
『家系のしらべ方 探訪! わが家の歴史
先祖研究と系図』丸山 浩一∥著 金園社
一般開架 288.2/ﾏﾙ
2015 年
『マイルーツ あなたも家系図をつくってみ
ませんか』田村 武男∥編著 名簿図書
一般開架 288.2/ﾀﾑ
2005 年
『「家系図」を作って先祖を１０００年たどる
一般開架 288.2/ﾏﾙ
技術』丸山 学∥著 同文舘出版 2009 年
『南部藩参考諸家系図』前沢 隆重∥〔ほか〕
郷土資料
編 国書刊行会 1984～1985 年
K/288/ﾏ 2/1-1～5
コーナー
第 1 巻～第 5 巻

資料情報
場所
請求記号
『岩手の苗字』千葉 勝士∥著
郷土資料
岩手ワークショップ（印刷） 1985～2004 年
K/280/ﾁ 2/1-1～20
コーナー
※第 1 集～第 20 集
『日本人の苗字 三〇万姓の調査から見えた
集密書庫 288.1/ﾆﾜ
こと』丹羽 基二∥著 光文社 2002 年
『名字の地図 分布とルーツがわかる』
一般開架 288.1/ﾓﾘ
森岡 浩∥著 日本実業出版社 2004 年
『日本の家紋七〇〇〇 別冊歴史読本』
自動化書庫 288.6/ﾆﾎ
新人物往来社 2009 年
『寛政重修諸家譜』栄進舎出版部
集密書庫 288.2/ｴ 1/1-1～9
1917～1918 年 ※第 1 輯～第 8 輯・総索引
『尊卑分脈』第 1 篇～第 4 篇(『国史大系』
210.08/ｺ 1/58～60
第 58 巻～第 60 巻・別巻 2 黒板 勝美∥編輯 一般開架 (別巻 2 210.08/ｺ
吉川弘文館 1966～1967 年)
1/2-2)
『系図纂要』名著出版 1973～1977 年
集密書庫 288.2/ｹ 1/1
※第 1 冊～第 15 冊・別巻 1～3
『姓氏家系大辞典』太田 亮∥著 角川書店
集密書庫 288.1/ｵ 1/1-1～3
1963 年・1976 年 ※ 第 1 巻～第 3 巻
（２）テーマの棚に行って探す
図書館の本には、一冊ごとにテーマを表す分類番号が付いています。各コーナー
でこの分類番号の棚に行くと、同じような内容の資料が近くに並んでいます。
一般開架でお探しの資料が見つからない際は、書庫にある場合もございますので、
スタッフにご相談下さい。
分類番号
テーマ
288.1
姓氏
288.2
系譜〔家系図〕
288.6
紋章〔家紋〕

４．雑誌・新聞記事を探す
図書では見つからない時事的な情報や、専門的な研究情報などが分かります。
資料情報
場所
請求記号
『歴史読本 第 55 巻 第 1 号 通巻 847 号』新人
自動化書庫 S205/ﾚ 6
物往来社 2010 年 1 月 「日本の苗字」他
『現代農業』農山漁村文化協会
2016 年 第 95 巻 第 1 号 復刊 831 号～第 12 号
自動化書庫 S610 /ｹﾞ 1
復刊 842 号にて 1 年間連載
「自分のルーツをたどる 家系図の作り方」

5．ほかの図書館の資料を利用する
お求めの資料が、ほかの図書館にある場合、当館に取り寄せることができる資料も
ありますので、スタッフにご相談ください。

6．関連する機関など
テーマに関連するほかの機関などをご紹介します。（2017 年 09 月 21 日現在）
◆『日本家紋研究会』
http://www.nihonkamon.com/index.html

7．困ったときは…
ご紹介した以外にも、さまざまな資料があります。
“図書館の使い方が分からない…”“探している本が見つからない…”などのとき
は、スタッフにご相談ください。電話や FAX、ホームページからも受け付けておりま
す。みなさんがお知りになりたい情報への導き手として、お手伝いいたします。

８．その他
系図調査は、それぞれの家系で様々な背景を持つため、図書資料によって確認する
には限界があります。実際に出身地に行き、お寺の過去帳、お墓を調べる方法、市町
村史などの郷土資料を調査する方法もあります。

