16 世紀から 20 世紀初頭までのアメリカ関係書籍
約 68,000 巻をフルテキスト検索
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Sabin American
本データベースは、16 世紀から 20 世紀初頭までの 400 年余りの間に刊行されたアメリカに関係する書籍、パンフレット、

ブロードサイド、定期刊行物、合計約 68,000 巻を搭載し、フルテキスト検索を実現したものです。

サビン『ビブリオテカ・アメリカーナ』に
基づくアメリカ関係書電子コレクション
搭載資料は、ジョゼフ・サビン（1821-1881）の書誌『ビブリ
オテカ・アメリアカーナ−発見から現在までに刊行されたア
メリカ関係書目録』に基づいています。
『ビブリオテカ・アメ
リカーナ』は、言語を問わずアメリカに関係する書籍に関す
る目録として、19 世紀半ばサビンによって始められ、サビン
の死後、ウィルバーフォース・イームズに引き継がれ、R. W.
G. ヴェイリンによって完成しました。サビンが始めてから完
成するまで実に 80 年を要しました。

近代アメリカ大陸 500 年史の読み替えを
促す電子リソース
「アメリカ関係書」という場合の「アメリカ」とは、北アメリ
カだけでなく、中米、西インド諸島、南米まで、南北アメリ
カ大陸全域を指します。ヨーロッパ人による新大陸の発見と
植民地化から、独立革命を経てイギリスから独立、建国後は
西部開拓と南北戦争を経て国内市場を統一し新興工業国とし
て世界市場に参入、20 世紀初頭には第一次世界大戦への参
戦を通して世界に影響力を及ぼす大国にまで成長するアメリ
カ 400 年の歴史がカバーされます。また、中南米に関しても、
コンキスタドールによる制服と植民地化の時代を経て、19 世
紀にスペイン、ポルトガルから独立し、近代国家を形成する
までの歴史がカバーされます。近年、アメリカ研究では、ヨー
ロッパ人による新大陸発見と植民地化の時代まで遡ることで、
建国以来の物語を読み替える試みが進行しています。16 世
紀以降の刊行物を収録する本データベースは、近代アメリカ
大陸 500 年史の読み替えを促す格好の電子リソースです。

新大陸の初期活版印刷時代の刊行物も搭載、

書物史研究にとっても有益な電子リソース
16 世紀半ば、メキシコシティに新大陸初の活字本が現れて以
来、活版印刷術は新大陸各地に普及しました。北米には 1 世
紀後の 1640 年頃、マサチューセッツ湾岸植民地のケンブリッ
ジに最初の印刷工房が開設されました。本データベースに収
録される 16 世紀と 17 世紀の刊行物は大半がヨーロッパで刊
行されたものですが、
メキシコシティ、
ケンブリッジ、
ボストン、
フィラデルフィアなど、新大陸における初期活版印刷の時代
の刊行物も収録されています。Bibliotheca Americana という目
録がベースになっているため、収録タイトルには書名、著者
名はもちろん、出版社、言語、ページ数、異版の書名、物理
的形状等の書誌情報が詳細に備わっており、高い精度での検
索を可能にしているだけでなく、新大陸の書物史研究にとっ
ても有益な電子リソースです。

新大陸征服記、旅行記から宗教書、歴史書、

政治家の著作集や伝記、文芸作家の作品集や
伝記、
奴隷体験記、
インディアン虜囚体験記まで、

広範な分野の刊行物を収録

収録されているのは、アメリカ大陸の探検者、征服者、植民者、
旅行者、博物学者の探検記、征服記、航海記、旅行記、博物
誌、ジョン・ウィンスロップ、コットン・マザー等の植民地時
代の著述家の著作、建国以後アメリカ国民意識が形成される
中で刊行された夥しい数の歴史書、ワシントン、ジョン・アダ
ムズ、ジェファーソン、ハミルトン等の大統領や政治家の著作
集と伝記、ジョナサン・エドワーズ、ウィリアム・エラリー・チャ
ニング等の神学者の著作集、聖書、説教集、アメリカ合衆国
と先住民族との条約、西部探検記、白人による先住民の歴史、
文化、習俗の記録や伝記、インディアン虜囚体験記、奴隷制
や奴隷貿易を正当化する著作やそれらの廃止を主張する著作、
奴隷体験記、女性の伝記、女性の権利拡張を説く著作、アン・
ブラッドストリート、マイケル・ウィグルスワース等の植民地
時代の作家、ワシントン・アーヴィング、ジェイムズ・フェニ
モア・クーパー、ヘンリー・ワズワース・ロングフェロー等の
建国以後の作家、批評家の作品集など、広範囲に及びます。

コロンブスからディケンズまで、400 年に
亘るアメリカに関する言説の記録
本データベースには、クリストファー・コロンブス、アメリゴ・
ヴェスプッチ、エルナン・コルテス、アルバル・ヌニェス・
カベサ・デ・バカ、エルナンド・デ・ソト、ベルナル・ディアス・
デル・カスティーリョ、ウォルター・ローリー、トマス・ハリオッ
ト、ジョン・スミス、ウィリアム・ダンピア、アレクサンダー・
フォン・フンボルト等、探検家や植民者から、バルトロメ・デ・
ラス・カサス、ホセ・デ・アコスタ、トマス・ゲイジ等、新
大陸での滞在経験をもつ学者や聖職者、ラファイエット、ウィ
リアム・コベット、ジョン・ニュートン、トマス・ムーア、フ
ランシズ・トロロープ、アレクシス・ド・トクヴィル、ハリエッ
ト・マーティノー、ロバート・オウエン、ディケンズ、サッカ
レー等、新大陸を訪問、観察した作家や思想家まで、新大陸
と深く関わりをもったヨーロッパ人の著作が多数収録されて
います。20 世紀以来、
アメリカ的価値観がグローバルに広まっ
ている中で、
「アメリカとは何か」との問いは、アメリカ人な
らずとも、避けて通ることができない問題です。過去 500 年
に亘るアメリカ論を収録する本データベースは、
「アメリカと
は何か」という極めて現代的な問いに歴史的な奥行きを与え
ます。

na 1500-1926
主な収録タイトル
《中南米探検・植民》


 コロンブス『航海記』
（英訳）
 アメリゴ・ヴェスプッチ『新世界』
（ラテン語）
 コルテス『ヌエバ・エスパーニャの歴史』
（スペイン語）
 アルバル・ヌニェス・カベサ・デ・バカ『報告と注釈』
（スペイン語）
 エ
 ルナンド・デ・ソト『エルナンド・デ・ソトの手紙とエルナンド・
デ・エスカランテ・フォンタネダの回想』
（英訳）
 フランシスコ・ロペス・デ・ゴマラ『メキシコ史』
（スペイン語）
 ベ
 ルナル・ディアス・デル・カスティーリョ
『ヌエバ・エスパーニャ征服に関する真実の歴史』
（スペイン語）
 ラ
 ス・カサス
『インディアスの破壊に関する簡潔な報告』
（スペイン語）
 ウィリアム・プレスコット『メキシコ征服史』
『ペルー征服史』
 ワ
 シントン・アーヴィング
『クリストファー・コロンブスの生涯と航海』

《北米探検・植民》
『サー・ハンフリー・ギルバートとアメリカにおけるその植民事業：

ギルバート自身の談話と書簡を含む』
 ウォルター・ローリー『著作集』
 ト
 マス・ハリオット『サー・ウォルター・ローリーとアメリカに
おけるその植民地、エリザベス女王の特許状含む』
 ジョン・ロビンソン『著作集』
 ウィリアム・ブラドフォード『プリマス植民地の歴史』
 ジョン・スミス『ジョン・スミス船長の真実の旅行、冒険、観察』
 ナサニエル・モートン『ニューイングランド・メモリアル』
 トマス・モートン『ニューイングランドのカナン』
 ウィリアム・ペン『十字架なくして冠なし』
《旅行記》
 ト
 マス・ゲイジ『イギリス系アメリカ人の海路と陸路の旅、

あるいは西インド諸島新探訪』
 ティモシー・ドワイト『ニューイングランドとニューヨークの旅』
 ペール・カルム『北アメリカへの旅』
 アレクサンダー・フォン・フンボルト『新大陸赤道地方紀行』
 シャトーブリアン『アメリカ・イタリア旅行記』
 ハリエット・マーティノー『アメリカ西部旅行の思い出』
 フランシズ・トロロープ『アメリカ人の生活習慣』
《航海記》
 ウィリアム・ダンピア『航海記』
 ロバート・カー『航海記・旅行記大全』
 リチャード・ヘンリー・デイナ『帆船航海記』
《海賊・海賊虜囚体験記》
 アレクサンドル・エスケメラン
『アメリカのバッカニアの歴史』
（英訳）
 バ
 ーナバス・リンカーン『海賊船に拉致されたリンカーン船長と
船員の虜囚、苦難と脱出の物語』
《先住民・西部開拓》
 ジ
 ョージ・カトリン
『北米インディアンの風習、慣習、状態に関する書簡と覚書』
 メリウェザー・ルイス『ルイス・クラーク探検の歴史』
《インディアン虜囚体験記》
 ジョン・ウィリアムズ『救われし捕虜シオンに帰る』
 メアリー・ローランソン『虜囚、苦難、解放の物語』
 ジェイムズ・シーヴァー『メアリー・ジェミソンの生涯』
《奴隷貿易》
 ジョン・ニュートン『アフリカ奴隷貿易に関する考察』
 ト
 マス・クラークソン
『奴隷貿易に応用された規制と廃止の相対的効率性に関する試論』

《奴隷体験記》
 フレデリック・ダグラス『自伝』
 ハ
 リエット・アン・ジェイコブズ
『ある奴隷娘の人生に起こった出来事』
 ウ
 ィリアム・ウェルズ・ブラウン
『逃亡奴隷ウィリアム・ウェルズ・ブラウンの物語』
《北米史》
 ジ
 ョン・ウィンスロップ
『1630 年から 1649 年までのニューイングランドの歴史』
 コ
 ットン・マザー『アメリカにおけるキリストの大いなる御業：
ニューイングランド教会史』
 ジョン・パルフリー『ニューイングランドの歴史』
 ジェレミー・ベルクナップ『ニューハンプシャーの歴史』
 ジ
 ョージ・バンクロフト
『新大陸発見から現在までのアメリカ合衆国の歴史』
 リチャード・ヒルドレス『アメリカ合衆国の歴史』
 マ
 ーシー・オーティス・ウォーレン
『アメリカ革命の勃発、進行、終結の歴史』
 デイヴィッド・ラムゼイ『アメリカ革命史』
 ジ
 ャレッド・スパークス（編）

『アメリカ革命書簡集：著名人からのワシントン宛書簡』
 ジョン・ロスロップ・モトリー『南北戦争の原因』
 カール・クリスチャン・ラーヴン『古代アメリカ』
《ラテンアメリカ史》
 ホセ・デ・アコスタ『東西両インド自然文化史』
《神学》
 トマス・シェパード『著作集』
 ジョナサン・エドワーズ『著作集』
 ジョージ・ホワイトフィールド『著作集』
 ジョン・ヘンリー・ホウバート『著作集』
 ウィリアム・エラリー・チャニング『著作集』
 ジョゼフ・ベラミー『著作集』
 サミュエル・ホプキンス『著作集』
 セオドア・パーカー『全集』
 ティモシー・ドワイト『神学の解説と擁護』
 ウィリアム・スプレイグ『アメリカ説教年代記』
《政治思想・政治学》
 トマス・ペイン『著作集』
 マディソン、ハミルトン『フェデラリスト』
 アレクシス・ド・トクヴィル『アメリカにおける民主主義』
《合衆国大統領著作》
 ジョージ・ワシントン『著作集』
 ジョン・アダムズ『著作集』
 トマス・ジェファーソン『著作集』
 ジェイムズ・マディソン『書簡その他の著述集』
《合衆国大統領伝記》
 ワシントン・アーヴィング『ジョージ・ワシントン伝』
 ジ
 ョン・クインシー・アダムズ
『ジェイムズ・マディソンとジェイムズ・モンローの生涯』
 ウィリアム・コベット『アンドリュー・ジャクソンの生涯』
《政治家著作》
 ベンジャミン・フランンクリン『著作集』
 ジェイムズ・ウィルソン『著作集』
 アレクサンダー・ハミルトン『著作集』
 チャールズ・サムナー『著作集』
 ジョン・コードウェル・カルフーン『著作集』

 ウィリアム・ヘンリー・スワード『著作集』
 ヘンリー・クレイ『著作集』
《政治家伝記》
 ウィリアム・ジェイ『ジョン・ジェイの生涯』
 ウィリアム・ワート『パトリック・ヘンリーの生涯と性格の素描』
 リ
 チャード・ヘンリー・リー
『リチャード・ヘンリー・リーの生涯の回想』
 サ
 ミュエル・ライマン
『ダニエル・ウェブスターの公的生活と私的生活』
《外交》
 ジ
 ョナサン・エリオット『1778 年から 1834 年までの合衆国と
外国列強間で締結された条約・協定を含むアメリカ外交法典』
 タレーラン『合衆国とイギリスの通商関係に関する回想』
（仏語）
 セオドア・ライマン『合衆国の外交』
《軍事》
 トマス・クラーク『合衆国海軍史』
 ジェイムズ・フェニモア・クーパー『アメリカ合衆国海軍史』
 ジ
 ェイムズ・フェニモア・クーパー
『著名なアメリカ海軍士官の生涯』
 デ
 ニス・ハート・マハン
『部隊の前衛、前哨及び分遣隊に関する初等論文』
《経済学》
 フランシス・ウェーランド『政治経済学要論』
 ヘンリー・チャールズ・ケアリー『政治経済学原理』
《社会学・社会思想》
 ロバート・オウエン『新しい社会システムに関する二つの講演』
《法律》
 ジェイムズ・ウィルソン『著作集』
《教育》
『ニューイングランド初等教科書』

 ベンジャミン・パース『ハーバード大学の歴史』
 エ
 リーザー・ホイーロック『インディアン慈善学校の計画、設立、
成長、現状に関する平明で真実の話』
《女性》
 アビゲイル・アダムズ『書簡集』
 リ
 ディア・マリア・チャイルド
『様々な時代と国における女性の状態の歴史』
 マーガレット・フラー『回想録』
《言語辞典》
 ウェブスター『アメリカ英語辞典』
《言語》
 ジョン・エリオット『マサチューセッツのインディアン言語の文法』
《文学》
 ワシントン・アーヴィング『作品集』
 ジェイムズ・フェニモア・クーパー『作品集』
 エドガー・アラン・ポー『作品集』
 ホーソーン『七破風の屋敷』
 ジョージ・リッパード『クエーカー・シティ』
 チャールズ・シールズフィールド『全集』
（ドイツ語版）
 ヘンリー・ワズワース・ロングフェロー『全集』
 アン・ブラッドストリート『アメリカに最近現れた 10 人目の詩神』
 マイケル・ウィグルスワース『最後の審判の日』
 フィリス・ホイートリー『回想と詩集』

 オリヴァー・ウェンデル・ホームズ『詩集』
 ジェイムズ・ラッセル・ローウェル『詩集』
 ジェイムズ・ゲイツ・パーシヴァル『詩集』
 ラルフ・エマソン『詩集』
 トマス・ムーア『回想録、日記、書簡集』
 ディケンズ『アメリカ覚書』
 ハリエット・ビーチャー・ストウ『アンクル・トムの小屋』
《評論・随想》
 ラルフ・エマソン『代表的人物』
 ウィリアム・コベット『ポーキュパイン著作集』
《科学》
 ルイ・アガシ『アメリカ合衆国博物誌への寄与』
 エドワード・モース『メーン州の陸生有肺類の観察』
 エイサ・グレイ『北部合衆国植物学マニュアル』
 アレクサンダー・フォン・フンボルト『コスモス』
（英訳）
《建築》
 サミュエル・スローン『モデル建築家』
 ジョン・ウォーレン・リッチ『アメリカ流建築家』
《庭園》
 ア
 ンドリュー・ジャクソン・ダウニング
『風景式庭園術の理論と実践』
 チャールズ・スミス『風景式庭園術、あるいは公園と遊園地』
《人名辞典》
『アプルトンズアメリカ伝記辞典』

 ジャレド・スパークス『アメリア伝記ライブラリー』
 ジェレミー・ベルクナップ『アメリカ人の伝記』
《定期刊行物》
『ダイアル』

（1840-1844）
『ユナイテッド

・ネイションズ・アンド・デモクラティック・レヴュー』
（1837-1851）
『ベントリーズ・ミセラニー』

（1837-1868）
『アメリカ医師会紀要』

（1848-1882）
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データベースの概要
◆ 収 録 期 間：1500 年から 1926 年まで

◆ 資 料 の 概 要：書籍、パンフレット、ブロードサイド、定期刊行物
◆言
◆出

◆機

版

ドイツ語、オランダ語、ポルトガル語、ラテン語、デンマーク語、ノルウェー語、スウェー
語：英語、フランス語、イタリア語、スペイン語、
デン語、チェロキー語、チョクトー語、ダコタ語、デラウェア語、モホーク語、ナワトル語、オジブウェー語、オセージ語

地：ボストン、ケンブリッジ、フィラデルフィア、ボルティモア、ニューヨーク、ロチェスター、バッファロー、ワシントン、

リッチモンド、シカゴ、デトロイト、コロンバス、シンシナティ、クリーヴランド、ミルウォーキー、セントルイス、ニュー・オー
リンズ、ヒューストン、メンフィス、アトランタ、サンフランシスコ、ケベック、ロンドン、エジンバラ、グラスゴー、ブリ
ストル、ダブリン、ベネチア、ローマ、ミラノ、フィレンツェ、パリ、リヨン、ブリュッセル、アントウェルペン、アムステ
ルダム、ライデン、ハールレム、フランクフルト、ニュルンベルク、シュトゥットガルト、ライプチヒ、ドレスデン、ベルリン、
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〈 Gale Primary Sources で横断検索できるデータベース 〉
17th and 18th Century Burney Collection
17th and 18th Century Nichols Newspapers Collection
19th Century UK Periodicals
American Civil Liberties Union Papers, 1912-1990
American Fiction
Archives Unbound
Archives of Sexuality & Gender
Associated Press Collections Online
Brazilian and Portuguese History and Culture
British Library Newspapers
China from Empire to Republic
Crime, Punishment, and Popular Culture, 1790-1920
Daily Mail Historical Archive, 1896-2004
The Economist Historical Archive, 1843-2011
Eighteenth Century Collections Online
The Financial Times Historical Archive, 1888-2010
The Illustrated London News Historical Archive, 1842-2003
The Independent Digital Archive, 1986-2012
Indigenous Peoples: North America
International Herald Tribune Historical Archive, 1887-2013(*)
Liberty Magazine Historical Archive, 1924-1950
The Listener Historical Archive, 1929-1991
The Making of Modern Law: Foreign Primary Sources
The Making of Modern Law: Foreign, Comparative, and International Law, 1600-1926
The Making of Modern Law: Legal Treatises, 1800-1926
The Making of Modern Law: Primary Sources
The Making of Modern Law: Trials, 1600-1926
The Making of Modern Law: U.S. Supreme Court Records & Briefs, 1832-1978
The Making of the Modern World
Nineteenth Century Collections Online
Nineteenth Century U.S. Newspapers
Picture Post Historical Archive
Punch Historical Archive, 1841-1992
Sabin Americana, 1500-1926
Smithsonian Collections Online
The Sunday Times Digital Archive
The Telegraph Historical Archive
The Times Digital Archive
Times Literary Supplement Historical Archive
U.S. Declassified Documents Online
Women's Studies Archive: Women’s Issues and Identities
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