最終更新日 2017 年 8 月 1 日
徳島市立図書館

子育ての調べ方
「子育て」に関連する資料や情報の探し方をご紹介します。

１．キーワードを考える
情報探索のポイントは、キーワードを考えることです。
保育、発育、発達、育児、成長、褒め方、叱り方、しつけ、育児休暇、授乳、予防接種、養育、
乳幼児、母子、養護、玩具、イクメン、離乳食、健診…

２．参考資料を使って調べる
辞書や事典などの参考資料を使い、基本的な情報を調べてみましょう。
資料情報

請求記号

『養育事典』明石書店

R369.4/ヨウ

『児童学辞典』丸善出版

R371.4/シト

『世界子ども学大事典』原書房

R371.4/セカ

『保育白書 2016 年版』ちいさいなかま社

R376.1/ホイ

所蔵場所

参考コーナー

※R が付いている資料は貸出できません。
◇データベース
「ジャパンナレッジ Lib」…約 50 種類の辞事典のほか、
「東洋文庫」などの叢書、
「週刊エコノミスト」
「会社四季報」などの雑誌から検索が可能です。
6 階インターネットコーナーでご利用いただけます。ご希望の方はお申し出ください。

３．図書を探す
図書館の本はテーマごとに並んでいます。
請求記号(背表紙に貼ってあるラベル)を参考にして、資料を探してみましょう。
郷土

一般

T369.4：児童福祉 T379.9：家庭教育

369.4：児童福祉 379.9：家庭教育

T376.1：保育

376.1：保育

T599 ：育児

599 ：育児

館内の検索端末(OPAC)や図書館ホームページ(http://www.city.tokushima.tokushima.jp/toshokan/)を
利用して、徳島市立図書館にある資料を検索することができます。
◇5 階こども室に、子育て支援コーナー「楽育(ラグーーーン)」があります。

徳島市立図書館子育て支援キャラクター らくちゃん、いくちゃん

郷土資料
資料情報

請求記号

所蔵場所

『子育ての知恵袋 学童・思春期編』徳島出版

T599/マツ

参考コーナー

『子育ての知恵袋 乳幼児編』教育出版センター

T599/マツ

六階書庫

『子育ての知恵袋 心の応急ガイドブック編』徳島出版

T599/マツ

六階書庫

※T が付いているものは郷土資料で貸出できないものもあります。複写希望の場合はお申し込みください。
一般図書
資料情報
『思春期 edu』小学館

請求記号

所蔵場所

379.9/シシ

一般室

379.9/アノ

『あの人の子育てがすごい!』朝日新聞出版

楽 379/アノ
498.5/マツ

『子育てハッピーアドバイス笑顔いっぱい食育の巻』1 万年堂出版

楽 498/コソ

『育児大全科』主婦の友社

599/イク

一般室

楽 599/イク

こども室

『NHK E テレ「すくすく子育て」愛情が伝わる!叱り方ほめ方』

599/エヌ

新星出版社

楽 599/エヌ
599/サイ

『最新科学でハッピー子育て』NHK 出版

楽 599/サイ

インターネットの検索サービスを利用すると、他の図書館が持っている資料を調べることもできます。
●徳島県内図書館横断検索 https://www01s.ufinity.jp/tokushima/?page_id=179
とくしまネットワーク図書館システム http://www.library.tokushima-ec.ed.jp/nwlib/ から
「横断検索システム」
、または徳島県立図書館 http://www.library.tokushima-ec.ed.jp/ から
「県内図書館横断検索」へ。県内の公共図書館や大学図書館などの蔵書を検索できます。
●国立国会図書館サーチ http://iss.ndl.go.jp/
国立国会図書館、全国の公共図書館などの蔵書を検索できます。
●CiNii Books http://ci.nii.ac.jp/books/
全国の大学図書館などが所蔵している図書や雑誌の情報を検索できます。

４．出版情報を確認する
これまでに出版されている書籍を確認しましょう。

徳島市イメージアップキャラクター

資料情報
『出版年鑑』出版ニュース社
インターネットにも出版情報を確認できるサービスがあります。
●Books http://www.books.or.jp/
国内で発行され、現在入手可能な書籍を収録する書籍検索サイトです。
●honto https://honto.jp/
電子書籍と紙の書籍のハイブリッド型総合書店です。

請求記号
R025.1/シユ

トクシィ

所蔵場所
参考コーナー
地下書庫

５．雑誌・新聞記事を探す
最新の雑誌や新聞の記事からは、新しい情報を得ることができます。
次のような関連雑誌・新聞を所蔵しています。新聞は、古い記事もご覧いただけます。
雑誌
資料情報

所蔵場所

『AERA with Kids』朝日新聞出版
『FQ JAPAN』アクセスインターナショナル
『クーヨン』クレヨンハウス
『月刊 WIRE ママ 徳島版』有限会社ワイヤー徳島
『子どものしあわせ』草土文化
『Como』主婦の友社
『新幼児と保育』小学館
雑誌コーナー
『たまごクラブ』
『ひよこクラブ』ベネッセコーポレーション
『ちいさいなかま』ちいさいなかま社
『CHANTO』主婦と生活社
『母の友』福音館書店
『プレジデントファミリー』プレジデント社
『Baby-mo』
『Pre-mo』主婦の友社
『保育ナビ』フレーベル館
※最新号以外は貸出できます。バックナンバーの保管期間は、月刊誌が１年、週刊誌が６ヵ月です。
新聞
徳島新聞
原紙

過去 1 年分

縮刷版 DVD

平成 20(2008)年 6 月～

マイクロフィルム

昭和 19(1944)年 6 月～平成 22(2010)年 12 月（一部劣化のため閲覧不可）

その他の新聞(朝日、毎日、読売ほか)
原紙

過去半年分

縮刷版(朝日新聞のみ)

昭和 35(1960)年 9 月～

◇データベース
「聞蔵Ⅱビジュアル」…1945 年から本日までの朝日新聞の朝刊・夕刊の記事や、雑誌「週刊朝日」
「AERA」、
現代用語事典「知恵蔵」からの記事検索が可能です。
「日経テレコン」…1975 年以降の日経各紙のほか、ビジネス誌・一般誌・各種専門雑誌などに掲載された
経済記事や国内の企業や人事情報などの検索が可能です。
6 階インターネットコーナーでご利用いただけます。ご希望の方はお申し込みください。

６．研究誌や研究論文を探す
研究誌
資料情報

請求記号

『徳島大学総合科学部 人間科学研究 第 14 巻』

所蔵場所

T050/トク

徳島大学総合科学部
『徳島大学 大学開放実践センター紀要 第 12 巻』
徳島大学大学開放実践センター
『徳島文理大学研究紀要 61 号,66 号』徳島文理大学

T050/トク

六階書庫

T050/トク

●CiNii Articles http://ci.nii.ac.jp/
学術論文情報が検索できる論文データベースサービスです。
●Google Scholar https://scholar.google.co.jp/
学術出版社、専門学会、大学などの論文、書籍、要約、記事が検索できます。

７．インターネットで調べる
インターネットを利用すると、簡単に情報を調べることができます。
サイトの一例を挙げますので参考にしてください。
6 階インターネットコーナーをご利用いただけます。ご希望の方はお申し込みください。
●内閣府「子ども・子育て支援新制度」 http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/index.html
平成 27 年 4 月に導入された「子ども・子育て支援新制度」についてのウェブサイトです。
●子育て支援ネットワークとくしま http://www.knet-tokushima.jp

本が見つからないなど

徳島での子育て情報などを掲載したウェブサイトです。

お困りのことがありま

●とくしまはぐくみネット https://www.tokushima-hagukumi.net/

したらスタッフまでご

徳島県県民環境部次世代育成・青少年課が運営するウェブサイトです。

相談ください。

子育て支援情報やお役立ちマップの紹介をしています。
●子育て情報ポータルサイト こそだてカン http://kosodate-can.net/
徳島市在住の子育て中の保護者からなる NPO 法人フェローシップ 77 が運営。

市内に住む幼児から中学生までの保護者を対象に、市内の学校・保育施設情報や
子育ての悩みや疑問などに医師や保育士といった専門家が助言をするコーナーも。

８．類縁機関

電子図書館キャラクター

プレスちゃん

●徳島市子育て安心ステーション http://www.city.tokushima.tokushima.jp/kosodate_anshin_station/
〒770-0834 徳島県徳島市元町 1-24 アミコビル 5 階

TEL:088-654-4460 TEL:088-654-4459(託児予約専用)

●親子ふれあいプラザ http://www.city.tokushima.tokushima.jp/oyako_fureai_plaza/index.html
〒770-8053 徳島県徳島市沖浜 2-16 ふれあい健康館 1 階 TEL:088-657-0065
●徳島市役所子育て支援課 http://www.city.tokushima.tokushima.jp/kosodate_sien/
〒770-8571 徳島県徳島市幸町 2-5(南館 2 階) TEL:088-621-5192(企画係) TEL:088-621-5122(家庭支援係)
TEL:088-621-5194・5564(手当医療係)
◇本を読みたいが図書館が遠い、家事で忙しいなどという人のために、
身近な図書館として移動図書館“いずみ号”が市内の 76 カ所（平成 29 年 4 月 1 日現在）を
約 1 か月の周期で廻り、図書の貸出をしています。どうぞご活用ください。

移動図書館キャラクター

いずみちゃん

