最終更新日 2018 年 7 月 1 日
徳島市立図書館

モラエスの調べ方
徳島に移住し、徳島をこよなく愛したポルトガルの文人ヴェンセスラウ・デ・モラエスに関する
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。

神戸・大阪ポルトガル総領事、リスボン市、福本ヨネ、斉藤コハル、徳島市伊賀町
徳島の小泉八雲、日本精神、徳島の盆踊り、おヨネとコハル、モラエス館、モラエス通り…

２．参考資料を使って調べる
①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
『徳島県百科事典』徳島新聞社

請求記号

所蔵場所

T030/トク
参考コーナー

『徳島県歴史人物鑑 別冊』徳島新聞社

T280/トク

『世界大百科事典 28』平凡社

R031/セカ

『国史大辞典 13』吉川弘文館

R210/コク

『来日西洋人名事典』日外アソシエーツ

R283/タケ

六階書庫

参考コーナー
地下書庫

※R が付いている資料は貸出できません。
②自治体史などを用いることで、より詳しい情報を調べてみましょう。
資料情報

請求記号

所蔵場所

『徳島県史 第六巻』徳島県

T209/トク

参考コーナー

『徳島市史 第四巻』徳島市

T210/トク

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。
◇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込みください。

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
T281：日本伝記

T289 ：個人伝記

T936、T939：英米文学

徳島市立図書館内の検索端末(OPAC)や図書館公式ホームページ(http://www.city.tokushima.tokushima.jp/
toshokan/)を利用して、当館が所蔵する資料を検索することができます。

モラエスの伝記
資料情報

請求記号

『新モラエス案内 もうひとりのラフカディオ・ハーン』
アルファベータブックス

T281/モラ

『モラエス読本』徳島県教育印刷

T281/モラ

『異邦人モラエス』毎日新聞社

T289/モラ

『徳島のモラエス』徳島市中央公民館

T289/モラ

『日本人モラエス』青年書房

参考コーナー
六階書庫

289.3/モラ

参考コーナー
六階書庫
地下書庫

T289/モラ

六階書庫

請求記号

所蔵場所

T289/モラ

『モラエスの旅』彩流社

所蔵場所

モラエスの著作
資料情報
『おヨネとコハル』集英社

T939/モラ

『定本モラエス全集 1～5』集英社

T939/モラ

『徳島の盆踊り』徳島県立文学書道館

T939/モラ

『極東遊記』中央公論社

T939/モラ

『大日本 歴史・芸術・茶道』帝国教育会出版部

T939/モラ

『日本精神』講談社

T939/モラ

『日本夜話』第一書房

T939/モラ

『日本歴史』明治書房

T939/モラ

参考コーナー
六階書庫

六階書庫

モラエスにまつわる小説
資料情報

『孤愁 サウダーデ』文藝春秋

請求記号

所蔵場所

T936/ニツ
F/ニツ

参考コーナー
一般室
六階書庫

BF/ニツ

文庫コーナー

※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。

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。
資料情報
『出版年鑑』出版ニュース社

請求記号
R025.1/シユ

所蔵場所
参考コーナー
地下書庫

※R が付いている資料は貸出できません。
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。

５．新聞記事を探す

徳島市イメージアップキャラクター

最新の新聞の記事からは、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。

トクシィ

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

その他の新聞（朝日、毎日、読売ほか）
原紙

過去 6 ヵ月分

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
●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。
学会誌・研究論文
資料情報

請求記号

『「モラエス顕彰による地方創生プロジェクト」論集』
徳島大学総合科学部モラエス研究会 ※創刊号、第 2 号所蔵

所蔵場所
参考コーナー

T281/モラ

『戦前におけるモラエス顕彰』東京外国語大学

T289/モラ

『モラエス』モラエス会 ※第 1～9 号所蔵

T289/モラ

『モラエスの生涯』東京外国語大学

T289/モラ

六階書庫

六階書庫

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。
●「徳島大学総合科学部モラエス研究会」 http://d.hatena.ne.jp/iasmoraes/
徳島大学総合科学部の教員を中心として発足し、モラエスに関する情報の交換会や読書会を
行っている研究会の活動状況をブログとして掲載しています。
●「京都外国語大学付属図書館・京都外国語短期大学付属図書館」 http://www.kufs.ac.jp/toshokan/
同館にて開催された稀覯書（きこうしょ）展示会の主な展示目録を電子化しており、
モラエスに関連した展示会の展示目録等も掲載しています。

８．類縁機関

本が見つからない

●徳島市中央公民館 3 階 モラエス展示場
〒770-0851 徳島県徳島市徳島町城内 2-1 TEL:088-625-1900（徳島市中央公民館）
モラエスの関連本や手紙、写真など約 450 点を展示。
開場は午前 10 時～午後 4 時。毎週火曜日、年末年始休み。
●徳島大学総合科学部 http://www.tokushima-u.ac.jp/ias/

などお困りのこと
がありましたら
スタッフまで
ご相談ください。

〒770-8502 徳島県徳島市南常三島町 1-1 TEL:088-656-7103
●徳島日本ポルトガル協会 http://tokushima-portugal.org/
〒770-8572 徳島県徳島市中徳島町 2-5
E-mail:info@tokushima-portugal.org
●徳島県立文学書道館 http://www.bungakushodo.jp/
〒770-0807 徳島県徳島市中前川町 2-22-1

TEL:088-625-7485
電子図書館キャラクター プレスちゃん

