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徳島市立図書館 

自然災害の調べ方＜徳島県編＞ 
 

自然災害に関する資料・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。 

 

 

 

 

 

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 所蔵場所 

『日本歴史災害事典』吉川弘文館 R210.1/ニホ 

参考コーナー 

『平成災害史事典 平成 21 年～平成 25年』日外アソシエーツ R210.7/ヘイ 

『災害文献大事典 1945(昭和 20)年〜2008(平成 20)年』 

日本図書センター 
R369.3/サイ 

『災害・防災の本全情報 2004-2012』日外アソシエーツ R369.3/サイ 

『事故・災害レファレンスブック』日外アソシエーツ R369.3/シコ 

『自然災害と防災の事典』丸善出版 R519.9/シセ 

『自然災害の事典』朝倉書店 R519.9/シセ 

『これだけは知っておきたい！山村流災害・防災用語事典』 

ぎょうせい 
R519.9/ヤマ 

※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。 

「JDreamⅢ」…国内外の医学・薬学・科学技術文献約 6000万件を学協会誌、会議・論文集 

予稿集などから検索できます。 

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。 

 

 
369.3：災害、災害救助 453、453.3：地震学 

450.9：自然災害誌      519.9   ：防災科学 

451 ：気象学  

            

369.3：災害､災害救助  

451 ：気象学 

453 ：地震学 

郷土 一般 

 



 

 

 

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。 

 

災害予防 

資料情報 請求記号 所蔵場所 

『徳島県津波浸水想定』徳島県庁 危機管理部南海地震防災課 T453/トク 
参考コーナー 

六階書庫 

『いつ大災害が起きても家族で生き延びる』ワニブックス 369.3/オカ 

一般室 『何が起きても命を守る防災減災 BOOK』主婦の友社 369.3/ナニ 

『防災・減災につなげるハザードマップの活かし方』岩波書店 369.3/ホウ 

『保存版 徳島市総合防災マップ』徳島市危機管理監危機管理課 T369.3/トク 六階書庫 

※Tがつ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。 

災害の歴史 

資料情報 請求記号 所蔵場所 

『徳島の気象 100年』徳島出版 T451/トク 

参考コーナー 

六階書庫 

地下書庫 

『徳島の地震津波ー歴史資料からー』徳島市立図書館 
T453/イノ 

453/イノ 

参考コーナー 

一般室 

六階書庫 

『歴史探訪 南海地震の碑を訪ねて』毎日新聞高知支局 T453/レキ 
参考コーナー 

六階書庫 

『災害史に学ぶ 海溝型地震・津波編/火山編/内陸直下型地震編/

風水害・火災編』内閣府(防災担当)災害予防担当 
369.3/サイ 

一般室 

『日本列島地震の 2000年史』朝日新聞出版 453.2/ニホ 

『史料集(九)嘉永七年 大地震の記・南朝以来地震抄録』 

徳島の古文書を読む会五班 
T208/トク 

六階書庫 『徳島県災異誌』『徳島県災異誌 続篇』徳島県 T209/トク 

『徳島県自然災害誌』徳島県 T354/トク 

『四国の水害』四国建設弘済会 T517/シコ 

※Tがつ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。 

 

 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。 

 

http://www.city.tokushima.tokushima.jp/toshokan/
http://www.city.tokushima.tokushima.jp/toshokan/
https://www01s.ufinity.jp/tokushima/?page_id=179
http://www.library.tokushima-ec.ed.jp/nwlib/
http://www.library.tokushima-ec.ed.jp/


 

 

●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 請求記号 所蔵場所 

『出版年鑑』出版ニュース社 R025.1/シユ 
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．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 

『ぼうさい』内閣府(防災担当) 
雑誌コーナー 

『Newton』教育社 

※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 

http://iss.ndl.go.jp/
http://ci.nii.ac.jp/books/
http://www.books.or.jp/
https://honto.jp/


 

 

「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 

●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 防災情報のページ http://www.bousai.go.jp/index.html 

内閣府が運営するウェブサイトです。南海トラフ地震対策や身近な防災対策について紹介しています。 

●気象庁 http://www.jma.go.jp/jma/index.html 

気象庁が運営するウェブサイトです。最新の地震活動データや防災情報、災害をもたらした自然現象の 

とりまとめ資料等があります。 

●徳島県防災・危機管理情報 安心とくしま http://anshin.pref.tokushima.jp/ 

  徳島県危機管理部危機管理政策課が運営するウェブサイトです。緊急災害情報等があります。 

●徳島県総合地図提供システム http://maps.pref.tokushima.jp/ 

色々な地図を重ねて表示することができ、カスタマイズした防災・減災マップの印刷が可能です。 

●四国災害アーカイブス http://www.shikoku-saigai.com/ 

一般社団法人 四国クリエイト協会が運営するウェブサイトです。過去に四国各地で発生した災害に 

関する資料などがあります。 

  ●徳島市公式ホームページ 消防・防災

http://www.city.tokushima.tokushima.jp/anzen/shoubo_bousai/index.html 

      徳島市の防災対策についてのウェブサイトです。地震・津波防災マップの印刷ができます。 

 

８．類縁機関 

●徳島地方気象台 http://www.jma-net.go.jp/tokushima/ 

〒770-0864 徳島県徳島市大和町 2-3-36 TEL:088-622-2265 

●徳島県立防災センター http://anshin.pref.tokushima.jp/bousai/ 

〒771-0204 徳島県板野郡北島町鯛浜字大西 165 TEL:088-683-2000 

 

 

 

 

本が見つからないなどお困

りのことがありましたらス

タッフまでご相談ください。 

電子図書館キャラクター プレスちゃん 

徳島市イメージ 

アップキャラクター 

「トクシィ」 

昭和以降、徳島県を襲った大きな災害 

昭和  9(1934)年 9月 21日  室戸台風 

昭和 21(1946)年 12月 21日  南海地震 

平成 16(2004)年 10月 20日  台風 23号 
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