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「デジタルアーカイブ」に関する本のブックリスト 
徳島市立図書館所蔵（2019 年 11 月現在） 

 

 

  書名 著者名 出版社 背ラベル 出版年

写真資料に見る学舎の面影 T014.8

第５１回企画展 トク

T209

イワ

徳島新聞社編集局写真映像部∥写真 T209

吉本旭∥文 トク

T209

ミヨ

T209.6

トク

T209.６

トク

T209.7

シヤ

報道写真；１９８０ T209.7

写真でつづる１９７９年 トク

報道写真；１９８３ T209.7

写真でつづる１９８２年 トク

報道写真；１９８４ T209.7

写真でつづる１９８３年 トク

報道写真；１９８５ T209.7

写真でつづる１９８４年 トク

報道写真；１９８６ T209.7

写真でつづる１９８５年 トク

報道写真；１９８７ T209.7

写真でつづる１９８６年 トク

報道写真；１９８８ T209.7

写真でつづる１９８７年 トク

報道写真；１９８９ T209.7

写真でつづる１９８８年 トク

報道写真；１９９０ T209.7

写真でつづる１９８９年 トク

絵で見る徳島の百年 T210

第三回阿波庶民生活展 イイ

写真で見る内町再発見 内町コミュニティ誌 内町まちづくり協議会 T210

ひょうたん島今昔 編さん委員∥編 徳島市内町公民館 ウチ

ふるさと徳島市 T210

保存版 キヨ

写真でみる徳島市百年 T210

置市八十年記念出版 トク

目で見る徳島の１００年 T210

写真が語る激動のふるさと一世紀 メテ

写真記録「日本」 日本ブックエース T290

中・四国２ 日本図書センター シヤ

阿波踊りシンポジウム 第２２回  国民文化祭 T386

企画委員会∥編 徳島市実行委員会  事務局 アワ

誰が「知」を独占するのか S007.5

デジタルアーカイブ戦争 フク

データを紡いで社会につなぐ S007.5

デジタルアーカイブのつくり方 ワタ

書物と映像の未来 長尾　真∥編 007.3

グーグル化する世界の知の課題とは 遠藤　薫∥ほか編 シヨ

アーカイブのつくりかた 007.5

構築と活用入門 アカ

ネット文化資源の読み方・作り方 007.5

図書館・自治体・研究者必携ガイド オカ

コミュニティ・アーカイブをつくろう! 佐藤 知久∥著 007.5

せんだいメディアテーク「3がつ11にちをわすれないためにセンター」奮闘記 甲斐 賢治∥ほか著 コミ

デジタル・アーカイブとは何か 岡本 真∥責任編集 007.5

理論と実践 柳 与志夫∥責任編集 テシ

徳島史学会

2009

2015

1989

29

20 徳島市

福井 健策∥著

22

徳島新聞社∥編

徳島新聞社∥編

徳島新聞社∥編

徳島市市史編さん室∥編

23

写真記録刊行会∥編

徳島県歴史写真集

徳島新聞社∥編 徳島新聞社

徳島新聞社∥編

26 岩波書店

集英社

2015徳島県立文書館

1980

2

8 徳島新聞社∥編

1968

1975

阿波踊り 歴史・文化・伝統

徳島県立文書館∥著

30

17

19 郷土出版社∥編

18

飯原 一夫∥編

阿波郷土史再発見

6

徳島新聞社∥編 徳島新聞社

徳島新聞社∥編

写真集・徳島大空襲 徳島空襲を記録する会∥編

岩村 武勇

徳島新聞社 3

岩村 武勇∥編著

教育出版センター

1980

一枚の写真ものがたり

写真集 徳島１００年 上

4 三好 昭一郎∥著

1987

1988

徳島新聞社

1986

徳島新聞社

徳島県出版文化協会

徳島新聞社

徳島新聞社

徳島新聞社

1984

展示は一般書のみです。

9

15

1

2017

2007

5

1983

徳島新聞社12

13

16

14

徳島新聞社

1969

晶文社 

2010

2010

三好 昭一郎∥監修21

2015

2014

25 渡邉 英徳∥著

24

2013講談社

勉誠出版

1980

1988

10

7

徳島新聞社∥編

徳島新聞社∥編

写真集 徳島１００年 下

198511 徳島新聞社

1999

徳島新聞社

郷土出版社

郷土出版社

徳島新聞社∥編

1990

1968

27 知的資源イニシアティブ∥編 勉誠出版 2012

2018

岡田 一祐∥著 文学通信 201928



 

徳島市立図書館キャラクター  

ひよタン  

 

資料が見つからない時や、何かお困りの時は 

いつでもお気軽にお声がけください。 

  

書名 著者名 出版社 背ラベル 出版年

福井 健策∥監修 007.5

数藤 雅彦∥責任編集 テシ

今村 文彦∥監修 007.5

鈴木 親彦∥責任編集 テシ

公文書をアーカイブする 小川 千代子∥編著 018

事実は記録されている 菅 真城∥ほか編著 コウ

文書と記録 高山 正也∥監修 018

日本のレコード・マネジメントとアーカイブズへの道 壺阪 龍哉∥ほか著 フン

デジタル時代の知識創造 021.2

変容する著作権 テシ

戦後５０年 210.7

カメラがとらえた激動の半世紀 特別報道写真集 セン

徳島県の歴史散歩 291.8

編集委員会∥編 トク

フォトアーカイブ昭和の公団住宅 365.3

団地新聞の記者たちが記録した足跡 フオ

記憶と記録 369.3

311まるごとアーカイブス ナカ

歴史を未来につなぐ 369.3

「3・11からの歴史学」の射程 レキ

文化財/文化遺産としての民俗芸能 386.8

無形文化遺産時代の研究と保護 ヒヨ

地図の進化論 448.9

地理空間情報と人間の未来 ワカ

文化財アーカイブの現場 709

前夜と現在、そのゆくえ フク

文化財保存学入門 立正大学仏教学部∥監修 709

感じとる智慧・つながる記憶 秋田 貴廣∥編 フン

文化財保存70年の歴史 文化財保存 709.1

明日への文化遺産 全国協議会∥編 フン

歴史文化を大災害から守る 709.1

地域歴史資料学の構築 レキ

書名 著者名 出版社 背ラベル 出版年

徳島県埋蔵文化財 T202

センター∥企画制作 トク

あの日の写真館〔37〕 D/21

生活感あふれる懐かしい風景などが、今、ここに蘇る! アノ/37

書名 著者名 出版社 背ラベル 出版年

山本 光∥監修 021

松下 孝太郎∥著 ヤサ

山本 光∥監修 021

松下 孝太郎∥著 ヤサ

山本 光∥監修 021

松下 孝太郎∥著 ヤサ

デジタルアーカイブ・ベーシックス 2

勉誠出版

41

42

37

20191 技術評論社

38

34

大阪大学出版会

デジタルアーカイブ・ベーシックス 1 2019

2

福森 大二郎∥著43

長尾 真∥監修

2019

2009山川出版社

勉誠出版

勉誠出版

樹村房

2015

2012

智書房

技術評論社

1995

若林 芳樹∥著

東京大学出版会

徳島新聞社 

2019歴史学研究会∥編

岩波書店

徳島新聞社 

32

35 KADOKAWA

39

31

長谷田 一平∥編

2015

2019

2019

児童書　5階こども室に所蔵されている本です。※展示はしておりません。

2018

33

徳島県の歴史散歩

長坂 俊成∥著

36

2

AV資料

創元社 2018

東京大学出版会 2014

44

新泉社 2017

俵木 悟∥著 2018勉誠出版

2010

40

3 技術評論社 2019

やさしくわかるデジタル時代の著作権 1 

やさしくわかるデジタル時代の著作権 2

やさしくわかるデジタル時代の著作権 3

丸善プラネット 2012

45

1 のぞいてみよう阿波の昔 徳島県埋蔵文化財センター ∥

46 奥村 弘∥編

2018ネットTV・KAISOU徳島県



 徳島大学附属図書館と徳島市立図書館は、図書館による地域貢献

を果たすとともに利用者の利便性や図書館サービスを向上させ、図

書館の利用を促進し、価値を高めることを目的として、それぞれの

特性を活かした幅広い連携協力を推進しています。 

 その取り組みの一つとして、徳島大学附属図書館の協力を得て 

徳島市立図書館６階一般室に徳島大学コーナーを設置し、テーマに

沿った企画展示を行っています。               

今回のテーマは「資料を未来に繋ぎたい」です。徳島大学附属図

書館監修のもと、当館に所蔵されている関連する本を集めました。 

あわせて「徳島読書人が選ぶ３１冊の本」の展示も行っています。 

ぜひ徳島大学コーナーへお立ち寄りください。 

請求記号とは、本の背ラベルに表示された記号のこと

です。背ラベルには、分類記号と著者記号（またはタ

イトル）カナ２文字を合わせたものを表記していま

す。図書館の本は、この記号の順に並べられています。

数字の前のアルファベットは別置記号です。 

「分類記号」について 

0 類 総記 

1 類 哲学・宗教 

2 類 歴史・地理 

3 類 社会科学 

4 類 自然科学 

5 類 技術・工学 

6 類 産業 

7 類 芸術 

8 類 言語 

9 類 文学 

十進分類表  

「別置記号」について 

別置記号とは、図書館独自の基準で、分類記号では 

表現することのできない形態を記号化したものです。 

Ｂ…文庫本 ※ＢＦは小説の文庫本です。 

Ｔ…郷土資料 

Ｙ…ＹＡコーナーの本 ＹＡとは「ﾔﾝｸﾞｱﾀﾞﾙﾄ」の略です。 

※ＹＦは小説、ＹＥは絵本です。 

Ｗ…ビジネスコーナーの本 

Ｒ…参考資料 ※貸出はできない資料です。 

館内でご覧ください。 

Ｓ…新書 

洋…洋書 ※別置の他に日本の小説（913.6）Ｆが 

      漫画にはＭがつけられています。 

 

 

 

 

 

 

コ
ー
ナ
ー
の
場
所
は
⑥
番
の
棚
で
す
。 

「請求記号」について 
現在、徳島大学コーナーに展示している本の 

背ラベルには緑色のシールを貼っています。 

分類記号とは、本を書かれている内容によってグルー

プ分けしたもので、ＮＤＣ（日本十進分類法）によっ

て決まります。同じような内容の資料を集めるなど 

類似した内容や関係のある資料を近くの場所に置く

ことができるようになります。 


