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 「徳島県」についての調べ方をご案内します。 

ここに挙
あ

げているのは、ほんの一例です。 

わからないことがありましたら、郷土
きょうど

カウンターでおたずねください。 

 

お問い合わせ先：徳島県立図書館 〒770-8070 徳島市八万町向寺山 文化の森総合公園内 

                 TEL：088-668-3500 FAX：088-668-6904 

                  201９.10作成 

もっと知ろうよ、徳島県のこと 



徳島県立図書館 

1. キーワードを考える 

 手がかりとなるキーワードを考えましょう。 

阿波踊り、阿波人形浄瑠璃（あわにんぎょうじょうるり）、阿波遍路（あわへんろ）、阿波の

民話、徳島城、板東俘虜収容所（ばんどうふりょしゅうようじょ）、遊山箱（ゆさんばこ） 

 

2. テーマを知る 

 百科事典、辞典などの参考図書を調べると、テーマをより詳しく知ることや、新たなキー

ワードを増やすことができます。 

書名 場所 請求記号 

徳島県百科事典 子どもの本コーナー ０３１ トク 

えほん風土記 36 とくしまけん 子どもの本コーナー ２１８ エホ 

 

３.  図書を探す 

① 図書館内のパソコンや、お家のパソコン、携帯電話を使って、徳島県立図書館などの資料

を探すことができます。 

書名、著者名、キーワードなどから検索できます。 

検索結果が出たら、「タイトル」をクリックしてください。資料の場所がわかります。書

名、請求記号、場所をメモしてください。 

② 請求記号の示す棚に行ってください。 

図書は「日本
に ほ ん

十進
じゅっしん

分類法
ぶんるいほう

（NDC）」によって、テーマで分類された数字の順番に並んでい

ます。このため、同じテーマの本は、同じ棚に並んでいます。 

分類記号 テーマ 本の例 

２１８ 徳島県の歴史 「おはなし歴史風土記」など 

２９１ 日本（徳島県）の地理 「ぼくらの徳島県」など 

 

４.  雑誌・新聞の記事を探す 

 図書に比べて、新しい情報を知ることができます。 

ａ.  雑誌 

 所蔵検索画面の検索項目を、「内容細目」または「全項目」にして調べたい言葉を検索する

と、図書だけでなく、雑誌記事も一部調べることができます。 

ｂ.  新聞 

  新聞社が出版している年鑑には、１年間の主な出来事がまとめられています。 

  データベースでお調べできる記事もあります。郷土カウンターでおたずねください。     



５. インターネットで調べる 

 新しい情報を知ることができます。ホームページの一例を紹介します。 

徳島県 https://www.pref.tokushima.lg.jp 

徳島県観光情報サイト阿波ナビ https://www.awanavi.jp 

 

６. ほかの図書館や関連機関を利用する 

ａ． 図書館 

 ほかの図書館の資料を利用できることがあります。郷土カウンターでおたずねください。

ｂ． 関連機関 

 テーマに関連する機関には、次のようなものがあります。 

徳島県立博物館 

〒770-8070 徳島市八万町向寺山（文化の森総合公園）

TEL088-668-3636 

FAX088-668-7197 

徳島城博物館 

〒770-0851 徳島市徳島町城内 1番地の８ 

TEL088-656-2525 

FAX088-656-2466 

 

７. 資料一覧 

 資料の一部を紹介します。 

書名 著者 出版者 出版年 請求記号 

とくしま 88景 坂田 雄幸 徳島新聞社 1998.03 ２９１ トク 

阿波の自然探訪 木村 晴夫 徳島市立図書館 1992.03 ４００ キム 

徳島県の歴史散歩 湯浅 良幸 山川出版 1995.07 ２９１ トク 

四国遍路八十八カ所 首藤 一 創元社 1988.04 ２９１ スト 

阿波の狸 飯原 一夫 教育出版センター 1975.08 ３８８ イイ 

花の四国路むかしむかし 岩倉 虹葉  美馬教育委員会 1998.03 ３８８ イワ 

阿波のタヌキのお話 石川 のぶ子 東銀座出版社 2012.12 ９１３ イシ 

阿波おどりの世界 
朝日新聞 

徳島支局 
朝日新聞社 1992.08 ３８６ アサ 

阿波おどり物語 
読 売 新 聞  

徳島支局 

KK教育出版 

センター 
1974.04 ３８６ ヨミ 

阿波おどり 徳島新聞社 徳島新聞社 1980.07 ３８６ トク 

阿波おどり写真集 

踊らなそんそん 井端 好美 徳島新聞社 1987.07 ７６９ トク 

阿波の民俗１ 年中行事 湯浅 良幸 徳島市立図書館 1986.03 ３８６ ユア 

日本の祭り⑤中国・四国 吉田 明彦 理論社 2015.02 38６L リロ 

https://www.pref.tokushima.lg.jp/
https://www.awanavi.jp/


知ろう！おどろう！ 

日本のおどり③ 
鈴木 雄善 鈴木出版 2013.03 ３８６L ニツ 

人形浄瑠璃 ふじた あさや 大月書店 1988.11 ７７７ フシ 

はじめて出会う古典作品

集③能・歌舞伎・人形浄

瑠璃 

河添 房江 光村教育図書 2010.02 ９１８ ミツ 

じょうるり女子の見どこ

ろ指南 

徳島県立阿波

十郎兵屋敷 

徳島県地域 

伝統文化総合

活性化委員会 

2015.03 Y777  トク 

知れば知るほどおもしろ

い！日本の祭り大図鑑 
安藤 卓 PHP研究所 2013.03 ３８６L ニホ 

写真集 とくしまの祭り 
徳島新聞社 

第二事業部 
徳島新聞社 1983.10 ３８６L トク 

47 都道府県ビジュアル

文化百科 伝統行事 
神崎 宣武 丸善出版 2017.01 ３８６L マル 

祭礼行事・徳島県 高橋 秀雄 おうふう 1988.09 ３８６ タカ        

阿波の民俗１ 湯浅 良幸 徳島市立図書館 1986.03 ３８６ ユア 

目で見る徳島の 100年 三好 昭一郎 郷土出版 1999.10 ２１８LL キヨ 

はっけん！NIPPON グループ・コロ

ンブス 
PHP研究所 2017.08 ２９１LL クル 

八万町の昔を探ろう 

地域をプロデ

ュースする 

プロジェクト

実行委員会 

地域をプロデ

ュースするプ

ロジェクト実

行委員会 

2009.03 ２１８ ハチ 

徳島城 徳島城跡を歩く 酒井 勇治 芳川堂印刷 2014.03 ２１８ サカ 

板東ドイツ人捕虜物語 林 啓介  海鳴社 1982.04 ２１８ ハヤ 

「第九」の里 ドイツ村 林 啓介 井上書房 1993.12 ２１８ ハヤ 

とくしまの昔 宮本 美恵子 
みんみん 

クラブ 
2001.09 ３８８ ミヤ 

阿波の歴史小説 
阿波の歴史を

小説にする会 

阿波の歴史を

小説にする会 
1987.10 ９１３ アワ 

阿波童戯。童謡集 

子供の遊びとわらべ唄 
鎌谷 嘉喜 原田印刷 1986.11 ３８４ カマ 

阿波の狸の子守歌 檜 瑛司 井上書房 1984.02 ７６７ ヒノ 

阿波の歴史小説Ⅷ 

阿波の城主 

阿波の歴史を

小説にする会 

阿波の歴史を

小説にする会 
1987.10 ９１３ アワ 

阿波のわらい話 森本 安市 徳島教育図書 1979.05 ３８８ モリ 

節句の弁当箱 遊山箱 三宅 正弘 徳島新聞社 2006.12 ３８３ ミヤ 

阿波の伝説 森本 安市 徳島教育図書 1978.01 ３８８ モリ 
 


