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 「板東俘虜収容所」についての調
し ら

べ方
か た

をご案内
あ ん な い

します。 

ここに挙
あ

げているのは、ほんの一例
い ち れ い

です。 

わからないことがありましたら、郷土カウンターでおたずねください。 

 

 

 2019.3 作成  

徳島
と く し ま

県立
け ん り つ

図書館
と し ょ か ん

 

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 



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。 

第一次
だいいちじ

世界
せ か い

大戦
たいせん

、ドイツ兵
へい

、収容所、鳴門
な る と

、松江
ま つ え

豊
とよ

寿
ひさ

、ドイツ館
かん

、第九
だ い く

 … 

 

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、キーワード

を増やすことができます。 

 一般的な参考図書は参考資料コーナー、子供向けの参考図書は児童資料室、徳島関係の参

考図書は郷土資料コーナーにあります。 

書名 所蔵場所 請求記号 

徳島県百科事典 郷土資料  T030L /ﾄｸ 2 /2B 

 

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、書名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（印刷）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「日本十進分類法（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。棚に行ったら、周りの本も

見てみてください。 

分類記号 テーマ 本の例 

210.6

（T209.6） 

日本近代史 どこにいようと、そこがドイツだ 板東俘虜収容所入門 

915 

（T950） 

日記．紀行．書簡 鉄条網の中の四年半 板東俘虜収容所詩画集 

※ 請求記号…図書館内で、資料の位置を示すための記号。分類記号と図書記号などからなる。

資料の背にこのラベルが貼られている。郷土資料は、分類記号を一部変更してつけている。 

 

４.  雑誌・新聞の記事を探す 

ａ． 図書に比べて、新しい情報を知ることができます。 

 雑誌 

 詳細蔵書検索画面の検索項目を、「キーワード」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。１で考えたキーワードを、使いましょう。 

書名 号 記事 所蔵場所 請求記号 

史窓 46 板東俘虜収容所の経済構造

とドイツ社会との関係に関

する一考察 

郷土資料 T205 /ﾄｸ 4 

https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100083018
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110067690
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1102310654
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=2210007559
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=2210007559
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=2210007559


 

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。ただし、信頼のおける情報かどうか注意が必要です。

ホームページの一例を紹介します。 

鳴門市ドイツ館 http://doitsukan.com/ 

 

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。参考カウンターでおたずねください。 

国立国会図書館 http://www.ndl.go.jp/ 

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。 

鳴門市ドイツ館 http://doitsukan.com/ 

 

7. その他 

ａ． 図書館ホームページのテーマ一覧「板東俘虜収容所関係資料」を見る 

 徳島県立図書館のホームページのトップ「テーマ一覧」→「板東俘虜収容所関係資料」で、

板東俘虜収容所に関する主な資料の一覧を見ることができます。 

ｂ． 市町村史など、その土地の資料を見る 

 その出来事があった市町村史などを見ると、詳しく書いていることがあります。板東俘虜

収容所は、鳴門市なので、『鳴門市史』を見てみましょう。 

書名 所蔵場所 請求記号 

鳴門市史 中巻 郷土資料 T220 /ﾅﾙ/3-ﾁｭｳ B 

 

８. 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 

鳴門市ドイツ館所蔵資料

図録 「板東俘虜収容所関

係資料」 イベントプロ

グラム編 

鳴門市ドイツ館

／編 

鳴門市 2018 T069L /ﾅﾙ/2B 

ディ・バラッケ 第１巻 

板東俘虜収容所新聞 

鳴門市ドイツ館 

史料研究所／訳 

鳴門市 1998 T070 /ﾅﾙ/1B 

鳴門市内遺跡調査事業に

伴う埋蔵文化財発掘調査

鳴門市教育委員

会／編 

鳴門市教育委員

会 

2012 T202L /ﾅﾙ/1-8B 

http://doitsukan.com/
http://www.ndl.go.jp/
http://doitsukan.com/
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100826072
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110224107
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110224107
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110224107
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110224107
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100163131
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100163131
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1103360151
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1103360151


報告書 ８ 鳴門市教育委

員会文化財調査報告書板

東俘虜収容所跡調査報告

書 

どこにいようと、そこが

ドイツだ 板東俘虜収容

所入門 

ドイツ館史料研

究会／編 

鳴門市ドイツ館 2017 T209.6 /ﾅﾙ 2/4B 

写真集 徳島１００年 

下 

徳島新聞社第２

事業部／編 

徳島新聞社 1980 T209.6L /ﾄｸ

3/4-2B 

板東俘虜収容所の全貌 

所長松江豊壽のめざした

もの 

田村一郎／著 朔北社 2010 T209.6 /ﾀﾑ/2B 

「第九」と日本出会いの

歴史 板東ドイツ人俘虜

収容所の演奏会と文化活

動の記録 

ベートーヴェ

ン・ハウスボン

／編 

彩流社 2011 T209.6 /ﾍｴ/1B 

松江豊寿 板東俘虜収容

所長 維新の群像 

横田新／著 歴史春秋出版 2005 T282 /ﾏﾂ 3/1B 

「第九」の里ドイツ村 林啓介／著 井上書房 1993 T950 /ﾊﾔ/3B 

鉄条網の中の四年半 板

東俘虜収容所詩画集 阿

波文庫 

ウィリー・ムッ

テルゼー／図 

南海ブックス 1979 T950L /ﾑﾂ/1B 

 

県・市町村史 

日記．紀行．書簡 

ご不明な点は、郷土カウンターにおたずねください。 

https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1103360151
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1103360151
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1103360151
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1103360151
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110067690
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110067690
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110067690
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100156791
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100156791
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1103060439
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1103060439
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1103060439
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1103316333
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1103316333
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1103316333
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1103316333
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1102204772
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1102204772
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100132304
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100065531
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100065531
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100065531

