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徳島
と く し ま

の城
し ろ

 

 

 

 

 「徳島
と く し ま

の城
し ろ

」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。 

城の名前(例 徳島城)、城郭
じょうかく

、城址
じ ょ う し

、城跡、古城、宮城、城主の名前(例 蜂須賀
は ち す か

) 

 

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 

218.1

（T209） 

日本史 徳島県 日本城郭大系 第１５巻 香川・徳島・高知 

T521 日本建築 四国の古城 

※ 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。 

 

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。 

書名 号 記事 所蔵場所 請求記号 

阿波のあゆみ ５６ 山城町田尾城跡について. 郷土資料 T375 /ﾄｸ 10/ 

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。参考カウンターでおたずねください。 

https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100083018
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100514033
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100495930
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=2200130591


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。 

勝瑞遺跡デジタル博物館 http://aizumi-shouzui.sakura.ne.jp/pc2009/index.php 

 

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。 

徳島市立徳島城博物館 https://www.city.tokushima.tokushima.jp/johaku/ 

 

7. その他 

ａ． 図書館ホームページのテーマ一覧「徳島県の城」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」→「徳島県の城」で、徳島県の城

に関する主な資料の一覧を見ることができます。 

b． 図書館ホームページの「調べものナビ」で調べる 

 「調べものナビ」で、郷土関係の各種データベース・当館所蔵検索・国立国会図書館レフ

ァレンス協同データベース・文化の森各館データベースを一度に検索できます。県・市町村

史の目次なども検索できます。 

①徳島県立図書館のホームページのトップ「調べものナビ」クリック。 

 ②キーワードに調べたい言葉を入れる。 

 ③キーワードの横のボックス「10▼」を、「500」にする。 

 ④「検索実行」クリック。 

ｃ． 市町村史など、城がある土地の資料を見る 

  市町村史の歴史や遺跡の項などを見ると、詳しく書いていることがあります。 

書名 所蔵場所 請求記号 

市場町史 郷土資料 T222.1 /ｲﾁ 2/1-1B 

鳴門市史 上巻 郷土資料 T220 /ﾅﾙ/3-ｼﾞｮｳ 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 

阿波古戦場物語 鎌谷嘉喜／著 教育出版セン

ター 

1990.03 T209 /ｶﾏ/1B  

阿波の城 徳島郷土双書 湯浅 良幸／

編 

 

徳島県教育会 1963 T209 /ﾕｱ/1B 

http://aizumi-shouzui.sakura.ne.jp/pc2009/index.php
http://www.ndl.go.jp/
https://www.city.tokushima.tokushima.jp/johaku/
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100393956
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100826071
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100172149
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100150879


徳島県の中世城館 徳島

県中世城館跡総合調査報

告書 

徳島県教育委

員会／編 

徳島県教育委

員会 

2011.3 T209.4L /ﾄｸ

3/1B 

三好郡の城址 三好郡郷土史

研究会／編  

みよし広域連

合 

2006.02 T209.4 /ﾐﾖ/1B 

図説中世城郭事典 

第３巻 

村田 修三／

編 

新人物往来社 1987.07 T209.4 /ﾑﾗ/ 

日本歴史地名大系 

第３７巻 徳島県の地名 

 平凡社 2000.2 T290L /ﾍｲ/1B

  

阿波の民話 第４集 子

どもから大人まで 音読

シリーズ 

湯浅良幸／編 徳島新聞社 2010 T388 /ﾄｸ 8 

/2-4B  

三好一族と阿波の城館  

 

石井伸夫／編 戎光祥出版 2018.3 T521 /ｲｼ/1B  

全国城郭縄張図集成 

 

本田昇／著 岩田書院 2015.7 T521L /ﾎﾝ/1B 

阿波の歴史小説 ２３ 

阿波の城砦 

阿波の歴史を

小説にする会

／編 

阿波の歴史を

小説にする会 

2002.12 T936 /ｱﾜ

/1-23B 

 

県・市町村史 

日本建築 

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=1103309202
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1103309202
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1103309202
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1102350374
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100518187
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100518187
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100820240
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100820240
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1103193226
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1103193226
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1103193226
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110167393
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1103881073
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1101287738
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1101287738

