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藍
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 「阿波
あ わ

藍
あい

」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。 

 

 

 201９.6 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。 

藍染め、阿波正藍染法、すくも（蒅、藍玉）、生
なま

葉染め
は ぞ め

、発酵建て、葉
は

藍
あい

、藍
あい

粉成
こ な

し など 

 

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（分類記号）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。 

※ 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。 

分類記号 テーマ 本の例 

587 染色加工．染色業 藍染めは誰でもできる 

617 工芸作物 藍染め 

 

４.  雑誌・新聞の記事を探す 

ａ． 雑誌は、図書に比べて、新しい情報を知ることができます。 

 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 

いのち輝く ８８ 藍をめぐる 郷土資料 T369 L/ﾄｸ 31/ 

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=1100086616
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1102614269
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=2210013038


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。 

徳島県物産協会 http://tokushima-bussan.com/crafts/awa-ai/ 

※ インターネットで調べるときは、作成者、テーマ、最終更新日等に注意しましょう。 

 

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。 

藍の館 http://www.awanavi.jp/spot/21353.html 

 

7. その他 

ａ． 図書館ホームページのテーマ一覧「阿波藍」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」→「阿波藍」で、阿波藍に関する

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、藍染めが盛んな地域の資料を見る 

  市町村史の歴史や経済、産業の項などを見ると、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 

上板町史 下巻 郷土資料 T221.5/ｶﾐ/5-２Ａ 

脇町史 上巻 郷土資料 T260.2/ﾜｷ 2/1-1Ａ 

 

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 

藍染読本 上田利夫／編 徳島染織学会 1987.10 T587/ｳｴ/2B  

正藍染 中江克己／編 泰流社 1981 T587/ﾅｶ/1B  

http://tokushima-bussan.com/crafts/awa-ai/
http://www.ndl.go.jp/
http://www.awanavi.jp/spot/21353.html
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100234925
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100614223
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100014227
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100086621


日本の藍 日本藍染文化

協会／編 

日本放送出版

協会 

2002.05 T587/ﾆﾂ/1B 

藍染めの歴史と科学 三木産業株式

会社技術室／

編 

裳華房 1992.06 T587/ﾐｷ/1Ａ 

阿波の精らしさん 

 

河野 操／著 ［河野 操］ 2005.04 T600Ｌ/ｶﾜ２/1B 

藍農工作之風景略図 阿

波藍絵巻 図録 

四国大学阿波

藍文化研究室

／編 

四国大学新あ

わ学研究所 

2019.03 Ｔ617/ｼｺ/1Ｂ 

藍-ものと人間の文化史- 竹内 淳子／ 

著 

法政大学出版

局 

1991.02 T617/ﾀｹ 2/1Ｂ 

藍２-ものと人間の文化

史- 

竹内 淳子／ 

著 

法政大学出版

局 

1999.10 T617/ﾀｹ 2/2Ａ 

阿波藍を尋ねて 徳島ペンクラ

ブ／編 

［徳島ペンク

ラブ］ 

2010.10 T617/ﾄｸ 6/1Ｂ 

阿波藍沿革史 

 

西野嘉右衛門

／著 

思文閣 1971 T617L/ﾆｼ/1B 

阿波藍譜 栽培製造篇 三木與吉郎／

編 

三木産業株式

会社 

1960 

 

T617/ﾐｷ２/1Ｂ 

阿波藍譜 史話 図説篇 三木與吉郎／

編 

三木産業株式

会社 

1961 T617/ﾐｷ２/ 

1-2Ｂ 

 

県・市町村史                          

工芸作物 

ご不明な点は、郷土カウンターにおたずねください。 

染色加工 

https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1101172088
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100494417
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1102098040
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110330412
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110330412
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100266623
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100610060
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100610060
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1103225537
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100095603
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100095634
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100095641

