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 「地域-徳島市-」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。 
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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。徳島市になる前の市町村名でも探すと、徳島

市になる前の地域の詳しい情報が書かれた資料がみつかることがあります。 

徳島市、八万町、八万村、名東郡、新町川、眉山 

 

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 所蔵場所 請求記号 

徳島県百科事典 郷土資料 T030L /ﾄｸ 2 /2B 

角川日本地名大辞典 ３６ 郷土資料 T290 /ｶﾄ /1B 

 

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、所蔵場所をメモ（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。 

分類記号 テーマ 本の例 

210 日本史 徳島市史 第 1 巻 

818 方言．訛語 五十音順大正期徳島市の方言 

 

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 

 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 

徳島県立博物館研究

報告 

200403 園瀬川流域（徳島県）にお

けるフジバカマの分布 

郷土資料 T069 /ﾄｸ /15 

ｂ. 新聞 

 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。 

 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。 

 

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。 

https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100083018
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100481191
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100052197
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100371111
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=2200210254
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=2200210254


徳島市 http://www.city.tokushima.tokushima.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。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問い合わせるという方法もあります。 

知りたいこと 関連機関 

徳島藩について 徳島県立博物館、徳島市立徳島城博物館 等 

 

7. その他 

 古い地図や写真も参考になります。地域によっては、江戸時代や明治時代からの地図もあ

ります。徳島県立図書館ほか、所蔵している地図をインターネットで公開している機関もあ

ります。 

書名 場所 請求記号 

徳島市史 別巻 郷土資料 T210L /ﾄｸ /4-ﾍﾞﾂ B 

 城下絵図など、江戸時代から現代までの地図と説明があります。 

徳島城下絵図 郷土資料 T291L /ﾄｸ 15 /4B 

 城下絵図を、カラーで見ることができます。 

徳島県２万５千分の１地形図集 郷土資料 T290L /ｺｸ 4 /4 

 明治時代からの地形図がある地域もあります。 

 

徳島県立博物館 http://www.museum.tokushima-ec.ed.jp/default.htm 

徳島大学附属図書館 http://www.lib.tokushima-u.ac.jp/ 

徳島県立文書館 幻の城下

町徳島 

http://www.archiv.tokushima-ec.ed.jp/jyoukamati1/ 

城下町とくしま歴史さんぽ https://m.stroly.com/tokushima/i#joukamachiburari 

 

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 

徳島市埋蔵文化財発掘調

査概要 

徳島市教育委員

会 

徳島市教育委員

会 

1989

～ 

T202L /ﾄｸ 3 /6 

目で見る徳島の１００年  郷土出版社 1999 T209L /ｷﾖ /1B 

徳島市史 第１巻～第５

巻 

徳島市市史編さ

ん室／編 

徳島市市史編さ

ん室／編 

1973 T210 /ﾄｸ /4B～

4-5Ｂ 

徳島・城と町まちの歴史 河野幸夫／著 聚海書林 1982 T210 /ｶﾜ 3 /2B 

徳島城下絵図 徳島市立徳島城

博物館／編 

徳島市立徳島城

博物館  

2012 T291L / ﾄ ｸ 15 

/4B 

https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100498020
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1103413947
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1103084481
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=2210038711
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=2210038711
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100611625
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100052197
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100002198
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1103413947


徳島市街全図 日下伊兵衛／編 和楽路屋 1920 T291 / ﾜ ﾗ 

/1-20A 

徳島市議会会議録 徳島市議会 徳島市議会  T314 /ﾄｸ 2 /3 

徳島市教育史 徳島市教育委員

会／編 

徳島市教育委員

会 

1974 T372 /ﾄｸ 3 /2B 

ふるさとの伝説 徳島市 徳島市婦人ボラ

ンティア文化愛

護グループ／編 

1977 T388 /ﾄｸ 5 /1A 

徳島市昭和南海地震体験

談に見る徳島市の姿と知

恵 

日本建設コンサ

ルタント／編 

徳島市消防局 2003 T453L /ﾄｸ 4 /1B 

徳島市の橋 徳島市都市計画

課／編 

徳島市都市計画

課 

1988 T515 /ﾄｸ 5 /1B 

 

 

市町村史 

地理．地誌．紀行 

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=1100067398
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1200595978
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100365476
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100080780
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1101313789
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1101313789
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1101313789
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100464087

