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 「南海地震」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。 

南海地震、南海大地震、地震、災害、ハザードマップ、防災、活断層 

 

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 

世界大百科事典 １ 参考資料 031L /ｾｶ /1 

地震・津波と火山の事典 参考資料 453 /ﾌｼ 

ポプラディア １（あ・い） 子供の本  031L /ﾎﾌ /1 

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 

369.3 災害．災害救助 保存版 徳島市総合防災マップ 

453 地震学 徳島の地震津波 

※ 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 

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 

水利科学 372 

373 

南海トラフの巨大地震等を想

定した徳島県の防災・減災対

策に関する研究（その 1・２） 

ブラウズ 517.1 /ｽｲ 

https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1102602274
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1102684395
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110713834
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100083018
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1103291260
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100080508
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=2210030366
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=2210031738


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。 

 

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。 

徳島県防災・危機管理情

報 安心とくしま 

https://anshin.pref.tokushima.jp/ 

徳島地方気象台 https://www.jma-net.go.jp/tokushima/ 

 

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 https://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。 

徳島地方気象台 https://www.jma-net.go.jp/tokushima/ 

 

7. その他 

ａ． 図書館ホームページのテーマ一覧「南海大地震」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」→「南海大地震」で、南海地震に

関する主な資料の一覧を見ることができます。 

ｂ． 古い地図を見る 

 古い地図を見ると、昔の土地の様子がわかります。 

 所蔵検索は、書名「○○市」「地図」などで検索してください。 

書名 所蔵場所 請求記号 

大徳島市街地図 書庫郷土 T291 /ﾄｸ 10 

徳島市内明細地図 昭和３３年度版 書庫郷土 T291L /ﾄｸ /5-58 

徳島県図歴地形図 ２ 書庫郷土 T290L /ﾀﾐ /6-2 

ｃ． 地方自治体の資料を見る 

 市町村史には、過去の災害状況が詳しく記されていることがあります。 

 各自治体で、防災マップなどが作成されていることがあります。 

 

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 

徳島県自然災害誌 徳島地方気象台

／編 

徳島県 2017 T451L /ﾄｸ

3/12B 

https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100094439
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100094384
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100244659
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110052313


徳島県災異誌 徳島県史編さん

委員会／編 

徳島県史編さん

委員会 

1962 T209 /ﾄｸ 3 /11B 

防災ハンドブック 

（毎年発行） 

エフエム徳島／

編 

エフエム徳島 2019 T316 /ｴﾌ / 

1-○B 

先人の教えに学ぶ四国防

災八十八話 

愛媛大学「四国

防災八十八話」

検討委員会／編 

国土交通省四国

地方整備局 

2008 T369 /ｴﾋ /1B 

 

阿波海嘯誌略 徳島縣／編 徳島縣経済部林

務課 

1936 T453L /ﾄｸ /7B 

徳島県南海地震史料集 徳島県南海地震

史料調査委員会

／編 

徳島県南海地震

史料調査委員会 

2017 T453 /ﾄｸ 6 /1B 

南海大震災誌 南海大震災編纂

委員会／編 

高知県 1949 T453 /ﾅﾝ /1B 

徳島の地震津波 猪井達雄／ほか

著 

猪井達雄 1982 T453 /ｲﾉ /1B 

あの惨況を忘れない… 徳島地方気象台

／編 

徳島地方気象台 2006 T453L /ﾄｸ 3 /2B 

徳島市昭和南海地震体験

談に見る徳島市の姿と知

恵 

 徳島市 2003 T453 /ﾄｸ 4 /2B 

海が吠えた日 牟岐町教育委員

会／編 

牟岐町教育委員

会 

1996 T453 /ﾑｷ /1B 

阿波国宍喰浦地震・津波

の記録 震潮記 

田井晴代／訳  2006 T453 /ﾀｲ /1B 

シロのないた海 飯原一夫／著 徳島出版 2008 T938 /ｲｲ /6B 

 

県・市町村史 

災害.災害救助 

地震学 

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=1100146456
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110753942
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1103325879
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1103325879
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100069690
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110049807
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100079833
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100080508
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1102280181
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1102024435
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1102024435
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1102024435
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100430909
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1102401016
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1102401016
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1102824131

