（企画広報研究分科会：内容修正 2005.11.7 ＞ 仁上：2015.12.19）
長岡市立中央図書館 ＴＨ

中越地震について調べよう
このパスファインダーを見ていくと「中越地震」についての資料や情報の探し方が、
簡単にわかります（一般向け）。
このパスファインダーを見ていくと「中越地震」についての資料や情報の探し方が
簡単にわかります（大学生・一般向け）。

キーワード
●検索機（OPAC）や各種データベースに入力する際に、利用するキーワードです。

巨大地震／大地震／烈震／余震／揺り返し／直下型地震／横揺れ・縦揺れ／群発地震
（出典：日本語大シソーラス SK813.5 ニ）
中越大震災／仮設住宅／エコノミー症候群／日本海プレート／上越新幹線／一部損壊
／義援金

百科事典・用語辞典
●上記のキーワードを手がかりに、各種事典を引いてみましょう。
＜図書館で所蔵している図書（一例）＞

資料情報（書誌情報）
請求記号･資料 ID
世界大百科事典 改訂新版 平凡社,２０１１．６ SK031 セ
６６３ｐ 図版４８ｐ ２９ｃｍ
昭和・平成史年表
SK210,7 シ

配置場所
参考
参考

図書を探す
●OPAC で調べる
検索機（OPAC）で図書館の蔵書を調べることができます。資料の所蔵の有無、配架場
所、請求記号がわかります。
●図書館の蔵書をさがす
資料についている分類番号によって、本を探します。
＜関連分野の分類記号＞
450

地球科学・地学

453

地震学

493

内科学

493.7

精神科学

資料情報（書誌情報）

369.3

災害救助

請求記号･資料 ID

『新潟県の歴史地震 新潟地震５０年 中越地震１０
年』 矢田 俊文／編，中村 元／編，新潟大学附属図書
館／編 ２０１５．３ ６８ｐ
共同刊行：新潟大学附属図書館
震災避難所の史料 新潟県中越地震・東日本大震災 矢
田 俊文／編，長岡市立中央図書館文書資料室／編
２０１３．３ ７５ｐ
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配置場所

N453 ニ

郷土

N454 シ
N454 シ

郷土
3F 郷土書庫

『「震度 7」を生き抜く 被災地医師が得た教訓』 田村
康二／著
祥伝社 2005.3 251p 18cm 祥伝社

Z369.3 タ
N453.2 イ

一般
3F 郷土書庫

●国内で刊行されている図書を探す
○「NDL-OPAC」

インターネット http://opac.ndl.go.jp/

国立国会図書館の蔵書目録。国内で刊行されている図書や雑誌が検索できる。
○「CiNii Books」
インターネット http://ci.nii.ac.jp/books/
明治以前の図書から新刊書まで日本語の図書・雑誌が探せる。所蔵している図書館も表
示される。
○「Books.or.jp」
インターネット http://www.books.or.jp/
国内で発行された入手可能な書籍が検索できる。出版社のホームページやオンライン書
店へのリンクもある。

●海外の所蔵を探す
○「Library of Congress Online Catalogs」

インターネット http://www.loc.gov/catalog/

世界最大の図書館であるアメリカ議会図書館のオンライン目録。
○「BLPC : The British Library Public Catalogue」 インターネット

http://blpc.bl.uk/

大英図書館のオンライン目録。
○「Libweb : Library Servers via WWW」 インターネット http://sunsite.berkeley.edu/Libweb/
The Berkeley Digital Library SunSITE によって編集されている世界の図書館へのリ
ンク集。

雑誌・雑誌記事を探す
●雑誌を探す
○ 図書館の所蔵を探す
検索機（OPAC）で雑誌の所蔵、配架場所、請求記号がわかります。

資料情報（書誌情報）

特集記事

「読売ウイークリー」 ０４年１２月１９日号
読売新聞社 ,20041219 ,前々週月曜日（発売） Ａ４
変型判
「週刊朝日」 ０４年１１月２６日号 朝日新聞
社 ,20041126 ,前週火曜日（発売） Ｂ５判
「エコノミスト」０４年１２月２８日０５年１月４日合
併号 毎日新聞社出版局 ,20050104

配置場所

生 死 分 け る のは 住 宅 ３F 書庫
強 度 中 越 地震 で 死
傷者少ない理由
検証新潟県中越地震
３F 書庫
新 潟 県 中 越 地震 の 余 ３F 書庫
波 北越銀行・大光銀
行合併説

●国内で刊行されている雑誌を探す
「雑誌新聞総かたろぐ」 2015 年版 メディア･リサーチ・センター
現在刊行されている雑誌、新聞が調べられる。SK027.5 ザ 参考コーナー
東京 メディア・リサーチ・センター
「NDL-OPAC」

インターネット

,2015.5

http://opac.ndl.go.jp/

国立国会図書館の蔵書目録。国内で刊行されている図書や雑誌が検索できる。
「CiNii Books」

インターネット http://ci.nii.ac.jp/books/
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明治以前の図書から新刊書まで日本語の図書・雑誌が探せる。所蔵している図書館も表
示される。
「雑誌ネット」
インターネット http://www.zassi.net/
雑誌の最新刊号の表紙、中吊り広告、立ち読み、定期購読申込ができる。
●海外の雑誌を探す
1

「Library of Congress Online Catalogs」 http://www.loc.gov/catalog/
世界最大の図書館であるアメリカ議会図書館のオンライン目録。

2 「BLPC : The British Library Public Catalogue」 http://blpc.bl.uk/
大英図書館のオンライン目録。
3

「Libweb : Library Servers via WWW」 http://sunsite.berkeley.edu/Libweb/
The Berkeley Digital Library SunSITE によって編集されている世界の図書館への
リンク集。

●雑誌記事の探し方
○ 記事索引データベース
1 「国立国会図書館雑誌記事索引」（NDL-OPAC） インターネット

http://opac.ndl.go.jp/

国内で刊行された学術雑誌、紀要を中心に人文科学･社会科学・自然科学の記事情報
が検索可能。
2「CiNii(サイニイ)：NII 論文情報ナビゲータ」 インターネット
http://ci.nii.ac.jp/cinii/servlet/CiNiiTop#
学術雑誌と大学等で発行された研究紀要の両方を検索し、検索された論文の引用文献
情報を参照することが可能。
＜こんな雑誌情報が検索できます＞

記事情報
災害史料関連シンポジウム「災害史を研究し続けること、史料を保全し続けること：新潟地震
５０年・中越地震１０年」参加記 田中洋史／著 地方史研究／地方史研究協議会[編]、65(３)
＝375：2015.6
演説館 過疎化・高齢化する地域と自然災害:新潟県中越地震の教訓から得られたもの 深田雅
浩 三田評論/慶応義塾[編]、（1188）2015.4

新聞・新聞記事を探す
●原紙／縮刷版
新聞コーナーにあります。縮刷版は現物の新聞をそのまま縮小して冊子体にしたもので、
巻頭の索引を使うと関連するテーマの新聞記事が検索できます。
＜図書館で所蔵している新聞＞
新聞名
新潟日報（新潟版）原紙 昭和 53 年～現在
新潟日報（マイクロフィルム）昭和 17 年～平成 22 年

配置場所
３F 書庫
貴重資料閲覧室

その他、朝日新聞、読売新聞、毎日新聞、産経新聞、日本経済新聞 etc.
●新聞記事の探し方
○ データベース
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探しているテーマの新聞記事をテーマ、キーワード、日付等から検索して全文を読むこ
とができます。
＜図書館で利用できるデータベース＞
データベース

新聞

聞蔵Ⅱ
日経テレコン

収録期間

朝日新聞
日本経済新聞
新潟日報
日本経済新聞

新潟日報記事データベース
日経ヴェリタス

2003 年～

＜こんな新聞記事が検索できます＞
記事情報
「新幹線脱線に見た科学の限界」:岩永規央 新潟日報 04.12.30［窓］P.19
「中越地震１０年 写真集発刊 長岡市」日本経済新聞 15.3.5 P22
「
『中越大震災』と呼んで 新潟県、阪神規模と強調」 朝日新聞 04.11.30 夕刊 P.18

専門的な情報源
更に深くテーマを掘り下げるには専門事典、白書、年鑑などの情報源が役立ちます。

資料情報（書誌情報）
「平成災害史事典」平成 16 年～平成 20 年 日外ア
ソシエーツ編集部／編 日外アソシエーツ，紀伊國
屋書店(発売) ,2009.3 451p 22cm
「消防白書」 平成 24 年版 消防庁／編
東京 勝美印刷 ,2012.12 25,358p 30cm
「日本被害地震総覧」 599-2012 宇佐美 龍夫／
著，石井 寿／著，今村 隆正／著，武村 雅之／著，
松浦 律子／著 東京大学出版会

請求記号･資料 ID
SK210,77 ヘ

配置場所
参考

317.7 シ

3F 書庫

SK453.2 ニ

参考

ＡＶ資料
ビデオや DVD などの視聴覚資料も参考になります。

資料情報（書誌情報）

請求記号･資料 ID

山古志民俗資料館収蔵品救出プロジェクトの記録 ２０
０５年５月２１日～２２日 新潟大学人文学部地域文化
連携センター／制作・著作 新潟歴史資料救済ネットワ
ーク／制作・著作
新潟大学人文学部地域文化連携センターほか ,２００
５．５ ＤＶＤ１枚
新潟県中越地震における自衛隊の災害派遣活動記録
陸上自衛隊東部方面隊 ,２００４

配置場所

N454 ヤ

郷土書庫

AND09 ニ

郷土 AV コー
ナー

Web サイト
キーワードを参考に、手がかりとなる単語やカテゴリーから関連サイトを検索しましょう。
●代表的なサーチエンジン
○「Yahoo!」 http://www.yahoo.co.jp/
ディレクトリ型＝情報を人の手で分野分けして提供。
○「Google」 http://www.google.co.jp/
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独自方式＝リンクを利用したページ分析による重要度判定を検索結果に反映
●関連サイトの紹介
○ 気象庁 HP http://www.jmago.jp/
○ 日本気象協会 http://www.tenki.jp/
○ 警視庁 http://www.keishicho.metro.tokyo,.jp/
○ 山古志 HP http://www.yamakoshi.org/ culture01.htlm/
○ 長岡市 HP http://www.sity nagaoka.niigata.jp/

類縁機関
●類縁機関の紹介
○「国立国会図書館」 http://opac.ndl.go.jp/
〒100-8924 千代田区永田町 1-10-1 電話：03-3581-2331（代）
○「新潟県立図書館」 http://www,pref-lib,niigata.niigata,jp
〒950-8602 新潟県中央区女池 3-1-2 電話：025-284-6824（代）

図書館にない資料を入手するには
●所蔵している図書館を調べる
○「NACSIS Webcat」 http://webcat.nii.ac.jp/
全国の大学図書館等が所蔵する図書・雑誌の総合目録データベース。探している資料が
どの図書館にあるのかを調べる。
○「Jcross」http:// Jcross.jp/
全国の横断検索サイトをまとめて紹介。
●閲覧／複写／相互貸借／購入を依頼する。
探している資料が書館にない場合は、以下のサービスが利用できます。
○相互貸借
他県の図書館や大学図書館等の資料を取り寄せ、閲覧・貸出ができます（送料受益者負
担）
。
○複写
国立国会図書館・他県図書館等の資料の複写・貸出ができます。利用申込書に記入の上、
申し込んでください（コピー代金は実費負担となります）。
○購入依頼
購入してほしい本がある場合は、リクエストカードに記入して下さい。
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