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災害に備える
毎年、大きな地震や台風などの被害が続いています。いざという時のために、
災害に備えるための情報の探し方を紹介します。
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キーワード
オンライン目録（OPAC）や各種データベースを検索する際に利用するキーワードの例です。

キーワード
例 ： 防災 災害 ハザードマップ 防災食 減災 特別警報 防災力 危機管理 復興
自然災害 避難 免震 耐震 支援 非常食 ボランティア 防災用品 救急 など

図書を探す
●館内の所蔵を探す
○テーマの棚に行って探す
図書には 1 冊毎にテーマを表す分類番号が付いていて、この番号順に書架に並んでいま
す。
＜関連分野の分類記号＞

317.7

防災行政

369.3

災害、災害救助

519.9

防災科学、防災工学

524.9

耐震構造

○OPAC で調べる
オンライン目録（ＯＰＡＣ）で本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
『何が起きても命を守る防災減災 BOOK 自分家族ペット』
369.3/ナ
ゆうゆう編集部／編 主婦の友社 2016
113355457
『自然災害から人命を守るための防災教育マニュアル』
369.3/シ
柴山 元彦／著 戟 忠希／著 創元社 2015
113791529
『子どもと一緒に防災の本』
C/376.1/サ
坂本 廣子／著 フォーラム・A 2013
113743553
『地震に「強い家」に住む ここまでやれば安心!防災住宅
Ｈ/524.9/フ
54 の知恵』船津 欣弘／著 日本経済新聞出版社 2011
113180533
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配置場所
一般
一般
一般
一般

●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。

雑誌・雑誌記事を探す
●雑誌の探し方
○ 館内の所蔵を探す
オンライン目録（ＯＰＡＣ）で本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。
＜図書館で所蔵している主な雑誌＞

資料情報（書誌情報）
請求記号･資料 ID 配置場所
『クーヨン』16 年 8 月号 クレヨンハウス 2016
101030880
一般
「保存版・ちいさい子がいるひとの防災ハンドブック」
『ゆうゆう 50 代からおもしろい！』15 年 9 月号 主婦の友
101007490
一般
2015 「地震・台風もしものときの防災・減災」

●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。
＜こんな雑誌記事が検索できます＞

記事情報
中村八郎「内部型地震に備える安全な地域づくり：熊本地震の被害実態をふまえて」
経済/新日本出版社，（259），2017.4 p123-133
西濱靖雄「安全・安心シリーズ災害情報の活用と地域防災の取り組み」
技術士，（603），2017.3，p12-15

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専門紙＞

新聞名
「朝日新聞縮刷版」朝日新聞社

配置場所
1Ｆ閉架書庫

●新聞記事の探し方
○ データベース
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。
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＜図書館で利用できるデータベース＞

データベース
聞蔵Ⅱビジュアル
日経テレコン
新潟日報データベース

新聞
朝日新聞
日経各紙
新潟日報

収録期間
1945 年～
1975 年～
2004 年 4 月～

＜こんな新聞記事が検索できます＞

記事情報
「大災害想定「防災キャンプ」支援学校で児童ら 35 人」
朝日新聞 2016 年 9 月 29 日 朝刊 新潟全県 p.28
「防災知識、中学生に講演 新大准教授、新潟・白南中で/新潟県」
朝日新聞 2016 年 12 月 2 日 朝刊 新潟全県 p.26

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）
『防災事典』
日本自然災害学会／監修 築地書館 2002
『防災白書 平成 27 年版』
内閣府／編集 日経印刷 2015
『災害と防災・防犯統計データ集 2016』
三冬社 2015
『防災・危機管理六法 平成 20 年版』
災害対策制度研究会／編集 新日本法規出版
『自然災害の事典』
岡田 義光／編集 朝倉書店 2007

請求記号･資料 ID
SK/519.9/ボ
121374417
SK/369.3/ボ
121485171
SK/369.3/サ
121485858
SK/369.3/ボ
121418164
SK/519.9/シ
121407837

配置場所
参考
参考
参考
参考
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）
『みんなの安全と安心を守るために 原子力防災ガイド』
長岡市 2015
『実践！わが家の防災対策 簡単 安心情報満載！』
山村 武彦／講師 2006

請求記号･資料 ID
AN/Ｄ09/ミ
170134464
Ｄ45/ジ
170108930

配置場所
視聴覚
コーナー
視聴覚
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/
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
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●関連サイトの紹介
○ 「内閣府 防災情報のページ」http://www.bousai.go.jp
○ 「ＮＨＫそなえる防災」http://www.nhk.or.jp/sonae
○ 「気象庁」http://www.jma.go.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）
○ 「国土交通省 災害・防災情報」http://www.mlit.go.jp
○ 「総務省消防庁 災害情報」http://www.fdma.go.jp

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
○「新潟県立図書館」 http://www.pref-lib.niigata.jp/
県内の図書館で所蔵する図書の横断検索ができます。所蔵がある場合、お近くの公共図書
館を通じて借りることができます。
○「国立国会図書館サーチ」 http://iss.ndl.go.jp/
国内の県立図書館で所蔵があるか調べることができます。所蔵がある場合、お近くの公共図
書館を通じて借りることができます。

●文献複写／相互貸借／購入を依頼する。
探している資料が図書館にない場合は以下のサービスが利用できます。
○文献複写・相互貸借
国立国会図書館・他公共図書館等の類縁機関の資料の複写・借り出しができます。利用申
込書に記入の上申し込んでください。
○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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