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新潟をおそった雪害を調べる
ふるさと新潟で、過去に起きた雪害の歴史を調べるための方法をまとめています。
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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。

雪害 ／ 大雪 ／ 豪雪 ／ 雪崩 ／ 災害 ／ 雪氷
３６豪雪 ／ ３８豪雪 ／ ５６豪雪 ／ ５９豪雪

入門的な情報源
そもそも、
「雪害」って何？言葉の意味やテーマの意味が不明確な場合は「キーワード」を
手がかりに百科事典、用語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）
『日本大百科全書』 相賀 徹夫／編著 小学館

請求記号
SK/031/ニ
SK/451.0/サ
『最新気象の事典』 東京堂出版
（120650130）
『気象ハンドブック』
SK/451.0/キ
新田 尚／編集 第 3 版 朝倉書店 （121383608）
N/451/セ
『雪氷関連用語集』 雪センター／編 雪センター
（150310381）

配置場所
参考
参考
参考
郷土書庫

図書を探す
● 図書館内の所蔵を探す
○ 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＞
郷土コーナー
NH/200 番代

新潟県内の歴史

N/450

気象学

N/451

雪

一般・参考コーナー
369.3

災害

369.3

風水害

451.6

雪・降雪誌

451.9

気象災害誌

210.17

災異史

214.1

新潟県の歴史
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○ OPAC で調べる
オンライン目録（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。
＜図書館で所蔵している図書（一例）＞

資料情報（書誌情報）
『昭和災害史事典』 １～５・総索引
『平成災害史事典』 ４冊既刊
日外アソシエーツ編集部／編
日外アソシエーツ，紀伊国屋書店(発売)
『台風・気象災害全史』
宮澤 清治／編，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)
２００８，シリーズ災害・事故史 3

請求記号･資料 ID

配置場所

SK/210.7/シ
SK/210.77/へ

参考

SK/451.9/タ
（121425714）

参考

『北陸の雪』 建設省北陸地方建設局道路部／編
社団法人雪センター ,２０００

N/451/ホ
（120424513）

郷土

『新潟県史』をはじめ、各市町村史

NH/200 番代/

郷土

●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。

雑誌・雑誌記事を探す
●雑誌の探し方
○ 国内で刊行されている雑誌を探す
1 「雑誌新聞総かたろぐ．メディア･リサーチ・センター」 冊子
現在刊行されている雑誌、新聞が調べられる。
2 「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。
3「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。
4「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。

●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#
学協会で発行された学術雑誌と大学等で発行された研究紀要の両方を検索できる。
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新聞・新聞記事を探す
●原紙／縮刷版
直近の原紙は新聞コーナーにあります。古いものは書庫にありますので、窓口でご相談く
ださい。
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地方紙＞
新聞名

配置場所

新潟日報 朝刊・夕刊
長岡新聞
栃尾タイムス

上記参照
上記参照
上記参照
＜図書館で所蔵している縮刷版＞
新聞名

配置場所

朝日新聞

１F 閉架

●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。
＜図書館で利用できるデータベース＞
データベース
朝日新聞記事データベース
（聞蔵Ⅱビジュアル）
新潟日報記事データベース

新聞
朝日新聞
新潟日報

収録期間
朝日新聞 1985 ～ 当日
縮刷版
1879 ～ 1989
2004.4.1 ～

＜こんな新聞記事が検索できます＞
記事情報
「北陸・新潟 記録破りの積雪」 朝日新聞夕刊 １面 1963 年 1 月 27 日
「雪害死傷者１００人超す」 新潟日報 2006 年 1 月 5 日

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）
『災害と防災・防犯統計データ集 ２０１６』
三冬社，２０１５
『防災白書 平成 28 年版』
内閣府／編集 日経印刷，２０１６

請求記号･資料 ID

配置場所

SK/369.3/サ
（121485858）

参考

SK/369.3/ボ
（121491104）

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
『日本 映像の２０世紀』 ＶＯＬ．１９ 新潟県 AN/V09/エ
ＮＨＫ／編集（ビデオ）
，２０００ （170084800）
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配置場所
郷土書庫

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

●関連サイトの紹介
○「防災科学技術研究所雪氷防災研究センター」 http://www.bosai.go.jp/seppyo/
○「気象庁」 http://www.jma.go.jp/jma/

類縁機関
●類縁機関の紹介
○「新潟県立図書館」 http://www.pref-lib.niigata.jp/
〒950-8602 新潟市中央区女池南 3 丁目 1 番 2 号 電話：025-284-6824（調査相談）
○「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）

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/
国立国会図書館をはじめ、全国の公共図書館、学術研究機関等が所蔵する図書・雑誌の
総合目録データベース。
○「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。

●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。
（＊長岡市に在住・在勤・在学の方のみ利用可能。
）
○文献複写・相互貸借（有料）
国立国会図書館・他図書館等の類縁機関の資料の複写・借り出しができます。相互貸借
申込み用紙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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