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地震・津波・防災について調べる 

 

■はじめに 

2011 年 3 月 11 日に発生した「東北地方太平洋沖地震」による被害は甚大なものでした。また、2016 年 4

月 14日・16日に発生した「熊本地震」の大きな被害も、記憶に新しいところです。 

地震・津波・防災についての府立中央図書館の資料の探した方や、中央図書館での調べ方をご紹介しま

す。 

 

■図書を調べる 

▼蔵書検索で探す 

▼テーマの本棚で探す 

▼こんな本はいかがですか？ 

■雑誌の論文・記事を調べる 

■新聞記事を調べる 

■関連リンク 

 

 

■図書を調べる 

▼蔵書検索で探す     https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/ 

  探したい本を検索する前に、まず、キーワードとなる言葉をいくつか考えましょう。例えば、 

地震 津波 防災 など 

これらのキーワードを蔵書検索画面で、「書名」や「件名」（テーマ）、あるいは「全項目」に入力して検索して

みてください。そのキーワードが「書名」に含まれていなくても、「件名」で補完されていたり、「全項目」では「内

容注記（内容紹介）」のデータも含めて蔵書を探してくるからです。 

注意！ なお、雑誌の論文・記事、新聞の記事は、この蔵書検索では探せません。後述の「雑誌の論文・記

事を調べる」「新聞の記事を調べる」をご覧ください。 

▼テーマの本棚で探す 

テーマに関する本を集めている 3階の本棚へ行って、実際に図書を手にとって探す方法もあります。 

防災・防災行政「317.79」（書架番号 06） 

災害・災害救助「369.3」（書架番号 16） 

津波（海洋学）「452.5」、地震津波（地質学）「453.4」（書架番号 28） 

防災・防災工学「519.9」（書架番号 36） 

などに関連テーマの本を並べています。 

開架には、新しい図書を中心に並べています。それ以前の図書は書庫にありますので、蔵書検索をご利用

のうえ、「資料情報票（書庫出納票）」をカウンター職員に渡してください。 

▼こんな本はいかがですか？  ※(   )内は、出版者 出版年月 請求記号です。 

●参考図書 

  防災白書 （年刊）   (日経印刷 1971- 369.3/3N/) 

世界と日本の激甚災害事典 住民から見た 100事例と東日本大震災（丸善 2015.7 369.3/516N/） 

災害情報学事典(朝倉書店 2016.3 369.3/538N/) 

●過去の津波・地震について 

哀史三陸大津波  

(青磁社 1990.11 453.4/1N/) 

 

https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021400226888
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400316382
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10000000009193
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10000000009193
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都市直下地震 熊本地震から兵庫県南部地震まで 

   (古今書院 1998.8 453.2/80N/) 

安政南海地震津波の教訓 大地震両川口津浪記 

([長尾武] 2008.9 369.31/613N/) 

津波てんでんこ 近代日本の津波史 

(新日本出版社 2008.1 453.4/83N/） 

水都大坂を襲った津波 石碑は次の南海地震津波を警告している 2012年改訂版 

（長尾武 2012.4 369.31/550N /） 

小千谷から 新潟県中越大震災から 2年半被災地で暮らす主婦の記録 

(アスペクト 2007.7 369.31/573N/) 

超巨大地震がやってきた スマトラ沖地震津波に学べ 

(時事通信出版局 2006.11 369.31/552N/） 

震災を生きぬく 阪神・淡路大震災から 20年 

(世界思想社 2016.3 369.31/1328N/) 

●ふだんから備える 

地震住まい生活 阪神・淡路大震災の教訓 

(彰国社 2008.6 369.31/601N/） 

 震災から身を守る 52の方法 大地震・火災・津波に備える  

   (アスコム 2011.4 369.31/678N/) 

  南海トラフ巨大地震に備える  

   (アトラス出版 2012.9 369.31/1010N/) 

  津波避難学 命が助かる行動の原則と地域ですすめる防災対策 

    (すぴか書房 2016.3 369.31/1329N/) 

●児童向けの本では 

ぼくらの津波てんでんこ  

  (フレーベル館 2012.11 J374/23N/) 

家族で学ぶ地震防災はじめの一歩 

(東京堂出版 2014.2 J369/216N/) 

みんなの防災事典 災害へのそなえから避難生活まで （楽しい調べ学習シリーズ） 

(PHP研究所 2015.6 J369/235N/） 

■雑誌の論文・記事を調べる 

津波・地震・防災に関する雑誌記事を調べるには、関連分野の雑誌を見る方法と、雑誌記事データベース

でどのような記事があるか検索をする方法があります。 

雑誌記事データベースで検索した記事の本文を見たい場合は、掲載雑誌が中央図書館で所蔵されている

かどうか、蔵書検索で検索します。中央図書館で所蔵していない場合は、所蔵している他の図書館へ記事

の複写の取寄せ依頼をすることも可能です（有料）。 

●おもな関連分野の雑誌 

地震. 2輯   (日本地震学会 月刊 P45/13N/） 

地學雜誌    (東京地学協会 隔月刊 P45/15N/） 

地質学雑誌   (日本地質学会 月刊 P45/20N/) 

【中央図書館で利用できるおもな雑誌記事データベース】 

各データベースの詳細（検索可能年や収録データ）については、「ご利用いただけるおもなデータベース 

雑誌記事」をご参照ください。  

 

https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10000001512622
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020801458132
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020701324923
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021202042620
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020701215422
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020601089463
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021400329925
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020801393777
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021101871436
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021202093419
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021400324297
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021202119904
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021400013268
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021400202724
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=20000001038772
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=20000001040922
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=20000000997937
http://www.library.pref.osaka.jp/central/database.html
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データベース名 提供機関 備考 

MAGAZINEPLUS（マガジンプ

ラス） 

日外アソシエーツ 国内最大の雑誌・論文情報を収録 

CiNii（サイニイ） 国立情報学研究所 記事検索および無料一般公開の記事について

は、無料で利用可能 

医中誌 Web 医学中央雑誌刊行

会 

国内の医学関連文献情報のデータベース 

J DreamⅢ ジー・サーチ 日本最大級の科学技術文献情報のデータベー

ス 

雑誌記事索引集成データベ

ース 

皓星社 明治から現在まで、全国誌から地方誌までの雑

誌記事索引 

ＥＬＮＥＴ（イーエルネット） エレクトロニックライ

ブラリー 

全国新聞・雑誌記事紙面データベース １９８８

年以降を収録 

 

検索例 

ご自宅からでもご利用いただける CiNii を例にして、検索方法・結果の見かた・記事（論文）の利用の仕方

を御紹介します。 

フリーワード「地震 津波 防災」と入力すると自動的に AND検索し、900件以上ヒットします（2016.7現在）。

そのうちの 1件を例に、検索結果の見方を説明します。 

１．地震・津波避難に対する児童の意識の分析と学習内容の検討 : 質問紙調査への小学 6 年生の回答を

もとに 

２．三田幸司  

３．広島大学附属三原学校園研究紀要   ４．6   ５．111-116  ６．2016-03-28  

７．機関リポジトリ  

 上記の各番号の項目には、以下の事項が書かれています。 

 １．記事名  ２．記事の著者名  ３．掲載雑誌名  ４．掲載巻号  ５．掲載ページ  ６．掲載年月日 

 この雑誌記事を読みたい場合は、掲載雑誌である『広島大学附属三原学校園研究紀要』 6号 2016年 3月

発行が、中央図書館に所蔵されているかどうか、蔵書検索で確認してください。 

※この雑誌（巻号）は、中央図書館では所蔵していません。 

 ７．機関リポジトリ CiNii PDF-オープンアクセス CiNii 外部リンク のアイコンの場合は、論文が公開されて

おり、PDFファイルを印刷できます（府立図書館内のデータベース検索用端末からの場合は有料になりま

す）。    

  CiNii 定額アクセス可能 の場合は、府立図書館が契約しているので館内のデータベース検索用端末から

印刷可能です（有料）。その他、CiNiiに個人として年間登録（契約）する・必要な記事だけに料金を払う、など

のアイコンがあります。 

   また、所蔵していない雑誌（巻号）は、所蔵館へ訪ねていただくか、あるいは所蔵館からコピーを取り寄せ

る（有料）ことになります。 

■新聞記事を調べる 

テーマに関連する新しい情報を調べるには、新聞記事を調べる方法があります。 

中央図書館には、主な新聞を保存していますので、過去の新聞記事を読むことができます。過去の新聞

記事の掲載日や内容を調べるには、新聞記事データベースの検索が役に立ちます。 

 

http://www.library.pref.osaka.jp/site/central/database.html#zasshikiji
http://www.library.pref.osaka.jp/site/central/database.html#zasshikiji
http://www.library.pref.osaka.jp/site/central/database.html#zasshikiji
http://www.library.pref.osaka.jp/site/central/database.html#shizen
http://www.library.pref.osaka.jp/site/central/database.html#shizen
http://www.library.pref.osaka.jp/site/central/database.html#zasshikiji
http://www.library.pref.osaka.jp/site/central/database.html#zasshikiji


48 

「教材開発のための図書館活用ガイド」大阪府立中央図書館（2016 年 7 月作成） 

【中央図書館で利用できるおもな新聞記事データベース】 

各データベースの詳細（検索可能年や収録データ）については、「ご利用いただけるおもなデータベース 

新聞記事」をご参照ください。  

データベース名 検索できる新聞 備考 

聞蔵（きくぞう）Ⅱビジュアル 朝日新聞 『AERA』『週刊朝日』の記事検索も可能 

ヨミダス歴史館 読売新聞 地域版も検索可能 

日経テレコン 21 日本経済新聞など 日経 4紙の記事、企業・人事検索も可能 

毎索 毎日新聞 『エコノミスト』「世論調査」も検索可能 

The Sankei Archives 産経新聞 東京都内版、大阪府下版も検索可能 

ＥＬＮＥＴ（イーエルネット）  全国新聞・雑誌記事紙面データベース 1988

年以降を収録 

■関連リンク 

・みんなで防災のページ (内閣府） 

http://www.bousai.go.jp/kyoiku/minna/index.html 

防災の取り組みを考えるために役立つ情報などを提供 

・防災危機管理 eカレッジ （総務省消防庁） 

http://www.e-college.fdma.go.jp/ 

防災や危機管理について映像と音声で学ぶことができる。入門コース・一般コース・専門コース」がある。 

・災害・防災情報 （国土交通省） 

http://www.mlit.go.jp/saigai/ 

「災害への事前の備え」「大規模自然災害への支援体制」など。全国のハザードマップもあり。 

・地震本部 (政府地震調査研究推進本部) 

http://www.jishin.go.jp/ 

「都道府県ごとの地震活動」、子どもが地震について学べる「キッズページ」などを提供 

・防災情報 (気象庁） 

http://www.jma.go.jp/jp/quake/ 

各地の震度に関する情報などを提供 

・震災情報 東日本大震災 

http://info.shinsai.yahoo.co.jp/ 

東日本大震災に関するリンク集（Yahoo!） 

  ・熊本地震災害支援 

     http://kumamotojishin.yahoo.co.jp/ 

     これから参加できる熊本ボランティア情報まとめ(Yahoo) 

・東日本大震災に関する情報(大阪府立図書館) 

http://www.library.pref.osaka.jp/site/info/tohoku-jishin2011.html 

・大阪府立中央図書館 で実施した展示資料 

「自然災害と対策 ～ 近畿の自然災害史」（平成 17年 9月 1日～9月 18日） 

「防災」（平成 22年 1月 19日～1月 31日） 

「東日本大震災発生から 1年」 （平成 24年 2月 10日～4月 11日）  

 

http://www.library.pref.osaka.jp/central/database.html
http://www.library.pref.osaka.jp/site/info/lib-online.html#asahi
http://www.library.pref.osaka.jp/site/info/lib-online.html#yomiuri
http://www.library.pref.osaka.jp/site/info/lib-online.html#nikkei
http://www.library.pref.osaka.jp/site/info/lib-online.html#mainichi
http://www.library.pref.osaka.jp/site/info/lib-online.html#sankei
http://www.bousai.go.jp/minna/
http://www.bousai.go.jp/kyoiku/minna/index.html
http://www.e-college.fdma.go.jp/
http://www.mlit.go.jp/saigai/
http://www.jma.go.jp/jp/quake/
http://info.shinsai.yahoo.co.jp/
http://kumamotojishin.yahoo.co.jp/
http://www.library.pref.osaka.jp/site/info/tohoku-jishin2011.html
http://www.library.pref.osaka.jp/central/saigaishi.html
http://www.library.pref.osaka.jp/central/bousai.html
http://www.library.pref.osaka.jp/central/oneyearafter.html

