中部大学附属三浦記念図書館 2009/12/12 (C)

東海地震について調べてみよう
東海大地震がまもなく来ると言われています。備えあれば憂いなし。東海地震について調べて
みましょう。

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。
東海地震 / 東南海・南海地震 / 駿河トラフ / 南海トラフ / 地震予知 / 防災対策/
マグニチュード / 活断層 / 液状化現象

用語を調べよう
調べたい内容について、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、用語事典等を引いてみましょう。
◆ 本学図書館所蔵の事典類（一例）

◆
請求記号

資料情報

配置場所

防災白書 / 国土庁編, 年刊

369.305/Ko 45

1階参考
白書コーナー

地震・津波と火山の事典. / 藤井敏嗣, 纐纈一起
編.
丸善, 2008.3

453.03/F 57

1階参考

地震の事典 / 宇津徳治 [ほか] 編. 第2版. 朝倉書
店, 2001.7

453.03/U 96

1階参考

地震防災の事典 / 岡田恒男, 土岐憲三編集. 朝倉
書店, 2000.9

369.31/O 38

1階参考

地震・火山の事典 / 勝又護編. 東京堂出版,
1993.9

453.03/Ka 88

1階参考

図書を探そう
■

テーマの棚を探してみよう！
◆ 関連分野の分類記号 日本十進分類法 新訂9版より ◆
分類記号
453
317.79
518.87

項目

分類記号
369.3
498.89
524.91

地震
防災
防災計画

Original: Chubu Univ.
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項目
災害・災害救助
地震医学
地震工学
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■

OPAC で調べてみよう!
◆ 本学図書館所蔵のテーマに関する図書 （一例） ◆
資料情報
東海地震がわかる本 / 名古屋大学災害対策室編
著. 東京新聞出版局, 2003.4

配置場所

請求記号
369.31/N 27

2階和図書

地震防災のはなし : 都市直下地震に備える / 岡
田恒男, 土岐憲三編. 朝倉書店, 2006.7

369.31/O 38

2階和図書

そこそこ防災マン奮闘記 : 地震被害は減らせる! /
伊東義高著. 鹿島出版会, 2006.7

369.31/I 89

2階和図書

都市震災マネジメント / 翠川三郎編 ; 上田孝行
[ほか] 著. 朝倉書店, 2008.8

524.91/Sh 88/8

2階和図書

地震の教室 / 神沼克伊著.
古今書院, 2003.4

498.54/Sh 99

2階和図書

◆ 本学に所蔵がない場合は、
愛知学院大学・南山大学の図書館(CAN加盟館) の所蔵を調べる
◆ CAN加盟館にも所蔵がない場合は、
の所蔵を調べる
NACSIS WebCatで他の図書館

雑誌・雑誌記事を探してみよう
■

雑誌の探しかた
◆ 本学図書館所蔵のテーマに関する主な雑誌 ◆
雑誌名

■

所蔵年

日本地震学会ニュースレター. 日本地震学会. 隔月刊

1993-1999

Seismo = サイスモ : monthly地震レポート : 地震調査研究推
進本部ニュース / 地震予知総合研究振興会, 月刊

1997-1999

季刊防災. 全国防災協会, 季刊

1968-1994

雑誌記事の探しかた
◆ 本学で利用できるデータベース ◆ (学内専用)
データベース
CiNii
MAGAZINEPLUS

内容
ＮＩＩ（国立情報学研究所）が提供する論文情報ナビゲータ
一般誌から専門誌、大学紀要、海外誌紙まで収録した日本最大規
模の雑誌・論文見出しデータベース
Original: Chubu Univ.
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◆ データベースから雑誌記事が検索できます（一例） ◆
記事情報
「最近の東海地域とその周辺の地震・地殻活動」 『防災』 63(366) p. 16-19 (2009) (CiNii)
「首都直下地震、東海地震発生--いつ起きても不思議ではない大地震のシナリオ」 『Jレス
キュー』 36 p. 91-97 (2008.11) (CiNii)
安藤 康弘「愛知県の東海地震・東南海地震等被害予測 (特集 地震被害想定とその活用(その
1))」 『建築防災』 369 p. 16-23 (2008.10) (CiNii)
大石武司「東海地震に対する静岡県の公共建築物の耐震化(特集テーマ 耐震対策・設計法の
最前線)」 『地盤工学会誌』 56(7) p. 32-35 (2008.7) (MAGAZINEPLUS)

新聞記事を探してみよう
■

新聞記事の探し方 (→パスファインダー「新聞記事の調べかた」も参考にしてください)
◆ 本学で利用できるデータベース ◆ (学内専用)
データベース
新聞
収録期間
聞蔵II ビジュアル for Libraries
朝日新聞
1984年8月～当日朝刊
日経テレコン21
日本経済新聞ほか 1975年～最新記事情報
中日新聞・東京新聞記事データベース
中日新聞・東京新聞 1987年4月1日～当日朝刊

◆ データベースから新聞記事が検索できます（一例） ◆
記事情報
「東海地震想定して臨場感ある訓練 危機管理センター、フル稼働」 朝日新聞. 朝刊. 静岡・１
地方. 2009年1月17日, p. 30 (聞蔵II ビジュアル for Libraries)
「東海地震の長周期地震動、震源付近より首都圏揺れる、地下構造が影響」 日本経済新聞.
朝刊. 2009年2月12日, p. 30 (日経テレコン21)
「大規模災害時は食料を優先供給。県、コンビニと協定」 中日新聞. 朝刊. 県内総合. 2009年3
月22日, p. 19 (中日新聞・東京新聞記事データベース)

AV資料
◆ 本学図書館所蔵のビデオ・DVD （一例） ◆
資料情報
地震. 角川書店, c1997 (DVD)

請求記号
080/D 78/4-3

配置場所
1階視聴覚

大地震 : あなたとあなたの大切な人を守るために!
ジャパン・アート, 1999.5 (VHS)

VT369/Ki 22/1

1階視聴覚

活断層詳細デジタルマップ. 東京大学出版会,
2002.5. (DVD)

454/N 43

1階カウンター

災害と心のケア/ デビッド・ロモ講師. アスク・ヒュー
マン・ケア, 1995 (VHS)

369/Sa 17

1階視聴覚

Original: Chubu Univ.
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テーマに関連するWebサイト
関連サイトの紹介

■
◆

国立科学博物館地震資料館

http://research.kahaku.go.jp/rikou/namazu/index.html

◆

防災科学技術研究所

http://www.k-net.bosai.go.jp/k-net/search/

◆

地震予知連絡会

http://cais.gsi.go.jp/YOCHIREN/ccephome.html

◆

強震ネット

http://www.k-net.bosai.go.jp/k-net/

◆

内閣府防災情報のページ

http://www.bousai.go.jp/

◆

東海地震関連情報」（気象庁）

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

◆

静岡県地震防災センター

http://www.e-quakes.pref.shizuoka.jp/

◆

防災みえ

http://www.bosaimie.jp/mie/

◆

愛知県被災者生活支援情報ハンドブック http://www.pref.aichi.jp/bousai/zisin_saigai/

◆中部大学図書館にない資料を入手するには？
愛知学院大学・南山大学の図書館(CAN加盟館) の所蔵資料を借りる
文献複写/相互貸借
を申込んで文献または資料を取り寄せる
→レファレンスカウンターまでご相談ください

Original: Chubu Univ.
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