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広島修道大学図書館 作成日 2015.12.1 

 
 

「広島（ヒロシマ）」についての調べる際のガイドとして活用してください。 

“■”このマークが付いているデータベースは、図書館ホームページ にリンクされています。 

テーマ・キーワードを確認する 

広島の何について調べるのか、テーマからキーワードを 

見つけましょう。 

 

＜歴史＞浅野藩、毛利元就、頼山陽、平清盛 

＜観光＞宮島、縮景園、世界遺産、スキー場 

＜原爆＞原爆ドーム、被曝者、被団協、原水禁、記念館 

＜産業＞マツダ、三菱重工業、養殖、蔵元 

＜祭＞とうかさん、やっさ祭り、フラワーフェスティバル 

＜スポーツ＞カープ、サンフレッチェ、JT サンダース 

＜食文化＞お好み焼き、つけ麺、牡蠣、もみじまんじゅう 

 
 

 

 

テーマ・キーワードを調べる 

文献を探す前に、テーマに関する基本的な知識を得て、 

背景などを調査しましょう。 

 

＜図書館で所蔵している事典類＞ 

資料名 請求記号 配架場所 

広島県人物・人材情報リスト 2011 281.76/N71 2 階参考図書 

広島県方言辞典 818.76/H73 2 階参考図書 

広島県人名事典 281.03/H73 書庫 2層 

広島県大百科事典上下巻 291.76/H73 書庫 2層 

広島県現代文学事典 910.33/I96 書庫 3層 

■JapanKnowledge Lib 

日本有数の辞書・辞典を中心に構築された知識データ

ベース。『日本大百科全書』、『現代用語の基礎知識』、

『日本国語大辞典』などから検索できます。 

■ブリタニカ・オンライン・ジャパン 

日本語の『ブリタニカ国際大百科事典』と英語の 

Encyclopedia Britannica をベースとした知の 

ポータルサイトです。 
 

基本的な統計情報 
 

 

テーマによっては基本的な統計資料も活用しましょう。 

 

＜図書館で所蔵している統計類＞ 
 

 

資料名 請求記号 配架場所 

広島県統計月報 Z350/HIR-003 
1 階書庫 

（雑誌・紀要） 

広島県統計年鑑 351.76/H73 2 階参考図書 

広島市勢要覧 217.6/H73 書庫 2層 

広島市統計書 351.76/H73 書庫 3層 

広島県の人口 358.1/Ko52 書庫 3層 

広島県の工業 505.9/H73 書庫 3層 

広島農林水産統計年報 610.59/C62 書庫 3層 

■広島県のホームページ   ■広島市のホームページ 

図書を探す 

 

オンライン目録（OPAC）で所蔵図書を検索できます。 

 

＜図書館で所蔵している図書の一例＞ 
 

＜歴史＞ 分類記号 217.6 

資料名 請求記号 配架場所 

図説広島県の歴史シリーズ 217.6/Z8 ３階一般図書 

＜観光＞ 分類記号 291.76 

資料名 請求記号 配架場所 

神の島宮島を楽しむ 291.76/C49 ３階一般図書 

＜原爆＞ 分類記号 559.7（核）210.75（歴史）369.37（被団協） 

資料名 請求記号 配架場所 

核兵器のない明日を願って 369.37/H37 ３階一般図書 

＜産業＞ 分類記号 602.17 

資料名 請求記号 配架場所 

移りゆく広島湾と暮らし 602.17/C62 ３階一般図書 

＜祭＞ 分類記号 386.17 

資料名 請求記号 配架場所 

広島県の祭り 386.17/Ma64 ３階一般図書 

＜スポーツ＞ 分類記号 780.21（広島のスポーツ） 

            783.7（野球）783.47（サッカー） 

資料名 請求記号 配架場所 

スポーツ文化広島 100 年 780.21/H73 書庫 3層 

＜食文化＞ 分類記号 383.8 
資料名 請求記号 配架場所 

広島お好み焼物語 383.8/N56 ３階一般図書 

 

＜図書館で所蔵している図書以外から探す場合＞ 

■CiNii(ｻｲﾆｨ) Books:大学図書館が所蔵する図書を探す 

全国の大学図書館等が所蔵する図書の情報を検索でき

ます。 

■Webcat Plus 

明治以前の図書から新刊書までの日本語の図書が「連想

検索」できます。所蔵している図書館も表示されます 

■NDL-OPAC 

国立国会図書館の蔵書目録です。国内で刊行されている

図書などが検索できます。 

広島（ヒロシマ）について調べる 



  2/2 

雑誌を探す 

 

オンライン目録（OPAC）で所蔵雑誌を検索できます。 

 

＜図書館で所蔵している主な雑誌・紀要＞ 

資料名 請求記号 配架場所 

広島平和科学 P76B/064-002 2 階電動書架 

厳島研究 Z210/ITS-001 
1 階書庫 

（雑誌・紀要） 

広島県立文書館だより Z210/HIR-005 
1 階書庫 

（雑誌・紀要） 

ビジネス界 Z330/BIJ-005 
1 階書庫 

（雑誌・紀要） 

広島県人口移動統計 

調査報告 
Z330/HIR-007 

1 階書庫 

（雑誌・紀要） 

広島商工会議所所報 Z670/HIR－002 
1 階書庫 

（雑誌・紀要） 

広島県立美術館年報 Z700/HIR-001 
1 階書庫 

（雑誌・紀要） 

 

＊図書館で所蔵していない場合に国内で刊行されている

雑誌を次のサイトで探すことができます。 

■CiNii(ｻｲﾆｨ) Books：大学図書館が所蔵する雑誌を探す 

全国の大学図書館等が所蔵する雑誌の情報を検索でき

ます。 

■NDL-OPAC 

国立国会図書館の蔵書目録。国内で刊行されている雑誌、

雑誌記事などの検索ができます。 

 

雑誌記事を探す 

図書館が接続しているデータベースを利用して雑誌記事

を探してみましょう。 

■CiNii(ｻｲﾆｨ) Articles－日本の論文を探す 

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し、検索された論文の引用文献情報

や本文を PDF ファイルで閲覧することが可能です。 

■日経ＢＰ記事検索サービス 

『日経ビジネス』や『日経エコロジー』など、日経 BP

社が発行している雑誌の検索・閲覧が可能です。 

■毎索 

毎日新聞社発行の『エコノミスト』に掲載された記事

（1989 年 10 月から現在まで）の検索・閲覧が可能です。 

 

中国新聞で新聞記事を探す 

 

最新 1年分の原紙は 2階新聞コーナー、過去 2年分は 

新館書庫１階にあります。 

縮刷版は 2 階電動書架、マイクロフィッシュ・マイクロ

フィルムはマイクロ資料室に配架をしています。 

 

 

 

資料名 過去のもの 

中国新聞 

縮刷版：1966 年 9 月-1975 年 5 月 

マイクロフィッシュ：1975 年 6 月-1999 年 

マイクロフィルム：2000 年- 

（半年ごとに作成されます） 

 

データベースで新聞を探す 

 

キーワードや日付などで、簡単に新聞記事を検索するこ

とができます。 

 

＜２階レファレンスカウンターでの代行検索＞ 

 

■日経テレコン（従量制） 
中国新聞始め、各地方の新聞記事検索できます。 

その他、専門データベースを収録しており、企業情報や 

財務情報に関連する情報をより詳しく検索できます。 

 

＜図書館ホームページから利用できるデータベース＞ 

 ＊ただし、地方（広島）版ではないため、都市圏の 

情報に限られます。 

視聴覚資料で広島を見る 

DVD などの視聴覚資料でも広島について見ることができ

ます。次の資料はその一部です。２階視聴覚コーナーで 

自由に視聴することができます。 

資料名 請求記号 

黒い雨 [映像資料]  

: 広島・長崎原爆の謎 
080/N71 

船の生まれる島 : 広島県・因島 291/N71 

ふるさとの民俗芸能 : 記録映画 386.8/H73 

赤ヘル伝説 : 広島東洋カープのすべて 783.7/N71 

 

図書館にない資料を入手するには 

 

広島県内の公立図書館、文書館は郷土資料の収集、保存に

努めています。また、他大学図書館、国立国会図書館が 

所蔵している資料は複写・借受を申し込むことができます。

図書館２階レファレンスカウンターで申し込むか、

MyLibrary の《文献の複写》《資料の借用》を利用して申

し込んでください。ただし、料金は自己負担です。 

■広島県立図書館 ■広島市立図書館 ■広島県立文書館 

データベース名 収録新聞 収録期間 

日経テレコン 
日経四紙 

(経済、産業、MJ、

金融) 

1975.4-現在 
金融 1987-2008 

聞蔵Ⅱビジュアル 朝日新聞 1879.1-現在 

ヨミダス歴史館 読売新聞 1874.11-現在 

毎索 毎日新聞 1872.3-現在 


