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1836（天保 7）年～1919（大正 8）年、大分県宇佐市金屋（旧島原藩領宇佐郡）生まれ。 

広瀬水路の設計・施工者。日本三大疎水に関係。明治政府に出仕。 
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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（複数可） 

疎水 潅漑 水路 日本三大疎水（安積
あ さ か

疎水 那須
な す

疎水 琵琶
び わ

湖
こ

疎水） 広瀬井手（水

路 井路 井堰） 

 

入門的な情報源 

そもそも、「南 一郎平」って、どんな人？ 

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）＞ 

書名（著者） 請求記号 出版年／該当ページ 

『大分県人物志』  A 280 /ｵ / 1976年／P762 

『大分百科事典』  A 030 /ｵ / 1980年／P754 

『宇佐市史』 上・中・下巻 A 214 /ｳ / 1975,1977,1979年 

『大分県歴史人物事典』  A 280.3 /ｵ / 1996年／P482 

『大分歴史事典』 A 030 /ｵ / 1990年 

『日本国語大辞典』 R 813.1 /ｼ /  

『総合百科事典ポプラディア』 K 031 /ｿ / 2011年 

 

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＞ 

A289 伝記（郷土） A611 農業経済（郷土） A614 農業工学（郷土） 

○ OPACで調べる 

オンライン目録（ＯＰＡＣ）で宇佐市民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。 

南
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＜図書館で所蔵している図書（一例）＞ 

○ 南一郎平について知る 

書名（著者） 請求記号 出版年／該当ページ 
『南一郎平の世界』 A 289 /ﾐ / 1994年／P90 

『日本三大疎水の父 南一郎平』 

（宇佐学マンガシリーズ ⑤） 

A 289 /ﾐ / 2016年 

『農業利水偉人伝 ５ 南一郎平』 A 289 /ﾐ  2009年 

『近代農政を作った人達 樋田魯一と南一郎平のこと』 A 611.1 /ｶ 2017年 

『南尚翁（南一郎平）』 A 289 /ﾐ / 1988年 

『シルバー人材センターだより 第２９号』  2016年 

『一郎平を今に【ファイル入り】』 A289/ｳ 2016年 

○ 広瀬井手（井路・水路・井堰）について知る 

書名（著者） 請求記号 出版年／該当ページ 

『宇佐の近世水路』 A 614 /ｵ / 1995年／Ｐ1 

『大分県の歴史的農業水利施設Ⅱ』 A 614 /ｵ / 2010年／P14 

『私本豊田一郎翁』 Ａ289 ﾄ 1997年 

『広瀬井堰沿革史』 A 614 /ｶ  2015年 

『近代農政を作った人達 樋田魯一と南一郎平のこと』 A 611.1 /ｶ 2017年／P9～28 

『廣瀬井手と南一郎平傳』 A 289 /ﾐ / 1955年 

○ 三大疎水について知る 

書名（著者） 請求記号 出版年 
『近代を潤す 三大疏水と国家プロジェクト』 A 614 /ﾅ  2009年 

『那須疏水写真百年史』 A 614 /ﾅ  1985年 

『明治の開拓と那須疏水』 A 614 /ﾆ  1985年 

『琵琶湖疏水図誌』 A 614 /ﾋﾞ 1978年 

『産業遺産紀行 京都を救った人工の川 琵琶湖疏水』 

（視聴覚資料） 

DV 602 /ｻ  2014年 

『安積疏水百年史』（貸出禁止） A 614 /ｱ  1982年 

○ 郷土スペースに南一郎平関連コーナーがあります。 

 

●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。 

○「Webcat Plus」  インターネット http://webcatplus.nii.ac.jp/ 

明治以前の図書から新刊書まで約 250 万冊の日本語の図書が「連想検索」できる。所

蔵している図書館も表示される。 

○「Books.or.jp」   インターネット http://www.books.or.jp/ 

国内で発行された入手可能な書籍が検索できる。出版社のホームページやオンライン書

店へのリンクもある。 

雑誌・雑誌記事を探す 

●雑誌の探し方 

○ 図書館内の所蔵を探す 

オンライン目録（ＯＰＡＣ）で宇佐市民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。 

○ 国内で刊行されている雑誌を探す 

http://opac.ndl.go.jp/
http://webcatplus.nii.ac.jp/
http://www.books.or.jp/
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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 「Webcat Plus」  インターネット    http://webcatplus.nii.ac.jp/ 

一致検索では、図書と雑誌が検索できる。所蔵している図書館も表示される。 

 

●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し、検索さ

れた論文の引用文献情報を参照したりすることが可能。 

 

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。 

 

●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、日付等から検索することができま

す。 

＜図書館で利用できるデータベース＞ 

データベース 新聞 収録期間 

大分合同新聞記事見出し検索 大分合同新聞 1918（大正 7）年 1 月～ 

ELDB（有料） 新聞 100 紙、雑誌 250 誌 1988年～ 

 

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 

○「Ｇｏｏ」 http://www.goo.ne.jp 

ロボット型＝自動処理プログラムが情報収集。ヒット数が多いが該当以外のものを含

http://opac.ndl.go.jp/
http://webcatplus.nii.ac.jp/
http://opac.ndl.go.jp/
http://ci.nii.ac.jp/cinii/servlet/CiNiiTop
http://www.yahoo.co.jp/
http://www.google.co.jp/
http://www.goo.ne.jp/


  4/4 

むことがある。 

 

●関連サイトの紹介 

〇宇佐市 ホーム > 観光文化情報 > 歴史・文化 > 南一郎平 

http://www.city.usa.oita.jp/site/kanko-history/32140.html 

 

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）  

○ 琵琶湖疎水記念館 https://biwakososui-museum.jp/ 

〒606-8437 京都府左京区南禅寺草川町 17    電話：075-752-2530 

○ 郡山市開成館 

https://www.city.koriyama.lg.jp/bunka_sports_kanko/bunka/5/9444.html 

〒963-8851 福島県郡山市開成 3 丁目 3-7   電話：024-923-2157 

○ 広瀬資料館 http://hirose-museum.jp/ 

 〒877-0005 大分県日田市豆田町 9-23    電話：0973-22-6455 

 

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 

○「大分県立図書館」 

大分県内の公共図書館が所蔵する資料を検索できる。探している資料がどの図書館にあ

るのかを調べる。 

 

●閲覧／文献複写／現物貸借／購入を依頼する。 

探している資料が宇佐市民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・現物貸借 

国立国会図書館・県内公共図書館など類縁機関の資料の複写・借り出しができます。 

○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。 

詳しくは、宇佐市民図書館職員までお問い合わせください。 

http://www.city.usa.oita.jp/
http://www.city.usa.oita.jp/site/kanko/
http://www.city.usa.oita.jp/site/kanko-history/
http://www.city.usa.oita.jp/site/kanko-history/32140.html
http://opac.ndl.go.jp/
https://biwakososui-museum.jp/
https://www.city.koriyama.lg.jp/bunka_sports_kanko/bunka/5/9444.html
http://hirose-museum.jp/

