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こどもの資料で調べる 
 

■はじめに 

大阪府立中央図書館にはこども資料室があり、児童資料を置いています。 

ここでは、府立中央図書館で所蔵しているこども資料室の資料やその調べ方をご紹介します。 

府立中之島図書館には大阪関係の児童資料が一部ありますが、一般的な児童資料は所蔵していません。 

 

■目次 

▼蔵書検索 

▼書架で探す 

▼参考図書 

▼テーマ別の資料 

●人物 

●日本の歴史・地理・くらし 

●世界の文化・くらし 

●産業 

●環境 

●科学 

●文化・スポーツ 

 

 

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

本を検索するときは、「利用対象」を「児童」、「検索対象図書館」を「中央」にチェックを入れて検索していただくと、

中央図書館の児童資料のみの検索ができます。    

利用対象 一般 児童 

検索対象図書館 中央 中之島 

 

▼書架で探す 

こども資料室には、それぞれの書架に棚番号がふられています。 

OPACで検索すると、所在の部分に棚番号が表示されます。 

 

例） 調べもの     １５ 

     戦争      １ 

     おおさか                           ２ 

ノンフィクション・伝記・国語・生き方（宗教） １０ 

歴史・戦争・地理    １１ 

社会・世界の文化・年中行事   １２ 

工業・産業・環境    １４ 

算数・コンピュータ・理科の実験  １６ 

宇宙・天体・地学・恐竜   １７ 

植物・園芸・昆虫・鳥・魚   １８ 
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動物・哺乳類・人間（健康・性教育）  １９ 

料理・手芸・美術・工作   ２０ 

音楽・演劇・スポーツ・あそび   ２１ 

バリアフリー          ３４ 

 知識絵本     ２２ 

 

▼参考図書 

新・どの本で調べるか 2006年版 調べたい本がかならず探せる 

（リブリオ出版 2006.5 J028/4N/） 

冊子版は 2005年に刊行された資料についての解題。それ以前の資料については、付属 CD-ROMで検索できる。

（一般向け） 

調べ学習の基礎の基礎 だれでもできる赤木かん子の魔法の図書館学 改訂版 

（ポプラ社 2011.2 J375/91N/） 

総ルビ。イラストが多く楽しく読める。目次や索引の機能、図書館の使い方などわかりやすく説明している。著作権

や引用、要約の仕方など実際のレポートを書くための技術も載っている。（中学年から） 

辞典・資料がよくわかる事典  読んでおもしろい 

（PHP研究所 2007.10 J015/2N/） 

総ルビ。国語辞典、漢字辞典などの引き方、辞典の選び方・使い方のコツや、辞典の歴史などイラストを多く用い

てわかりやすく解説している。辞典・資料のおもしろクイズも載っている。（中学年から） 

総合百科事典ポプラディア 新訂版 全 12 巻 

（ポプラ社 2011.2 J031/99N/1） 

項目数は 24500。カラー図版。12巻索引、別冊付録:新訂総合百科事典ポプラディアのつかいかた。（中学年から） 

kidsジャポニカ 小学百科大事典 新版  

（小学館 2013.12 J031/166N/） 

総ルビ。カラー写真。索引なし。世界の国旗、世界全図あり。各県の人口・面積など基本データあり。（中学年か

ら） 

朝日ジュニア学習年鑑 （年刊） 

（朝日新聞出版 2009- J059/6N/） 

総合年鑑。本編の写真はモノクロ。戦後史年表、国旗、世界地図、索引あり。時事ニュース解説、前年のできごと、

各県の概要。産業統計、世界の国の概要などの項目あり。2000-2004 年は『朝日学習年鑑』、2005-2008 年は『朝

日ジュニア百科年鑑』として刊行。2009 年から同タイトルになる。（高学年から） 

日本のすがた 表とグラフでみる社会科資料集 （年刊）  

（矢野恒太記念会 1973- J351/1N/） 

「日本をもっと知るための社会科資料集」。部分ルビ。元データは『日本国勢図会』。人口、経済、産業、貿易、交

通などについて、グラフや表で説明している。1990 年からこども資料室で所蔵。2001 年までは国勢社刊行。 

（高学年から） 

現代用語の基礎知識 学習版 大人はもちろん子どもにも （年刊） 

（自由国民社 1999- J031/82N/） 

部分ルビ。巻頭特集としてニュースな人名、トレンド・チェックなどの項目がある。また、国際情勢、政治/経済、情

報/社会、環境/科学、文化/スポーツの５大項目は、小テーマの解説と基礎語の説明で構成されている。索引あり。

（高学年から） 

 

 

 

 

http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020601003773
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021001826265
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020701272015
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021001815288
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021302275569
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▼テーマ別の資料 

調べ学習の資料はいろいろありますが、各テーマごとに主な資料を紹介します。 

調べもののコーナーがありますが、各分類ごとの棚にも調べ学習に使える資料はたくさんありますので、そちらも

併せてご覧ください。 

一般資料と違い、大半が貸出可能です。そのため、貸出中で確認できない資料も一部あります。 

●人物 

人物を調べる事典 どの人物をどうやって調べるか 

（リブリオ出版 1990.6 J280/9N/） 

歴史上の人物、作家、画家、作曲家など 500 人の人物紹介と本のリストが載っている。文献内の掲載ページも載

っていて、調べるのに便利。学校図書館・公共図書館にある本を対象としており、専門書は除外されている。（高

学年から） 

世界を動かした世界史有名人物事典 1000年-冒険家・発明家からアーティストまで 

（PHP研究所 2005.1 J280/44N/） 

総ルビ。活字は小さい。「科学者」「変革者」など 10 の項目に分類し、年代順に著名人を紹介している。図版が多く、

興味のある分野を眺めるだけでも楽しめる。索引あり。（高学年から） 

日本をつくった日本史有名人物事典 1175人-さまざまなジャンルのヒーローたち 

（PHP研究所 2008.3 09/58/281） 

総ルビ。活字は小さい。世界史と同じ構成で、「タレント・演出家」「作家・文学者」など 11 項目からなる。索引が詳

細。図版が多い。（高学年から） 

ノーベル賞がわかる事典 世界を変えた偉業の数々 

（PHP研究所 2009.9 J377/5N/） 

総ルビ。受賞の条件や選考方法、日本人の受賞者の研究テーマの紹介、著名な世界の受賞者の紹介など。 

図版が多く、情報量は少ない。（中学年から） 

●日本の歴史・地理・くらし 

日本の歴史 ビジュアル （ニューワイドずかん百科） 

（学研 2006.9 J210/303N/） 

総ルビ。写真・図版が豊富。旧石器時代から平成までを時代ごとに説明。巻末に人物事典、索引、年表あり。（低

学年から） 

日本なんでも年表 すぐに使える 

（岩崎書店 2005.4 09/52/210） 

政治、暮らしと産業、科学、宗教・芸術・スポーツ、人物の５大項目と、「米」「宇宙開発」「仏教」「オリンピック」など

181 の小テーマからなる。各テーマを年表形式で説明しているため、歴史や変遷を見るのによい。（高学年から） 

絵本日本女性史 １ 原始・古代・中世 

（大月書店 2010.1 J367/149N/1） 

全４巻。歴史のなかの女性を生きいきと描きだす日本史。「４ 学習の手引き」は全巻の索引、参考文献を収録。

（高学年から） 

昔のくらし （ポプラディア情報館） 

（ポプラ社 2005.3 J382/24N/） 

明治時代以降の人々のくらしを紹介。１冊で、住まい、食生活、衣服、子どもの生活、乗り物について調べることが

できる。（中学年から） 

 

 

 

http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000000141680
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000002033061
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020701350310
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020901606087
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020601063919
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10005000477285
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020901655027
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10005000479028
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10005000479028
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町とくらしのうつりかわり 1 みんなの学校、昔と今 

（小峰書店 1992.4 J210/104N/1） 

これ以外に「すまいとくらしの道具」「祭りと行事」「町と工場」など全 10 巻。写真とイラストで昔と今の変化を紹介。

巻末の Q＆A は、こどもの素朴な疑問に答える形で構成されている。（中学年から） 

くらべてみよう!昭和のくらし 1 家族 

（学研 2009.2 J210/333Ｎ/1） 

豊富な写真と普及率などのグラフで視覚に訴える構成。体験談のコーナーや、各巻ごとのテーマに応じた年表も

掲載。全 5 巻。（中学年から） 

昔のくらしの道具事典 

（岩崎書店 2014.9 J383/46N/） 

 明治、大正、昭和の時代に使用されていたくらしの道具を紹介。目次には、道具の写真も載っているので名前がわ

からなくても形から調べることができる。巻末のさくいんでは、名称から調べることができる。（高学年から） 

統計・資料で見る日本地図の本 １ 日本全土 

（岩崎書店 2008.4 08/103/291） 

１巻日本全土、２-８巻各地方。文化財、伝統的工芸品、郷土料理、農林水産・工業についての統計やグラフを地

図上で示しているので、わかりやすい。鉄道路線や道路網地図、市町村合併も載っている。博物館・資料館の一覧

もあり。（高学年から） 

都道府県別日本地理 [1] 北海道・東北地方 （ポプラディア情報館） 

（ポプラ社 2010.3 J291/202N/1） 

「北海道・東北地方」「関東地方」「中部地方」「近畿地方」「中国・四国地方」「九州地方」の全６巻。各県の「自然」

「歴史」「産業」「祭りと行事」などを、豊富なカラー写真とグラフでわかりやすく紹介している。博物館案内も掲載。

（高学年から） 

未来へ伝えたい日本の伝統料理 [1] 春の料理 

（小峰書店 2010.4 J383/96N/1） 

日本各地に伝わる郷土料理を、実際に地元の人たちが作った料理の写真で紹介し、調理方法やその料理が生ま

れた歴史なども解説する。「春の料理」「夏の料理」「秋の料理」「冬の料理」「四季を通じた料理」「日本の食を考え

る」の６巻からなる。「日本の食を考える」には全巻索引あり。 

記号とマーク・クイズ図鑑 

（監修 あかね書房 2014.1 J801/22N/） 

 分野別に代表的な記号を紹介している。クイズ形式になっているので、楽しく学習できる。巻末に五十音順索引あ

り。（中学年から） 

 

●世界の文化・くらし 

国際理解を深める世界の国歌・国旗大事典 

（くもん出版 2011.6 J767/84N/） 

国連加盟国と日本が承認している世界の国ぐにの中から、子どもたちに身近な 60 カ国の国歌・国旗を取り上げ、

現国語での歌詞、和訳、楽譜も掲載。付録ＣＤ付き。 

目で見る世界の国々 別巻 資料・総索引編 

（国土社 1991.4-2007.4 J290/13N/） 

全 70 冊。部分ルビあり。各巻にも索引あり。巻によっては刊行年が古いものもので注意が必要。（中学年から） 

キッズペディア世界遺産 

（小学館 2015.11 15/558/709） 

部分ルビ。世界遺産の説明や各国、地域の世界遺産の紹介が載っている。写真やイラストが豊富で、わかりやす

い。（高学年から） 

 

https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10000000155686
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10020801502246
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10020801502246
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021400107793
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021400107793
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020801362622
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021001694532
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400011387
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021101895559
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020701191592
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacTifTilListToTifTilDetailAction.do?urlNotFlag=100214002718480021400315351
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世界のともだち  01 ルーマニア 

（偕成社 2013.12 J384/45N/1） 

総ルビ、オールカラー。世界 36か国の子どもたちの暮らしを通してその国の生活を紹介する。1巻毎、国が変わる。

（中学年から） 

写真から学ぼう国際理解世界の家 [1] 島の家 

（ほるぷ出版 2007.7-9 J383/61N/1） 

総ルビ。全６巻。情報量は多くないが、写真が大きく見やすい。「山地の家」「水辺の家」などの巻がある。（低学年

から） 

フランスのごはん 絵本世界の食事  

（農山漁村文化協会 2006.12 J383/63N/） 

総ルビ。全 20 巻。市場の様子や、地方料理等が図解されていてわかりやすい。レシピも少し載っている。（中学年

から） 

世界ふくそうの歴史 1 服のはじまり 

（リブリオ出版 2001.3 J383/35N/1） 

部分ルビ。全５巻。衣装の図版が豊富。索引が詳細。巻末に年表あり。（中学年から） 

世界の地理 １ 国別大図解 アジアの国々１  

（学研教育出版 2010.2 J290/92N/1） 

全８巻。地域別・国別に、自然や産業、宗教、料理から、子どもたちの生活まで、豊富な地図・写真・グラフでビジュ

アルに分かりやすく解説。７巻、８巻はテーマ別ビジュアル資料集。８巻に総索引あり。（高学年から） 

 

●産業 

グラフで調べる日本の産業 1 国土と人口 

（小峰書店 2008.3 J602/25N/1） 

全８巻。部分ルビ。各種統計が円グラフや棒グラフで示されるのでわかりやすい。他には「米・野菜・くだもの」「貿

易・運輸」などの巻がある。（高学年から） 

日本の米づくり 1 お米って、なんだろう? 

（岩崎書店 2015.3 J616/66N/1） 

発芽のしくみや、稲の花、穂のつくりなどについて、鮮明な写真とくわしい説明があり、米について多面的に知るこ

とができます。４巻では、お米の最新の研究と、世界の米作りが紹介されています。全４巻。 

調べる!47都道府県 生産と消費で見る日本 2013年改訂版 

（同友館 2013.6 J602/29N/） 

「１.調べてみよう 47 都道府県」で各都道府県の生産と消費のようす、「２.くらべてみよう 47 都道府県」で身近な食

料品 56 品目の全国的に見た生産と消費の数値などを、グラフや表とともに解説。（高学年から） 

 

●環境 

子どものための環境用語事典 

（汐文社 2009.4 J519/172N/） 

部分ルビ。50 音順配列。「地球温暖化」「公害」など、17 項目の分野別目次もある。索引あり。（中学年から） 

ごみとリサイクル （ポプラディア情報館） 

（ポプラ社 2006.3 09/76/518） 

部分ルビ。写真やグラフを用いてわかりやすく説明されている。ごみ処理場の問題、自治体にみる分別の歴史等

の項目もある。（中学年から） 

 

 

 

http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10019100001884
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020701229987
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020601117584
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000001760625
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020901661302
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020801363001
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacTifTilListToTifTilDetailAction.do?urlNotFlag=10021400162669
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacTifTilListToTifTilDetailAction.do?urlNotFlag=10021400162669
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacTifTilListToTifTilDetailAction.do?urlNotFlag=10021302208924
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こども環境白書 （年刊） 

（[環境省総合環境政策局環境計画課(印刷)]  2001- J519/147N） 

部分ルビ。環境省が毎年作成する「環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書」をもとに分かりやすくまとめられ

ている。（中学年から） 

未来をつくるこれからのエコ企業 １ 再資源化率 97%のリサイクル工場 

（汐文社 2013.10 J519/200N/1） 

部分ルビ。人と社会にやさしいものづくりをしているエコ企業を紹介。商品のエコなポイントが写真と説明で分かり

やすく書かれている。社長や社員が、ものづくりの込める思いや読者へのメッセージを語る。全４巻。 

 

●科学 

目でみる単位の図鑑 

（東京書籍 2014.8 J420/24N/） 

総ルビ。単位について写真やイラストでわかりやすく紹介している。たとえば 1kgの説明にはリンゴや 1円玉などさ

まざまなものの 1kg分を実物大で表示している。（中学年から） 

めざせ!フィールド観察の達人 

（偕成社 2003.7 J407/185N/） 

部分ルビ。田んぼ・雑木林・公園等、身の回りのいろいろな場所で生き物や植物を観察する方法が載っている。写

真が豊富で図鑑としても使える。（低学年から） 

科学の実験 （ジュニア学研の図鑑） 

（学研 2009.3 J407/245N/） 

総ルビ。力の実験、磁石の実験など身近な道具でできる実験が載っている。写真が豊富。（低学年から） 

理科実験に役立つ道具のつかい方事典 

（岩崎書店 2001.4 J407/151N/） 

部分ルビ。観察、測定、実験に分けて、それぞれで使う道具の使い方を説明している。工作や実験の仕方なども

載っている。（中学年から） 

理科の実験・観察 物質とエネルギー編 （ポプラディア情報館） 

（ポプラ社 2007.3 J407/232N/） 

部分ルビ。写真が豊富。実験を通して、物質の性質や変化がわかる。「生物・地球・天体編」もあり。（中学年から） 

学校のまわりでさがせる生きもの図鑑 水の生きもの ハンディ版 

（金の星社 2010.2-3 J480/301N/） 

総ルビ。全４巻。昆虫１・昆虫２、動物・鳥編がある。野外観察に役立つ、22センチ、ハードカバーの図鑑。カラー写

真と生息地、大きさと、簡単な説明がついている。（中学年から） 

 

※「昆虫」「植物」「星座」など各テーマごとの図鑑は、『学研の図鑑』『小学館の図鑑 NEO』『ポプラデイア情報館』など、

多くのシリーズがあります。 

 

●文化・スポーツ 

伝統工芸 （ポプラディア情報館） 

（ポプラ社  2006.3 J750/250N/） 

部分ルビ。県別の伝統工芸の紹介、伝統工芸の基礎知識など。写真が豊富。（高学年から） 

伝統芸能 （ポプラディア情報館） 

（ポプラ社 2007.3 J772/7N/） 

部分ルビ。歌舞伎、能、狂言、文楽、雅楽、邦楽、落語等の紹介。沖縄の伝統芸能や伝統芸能の歴史もある。写

真が豊富。（高学年から） 

 

https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacTifTilListToTifTilDetailAction.do?urlNotFlag=10021302257832
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000001910018
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020801514730
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000001740622
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020701181051
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020901673270
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020600962200
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狂言の大研究 “笑い”の古典芸能  

（PHP研究所 2009.2 J773/4N/） 

総ルビ。舞台や装束などの説明や鑑賞するためのポイント、歴史や名曲の紹介、狂言師についてなどイラストや

写真も豊富に紹介している。（中学年から） 

大研究歌舞伎と文楽の図鑑 

(国土社 2016.3 J774/9N/) 

   総ルビ。歌舞伎と文楽について、写真やイラストを用いて説明している。有名な演目の見どころ演じ手や舞台の裏

側についてもよく分かる。(中学年から) 

スポーツ年鑑 （年刊） 

（ポプラ社 2009- J780/54N/） 

部分ルビ。写真が豊富、文字が小さめ。時系列でスポーツ界の主な出来事が紹介され、説明文と記録も各種載っ

ている。索引もかなり詳細。（高学年から） 

学校スポーツ （スポーツなんでも事典） 

（ほるぷ出版 2010.1 J780/55N/） 

学校スポーツの歴史から、各スポーツのルール、世界の学校スポーツ事情まで、学校スポーツに関わるさまざま

な事柄を、テーマごとにまとめて解説。この巻以外にも、サッカー、ゴルフ、陸上競技など各種目別に全 16 巻で解

説している。（高学年から） 

写真で見るオリンピック大百科 1 オリンピックってなに? 

（ポプラ社 2013.4 J780/75N/1） 

部分ルビ。全 5巻。1巻は、オリンピックの歴史、夏季と冬季オリンピックの競技種目の紹介。2～5巻は 1896年の

第 1回アテネ大会から 2012年の第 30回ロンドン大会までの、開催期間、参加国数、参加選手数、日本の参加選

手数、実施競技数、実施種目数などの基本データの他、日本のメダル獲得数や各大会のトピックも掲載。写真も

豊富。（中学年から） 
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