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「先生のための図書館活用ガイド」大阪府立中央図書館（2018年 2 月作成） 

 

情報収集の基本 

 

■はじめに 

ここでは、大阪府立中央図書館の所蔵資料の調べ方を中心に、基本的な情報収集の方法をご紹介します。 

 

■目次 

１．図書を調べる 

1.-1.蔵書検索を使う 

1-2.テーマの本棚で探す 

1-3.参考図書を使う 

２．雑誌の論文・記事を調べる 

３．新聞の記事を調べる 

４．インターネットを調べる 

 

 

 

１．図書を調べる 

1-1.蔵書検索を使う 「大阪府立図書館 蔵書検索」 

蔵書検索では、書名で検索するのが一般的ですが、この場合、書名に検索ワードが含まれている図書しか

探すことができません。特定の書名の図書を探すのではなく、関連図書を一覧したいというときに使う主な

検索方法として、「全項目検索」と「分類検索」というものがあります。 

入力方法等に多少の違いはあるかもしれませんが、基本的には全国の図書館で使える検索方法です。 

 

【例】府立図書館にある「教育関連の図書」を検索する 

全項目検索 

（1）資料種別の「図書」にチェックを入れる 

（2）キーワード 1の項目をプルダウンして「全項目」を選択 

（3）「多文化教育」「授業研究」等、お探しの図書に関する言葉（キーワード）を入力 

   （画面イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/
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分類検索 

     （1）資料種別の「図書」にチェックを入れる 

     （2）キーワード 5「分類」の右にある「分類参照」ボタンをクリック 

     （3）「類目表」3 類 社会科学＞「綱目表」370 教育 と進み、「3 類 社会科学要目表」でお探しの分野に

近い分類番号を選択 （372は教育史・事情） 

       ※該当件数が 1000件を超える場合は、出版年等、その他の条件を入力して絞り込みます。 

（画面イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この方法を使うと、書名に関係なく、関連図書を検索することができます。 

 

注意！ 

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「２．雑誌の論文・記事を調べる」「３．新聞の記事を調べる」をご覧ください。 

 

1-2.テーマの本棚で探す 

図書館に来館したら、テーマに関する本を集めている本棚へ行って探すのも1つの方法です。検索と違って

思わぬ収穫があるかもしれません。例えば教育分野だと、関連テーマの図書は以下の棚に並んでいます。 

詳しくは図書館のカウンターでお尋ねください。 

 

・学習指導： 生活指導「375.2」、国語科「375.8」（3階・棚番号 18、19） 

・読書法： 読書指導「019.2」（4階・棚番号 01） 

・作文： 論文作法「816.5」、文例集「816.8」（4階・棚番号 26）    等 

 

1-3.参考図書を使う 

図書館では、必要な事項をピンポイントに調べるための図書（例：辞書、事典、白書、統計、法令集等） 

を「参考図書」として、一般の図書とは別の棚に並べています。 

参考図書で基本的事項を確認することによって、検索キーワードや関連分野の幅が広がることもあります。 

 

※多くの方にご利用いただけるよう、参考図書は貸出不可としています。 

図書館内での閲覧・複写でご利用ください。 

 

 

 

 



3 

「先生のための図書館活用ガイド」大阪府立中央図書館（2018年 2 月作成） 

 

２．雑誌の論文・記事を調べる 

図書として出版されていない速報的な情報や学術論文等は、雑誌に掲載されている場合があります。 

論文情報を調べるときには、Web サイト「CiNii Articles」が便利です。学術雑誌や研究紀要の論文情報が収

録されています（一部本文の閲覧も可能）。 

そのほか、当館では、以下の雑誌の記事・論文検索データベースを当館内でご利用いただけます。 

 

雑誌記事・論文検索データベース 

MAGAZINEPLUS（マガジンプラス） ： 総計 1000万件以上にのぼる雑誌・論文情報を収録 

Web OYA-bunko（大宅壮一文庫） ： 1988年以降の大衆紙を中心とした雑誌記事情報を収録 

雑誌記事索引集成データベース ： 明治以降の全国誌・地方誌の雑誌記事情報を収録 

 

※当館で所蔵していない雑誌（巻号）は、所蔵館へ尋ねていただくか、あるいは所蔵館からコピーを取り寄せ

ることになります（有料）。コピーの取り寄せ方法等について、詳しくは職員にお問い合わせください。 

 

３．新聞の記事を調べる 

過去の出来事・ニュースを調べる際に便利です。 

当館では大手 5紙について、古いものでは明治時代のものから所蔵しています。 

所蔵資料や利用方法等、詳しくは当館ホームページ「新聞コーナーのページ」をご覧ください。 

また、以下の新聞記事検索データベースも当館内でご利用いただけます。 

 

新聞記事検索データベース 

聞蔵Ⅱビジュアル ： 『朝日新聞』『AERA』『週刊朝日』の記事を収録 

日経テレコン 21 ： 日経 4紙の記事や、企業・人事に関する情報を収録 

ヨミダス歴史館 ： 『読売新聞』（地域版含む）の記事を収録 

毎索 ： 『毎日新聞』『エコノミスト』の記事や「世論調査」を収録 

ＥＬＮＥＴ（イーエルネット） ： 1988年以降の全国新聞・雑誌記事情報を収録 

 

ここまで、大阪府立中央図書館での情報収集の方法としていくつかご紹介しましたが、全国の多くの 

公共図書館では、本の分類方法等で共通のルールを採用しています。そのため、当館での情報収集の 

方法を覚えていただければ、それを他の図書館でも応用していただくことができます。 

最後に、図書館の外でも情報収集で利用することが多いインターネットについて、少しご紹介します。 

 

４．インターネットを調べる 

 あらゆる情報を調べる際に便利な反面、情報の信頼性や正確性の判断が必要とされるため注意が必要 

です。具体的には以下の点をチェックして、情報の精度を高めます。 

誰が書いたのか？…その情報を書いたのが、公的機関・専門家であれば信頼性は高くなります。 

一方、匿名で書かれたものは注意が必要です。 

いつ書かれたか？…ホームページの更新日などを確認し、情報として古いものでないかを確認します。 

どうやって書かれたか？…そのページに書かれていることに根拠があるか、妥当な調査手法を用いて    

いるか等を確認します。 

当館の「分野別情報リンク集」をはじめ、図書館等のホームページでは調べものに役立つ Webサイト 

を紹介しています。ぜひ参考にしてみてください。 

https://ci.nii.ac.jp/
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/newspaper.html
http://www.library.pref.osaka.jp/site/info/lib-online.html#asahi
http://www.library.pref.osaka.jp/site/info/lib-online.html#nikkei
http://www.library.pref.osaka.jp/site/info/lib-online.html#yomiuri
http://www.library.pref.osaka.jp/site/info/lib-online.html#mainichi
http://www.library.pref.osaka.jp/site/central/subjectrink.html
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教材開発の本 

 

▼このリストの見方 

タイトルに下線があるものは、大阪府立図書館所蔵資料のデータにリンクしています。 

※タイトルの下は （出版者 出版年月 請求記号）です。 

基本書マーク★  おすすめマーク◆  生徒におすすめ♪ 

 

■教材開発とは 

教育メディアの開発と活用 教育工学選書 

（ミネルヴァ書房 2015.3 375/1113N） 

教材事典 教材研究の理論と実践 ★ 

（東京堂出版 2013.9 375/1083N） 

「教材学」現状と展望 上下 

（日本教材学会 2008.11 375/955N） 

教材設計マニュアル ◆ 

（北大路書房 2002.4 375/684N） 

 

■各教科等について 

数学的リテラシーの育成を図る教材の開発 

（日本教材文化研究財団 2016.9 375.4/826N） 

社会参加を視点にした中学校社会科の教材と評価に関する研究 

（日本教材文化研究財団 2016.9 375.3/708N） 

「サブカル×国語」で読解力を育む ◆ 

（岩波書店 2015.10 375.8/816N） 

公民教育とは何か 

（ミネルヴァ書房 2015.10 371.6/126N） 

英語デジタル教材作成・活用ガイド 

（大修館書店 2014.8 375.8/806N） 

古文教材の考察と実践 

（おうふう 2014.5 375.8/802N） 

技術科教材論 

（竹谷教材株式会社出版事業部 2012.9 375.5/84N） 

写真でみる障碍のある子どものための課題学習と教材教具 

（ミネルヴァ書房 2012.3 378/1153N） 

体育の教材を創る 運動の面白さに誘い込む授業づくりを求めて 

（大修館書店 2012.2 375.4/731N） 

日本史授業で使いたい教材資料 

（清水書院 2012.1 375.3/605N） 

 

https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021400174649
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021302252220
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10020801474900
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10000001802208
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021400424510
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021400424513
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021400256628
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021400261185
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021400084929
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021400058451
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021202113863
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021102007755
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021101992394
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021101975012
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持続可能な社会と地理教育実践 

（古今書院 2011.1 375.3/588N） 

学校と博物館でつくる国際理解教育 ◆ 

（明石書店 2009.8 375/982N） 

 

■デジタル教材 

我が国における各教科のデジタル教科書の活用及び開発に関する総合的調査研究 

（教科書研究センター 2017.6 375/1149N/） 

教科書・教材のデジタル化に関する調査研究全体報告書 

（教科書研究センター 2012.2 375/1048N） 

デジタル教科書のゆくえ 

（TAC株式会社出版事業部 2012.1 375/1036N） 

電子黒板・デジタル教材活用事例集 

（教育開発研究所 2011.2 375/1019N） 

 

▼関連リンク 

・国立教育政策研究所「NiCER DB」 

http://nicer-db.jp/ 

小学校から高等学校までの授業で使える「デジタル教材」や授業事例等を検索できるデータベース。 

・日本放送協会「NHK for School」 

http://www.nhk.or.jp/school/ 

小中高向け学校放送番組をストリーミング動画配信。授業活用の導入ガイドあり。 

・科学技術振興機構「SCIENCE CHANNEL」 

http://sciencechannel.jst.go.jp/ 

科学技術の動画サイト。学習教材として利用可。 

・情報処理推進機構「教育用画像素材集」 

https://www2.edu.ipa.go.jp/ 

学校や教育機関で無料利用できる画像・動画等 17,000点を検索できるデータベース。 

・日本教育情報化振興会 

http://www.japet.or.jp/ 

教育の情報化を進めている団体。さまざまな情報や研修プログラムの提供、広報・普及活動等を実施。 

・学習ソフトウェア情報研究センター「GENES 全国学習情報データベース」 

http://www.gakujoken.or.jp/nicer/index.html 

教材コンテンツ等 13万件以上を検索できるデータベース。 

 

 

https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021001811770
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10020901587422
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021400538133
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021202035710
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021101973053
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021001821035
http://nicer-db.jp/
http://www.nhk.or.jp/school/
http://sciencechannel.jst.go.jp/
https://www2.edu.ipa.go.jp/
http://www.japet.or.jp/
http://www.gakujoken.or.jp/nicer/index.html
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漢字について調べる 

 

▼このリストの見方 

タイトルに下線があるものは、大阪府立図書館所蔵資料のデータにリンクしています。 

※タイトルの下は （出版者 出版年月 請求記号）です。 

基本書マーク★  おすすめマーク◆  生徒におすすめ♪ 

 

 

▼漢字辞典・漢和辞典 

●漢詩・漢文の読解に役立つ！ 

全訳漢辞海 第 3版 ★♪ 

（三省堂 2011.2 813.2/35N/）  

   専門家からも評価の高い漢和辞典。最新版は第 4版。 

大漢語林 ★ 

（大修館書店 1992.4 813.2/9N/(2)）  

語例、用例が豊富な漢和辞典。 

旺文社漢字典 第 3版 

（旺文社 2014.10 813.2/51N/） 

 

●日本文学の漢字調べに役立つ！  

新潮日本語漢字辞典 ★◆ 

（新潮社 2007.9 813.2/47N/）  

   日本で独自に発展をした「日本語の漢字」のための辞典。熟字訓や漢文訓読語等を収録。 

角川現代漢字語辞典：五十音引き 

（角川書店 2001.1 813.2/38N/） 

新明解現代漢和辞典 

（三省堂 2012.1 813.2/48N/） 

 

▼もっとくわしく調べるための本 

●漢字の歴史、語源・成り立ち 

漢字の文化史（ちくま学芸文庫）  

（筑摩書房 2007.6 L821.2/67N/） 

漢字語源語義辞典  

（東京堂出版 2014.9 821.2/110N/）  

大漢和辞典 修訂版 全 13巻 ★ 

（大修館書店 1984.4-86.4 A1/711/） 

最大級の漢和辞典で、大部な辞典であるが、基本書と言えるもの。 

講談社新大字典 ★ 

（講談社 1993.3 813.2/13N/） 

1冊ものの漢和辞典としては、最高峰の資料。 

 

●四字熟語 

新明解四字熟語辞典 第 2版 

（三省堂 2013.7 813.4/47N/）  

https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=10021001834731
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000000025186
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400120240
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400120240
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=10020701263037
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=10000001721853
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=10021101951822
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020701208889
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400108735
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10000000217101
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10000000136743
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021302212303
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021302212303
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●部首の話 

図説部首がわかる字源事典  

（木耳社 2007.3 821.2/63N/）          

 

●いろいろな辞書 

同音同訓異字辞典 活用自在  

（柏書房 1994.9 811.2/42N/） 

略字字典 漢字をやさしく  

（新風書房 2003.10 811.2/122N/）  

似て非なる漢字の辞典 

（東京堂出版 2000.7 821.2/36N/）  

 

▼子どものための本 

はじめてつかう漢字字典 学習指導要領完全準拠小学校教育漢字 1006字 

（フレーベル館 2014.11 Ｊ813/55N/） 

漢字の歴史 古くて新しい文字の話(ちくまプリマー新書) 

（筑摩書房 2014.9 Ｊ821/10N/） 

漢字のひみつ(学研まんが新ひみつシリーズ) 

（学研教育出版 2014.6 J811/121N/） 

学年別漢字のなりたちの王様 １ 1・2年生かん字のなりたち 

（岩崎書店 2012.11 J821/8N/1） 

広がる!漢字の世界 1 漢字はこうして生まれた! 

（光村教育図書 2012.2 J811/113N/1） 

おもしろ漢字塾 1 漢字の成り立ち 

（金の星社 2010.2 J811/107N/1） 

 

▼こんな本はいかがですか？ 

漢字の使い分けときあかし辞典♪ 

（研究社 2016.3 811.2/208N/）  

学生・教師・社会人のための漢字ハンドブック 

（和泉書院 2015.1 811.2/205N/） 

 

▼関連リンク 

  ・文化庁「国語施策・日本語教育」 

  http://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/ 

  常用漢字、敬語等についてはここで審議。日本の国語施策の最新情報が手に入る。 

・公益財団法人 日本漢字能力検定協会 

  http://www.kanken.or.jp/ 

  各種検定情報や漢字に関する豆知識等、漢字にまつわる様々な情報を得ることができる。 

・大修館書店「漢字文化資料館」 

  http://kanjibunka.com/ 

  漢和辞典出版の老舗・大修館書店が、漢字・漢詩・漢文の情報を提供。 

 

http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020601163395
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000000056566
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000001931404
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000001687429
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400133469
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400133469
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400102542
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400102542
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400058108
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400058108
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021202107365
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021202107365
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021101999650
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021101999650
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020901673865
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020901673865
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400318599
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400264582
http://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/
http://www.kanken.or.jp/
http://kanjibunka.com/
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昔話・伝説について調べる 

 

▼このリストの見方 

タイトルに下線があるものは、大阪府立図書館所蔵資料のデータにリンクしています。 

※タイトルの下は （出版者 出版年月 請求記号）です。 

基本書マーク★  おすすめマーク◆  生徒におすすめ♪ 

 

■事典類（概要の把握や、次の調査への手がかりに） 

日本昔話事典 ★ 

(弘文堂 1978 388.1/61/) 

 世界神話伝説大事典 

(勉誠出版 2016.8 164/106N/) 

昔話・伝説小事典 

(みずうみ書房 1987.11 259/1129/#) 

  

■概説書 

日本昔話ハンドブック ★ 

(三省堂 2010.6 388.1/361N/) 

世界昔話ハンドブック ★ 

(三省堂 2004.4 388/147N/) 

決定版世界の民話事典 

(講談社 2002.12 L388/139N/) 

  昔話入門 

(ぎょうせい 1997.10 388/77N/) 

授業に生きる日本の民話・世界の民話 シリーズことばの学び手を育てる授業 3 ◆ 

(図書文化社 1996.6 375.8/261N/) 

 

■昔話を集めた本・全集・叢書 

日本昔話通観 （第 1巻-第 29巻） ★ 

(同朋舎出版 1989.12-1990.7 388.1/60/） 

日本昔話大成 （全 12巻） 

(角川書店 1979.5-1980.9 388.1/97/) 

日本の昔話 （全 30巻） 

(日本放送出版協会 1973-1980 388.1/21/) 

日本昔話百選 

(三省堂 2003.7 388.1/399N/) 

世界の民話 （全 37巻） 

(ぎょうせい 1977-1986 259/617/#) 

https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10000000217207
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021400386164
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10000000217209
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021001710503
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10000001961576
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10000001900308
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10000001423692
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacTifTilListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10000001240073
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10000001188094
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10000000362735
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10000001492815
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10005000326942
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10000000291933
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■あの昔話はどの本に？  

民話・昔話集作品名総覧 (全 2巻) 

(日外アソシエーツ 2004.9-2015.10 388/152N/) 

民話・昔話集内容総覧 （全 3冊） 

(日外アソシエーツ 2003.4-2012.11 388/138N/) 

民話・昔話全情報 （全 4冊） 

(日外アソシエーツ 1992.6-2016.4 388/21N/) 

日本の児童文学登場人物索引 民話・昔話集篇 

(DBジャパン 2006.11 909/218N/) 

世界の児童文学登場人物索引 アンソロジーと民話・昔話集篇 

(DBジャパン 2005.6 909/240N/) 

どんな民話ききたい? 日本の民話 1500選・全ガイド 

   (偕成社 1984.9 J/2340/) 

 

■妖怪や妖精に絞った本 

日本怪異妖怪大事典 

(東京堂出版 2013.7 388.1/687N/) 

河童伝承大事典 

(岩田書院 2005.6 388.1/486N/) 

妖精学大全 

(東京書籍 2008.8 388.3/103N/) 

図説妖精百科事典 

(東洋書林 2004.3 388/148N/) 

世界の怪物・魔物文化図鑑 ◆ 

(柊風舎 2010.10 388/189N/) 

 

▼関連リンク 

・国際日本文化研究センター「怪異・妖怪伝承データベース」 

http://www.nichibun.ac.jp/YoukaiDB/ 

民俗関係の調査等でこれまでに報告された怪異・妖怪の事例を網羅的に収集。同サイトでは、他にも 

「怪異・妖怪絵姿データベース」、「怪異・妖怪画像データベース」を提供。 

・「まんが日本昔ばなしデータベース」 

http://nihon.syoukoukai.com/ 

TBS 系列で放送された「まんが日本昔ばなし」全 1474 話について、あらすじ等を掲載。地域別、類型別に

検索可能。 

  ・国立民族学博物館「日本昔話資料：稲田浩二コレクションデータベース」 

    http://htq.minpaku.ac.jp/databases/inada/ 

    国立民族学博物館が、研究者・稲田浩二氏の口話収集の研究成果を元に作成したデータベース。昔話を

キーワードで検索できるほか、地域別でも参照でき、話ごとに収集地、概要、話形分類等のデータが収録

されている。 

https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10000001997902
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10000001885633
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10000000075967
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10020601105335
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10005000730847
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10000000493244
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021302219023
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacTifTilListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10005000742894
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacTifTilListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10020801420890
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10000001960808
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021001784057
http://www.nichibun.ac.jp/YoukaiDB/
http://nihon.syoukoukai.com/
http://htq.minpaku.ac.jp/databases/inada/
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地域（大阪）の特色について調べる 

 

▼このリストの見方 

タイトルに下線があるものは、大阪府立図書館所蔵資料のデータにリンクしています。 

※タイトルの下は （出版者 出版年月 請求記号）です。 

基本書マーク★  おすすめマーク◆  生徒におすすめ♪ 

 

 

▼府史・市町村史  

 （例） 大阪府史 第 1巻 古代編 

・中之島図書館ホームページの「大阪府内市町村史誌目録」もご覧ください。 

 

▼統計書 

   (例) 大阪市統計書 第 104回(平成 28年版) 

 

▼府政資料 

(例) 大阪府の推計人口 平成 28年 10月 1現在 年報 

大阪府のみなと No.116 

 

▼こんな本はいかがですか？ 

●全般  

大阪力事典 まちの愉しみ・まちの文化 

（創元社 2004.12 302.1/616N/） 

大阪の教科書 大阪検定公式テキスト ◆ 

（創元社 2009.4 291.63/1443N/(2)） 

大阪学 続 

（経営書院 1994.11 302.1/129N/） 

 

●自然・地理 

おおさかの環境 大阪府環境白書より (年刊) 

（[大阪府]環境農林水産部環境農林水産総務課 1986- 519.2/40N/） 

大阪の河川 

（[大阪府]都市整備部河川室 2006.10 517.2/115N/） 

生きものから見た大阪の自然 大阪の環境指標種 100 

（三菱 UFJ環境財団 2007.3 462.1/148N/） 

大阪湾の自然と再生 （OMUPブックレット） 

（大阪公立大学共同出版会 2008.3 519.4/270N/） 

 

●産業全般 

大阪の経済 （年刊） 

（大阪市経済戦略局 1998- 332.1/208N/）   

なにわの経済データ 統計でみる大阪経済の現状 （年刊） 

（大阪産業経済リサーチセンター 2002- 330.5/89N/(2)） 

 

http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000000524744
https://www.library.pref.osaka.jp/site/osaka/shishi.html
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400505651
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400466579
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400546858
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000002022242
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020901529798
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000000092351
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020601136457
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020801416122
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020801374517
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数字で見る経済 大阪のポテンシャル 2008年度版   

（大阪都市経済調査会 2009.3  332.1/1800N/） 

 

●商工業 

大阪の商業 平成 19年 商業統計調査結果表 

（[大阪府]総務部統計課 2008.12 670.5/7N/） 

大阪の工業 工業統計調査結果表 （年刊） 

（大阪府総務部統計課 1989- 505.9/5N/） 

大阪の元気!ものづくり企業 世界をリードする大阪のものづくり看板企業 （年刊） 

（大阪府商工労働部 2009- 509.2/371N/） 

大阪の伝統工芸 

（大阪府商工労働部商工振興室ものづくり支援課 2009.3 750.2/49N/（2）） 

近代大阪職人(アルチザン)図鑑 ♪ 

   （大阪歴史博物館 2016.5 750.2/199N/(2)） 

大阪の交通白書 （年刊） 

（大阪府交通安全協会 1981- 682.1/5N/） 

 

●農林水産業 

南河内地域の伝統的な農産物 野菜&食 

（近畿農政局高石統計・情報センター 2004.3 626/106N/） 

なにわの伝統野菜 

（大阪府立農林技術センター 2001 626/81N/） 

食べてや大阪の野菜・くだもの Do遊農おおさか 

（大阪農林統計協会 2005.3 611.4/164N/） 

大阪の農作物 平成 17年産 

（近畿農政局大阪農政事務所 2006.9 615/97N/） 

 

●歴史 

大阪府の歴史 （県史） ◆ 

（山川出版社 2015.1 216.3/368N/） 

なにわの歴史八景 ♪ 

（せせらぎ出版 2010.8 216.3/855N/） 

人づくり風土記 27(49) 大阪の歴史力 

（農山漁村文化協会 2000.3 210.5/3N/27/49） 

水都大阪盛衰記  (新なにわ塾叢書) 

   (ブレーンセンター 2009.8 216.3/836N/) 

大阪城とまち物語 難波宮から砲兵工廠まで 

（フォーラム・A 2007.9 J216/26N/(2)） 

 

●文化・風俗 

天神祭 なにわの響き 

（創元社 1994.7  386.1/96N/(2)） 

水都大阪の民俗誌 （大阪叢書） 

（和泉書院 2007.12 382.1/634N/） 

http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020901563989
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020801512779
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020901636571
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400346162
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000001998723
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000001788176
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10005000825752
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020601095429
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400157455
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400157455
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021001753796
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000001644579
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020901587808
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020701244674
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000000053647
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020701328569
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大阪味探訪 おおさかの味ガイドブック 

（おおさかの味ガイドブック作成委員会 2007 596/1175N/(4)） 

南大阪の伝統食 （OMUPブックレット） 

(大阪公立大学共同出版会 2008.8 383.8/714N/) 

大阪ことば辞典 ★ 

   (東京堂出版 1995.9 818.6/24N/(2)) 

関西・大阪・堺における地域言語生活 （OMUPブックレット） 

（大阪公立大学共同出版会 2009.1 818.6/81N/） 

大阪弁「ほんまもん」講座 

 （新潮社 2006.3 L34/160N） 

 

●写真集 

なつかしき大阪 写真でたどる大阪の歴史・魅力再発見!   

（文芸社 2003.8 216.3/617N/(2)） 

大阪 （VACUUM PRESS） 

（VACUUM PRESS 2007.1 748/2065N/） 

水の都、橋の都 モダニズム東京・大阪の橋梁写真集 

（東京堂出版 1994.7 515/22N/） 

飛んで翔んで大阪 航空写真集 

（大阪新聞社 1991.1 A291/193N/(2)） 

目で見る大阪市の 100年 （上巻・下巻） ♪ 

（郷土出版社 1998.10 A216/1103N/(4)） 

 

▼関連リンク 

・大阪府ホームページ 

http://www.pref.osaka.jp/ 

大阪府に関する統計資料や府政だより、公報等を見ることができる。キッズページ（リンク集）もあり。 

・大阪歴史博物館 

http://www.mus-his.city.osaka.jp/ 

館蔵品や図書をキーワードで検索可能。館蔵品は、一部ホームページ上で閲覧できるものもある。 

・大阪市立住まいのミュージアム「大阪くらしの今昔館」 

http://konjyakukan.com/ 

近代大阪の町並み等に関する常設展の紹介や、屏風等の館蔵品の解説を見ることができる。 

・大阪府立中央図書館 展示「大阪の歴史と文化」（平成 18年 6月 21日～7月 16日） 

http://www.library.pref.osaka.jp/central/tenji0606index.html 

   展示「大阪の歴史と文化」で展示した大阪に関する当館所蔵資料の一覧を見ることができる。 

   ※展示当時の所蔵資料のみ 

 

▼大阪に関する詳しい調査についてのご相談は、大阪府立中之島図書館で承っております。 

・大阪府立中之島図書館（06-6203-0474） 

http://www.library.pref.osaka.jp/site/nakato/ 

・おおさかページ 

http://www.library.pref.osaka.jp/site/osaka/ 

http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020701209448
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020801448195
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000000908684
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020801502645
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020500953104
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000001911025
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020601131342
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000000090695
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000000012942
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10000001542321
http://www.pref.osaka.jp/
http://www.mus-his.city.osaka.jp/
http://konjyakukan.com/
http://www.library.pref.osaka.jp/central/tenji0606index.html
http://www.library.pref.osaka.jp/site/nakato/
http://www.library.pref.osaka.jp/site/osaka/


13 
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原子力発電について調べる 

 

▼このリストの見方 

タイトルに下線があるものは、大阪府立図書館所蔵資料のデータにリンクしています。 

※タイトルの下は （出版者 出版年月 請求記号）です。 

基本書マーク★  おすすめマーク◆  生徒におすすめ♪ 

 

■原子力発電とは 

原子力がわかる事典 正しく知ろう! ★ 

（PHP研究所 2012.9 J539/15N/） 

原発・放射能キーワード事典 ★ 

（旬報社 2012.3 543.5/436N/） 

原発・放射能図解データ ◆♪ 

（大月書店 2011.8 543.5/339N/） 

女子大生のゲンパツ勉強会 ♪ 

（新日本出版社 2014.1 543.5/625N/） 

娘と話す原発ってなに? 

（現代企画室 2011.10 543.5/376N/） 

わが子からはじまる原子力と原発きほんのき クレヨンハウス・ブックレット 

（クレヨンハウス 2011.8 543.5/346N/） 

原子力ハンドブック 

（オーム社 2005.11 539/113N/） 

 

■原発事故について 

ハンドブック原発事故と放射能 岩波ジュニア新書 ★ 

（岩波書店 2012.11 L1J/727N/） 

原子力発電所が二度と過酷事故を起こさないために 原子力政策への提言 

（科学技術国際交流センター 2016.1 543.5/756N/） 

東日本大震災後の放射性物質汚染対策 放射線の基礎から環境影響評価、除染技術とその取り組み 

（エヌ・ティー・エス 2012.3 539.6/177N/） 

福島原発事故と国民世論 

（ERC出版 2014.10 543.5/678N/） 

原発事故 20年 チェルノブイリの現在 

（柏書房 2011.11 748/2536N/） 

チェルノブイリ被害の全貌 調査報告 

（岩波書店 2013.4 543.5/567N/） 

放射線被曝の歴史 アメリカ原爆開発から福島原発事故まで 

（明石書店 2011.10 539.6/19N/） 

 

https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021202084086
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021101995799
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021101919054
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021400008056
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021101942527
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021101915856
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10020701300394
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021202119687
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021400305853
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021202009959
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021400117084
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021101949326
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021302188645
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021101946119
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■原発について考える 

14歳からの原発問題 14歳の世渡り術 ★♪ 

（河出書房新社 2011.9 J543/15N/） 

原発とどう向き合うか 科学者たちの対話 2011〜'14 新潮新書 

（新潮社 2014.8 L34/583N/） 

どうする原発どうなる放射線 核廃絶の願いとともに 

（日本機関紙出版センター 2011.5 543.5/304N/） 

わが国における原発のあり方 豊かな国民生活を支えるベースロード電源として社会に受容されるために 

（経済同友会 2015.3 539/288N/） 

メディアは原子力をどう伝えたか メディア総研ブックレット 

（花伝社 2011.9 070.4/197N/） 

独仏「原発」二つの選択 筑摩選書 ◆ 

（筑摩書房 2016.9 539/299N/） 

みんなの知らない世界の原子力 

（日本電気協会新聞部 2017.3 543.5/784N/） 

原発事故後のエネルギー供給からみる日本経済 東日本大震災はいかなる影響をもたらしたのか 

（ミネルヴァ書房 2016.7 501.6/841N/） 

 

▼関連リンク 

・経済産業省資源エネルギー庁「原子力政策の状況について」 

http://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/nuclear/001/ 

日本における各種関連政策に関する情報やリンク集。 

・内閣府「原子力委員会」 

http://www.aec.go.jp/  

日本政府の「原子力利用に関する基本的考え方」等を掲載。 

・原子力規制委員会 

https://www.nsr.go.jp/index.html 

原子力利用における安全の確保を図るための行政機関。 

・一般社団法人「日本原子力産業協会」 

http://www.jaif.or.jp/ 

各原子力発電所に関する情報等を掲載。 

・福井県若狭町「原子力発電所キッズレポート」 

http://www.town.fukui-wakasa.lg.jp/genden/index.html 

原子力発電所とその仕事についてわかりやすく記述。 

・関西電力「おしえて！かんでん： 原子力発電について」 

http://www.kepco.co.jp/brand/for_kids/teach/2017_01/index.html 

原子力発電についてわかりやすく解説。 

https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021101934299
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021400092631
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021101884122
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021400281682
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021101930581
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021400395254
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021400477011
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021400375647
http://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/nuclear/001/
http://www.aec.go.jp/
https://www.nsr.go.jp/index.html
http://www.jaif.or.jp/
http://www.town.fukui-wakasa.lg.jp/genden/index.html
http://www.kepco.co.jp/brand/for_kids/teach/2017_01/index.html
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環境問題について調べる 

 

▼このリストの見方 

タイトルに下線があるものは、大阪府立図書館所蔵資料のデータにリンクしています。 

※タイトルの下は （出版者 出版年月 請求記号）です。 

基本書マーク★  おすすめマーク◆  生徒におすすめ♪ 

 

■環境問題とは 

環境キーワード事典 

（日経 BP社 2014.1 519/1625N/） 

世界の環境問題 （第 1巻-第 11巻） ★ 

（緑風出版 2005.12-2015.11 519.2/235N/） 

最新環境百科 

（丸善出版 2016.1 519/1694N/） 

環境用語辞典 ハンディー版 

（共立出版 2010.4 519/755N/） 

 

■地球温暖化 

地球温暖化の事典 

（丸善出版 2014.3 451.3/254N/） 

地球温暖化：そのメカニズムと不確実性 

（朝倉出版 2014.12 451.3/257N/） 

異常気象と温暖化がわかる 

（技術評論社 2016.6 451/197N/） 

 

■生物多様性 

世界の絶滅危惧生物図鑑 

（丸善出版 2014.1 460.3/42N/） 

生物多様性のしくみを解く 

（工作舎 2014.4 468/214N/） 

農村計画と生態系サービス 

（農林統計出版 2014.12 611.1/552N/）  

 

■廃棄物 

循環型社会キーワード事典 

（中央法規出版 2007.10 518.5/488N/） 

廃棄物処理早わかり帖 

（東京法令出版 2015.12 518.5/532N/） 

廃棄物年鑑 （年刊） 

（環境産業新聞社 1978- 519.7/14N/） 

 

http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400003324
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020500894117
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400300562
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021001697253
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400031776
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400141184
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400141184
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400346110
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400005866
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400005866
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400039862
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400141816
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020701268694
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400278007
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■再生可能エネルギー 

自然エネルギーと環境の事典 

（東洋書店 2013.11 501.6/731N/） 

ゼロから始める暮らしに生かす再生可能エネルギー入門 

（家の光協会 2014.8 501.6/758N/） 

脱原発と再生可能エネルギー 

（北海道大学出版会 2015.2 539/264N/） 

 

■環境汚染 

トコトンやさしい環境汚染の本 

（日刊工業新聞社 2014.9 519/1645N/） 

海・川・湖の放射能汚染 

（緑風出版 2014.7 519.4/318N/） 

ダイオキシンと「内・外」環境 

（九州大学出版会 2015.9 519/1673N/） 

もっと知りたい PM2.5の科学 

（日刊工業新聞社 2016.1 519.3/353N/） 

 

■海外の取組み 

実践低炭素革命 

（生産性出版 2014.12 519/1652N/） 

スウェーデンの環境都市政策 

（古今書院 2015.2 519.1/1541N/） 

ドイツエネルギー変革の真実 

（エネルギーフォーラム 2015.12 501.6/818N/） 

主要国の環境とエネルギーをめぐる比較政治 

（東信堂 2016.1 519.1/1579N/） 

 

▼関連リンク 

・一般財団法人環境イノベーション情報機構「EICネット」 

http://www.eic.or.jp/ 

環境教育・環境保全活動に関する幅広い情報を提供。 

・国立研究開発法人国立環境研究所「国立環境研究所ホームページ」 

http://www.nies.go.jp/ 

研究内容・成果について発信。 

・環境省「環境省ホームページ」 

http://www.env.go.jp/ 

環境省各部局からの施策や統計等幅広い情報を網羅。 

・大阪府環境農林水産総合研究所「エコギャラリー おおさかの環境ホームページ」 

http://www.pref.osaka.jp/kannosuisoken/ecogallery/ 

大阪府の環境施策や条例、現状等を収録。 

http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021302275683
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400084883
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400084883
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400156897
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400156897
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400108731
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400079114
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400237438
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400297906
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400141066
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400171779
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400286971
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400297884
http://www.eic.or.jp/
http://www.eic.or.jp/
http://www.nies.go.jp/
http://www.env.go.jp/
http://www.pref.osaka.jp/kannosuisoken/ecogallery/
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日本の食文化について調べる 

 

▼このリストの見方 

タイトルに下線があるものは、大阪府立図書館所蔵資料のデータにリンクしています。 

※タイトルの下は （出版者 出版年月 請求記号）です。 

基本書マーク★  おすすめマーク◆  生徒におすすめ♪ 

 

■日本の食文化とは 

日本料理とは何か 和食文化の源流と展開 

（農山漁村文化協会 2016.4 383.8/992N/） 

和食とは何か （和食文化ブックレット 1） 

（思文閣 2015.11 383.8/974N/） 

和の食文化 1 郷土料理に見る日本人の知恵 ♪ 

（岩崎書店 2015.20 J383/111N/1） 

世界遺産になった食文化 8 日本人の伝統的な食文化和食 

（WAVE出版 2015.3 J/383/103N/8） 

日本の食文化 「和食」の継承と食育 ◆ 

（アイ・ケイコーポレーション 2016.9 383.8/751N/） 

和食と食育 和食のこころを受け継ぎそして次世代へ 

（アイ・ケイコーポレーション 2014.3 383.8/920N/） 

日本の食生活全集 （1～50） ★ 

（農山漁村文化協会 1984-1993 383.8/101/） 

 

■日本食文化の歴史を知る 

日本食物史 ★ 

（吉川弘文館 2009.7 383.8/736N/） 

食卓の日本史 和食文化の伝統と革新  

（勉誠出版 2015.12 383.8/982N/） 

たべもの日本史総覧 

（新人物往来社 1994.4 383.8/110N/） 

日本古代食事典 

（東洋書林 1998.11 383.8/282N/） 

日本食文化人物事典 人物で読む日本食文化史 

（筑波書房 2005.4 383.8/558N/） 

日本の食文化史年表 

（吉川弘文館 2011.7 383.8/811N/） 

http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400336664
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400277886
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400154762
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400178826
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021400406829
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400022843
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10000001188754
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020901566560
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400290529
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000000122639
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000001526704
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000002061134
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021101899677
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021101899677
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■料理を知る 

日本の味探究事典 ◆ 

（東京堂出版 1996.1 383.8/175N/） 

日本各地食べもの地図 西日本編 ♪ 

（帝国書院 2011.2 J383/97N/） 

図説江戸料理事典 

（柏書房 1996.4 383.8/177N/） 

日本料理店のだし図鑑 

（柴田書店 2016.5 596.2/937N/） 

日本料理大全 プロローグ 

（シュハリ・イニシアティブ 2015.12 596.2/931N/） 

創業の逸品 日本の食文化を彩る厳選 88品 

（生活情報センター 2004.8 588/195N/） 

 

■食材を知る 

日本食品大事典 

（医歯薬出版 2017.3 498.5/1244N/） 

食品図鑑 

（女子栄養大学出版部 2006.4 498.5/341N/） 

食料の百科事典 

（丸善 2001.11 498.5/1004N/） 

だからやっぱり日本食 海外から見た日本食の魅力 

（東京図書出版 2013.12 498.5/2173N/） 

 

▼関連リンク 

・農林水産省「食文化」 

http://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/ 

ユネスコ無形文化遺産登録に関する情報や、料理法、料理の紹介等を掲載。 

・「郷土料理ものがたり」 

http://kyoudo-ryouri.com/ 

日本全国の郷土料理を、地域や分類、名前等で検索できるデータベース。多言語対応。 

・関西広域連合「関西の食・食文化」 

http://www.kouiki-kansai.jp/koikirengo/jisijimu/nosui/kansainosyoku/index.html 

関西各府県の郷土料理や、「京料理」「だし文化」といったキーワードを紹介。 

・味の素食の文化センター「アーカイブス」 

https://www.syokubunka.or.jp/archives/ 

江戸時代の食文化を知る「錦絵アーカイブス」等のコンテンツを提供。 

http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000001240796
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021001849769
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021001849769
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000001241833
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400340615
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021400281465
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000001996214
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400465299
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020500952970
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000001782919
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021302280007
http://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/
http://kyoudo-ryouri.com/
http://www.kouiki-kansai.jp/koikirengo/jisijimu/nosui/kansainosyoku/index.html
https://www.syokubunka.or.jp/archives/
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こどもの資料で調べる 

 

▼このリストの見方 

タイトルに下線があるものは、大阪府立図書館所蔵資料のデータにリンクしています。 

※タイトルの下は （出版者 出版年月 請求記号）です。 

基本書マーク★  おすすめマーク◆  生徒におすすめ♪ 

 

○目次 

■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 

  ▼関連リンク 

 

▼児童資料の蔵書検索   「大阪府立図書館蔵書検索」 

蔵書検索の画面で、「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いただくと、 

中央図書館の児童資料のみを検索することができます。    

利用対象 一般 児童 

検索対象図書館 中央 中之島 

 

■参考図書 

総合百科事典ポプラディア 新訂版 ★ 

（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。全 12 巻。 

（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） 

調べる学習子ども年鑑 （年刊） ★ 

（岩崎書店 2015- J304/32N/） 

本編の写真はカラー。ニュース編、資料編あり。調べ学習に使いやすいよう最新データや統計情報をまとめて

いる。10 年前のニュースも掲載。資料編では、気象、産業、文化などの分野で、日本と世界のデータあり。 

（中学年から） 

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、

https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMnuTopInitAction.do
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021001815288
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交通などについて、グラフや表で説明している。（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） 

 

■テーマ別の資料 

●人物 

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） 

●日本の歴史・地理・くらし 

日本の歴史 -ビジュアル図鑑- 

（学研プラス 2016.9 J210/449N/） 

総ルビ。写真・図版が豊富。原始から現代まで、時代ごとにさまざまなテーマに沿って説明。各時代の人々の 

暮らしの様子も分かる。巻末に索引あり。（高学年から） 

道具からみる昔のくらしと子どもたち １ 家の仕事 

（農山漁村文化協会 2016.3 J382/38N/1） 

総ルビ。全６巻。昭和 20 年代から 40 年代の暮らしを、子どもたちを中心に紹介。当時の写真を多数使用。 

巻末には、道具の詳しい説明がある。（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） 

日本地理データ年鑑 

（小峰書店 2017.3 J291/295N/） 

日本や都道府県のすがたを、豊富な写真や図表を用いてランキング形式で紹介。 

注目のトピックスなども掲載する。グラフやデータをダウンロードできる。（中学年から） 

よくわかる!記号の図鑑 １ 交通、乗り物、案内、指示の記号 

（あかね書房 2015.2 15/171/801） 

   日常生活でよく目にする記号やマークをテーマごとに豊富に収録している。２巻：リサイクル・環境、 

３巻：ユニバーサルデザイン・福祉・医療、４巻：文字・単位、５巻：スポーツ・遊びなど。全５巻。（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。 

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
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021400392269
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021400316168
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=10021400464944
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021400166731
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021101895559
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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） 

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 巻ごとに、１つ

の国を取り上げる。全 36 巻。（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） 

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。全８巻。（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） 

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。全８巻。（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） 

調べようごみと資源 1 くらしの中のごみ ◆ 

（小峰書店 2017.4 J518/60N/1） 

部分ルビ。イラスト、写真やグラフを用いてわかりやすく説明されている。暮らしの変化とごみ、ごみ処理のしく

みなどについて項目に分けて説明。巻末には、もっとくわしく知りたい人への解説あり。全６巻。（中学年から） 

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)] 2001.7- 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」を元にまとめている。 

（中学年から） 

 

●科学 

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） 

 

https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021400271848
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=10020901661302
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020801363001
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021400162669
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021302208924
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020901529298
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021400483349
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020801514730
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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」など各テーマの図鑑は、『学研の図鑑』『小学館の図鑑 NEO』『ポプラディア情報館』 

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） 

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） 

 

▼関連リンク 

・大阪府キッズページ（リンク集） 

http://www.pref.osaka.lg.jp/koho/kidslink/index.html 

小学生から高校生まで役に立つリンク集。環境、防災などのテーマごとに、大阪府の取り組みを調べられる。 

・公益財団法人図書館振興財団「図書館を使った調べる学習コンクール」 

https://www.toshokan.or.jp/contest/ 

図書館を活用した「調べる学習」の研究成果を発表するコンクール。 

・外務省国際協力局「探検しよう！みんなの地球」 

   http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sanka/kyouiku/kaihatsu/chikyu/index.html 

各国の情報や統計データを調べられる。「知って得する世界のクイズ」もあり。 

・子どものための地球環境問題専門サイト 

http://www.ecology-kids.jp/link.html 

子どもが環境問題を調べる際に便利なリンク集あり。 

・総務省統計局「なるほど統計学園」 

http://www.stat.go.jp/naruhodo/ 

分野、都道府県、国別に統計を探せる。統計グラフの作り方も分かる。 

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
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020701181060
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021400316384
http://www.pref.osaka.lg.jp/koho/kidslink/index.html
https://www.toshokan.or.jp/contest/
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sanka/kyouiku/kaihatsu/chikyu/index.html
http://www.ecology-kids.jp/link.html
http://www.stat.go.jp/naruhodo/

