
企画 夏休み定番事例 2010.8.25
レファ協事務局

読書感想文の書き方を
知りたいんですが・・・。

工作の宿題に役立ちそ
うな本はありますか？

夏休み中の天気の変化を
調べたい。

この辺りの戦争中の被
害状況を調べています。

夏休み、生徒・学生さんからよくこんな質問されませんか？

セミの一生が分かる資料
はありますか？

あなたの図書館の夏休みの定番レファレンスを
ぜひご登録ください！

すぐに回答に至った事例でもご登録を！
オーソドックスなレファレンスだからこそ、他館には参考になることがあ
ります。

同じ事例、類似事例もどんどんご登録を！
回答内容は館種や規模などによってそれぞれ違うもの。
また、事例作成日が違うだけでも意味があります。

地域密着のレファレンス大歓迎！
地域に関する情報を含む事例は、他にない貴重な情報資源になります。

今登録しておけば、毎年やってくる夏、
きっとどこかの図書館の役に立つはず！
ご協力をお待ちしています♪



夏休み定番事例とは？
夏休み期間中、生徒・学生などから寄せられる定番の質問事例（例：自由研究、調べ学習、

読書へのサポート等に関するもの）を対象とします。

企画にはどうやって参加するの？
夏休み定番事例を登録して頂くことで、参加となります。参加意思表示等は不要です。
備考欄に「夏休み定番事例」と入力することを推奨します。
（理由は、事例をまとめて検索できるようにするためです。）

どんなデータが夏休み定番事例？

◎自由研究、調べ学習に関するものの例

質問（一部編集） 回答（一部編集）

プラネタリウムの作り方が載ってい
る本を探している。（事例提供：千葉
県立中央図書館）

下記の資料等を紹介。
資料１『ペットボトルで作る、調べるなるほど自由研究』（滝川洋二監修 成美
堂出版 2005）
資料２『リサイクルで作る小学生の楽しい工作 作ってみよう！遊んでみよ
う！』（成美堂出版編集部編 成美堂出版 2003）
資料３『小学校理科やってみよう！楽しい自由研究』（森本信也編 東洋館出
版社 2004）
資料４ 雑誌『4年の科学』（2009年5月号 学研）
資料５『ぼくはうみわたしはひかり 色セロハンあそび』(やべみつのり作 童
心社 1999)

硫黄を燃やすとなぜ青い炎が出る
のか。（事例提供：埼玉県立久喜図
書館）

硫黄を燃やした時に青い炎が出る理由が明確に記述された資料は見あたら
なかった。中学生の自由研究で急ぎとのことなので、硫黄の燃焼（酸化）につ
いて比較的わかりやすい解説のある以下の資料を紹介した。
①化学発光に関する資料
『分析化学辞典』〈化学ルミネンス〉「イオウ化合物の酸化のときなどにみられ
る発光も化学ルミネセンスに属すると考えられている」
②硫黄の性質や燃焼に関する資料
『化学のふしぎ やさしい実験』 硫黄を燃やした際の様子やできた気体を
使った実験を紹介している。
『元素の事典』〈硫黄〉『化合物の辞典』〈硫黄〉の項

全国の都道府県の特産品を調べて
いる。（事例提供：岐阜県図書館）

１ 『朝日学習年鑑＜統計＞』（児童：05／ジ）に、都道府県別のデータ集があ
り、そこに特産品も紹介されている。
２ そのほか、児童コーナーの２類、６類の書架を案内する。
３ 一般書では『まるごと都道府県』（351／ク）などがまとまっている。
４ 帝国書院のホームページには「小中高生のページ」があり、「都道府県調
べ」などの情報が紹介されている。

小浜市付近の方言について調べた
い。中学１年生の調べ学習。（事例
提供：福井県立若狭図書学習セン
ター）

中学１年生で理解できそうな資料は限られる。『若狭地方方言地図集』『若狭
の昔話』などの資料がある。



質問（一部編集） 回答（一部編集）

身近な素材を活用した電池の作り方
が知りたい。（事例提供：岡山県立図
書館）

『おもしろ電池百科』は、炭、くだもの、漬け物、スポーツドリンクなど、身近
な素材を使った電池の作り方や、さらに発展して、水素と酸素を反応させる
燃料電池の作り方を紹介している。『発見いっぱいの理科実験』では、脱臭
剤に使う活性炭を使っての電池作りも紹介されている。『楽しく実験・工作小
学生の自由研究』、『ＮＨＫやってみようなんでも実験 ４』、『お手軽実験工
作大作戦』では、くだものや炭での電池の作り方の他に、複数の人の体を
金属同士でつないで電気を起こせることを紹介している。

小学生の学年別の自由研究の本はあ
るか？（事例提供：香川県立図書館）

下記の資料等を紹介した。
・１、２年生の自由研究 手、指をつかうつくってあそぶ 江川多喜雄／著草
土文化 １９９３．６
・３、４年生の自由研究 町や村の、近くの自然をテ－マに 江川多喜雄／著
草土文化 １９９４．６
・５、６年生の自由研究 まわりの自然から世界まで 江川多喜雄／著 草土
文化 １９９３．７

食パンにカビを生やす実験をしていて、
生えたカビの種類を調べたい。（事例
提供：知識の森嵐山町立図書館）

『原色ワイド図鑑 海藻・菌類』 学研 ２００２年
ｐ９８、９９「食品につくカビ」”パンにはえるカビの観察”にカビの種類あり（写
真付）
ｐ１６８「④食品にはえるかび」説明の補足として使えると思われる（文章の
み）
『学習百科大事典アカデミア15自由研究』 東京印書館 １９８０年
ｐ２２８～ｐ２３３「カビの育ち方を調べる」にパンのカビの記述あり

過去３０年ほどの京都市の月ごとの気
温が知りたい（事例提供：京都市醍醐
中央図書館）

『京都市統計書平成１７年版』過去５年分の年間平均気温と、前年度分に
ついては１月～１２月までの月ごとの平均気温あり。この統計書の過去の
分を参照することで調査可能。

池田市内に防空壕跡が残っていると
ころがありますか。（事例提供：池田市
立図書館）

下記資料によると、豊島南1丁目2番9号、十二神社の境内に防空壕跡が
残っています。
・『広報いけだ No.957（2000/8/1号）』の裏表紙：「池田の文化財 防空壕跡」
に、現在の防空壕跡の写真及び説明が載っています。
このあたりは大阪第二飛行場に近く、空襲を受ける可能性が高く、昭和18
年、地元の人々によってつくられたとあります。

「蚊取線香」について調べたい（事例
提供：宮崎市立佐土原図書館）

館内検索でヒットなしのため、『総合百科事典ポプラディア』で「かとりせんこ
う」、蚊取線香の成分の「ジョチュウギク」のページを提示。
『良品活力』、『昔のくらしの道具事典』を提供

◎自由研究、調べ学習に関するものの例（つづき）



◎読書に関するものの例

質問（一部編集） 回答（一部編集）

読書感想文の書き方の本（事例提
供：香川県立図書館）

児童資料コーナーに次のようなものがある。
・感想文書けちゃった！ 読書感想文なんかこわくない 水野寿美子／著 旺文
社 ２００１．４ ０１０／Ｍ４／１－２
・ザ・読書感想文 小学校高学年向 読解力がみるみるつく 空とぶくじらブック
ス 宮川俊彦／著 パテント社 １９９５．５ ０１０／Ｚ２／１－２
・ザ・読書感想文 小学校低学年向 読解力がみるみるつく 空とぶくじらブック
ス 宮川俊彦／著 パテント社 １９９５．５ ０１０／Ｚ２／１－１
・教科書にでてくる詩や文の読みかた・つくりかた ６ 物語や感想文を書いて
みよう ポプラ社 １９９３．４ ９１０／Ｋ３／１－６
・読書感想文を書こう １・２・３年生 まるごとわかる国語シリーズ 金久慎一／
著 岩崎書店 １９９７．１ ８００／Ｍ２／１－３
・読書感想文を書こう ４・５・６年生 まるごとわかる国語シリーズ 吉田幸雄／
著 岩崎書店 １９９７．１ ８００／Ｍ２／１－４
・読書感想文５・６年生 こんなにかんたん！ 松田正子／著 成美堂出版 １９９
９．７ ０１０／Ｍ５／
・読書感想文の書き方 高学年向き 依田逸夫／編著 ポプラ社 １９９５．７ ０１
０／Ｄ２／１－２
・報道文・感想文を書こう ３・４年 作文大すき 畑島喜久生／編 国土社 １９９
４．３ ８１６／Ｈ１／１－６
・物語・感想文を書こう ５・６年 作文大すき 畑島喜久生／編 国土社 １９９４．
２ ８１６／Ｈ１／１－１０

森鴎外「舞姫」の現代語訳で、最
近訳されたもの（事例提供：香川
県立図書館）

次の所蔵あり。
・井上靖全集 第２８巻 井上靖／著 新潮社 １９９７．１１

※現代語訳(更級日記;西行;舞姫)  あり。「舞姫」はｐ.369-386。

次のものが新しいと思われるが、所蔵なし。
・森鴎外「舞姫」: 現代訳 / 森鴎外[他]. -- 審美社, 2001.10 

※森鴎外〔原著〕、安川里香子著
※訳文、鴎外自筆「舞姫」草稿 (複製)、『国民之友』付録「舞姫」原文



◎その他の例

質問（一部編集） 回答（一部編集）

天秤算がわかる本 天秤算につい
て、子どもにも分かる本はないか。
（事例提供：三重県立図書館）

当館所蔵なし。中学受験レベルの、濃度に関する計算方法で、「つるかめ
算」や「旅人算」などまでは記載の児童書は あったが、「天秤算」について
はなし。濃度の計算で、そのような図や式があったものを資料として紹介。

原稿用紙の書き方について、文章
の内容ではなく、体裁について知り
たい。（事例提供：広島県立図書館）

以下の資料を紹介。
１『文章作法事典』樺島忠夫／編 東京堂出版 １９７９（ｐ142～146 原稿用
紙の書き方）
２『入門原稿の書き方：文章のイロハから売れる原稿づくりまで』豊沢豊雄／
著 日本能率協会マネジメントセンター １９９１（ｐ61～64 原稿用紙の大き
さとその決まり（1）・（2））
３『文章教室２０講』馬場博治／著 大阪書籍 １９８３（ｐ235～242 原稿用
紙に向かう注意（一～五））
４『原稿の書き方：実用版』竹俣一雄，鶴田顕三／著 ナツメ社 １９７９（ｐ67
～94 原稿用紙に書く11のルール）
５『実践国語教育大系 第４巻 〈表現〉ジャンル別文章の指導 』飯島孝夫
／〔ほか〕編集 教育出版センター １９８４（ｐ206～207 基本的な「原稿用紙
の書き方」には注意しましょう（1）～（6） ）
６『やさしい文章表現法 新版』中西一弘／編 朝倉書店 ２００８（ｐ204～
206 原稿用紙の使い方）

夏休みに東海道を歩いて東京まで
行くのにチャレンジしたいが、参考に
なる資料を探している。（事例提供：
近畿大学中央図書館）

以下の資料等を紹介。
東海道五十三次完全踏破 NHK「街道てくてく旅」制作委員会著, 講談社, 
2006.8
ISBN:9784063788051
http://shop.kodansha.jp/bc2_bc/search_view.jsp?b=3788059 (2010/08/03
確認)
http://webcatplus.nii.ac.jp/webcatplus/details/book/6109178.html
(2010/08/03確認)
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