
 

使い方を調べる 

 

◆『地図のおもしろ活用法』 

田代 博∥監修 学研  

（Ｊ448/ﾁｽﾞ/4 児童室）   

◆『地図の読みかた遊びかた絵事典』 

  渡辺 一夫∥文 PHP 研究所 

   （J448/ﾜﾀ 児童室） 

 

    国のすがたを調べる 

 

◆『統計・資料で見る日本地図の本 1～8』 

   こどもくらぶ∥編  岩崎書店 

   （Ｊ291/ﾄｳ/1～8 児童室） 

◆『くらべて見る地図帳 1～6』 

  吹浦 忠正∥監修 学研教育出版 

   （J290/ｸﾗ/1～6 児童室） 

 

      歴史を調べる 
 

◆『進化する地図の形と歴史』 

   田代 博∥監修  学研 

   （Ｊ448/ﾁｽﾞ/2 児童室） 

◆『みんなが知りたい! 

「地図のすべて」がわかる本』 

カルチャーランド∥著 メイツ出版 

（J448/ﾐﾝ 児童室） 

◆『地図の歴史』 

清水 靖夫・渡辺 一夫∥文  ポプラ社  

（J448/ｺｳ 2/5 集密書庫） 

 
   大人むけの本ものぞいてみよう。 

       
 

◆『地図を楽しむなるほど事典』 

今尾 恵介∥著 実業之日本社 

（Y448.9/ｲﾏ ユースコーナー） 

◆『地図の基本がわかる本』 

地球丸        

（448.9/ﾁｽﾞ 一般開架）  

新聞・雑誌も調べる 

 

（かしだしできない資料です。図書館でよんでね） 

◆『毎日小学生新聞』（集密書庫） 

・2012.10.29  8 面 

 「より正確な地図が世界へ」 

◆『子供の科学』誠文堂新光社（自動化書庫） 

   ・2014.2 月号 p.70～71 

   「地形図で GO! フィールド探検ガイド」 
     

インターネットで調べる  

 

（最終確認日 2017.2.26） 

◆国土交通省 国土地理院  
  http://www.gsi.go.jp/ 

 

◆国際子ども図書館子どもＯＰＡＣ 
  ほかにどんな本があるか、調べることができます。 

  http://iss.ndl.go.jp/children/top# 
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わからないこと、もっとくわしく

知りたい人は、図書館のスタッフ

に聞いてみてね。 

 

 

 

でんわ：０１９－６０６－１７３０ 

ファックス：０１９－６０６－１７３１ 

http://www.library.pref.iwate.jp/ 

 

 

 

小さい国、大きな国、緑がた

くさんある国、砂漠が広がる

国。さぁ地図を開いてみよう。 

パスファインダーとは、いろい

ろなことを調べるときに役にた

つ「道しるべ」のことです。 

子どもむけパスファインダー No.16 

地図を歩こう 



 

『伊能忠敬』 

  清水 靖夫∥監修 

ポプラ社（J289/ｲﾉ） 
 

（J383/ｵｸ/3） 

『地図情報ものしり百科 3 

地図のきまりと記号』 

田代 博∥監修 

学研（J448/ﾁｽﾞ/3） 

  

  まずはキーワードを考えよう。 

しらべる手がかりになるカギだよ！ 

 

 

 

 

大まかに知りたいときは、じてんを 

開いてみよう。じてんではキーワー   

ドをみつけることもできるよ。 

 

 ◆『総合百科事典 ポプラディア』 

    ポプラ社 （JR031/ｿｳ） 

 

 ◆『小学館こども大百科』 

   小学館 （JR031/ｼﾖ） 

 

 説明文のなかから、心にのこったことば

をひろってごらん― それもキーワード。 

  
＼ ほら、キーワードがふえたよ！／ 

 

国境 等高線 地図記号 陸地 
 
2 万 5 千分の 1 縮尺 距離  

 
 
   どんな本で調べたらいいか、わから

ないときはこの本を開いてみよう。  

 

◆『どの本で調べるか 』 

       リブリオ出版 （JR028/ﾄﾞﾉ） 

 

             

 OPAC
オ ー パ ッ ク

でけんさく 

本をさがそう！ 

 

OPAC は図書館の資料を探すコンピュ

ーター。キーワードや本のタイトルを入力

してけんさくしよう。インターネットで調

べるときも、キーワードはかつやくするよ。 

 

 ＼こんな本、見つけた！／ 

          

 

 

 

いろんな種類がある地図。

道路地図、住宅地図、観光

案内図。みんな「地図の 

のきまり」を守ってつくられています。

きまりを学び、使い方を覚えられます。 

 

 

 

 

 

日本で初めて実測して 

 地図を作った伊能忠敬。 

江戸時代どのような方法 

で測量し、どんな地図をつくったのか、

忠敬の生涯をたどりながら紹介します。 

 

 

 

 

地球には 193 もの国があ 

るって、知っていますか。 

その一つ一つに人々の大切なくらしがあ

ります。国の形や大きさ、国旗のゆらい

などで、世界の国々を知る地図です。 

 

 

 

 

 

 

上からながめた景色を図にあら 

わしたものが地図です。等高線で山の形を

知ったり、記号で水田や畑、神社や駅など

確認できます。景色の写真と地図を見比べ

ながら、地図の読み方を教えてくれます。 
 

 

   

 

 
 

       

      出版社が発行したものだけが、 

地図ではありません。自分でつくることも                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

できます。自分の住む身近な場所を調べ 

ながら、地図のつくり方を紹介します。 

      

『野外活動おもしろ図鑑 3 

たんけん地図あそび』 

尾崎 忠昭・繁下 和雄∥作 

中村 銀子・村井 宗二∥絵 

岩崎書店（J786/ﾁﾕｳ 3/3） 

『地図の「読み方」術』 
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