
 

生態を調べる 

 

◆『サケのたんじょう』 

桜井 淳史∥著 あかね書房  

（Ｊ408/ｶｶﾞ/2-14 児童室）   

◆『サケの一生』 

  さの おさむ∥著 らくだ出版 

   （J487/ｻﾉ 児童室） 

◆『動物のちえ 3 育てるちえ』 

成島 悦雄∥監修  偕成社  

（J481/ﾄﾞｳ/3 児童室） 

 

      水産業を調べる 

 

◆『調べよう日本の水産業 1～5』 

  坂本 一男∥監修  岩崎書店 

     （Ｊ662/ｼﾗ/1～5 集密書庫） 

◆『これからの食料生産 

とれたて産地情報 4 魚・貝・海そう』 

高橋 永一・小林 泉∥監修  文研出版   

（J612/ｺﾚ/4 集密書庫） 

 

      加工を調べる 
 

◆『「食」で地域探検 6 地域の保存食』 

  服部 幸応・服部 津貴子∥著  岩崎書店 

   （Ｊ383/ﾊﾂ/6 児童室） 

◆『切り身の図鑑 1』 

こどもくらぶ∥編 星の環会 

（J588/ｷﾘ/1 児童室） 

 
   大人むけの本ものぞいてみよう。 

       
 

◆『サケマス・イワナのわかる本』 
井田 齊・奥山 文弥∥著 山と溪谷社 

（487.61/ｲﾀﾞ 一般開架） 

◆『最新のサケ学』 

帰山 雅秀∥著 成山堂書店      

（664.61/ｶｴ 集密書庫）  

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。） 

◆『朝日小学生新聞』（集密書庫） 

・2013.11.23  7 面 

「サケが川に戻る取り組みに成功」 

◆『子供の科学』誠文堂新光社（自動化書庫） 

   ・2014.9 月号 p.12～21 

   「特集 魚たちのウマさのヒミツ」 
     

インターネットで調べる  

 

（最終確認日 2016.12.20） 

◆サーモンミュージアム  
 http://www.maruha-nichiro.co.jp/salmon/ 

 

◆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 

 

 

 

 

          2014.9 作成 

                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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/ 

 

 

 

11 月 11 日は、さけ（鮭）

の日です。川をさかのぼって

くるさけのひみつを探ろう。 

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.17 

さけ・鮭・サケ 
(2016.12 改訂) 



 

『食の安全とスローフード 

-秋冬の食材-』 

 中村 靖彦∥監修 

教育画劇（J498/ｼﾖ/3）  
 

（J383/ｵｸ/3） 

『おもしろふしぎ日本の伝

統食材 8 さけ』 

おくむら あやお∥作 

 中川 学∥絵 萩原 一∥写真 

 農山漁村文化協会（J596/ｵｸ/8） 

 

 

 

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！／ 

 

ふるさとの川 産卵 水産業 
 
ふ化場 はらこ 稚魚 放流  

 
 
   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！／ 

          

 

 

 

 

縄文時代の遺跡からも、骨

が出てくるさけ。古くか 

ら日本人に食べられていました。おいしく

食べる知恵や料理を紹介してくれます。 

 

 

 

 

 

 

 秋から冬にかけて旬をむ 

かえる食べ物を紹介して 

います。サケについて、種類や仲間、生態、

名前の由来、郷土料理を教えてくれます。 

 

 

 

 

 

川で生まれたサケの稚魚 

は海に下り、やがて大きくなってふたたび

生まれた川に戻ってきます。その一生を、

たくさんの写真を使って観察します。 

 

 

 

 

 

 

産卵のため、生まれた知床の川 

をさか上ってくるサケ。そのサケをヒグマ

やキタキツネ、ワシやシマフクロウがねら

っています。大自然の中でサケたちが生き

ぬくための、きびしい現実を伝えます。 
 

 

   

 

 
 
      福岡県の遠賀川は炭鉱により、 

地図     汚れきってしまいました。こ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

の川を清らかにし、伝説のサケが上ってく

るようにしようと、稚魚を放流しつづけた 

大里さんと小学生の子どもたちの実話です。 

      

『サケよ、ふるさとの川へ』 

倉掛 晴美∥著 

石風社（J519/ｸﾗ） 

『ダーウィンが来た! 2』 

NHK「ダーウィンが来た!」番組スタッ

フ∥編 

  ダイヤモンド社（J460/ﾀﾞｳ/2） 

 

 

『サケ観察事典』 

小田 英智∥構成・文  

桜井 淳史∥写真 

偕成社（Ｊ487/ｵﾀﾞ）  オーパック 

おんががわ 



 

『食の安全とスローフード 

-秋冬の食材-』 

 中村 靖彦∥監修 

教育画劇（J498/ｼﾖ/3）  
 

（J383/ｵｸ/3） 

『おもしろふしぎ日本の伝

統食材 8 さけ』 

おくむら あやお∥作 

 中川 学∥絵 萩原 一∥写真 

 農山漁村文化協会（J596/ｵｸ/8） 

 

 

 

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！／ 

 

ふるさとの川 産卵 水産業 
 
ふ化場 はらこ 稚魚 放流  

 
 
   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！／ 

          

 

 

 

 

縄文時代の遺跡からも、骨

が出てくるさけ。古くか 

ら日本人に食べられていました。おいしく

食べる知恵や料理を紹介してくれます。 

 

 

 

 

 

 

 秋から冬にかけて旬をむ 

かえる食べ物を紹介して 

います。サケについて、種類や仲間、生態、

名前の由来、郷土料理を教えてくれます。 

 

 

 

 

 

川で生まれたサケの稚魚 

は海に下り、やがて大きくなってふたたび

生まれた川に戻ってきます。その一生を、

たくさんの写真を使って観察します。 

 

 

 

 

 

 

産卵のため、生まれた知床の川 

をさか上ってくるサケ。そのサケをヒグマ

やキタキツネ、ワシやシマフクロウがねら

っています。大自然の中でサケたちが生き

ぬくための、きびしい現実を伝えます。 
 

 

   

 

 
 
      福岡県の遠賀川は炭鉱により、 
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の川を清らかにし、伝説のサケが上ってく

るようにしようと、稚魚を放流しつづけた 

大里さんと小学生の子どもたちの実話です。 

      

『サケよ、ふるさとの川へ』 

倉掛 晴美∥著 

石風社（J519/ｸﾗ） 

『ダーウィンが来た! 2』 

NHK「ダーウィンが来た!」番組スタッ

フ∥編 

  ダイヤモンド社（J460/ﾀﾞｳ/2） 

 

 

『サケ観察事典』 

小田 英智∥構成・文  

桜井 淳史∥写真 

偕成社（Ｊ487/ｵﾀﾞ）  オーパック 

おんががわ 



 

『食の安全とスローフード 

-秋冬の食材-』 

 中村 靖彦∥監修 

教育画劇（J498/ｼﾖ/3）  
 

（J383/ｵｸ/3） 

『おもしろふしぎ日本の伝

統食材 8 さけ』 

おくむら あやお∥作 

 中川 学∥絵 萩原 一∥写真 

 農山漁村文化協会（J596/ｵｸ/8） 

 

 

 

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！／ 

 

ふるさとの川 産卵 水産業 
 
ふ化場 はらこ 稚魚 放流  

 
 
   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！／ 

          

 

 

 

 

縄文時代の遺跡からも、骨

が出てくるさけ。古くか 

ら日本人に食べられていました。おいしく

食べる知恵や料理を紹介してくれます。 

 

 

 

 

 

 

 秋から冬にかけて旬をむ 

かえる食べ物を紹介して 

います。サケについて、種類や仲間、生態、

名前の由来、郷土料理を教えてくれます。 

 

 

 

 

 

川で生まれたサケの稚魚 

は海に下り、やがて大きくなってふたたび

生まれた川に戻ってきます。その一生を、

たくさんの写真を使って観察します。 

 

 

 

 

 

 

産卵のため、生まれた知床の川 

をさか上ってくるサケ。そのサケをヒグマ

やキタキツネ、ワシやシマフクロウがねら

っています。大自然の中でサケたちが生き

ぬくための、きびしい現実を伝えます。 
 

 

   

 

 
 
      福岡県の遠賀川は炭鉱により、 
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の川を清らかにし、伝説のサケが上ってく

るようにしようと、稚魚を放流しつづけた 

大里さんと小学生の子どもたちの実話です。 

      

『サケよ、ふるさとの川へ』 

倉掛 晴美∥著 

石風社（J519/ｸﾗ） 

『ダーウィンが来た! 2』 

NHK「ダーウィンが来た!」番組スタッ

フ∥編 

  ダイヤモンド社（J460/ﾀﾞｳ/2） 

 

 

『サケ観察事典』 

小田 英智∥構成・文  

桜井 淳史∥写真 

偕成社（Ｊ487/ｵﾀﾞ）  オーパック 

おんががわ 



 

生態を調べる 

 

◆『サケのたんじょう』 

桜井 淳史∥著 あかね書房  

（Ｊ408/ｶｶﾞ/2-14 児童室）   

◆『サケの一生』 

  さの おさむ∥著 らくだ出版 

   （J487/ｻﾉ 児童室） 

◆『動物のちえ 3 育てるちえ』 

成島 悦雄∥監修  偕成社  

（J481/ﾄﾞｳ/3 児童室） 

 

      水産業を調べる 

 

◆『調べよう日本の水産業 1～5』 

  坂本 一男∥監修  岩崎書店 

     （Ｊ662/ｼﾗ/1～5 集密書庫） 

◆『これからの食料生産 

とれたて産地情報 4 魚・貝・海そう』 

高橋 永一・小林 泉∥監修  文研出版   

（J612/ｺﾚ/4 集密書庫） 

 

      加工を調べる 
 

◆『「食」で地域探検 6 地域の保存食』 

  服部 幸応・服部 津貴子∥著  岩崎書店 

   （Ｊ383/ﾊﾂ/6 児童室） 

◆『切り身の図鑑 1』 

こどもくらぶ∥編 星の環会 

（J588/ｷﾘ/1 児童室） 

 
   大人むけの本ものぞいてみよう。 

       
 

◆『サケマス・イワナのわかる本』 
井田 齊・奥山 文弥∥著 山と溪谷社 

（487.61/ｲﾀﾞ 一般開架） 

◆『最新のサケ学』 

帰山 雅秀∥著 成山堂書店      

（664.61/ｶｴ 集密書庫）  

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。） 

◆『朝日小学生新聞』（集密書庫） 

・2013.11.23  7 面 

「サケが川に戻る取り組みに成功」 

◆『子供の科学』誠文堂新光社（自動化書庫） 

   ・2014.9 月号 p.12～21 

   「特集 魚たちのウマさのヒミツ」 
     

インターネットで調べる  

 

（最終確認日 2016.12.20） 

◆サーモンミュージアム  
 http://www.maruha-nichiro.co.jp/salmon/ 

 

◆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
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ファックス：０１９－６０６－１７３１ 

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

 

 

 

11 月 11 日は、さけ（鮭）

の日です。川をさかのぼって
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ろなことを調べるときに役にた

つ「道しるべ」のことです。 
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(2016.12 改訂) 
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