
 

れきしを調べる 

 

◆『ビジュアル博物館 48  文字と書物』 

カレン ブルックフィールド∥著  

リリーフ システムズ∥訳 同朋舎出版 

（Ｊ020/ﾓｼﾞ 児童室）   

◆『金田一先生の日本語教室 2  

世界の文字と日本の文字』 

深光 富士男∥原稿執筆 

   金田一 春彦・金田一 秀穂∥監修 学研 

   （J810/ﾌｶ/2 児童室） 

 

     つくりを調べる 

 

◆『日本語のしくみ』 

 吉沢 典男∥著 国土社 

     （J080/ｺｳ 6/15 集密書庫） 

◆『小学生の「にほんご」大疑問 100』 

日本語を考える会∥構成・執筆 講談社 

    （J810/ｼﾖ 集密書庫） 

 

     はたらきを調べる 
 

◆『世界のなかの日本語 1 

   世界に広がる日本の文字と言葉』 

  稲葉 茂勝∥著  小峰書店 

   （Ｊ810/ｾｶ/1 児童室） 

◆『楽しく遊ぶ学ぶこくごの図鑑』 

  青山 由紀∥監修 小学館 

（J030/ﾀﾉ 児童室）    

 

   大人むけの本ものぞいてみよう。 
       

 

◆『成り立ちで知る 

漢字のおもしろ世界 全 7 巻』 
伊東 信夫∥著 スリーエーネットワーク 

（821.2/ｲﾄ 一般開架） 

◆『図説かなの成り立ち事典』 

森岡 隆∥著 教育出版      

（811.5/ﾓﾘ 一般開架）  

新聞記事を調べる 

 

（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） 

・2014.10.13  4・5 面 

「漢字の書体はなぜ違う」 
     

インターネットで調べる  

 

（最終確認日 2017.6.28） 

◆JapanKnowledge          
親子で学ぼう!漢字の成り立ち 

http://japanknowledge.com/articles/kanji/co

lumn_jitsu.html 

 

◆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 

 

 

 

 

      2015.4 作成(2017.6 改訂)   

                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/ 

 

 

 

ひらがな、カタカナ、ローマ

字、漢字。文字のなりたちを

調べてみよう。 

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.19 

文字のなりたち 



 

『世界の文字と言葉入門 1 

世界の文字の起源と日本の文字』 

 町田 和彦∥監修・著 

小峰書店（J801/ｾｶ/1）  
 

（J383/ｵｸ/3） 

『最新記号の図鑑 3 

 科学とことばの記号』 

 村越 愛策∥監修 

 あかね書房 （Ｊ801/ｻｲ/3） 

 

 

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！／ 

 

記号 ことば カタカナ 文字 
 
象形文字 甲骨文字 絵文字  

 
 
   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！／ 

          

 

 

 

 

文字はことばを表す記号 

です。ふだん使っている漢字やひらが 

な、カタカナがどうしてこういう形（記号）

になったのか、解説してくれます。 

 

 

 

 

 

 

 世界の国の文字や日本の 

文字の歴史と特ちょうを 

教えてくれます。漢字やひらがながどのよ

うに使われるようになったか分かります。 

 

 

 

 

 

ことばにだって、はじまりは 

あります。「おやつ」をなぜ「おやつ」と

いうのかなど、わかりやすく教えてくれま

す。漢字のなりたちの解説もついています。 

 

 

 

 

 

 

文字のはじまりは？ 漢字や 

ひらがなは、どうしてできた 

の？ 動物もことばをはなすのかな？ こん

なぎもんやふしぎを、たのしいまんがを使

って、解決していきます。              
 

 

 

 

 
 
      はじめてであう漢字の「よみ」 

はもちろん「かきじゅん」や「つかいかた」

「なりたち」などを、たのしいイラスト                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

で説明してくれます。「森」や「竹」にも、

こんな漢字になったいみがあります。 

      

『漢字えほん』 

わらべ きみか∥絵 江川 清∥監修 

ひさかたチャイルド（ｴﾎﾝ/ﾜ） 

『国語のふしぎ 

おもしろ百科』 

小学館 （J810/ｺｸ） 

 

 

『知ってびっくり! 

ことばのはじまり物語』 

汐見 稔幸∥監修 

学研教育出版（Ｊ812/ｼﾂ）  オーパック 

こうこつ しょうけい 
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