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本テキストについて

本テキストは教員免許更新講習のために作成しました。講習の中で行う
情報源の探索にご利用ください。参考になりましたら幸いです。

本テキストは以下のwebページに掲載しておりますので、随時ご利用く
ださい。

➢雪嶋宏一「書誌学・図書館情報学ホームページ」
http://www.f.waseda.jp/yukis/

今後も授業に有用で便利なwebページがあれば掲載していきますので、
皆様のご意見をお寄せいただけましたら幸甚です。

連絡先：雪嶋宏一 yukis@waseda.jp
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情報リテラシー教育

➢Big6 for Kids http://big6.com/pages/kids/grades-k-
6/articles-k-6/big6-a-good-way-to-get-started.php

➢James Herring's PLUS Model  
https://farrer.csu.edu.au/PLUS/
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コンセプトマップ
➢コンセプトマップの作り方例：
調べ学習の達人 http://www.aen.arakawa.tokyo.jp/OGUDAI6-

E/?action=common_download_main&upload_id=313

➢関連語検索 国立国会図書館典拠データ検索・提供サービス（関連語のグラフィック表示）

http://id.ndl.go.jp/auth/ndla

➢実践例：

小松祐貴平成２１年度理数教育ステップアップ研修実践記録「コンセプトマップとデジタル
カメラを活用した「みえる」・「つながる」授業づくり」
http://www.nipec.nein.ed.jp/sc/risuu/h21/h21rika/17komatsu.pdf

出口明子・添谷信行・小川 陽子（2016）「知識の構造化を目指した中学校理科授業：地学分
野におけるコンセプトマップの活用」『宇都宮大学教育学部教育実践紀要』2号 p. 83-90.
https://uuair.lib.utsunomiya-u.ac.jp/dspace/bitstream/10241/10404/1/21895392-2-1-83-
90.pdf
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学習指導案データベース

福岡県教育センター 指導案データベース
http://www.educ.pref.fukuoka.jp/bunsho/pub/default.aspx?c_id=14

埼玉県教育センター 学習指導案データベース
http://www.center.spec.ed.jp/index.php?page_id=47

千葉県総合教育センター 教育コンテンツ・データベース「WAKABA」

https://ap.ice.or.jp/_wakaba2013/index.php

山梨県総合教育センター 教育情報コンテンツデータベース
http://cdb.kai.ed.jp/
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各種教育関連情報

都道府県の各教育センターでは多様な教育関連情報を提供しています。

国立教育政策研究所 機関リンク集
http://www.nier.go.jp/zenkyou/zenkyou/kikan/index_k.htm

教育センター別の提供情報一覧がある。

福岡県教育センター 全国教育センターリンク集
http://www.educ.pref.fukuoka.jp/one_html3/pub/default.aspx?c_id=116
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学校図書館で活用したいWebサイト

➢教育全般
• E＊topiaパスファインダー（東京学芸大学）

https://library.u-gakugei.ac.jp/etopia/index_p.html

• 教育総合サイトEduTown https://www.edutown.jp/

• ERIC - Education Resources Information Center https://eric.ed.gov/

アメリカの国立教育図書館が構築する世界最大の教育データベース

➢教育用画像素材
• （独）情報処理推進機構 教育用画像素材集 https://www2.edu.ipa.go.jp/

• 教育用画像素材活用事例集 http://kayoo.org/s1_recipe_fr.htm

7

https://library.u-gakugei.ac.jp/etopia/index_p.html
https://www.edutown.jp/
https://eric.ed.gov/
https://www2.edu.ipa.go.jp/
http://kayoo.org/s1_recipe_fr.htm


学校図書館で活用したいWebサイト

➢新聞記事

• 国立国会図書館リサーチナビ「無料記事検索サービス」
https://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-honbun-700003.php

➢辞書・事典

• weblio辞書 http://www.weblio.jp/

• コトバンク https://kotobank.jp/
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学校図書館で活用したいWebサイト

➢国語
• 国文学研究資料館 電子資料館 画像ギャラリー

http://www.nijl.ac.jp/pages/database/

• 青空文庫 http://www.aozora.gr.jp/
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学校図書館で活用したいWebサイト

➢英語
• 英語教育協議会 えいごネット http://www.eigo-net.jp/

• American Library Association, Great Websites for Kids  
http://gws.ala.org/node/8223#.WYBOn7puI2w

• British Council, School and teacher resources 
https://www.britishcouncil.org/school-resources
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学校図書館で活用したいWebサイト

社会科全般

➢日本の地方を知る

• 帝国書院 都道府県のすがた
https://www.teikokushoin.co.jp/statistics/japan_world/japan/

➢外国の事情を知る

• 外務省 国・地域 http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/index.html

• 帝国書院 世界各国のすがた
https://www.teikokushoin.co.jp/statistics/japan_world/world/
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学校図書館で活用したいWebサイト

➢日本の統計を探す

• なるほど統計学園 http://www.stat.go.jp/naruhodo/index.htm

• 政府統計の窓口 http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/eStatTopPortal.do

• 総務省統計局 http://www.stat.go.jp/index.htm

➢外国の統計を探す

• 総務省統計局 外国政府の統計機関 http://www.stat.go.jp/info/link/5.htm
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学校図書館で活用したいWebサイト

歴史地理
➢日本史・日本文化

• 国立歴史民俗博物館 学習の場 http://www.rekihaku.ac.jp/learning/index.html

• 文化庁文化遺産オンライン http://bunka.nii.ac.jp/

➢世界史

• 世界史の窓 https://www.y-history.net/

• アジア歴史資料センター https://www.jacar.go.jp/index.html

➢地理

• 国土地理院 地理教育の道具箱 http://www.gsi.go.jp/CHIRIKYOUIKU/index.html

• 帝国書院 統計・地図 https://www.teikokushoin.co.jp/statistics/map/index.html
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学校図書館で活用したいWebサイト

公民

➢白書を読む

• 電子政府の窓口 白書、年次報告書等 http://www.e-
gov.go.jp/publication/white_papers.html

➢法律・法規・条約を探す

• 国立国会図書館 日本法令索引 http://hourei.ndl.go.jp/SearchSys/index.jsp

• 法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi

• 地方自治体の法規を調べる

http://www.hi-ho.ne.jp/tomita/reikidb/reikilink.htm

• 外務省 条約データ検索
http://www3.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/index.php
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学校図書館で活用したいWebサイト

➢数学
• CASIO 数学公式集

http://keisan.casio.jp/menu/system/000000000510

• 単位の換算 計算サイト http://www.calc-site.com/units

➢理科
• 岐阜大学教育学部 理科教育用教材データベース

http://chigaku.ed.gifu-u.ac.jp/chigakuhp/html/kyo/

• JAXA宇宙教育センター http://edu.jaxa.jp/materialDB/

• 東京理科大学 理科の素 http://www.tus.ac.jp/rikanomoto/

• Science Channel サイエンスチャンネル
http://sciencechannel.jst.go.jp/
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学校図書館で活用したいWebサイト

➢防災教育

• 国土交通省防災情報提供センター http://www.mlit.go.jp/saigai/bosaijoho/

• 防災教育チャレンジプラン http://www.bosai-study.net/top.html

• TEAM防災ジャパン 防災教育コンテンツ https://bosaijapan.jp/education/

• 北海道の防災教育 http://kyouiku.bousai-
hokkaido.jp/wordpress/wordpress/
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学校図書館活用事例

➢文部科学省「学校図書館を活用した取組事例集」
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/dokusho/link/1318154.htm

➢大阪市立図書館「学校図書館活用推進事業事例報告会報告書」
http://www.oml.city.osaka.lg.jp/?action=common_download_main&upload_id
=14193

➢鳥取県立図書館 http://www.library.pref.tottori.jp/info/post-10.html

「とっとり学校図書館活用教育推進ビジョン」

「学校図書館活用ハンドブック」

➢大分県教育委員会「学校図書館活用推進事業」
http://www.pref.oita.jp/site/gakkokyoiku/2000772.html
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