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中野区立上高田図書館 

ＴＥＬ：０３－３３１９－５４１１

上高田さくらの木だより  Ｎｏ.59 

中野区立上高田図書館 令和３年４月３０日 

展示期間：５月１日(土)～６月２４日(木) 

展示場所：上高田図書館２階 

一般開架展示コーナー 
 

第５９回 上高田図書館 「個性ある図書館」展示 

 

工作・室内での創作を知るためのキーワード 

コンピュータゲームや脳トレに飽きてきたあなた！ 室内で作成する工作やホ

ビー、植物を利用した作品づくりなどはどうですか？ 

易しいコンピュータプログラムの勉強にもなる電子工作をはじめとするおもち

ゃ。さらに、プラモデルやミニチュア模型、パズル、折り紙まで、室内で行う、「つ

くる」ことに関する幅広い範囲の趣味の分野を紹介します。 
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１．基本的な情報を引き出す 
◆辞書・事典類で、テーマについて基本的な情報を探す 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

２．図書を探す 
◆テーマの棚に行って探す 

  図書館の本は主題ごとに棚に並んでいるので、分類記号の最初の数字を参考にして同じ

主題の本を探すことができます。 
 

＜関連分野の分類記号＞ 

 

 

 

 
◆中野区立図書館ホームページの蔵書検索で探す 

https://www.lics-saas.nexs-service.jp/tokyo-nakano/webopac/index.do?target=adult 
 

◆東京都内公立図書館で所蔵されている図書を探す 
  ◎東京都立図書館リサーチページ 統合検索 
   http://ufinity01.jp.fujitsu.com/metro/ 

東京都内の公立図書館の蔵書を一括して検索できます。 

◆国内で刊行されている図書を探す 
◎国立国会図書館サーチ（NDL Search） 【インターネット】 

http://iss.ndl.go.jp/ 
国内で刊行されている図書や雑誌が検索できます。 

 

３．雑誌を探す 
◆中野区立図書館ホームページの蔵書検索で探す 

https://www.lics-saas.nexs-service.jp/tokyo-nakano/webopac/searchzastitle.do?titlekey=a&co

unt=10&histnum=1&menukbn=1 
 

＜図書館で所蔵している雑誌＞(一例) 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

作成：令和３年５月１日 上高田図書館 

工作・室内での創作についてのパスファインダー 

書名 編著 出版社 出版年 請求記号 所蔵館 

世界大百科事典 ６ － 平凡社 ２００５ ０３１ セ ６ 江古田、上高田 

Ｐ３３４から玩具の起源、発達、分類など興味深い話が窺えます。教育的な側面から見解の記述も見られます 

世界大百科事典 ９ － 平凡社 ２００５ ０３１ セ ９ 江古田、上高田 

Ｐ３９２からの「工作教育」を見てください。工作は教育的な見地から始まったことが紹介されています 

ビジュアル博物館  

第 27巻 発明 
Lionel Bender 同朋舎出版 １９９２ ０３３ ビ ２７ 東中野、上高田 

火をおこす道具のように大昔より続く“ものつくり”から、偉大な発明が生まれてきたことが実感できます 

 

 

分野 ００７．６４ ５０７．９ ６２７．８ ７５３ ７５４．９ 

分類記号 コンピュータプログラミング 模型工作 盆栽 染色工芸 紙工芸 

 

書名 出版社 刊行頻度 所蔵館 

おりがみ 日本折紙協会 月刊 
中央、本町、野方、南台、鷺宮、

東中野、江古田、上高田 

月刊ホビージャパン ホビージャパン 月刊 本町 

子供の科学 誠文堂新光社 月刊 
中央、野方、南台、鷺宮、東中野、

江古田、上高田 

フローリスト フローリスト 月刊 本町 

 

https://www.lics-saas.nexs-service.jp/tokyo-nakano/webopac/index.do?target=adult
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/tokyo-nakano/webopac/index.do?target=adult
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/tokyo-nakano/webopac/index.do?target=adult
http://ufinity01.jp.fujitsu.com/metro/
http://iss.ndl.go.jp/
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◆国内で刊行されている雑誌を探す 
◎雑誌新聞総かたろぐ 
  ２０１９年版 メディア・リサーチ・センター 【冊子】 （中央図書館 参考資料室所蔵） 
現在刊行されている雑誌、新聞が調べられます。 

※国立国会図書館サーチでは、国内で刊行されている雑誌、雑誌の記事も検索できます。 
 

◆データベースサイトで探す 

中央図書館では参考資料コーナーの利用者開放インターネット端末から以下データベー

スサイトでご利用いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

４．インターネットを利用して調べる 

◎東京都立図書館 こどもページ 
https://www.library.metro.tokyo.lg.jp/child/recommend/ideacard/index/index.html 

「これならできる！自由研究 111 枚のアイディアカードから選ぼう」の最後の方に、簡単な工作の紹介が

あります。こどもの工作ですが、アイデア満載で、ディスプレイやパーティーグッズなどのヒントになります。 

５．関連機関を利用して調べる 
   ◎折紙図書館（日本折紙学会事務局） 

     〒113-0001東京都文京区白山 1-33-8-217 JOASホール内 電話番号 03-5684-6080 

     https://origami.jp/library/ 

内外の折り紙に関する書籍、定期刊行物を幅広く収集し、資料を閲覧しながら、折り紙が折れます。 

◎近代科学資料館 

     〒162-8601東京都新宿区神楽坂 1-3 電話番号 03-5228-8224 

     https://www.tus.ac.jp/info/setubi/museum/index.html 

東京理科大学の付属施設です。大学の沿革はもちろん、近代科学技術発展の歴史を一望できます。 

◎さいたま市大宮盆栽美術館 

     〒331-0804埼玉県さいたま市北区土呂町 2-24-3 電話番号 048-780-2091 

     https://www.bonsai-art-museum.jp 

「Zoom」を使用した「オンライン盆栽ワークショップ－はじめての盆栽づくり」などの講習もあります。 
 

６．中野区立図書館のパスファインダーで調べる 
◎中野区図書館では、毎回テーマを決め、資料等を展示し、パスファインダーを作成していま

す。過去各図書館で作成した「酒」に関するパスファインダーを紹介します。 

○パスファインダー https://library.city.tokyo-nakano.lg.jp/issue/pathfinder_list.html 

 

 

 

 

 

種類 内容 

官報情報検索サービス １９４７年５月３日から当日までの官報記事 

聞蔵Ⅱビジュアル 
１８７９年から１９９９年までの朝日新聞紙面イメージ、１９８５年から当日

の新聞まで記事 ほか 

日経テレコン １９７５年からの日経４紙（経済・産業・金融・流通）の記事 

Ｄ1－Law.com 判例情報、法律の改廃記録、法律判例文献情報 など 

magazineplus 一般雑誌・総合雑誌の雑誌記事検索や論文などの検索 

whoplus 歴史上の人物から現代の人物まで約３２万人のプロフィール 

 

図書館名 発行回 タイトル 

中央 ９ 「日本のモノづくり ～伝統工芸から IT まで～」 

本町 １０ 「遊びから入る工芸」 

上高田 
２９ 「毎日を自分流に ～DIY～」 

３８ 「作ってみませんか?!私らしく、手作りオシャレ」 

掲載されている資料、リンク先などは発行時のものとなっております 

https://www.library.metro.tokyo.lg.jp/child/recommend/ideacard/index/index.html
https://origami.jp/library/
https://www.tus.ac.jp/info/setubi/museum/index.html
https://www.bonsai-art-museum.jp/
https://library.city.tokyo-nakano.lg.jp/issue/pathfinder_list.html
https://library.city.tokyo-nakano.lg.jp/lib/files/chuopath201209.pdf
https://library.city.tokyo-nakano.lg.jp/lib/files/honpath201210.pdf
https://library.city.tokyo-nakano.lg.jp/lib/files/takapath201629.pdf
https://library.city.tokyo-nakano.lg.jp/lib/files/takapath201738.pdf
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オフェリー・ネマン／著 ヤニス・ヴァルツィコス／絵 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

書名 著編者名 出版社名 出版年 請求記号 

 ●電気を使って遊ぶ－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

工作・室内での創作についてのパスファインダー資料 

絵でわかるはじめてのプログラミング 石戸 奈々子／監修 学研プラス ２０２０ ００７．６４ エ 

プラネタリウムを作りました。（改訂版） 大平 貴之 エクスナレッジ ２０１０ ４４０．７ オ 

Kawaii★電子工作 池上 恵理 オーム社 ２０１９ ５４９ イ 

エレクトロニクスラボ DK社 オライリー・ジャパン ２０２０ ５４９ エ 

 ▲ものつくりで遊ぶ－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

大人のプラモデル入門 仲田 裕之／ほか監修 宝島社 ２０２１ ５０７．９ オ 

凄い!ジオラマ<改> 情景師アラーキー 誠文堂新光社 ２０１８ ５０７．９ ジ 

伝説のプラモ屋 田宮 俊作 文藝春秋 ２００７ ５０７．９ タ 

誰でも簡単!ジオラマ入門 － スタジオタッククリエイティブ ２０１６ ５０７．９ ダ 

「鉄道模型」の教科書 ディディエフ／監修 実業之日本社 ２０１０ ５０７．９ テ 

DIYで作る猫との暮らし － キャンプ ２０２１ ５９２．７ デ 

はじめての粘土アート [1] 牛嶋 君子 芸術新聞社 ２０１５ ７５１．４ ウ 

オーブン樹脂粘土でつくるミニチュアお菓子とパン Petite Fleur 日本ヴォーグ社 ２０１８ ７５１．４ オ 

UV レジンのモードかわいいアクセサリー a.k.b. 河出書房新社 ２０２０ ７５１．９ ユ 

草木染め大全 箕輪 直子 誠文堂新光社 ２０１０ ７５３．８ ミ 

ちいさな布箱 KAORI: 主婦の友社 ２０２０ ７５４．９ カ 

ドールのためのミニチュア家具 DIY キム ギョンリョン グラフィック社 ２０２０ ７５９ キ 

だれでも作れる万華鏡 照木 公子 日東書院本社 ２０１１ ７５９ テ 

からくりからくさ 梨木 香歩 新潮社 ２００２ ９１３．６ ナシ 

工作少年の日々 森 博嗣 集英社 ２００８ ９１４．６ モリ 

 ■草木で遊ぶ－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

魅せる苔テラリウムの作り方 石河 英作 家の光協会 ２０２０ ６２７．８ イ 

小林國雄のイチから教える盆栽 小林 國雄／監修 西東社 ２０２０ ６２７．８ コ 

プチ盆栽 小林 健二 新星出版社 ２０１７ ６２７．８ コ 

小さな癒しの世界を楽しむテラリウム 松 昭教ほか 電波社 ２０１６ ６２７．８ チ 

グリーンウッドワーク 久津輪 雅 学研プラス ２０１９ ７５４．３ ク 

花 1本からはじめる基本のフラワーアレンジ 森 美保／監修・制作 成美堂出版 ２０１６ ７９３ ハ 

     

     

 

★紙で遊ぶ－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

おりがみ王子のカワイイ!けれど難しすぎるおりがみ 有澤 悠河 KADOKAWA ２０１９ ７５４．９ ア 

今森光彦の里山の切り絵 今森光彦／切り絵・文 世界文化社 ２０１８ ７５４．９ イ 

世界一たのしい!切り紙ブック いしかわまりこ／ほか KADOKAWA ２０２０ ７５４．９ イ 

世界チャンピオンの紙飛行機ブック John M.Collins オライリー・ジャパン ２０１９ ７５４．９ コ 

折り花アレンジメント 田中 たか子 河出書房新社 ２０１８ ７５４．９ タ 

箸袋でジャパニーズ・チップ! 辰巳 雄基 リトルモア ２０１８ ７５４．９ タ 

お菓子の箱だけで作る空箱工作 はるきる ワニブックス ２０１９ ７５４．９ ハ 

リアル折り紙 すごいぞ!恐竜と古代からの生きもの編 福井 久男 河出書房新社 ２０２０ ７５４．９ フ 

 


