名寄市立大学図書館

パスファインダー

「玩具・おもちゃ」
Toy

作成日：2015.7.31

更新日：2018.9.15

キーワード
自然物玩具 科学玩具 教育玩具 育児玩具 人形 ゲーム
乗り物玩具 キャラクター玩具 郷土玩具 遊具
メディカルトイ・メディカルプレイ
✎関連する授業：
「児童文化」「図画工作」
「乳児保育」「保育内容（各領域）
」
「小児看護活動論」
（看護学科）

〉〉
〉入門的な情報源〈〈
〈
そもそも「おもちゃ」とはどういうものなのか、おさえておきましょう。
【図書館で所蔵している図書の一例】
資料情報
請求記号
『日本国語大辞典 第 2 巻(いろさーおもは』小学館 2001 <おもちゃ> R813.1/N/2
『世界大百科事典 改訂新版 6.』平凡社 2007 <玩具>
R031/S/6
「聞蔵ビジュアルⅡ」の「知恵蔵」も利用できます。（インターネット・学内のみ）

配架場所
3F 参考図書
3F 参考図書

〉〉
〉図書を探す〈〈
〈
まずは、学内の関連図書を探しましょう。
■テーマの書架へ行って探す
【関連分野の分類番号】
375.22 〈学校教育〉図画工作・造形美術
384.5
〈習俗〉子どもの生活・遊び
599.8
〈育児〉玩具・絵本

376.157
589.77
759

〈幼児教育〉遊び
〈雑工業〉玩具製造
〈工芸〉郷土玩具

■OPAC で探す
→「書名」に“おもちゃ”
“玩具”などとキーワードを入れます。資料種別は「図書」にして検索しまし
ょう。
→配架場所が研究室の場合は、カウンターでご相談ください。
【図書館で所蔵している図書の一例】
資料情報
請求記号
配架場所
おもちゃの歴史
『おもちゃの文化史』A.フレイザー/著 和久洋三/監訳
759.02/F 3F
玉川大学出版部 1980
おもちゃの選び方
『よい「おもちゃ」とはどんなもの？』永田桂子 チャイ 599.8/Ｎ 3F
必要性
ルド本社 2007
『おもちゃと絵本子育てを感動にする 』藤田篤
599.8/F
3F
ゆいぽおと 2014
『おもちゃと遊びのコンシェルジュ』関康子
599.8/Ｓ 3F
Art Design Publishing 2013
『大人も感動する幼児のおもちゃ』
376.157/ 3F
岩城敏之 三学出版 2016
I
玩 具 メ ー カ ー の 歴 『おもちゃのメーカーと問屋の歴史と今がわかる本』
759/T
3F
史と代表製品
トイジャーナル編集局/編・発行 2003
日本の郷土玩具
『はじめましての郷土玩具』甲斐みのり グラフィック社 759.9/K
3F
2015
おもちゃとケア
『おもちゃコンサルタント入門：おもちゃを使った子ども 599.8
3F
プレパレーション
から高齢者までのケア』多田千尋 黎明書房 2011
『おもちゃの処方箋 おもちゃに秘められた 10 の効能』
759/F
3F
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古畑愛 三学出版 2014
『プレイ・プレパレーション導入・実践の手引き』
493.9/M
2F
松平千佳/編著 日総研 2014
お も ち ゃ の 製 作 と 『作ってあそべる製作ずかん: 3・4・5 歳児の保育に』
599.8/K
3F
遊び
今野道裕 学研教育出版 2013
『たっぷりあそべる手作りおもちゃ : あそび方全 256 通 376.157/ 3F
り』小倉和人 ひかりのくに 2015
O
お も ち ゃ ク リ エ イ 『小さなことで調子にのろう！工作少年がおもちゃ作家 759/N
3F
ターによる提案
になれた理由』野田正和 クレヨンハウス 2014
教 材 と し て の お も 『ことばの発達を促す手作り教材』こどもと言葉の発達問 378.2/K
3F
ちゃ
題研究会 学苑社 1990
本学にはない図書も探してみましょう。
●NDL-OPAC
国立国会図書館の蔵書目録です。国内で刊行されたほとんどの図書が検索できます。
●Webcat-Plus 「連想検索」で図書を検索できます。また、所蔵している図書館も表示されます。
●CiNii Books
「大学図書館の本をさがす」のところから日本の大学図書館の蔵書から検索でき、所蔵
館が表示されます。
●新書マップ
入手しやすく入門的資料になりやすい新書を、テーマに基づいて探すことができます。
連想検索機能があり、キーワードなどから瞬時に関連図が作成されます。

〉〉
〉雑誌・雑誌記事を探す〈〈
〈
テーマに関連した研究を進める上で、論文や雑誌記事は欠かせません。出版されるまでの時間が短いので
タイムリーな話題が掲載されています。
■実際の雑誌から関連記事を探す
【図書館で所蔵している雑誌】
資料情報
所蔵年
配架場所
Web 目次
『あそびと環境 0.1.2 歳』学研教育みらい/月刊
2012-現在
3F 東側
〇最新号のみ
『新幼児と保育』小学館/隔月刊
2011-現在
3F 東側
○過去１年
『子どものしあわせ』本の泉社/月刊
1978-現在
3F 東側
○2013『ちいさいなかま』ちいさいなかま社/月刊
1972-現在
3F 東側
○過去 2 年
『月刊クーヨン』クレヨンハウス/月刊
1999-現在
3F 東側
○2015.4『ピコロ』学習研究社/月刊
2004-現在
3F 東側
○最新号のみ
『季刊保育問題研究』全国保育問題研究連絡協議会/季刊 1984-現在
3F 東側
〇2009.12→各号の目次をコピーしてまとめてあります。バックナンバーを探すのに便利です。
→“Web 目次”欄の記述は出版社サイトなどから目次や特集記事情報が見られる範囲です。
■雑誌記事や論文を探す
●CiNii 国内の学術雑誌・一般雑誌の論文や記事を検索できます。
→「おもちゃ」と入れて検索すると、次のような論文が表示されます。
（一例）

創作造形演習「手づくり 子どもの部屋」について実践報告
飯田竜太
八戸学院短期大学研究紀要 37, 21-30, 2013
機関リポジトリ
このように、CiNii-PDF オープンアクセス 機関リポジトリ J-STAGE というマークがついて
いれば、全文を読むことができます。
（有料のため見られないという例外もあります）
＊上記のようなマークが無い場合～論文詳細画面の Ci CiNii Books のアイコンをクリックすると
掲載雑誌の所蔵館が表示され、本学にある場合は「名寄市立大学図書館」が一番上にきます。
その際、所蔵範囲を確認しましょう。
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〉〉〉新聞記事を探す〈〈〈
最新のニュースや動向などは、新聞が重要です。読むことができる一般紙・専門誌は次のとおりです。
●原紙
資料情報
種類
所蔵範囲
朝日新聞
一般紙
過去 3 カ月程度
毎日新聞
一般紙
過去 3 カ月程度
北海道新聞
一般紙（地方紙）
過去 1 年程度
読売新聞
一般紙
過去 1 年程度
産経新聞
一般紙
過去３カ月程度
福祉新聞
専門紙
2007.4-現在
＊朝日新聞については、縮刷版の所蔵もあります。
（1948,1-2011.3～書庫）
●クリッピング版
特定のテーマに関連した新聞記事を集めた雑誌があります。
「」については次のものが役立ちます。
資料情報
所蔵範囲
配架場所
切抜き速報. 保育と幼児教育版 ニホン・ミック/月刊
2004-現在
3F 東側雑誌
●新聞データベース
「聞蔵ビジュアルⅡ」
（学内のみ）～キーワード・日付などから検索できます。
→「玩具」と入れて検索すると、次のような記事が見つかります。（一例）

共同で玩具開発 現代玩具博物館と美作大研究所、商品化目指し覚書
2014 年 6 月 25 日 朝刊 岡山全県・2 地方 32 ページ

／岡山県

〉〉
〉専門的な情報源・統計〈
〈〈
更に深くテーマを掘り下げるには、専門的な図書や白書・統計などの情報源が役立ちます。
【図書館で所蔵している資料の一例】
資料情報
『絵本観・玩具観の変遷』永田桂子 高文堂 1990
《専門書》
『童遊文化史』半沢敏郎 東京書籍 1980
→日本における代表的な子どもの遊びについて、地方による違い、詳細な
ルール、用いられる遊具、史的考察などが載っています。《専門書》
『子ども白書』日本子どもを守る会/毎年発行 →子どもの遊びと成長、近
年のネットゲームやスマホの普及とその影響などについての論考が載って
います。
《白書・統計》
『日本子ども資料年鑑』KTC 中央出版/毎年発行 →子どもに関するあら
ゆる調査統計集です。
《白書・統計》

請求記号
384.5/N
384.5/H/1-5

配架場所
3F
3F

R369.4/K

3F
参考図書

R367.6/N

3F
参考図書

〉〉
〉Web サイト〈
〈〈
関連サイトには次のようなものがあります。
●芸術と遊び創造協会 http://goodtoy.org/
→おもちゃのコンサルタントによるグッド・トイの紹介や遊びのコーディネートなどを通じて良質な遊び
を広める活動をしている NPO 法人です。下記の東京おもちゃ美術館を運営しています。
●東京おもちゃ美術館
http://goodtoy.org/ttm/
→おもちゃを創る・遊ぶ・学ぶ・楽しむ、多世代交流の美術館です。企画展示・ワークショップなど多彩
な活動をしています。また、2018 年 7 月には秋田県由利本荘市に「鳥海山木のおもちゃ美術館」がオー
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プンしました。
●玩具福祉学会
http://www.gangufukushigakkai.org/
→玩具の持つ多面的な機能を生かして、自立と質の向上を目指す福祉活動の拡充を目的とする学会です。
紀要『玩具福祉研究』を年１回発行しています。
●日本玩具協会
http://www.toys.or.jp/index.html
→楽しく、安全で、求めやすいおもちゃを提供することで文化を支えることを理念とする業界団体です。
おもちゃの見本市「東京おもちゃショー」を毎年開催し、
「日本おもちゃ大賞」を選出しています。
また、玩具安全基準を策定し、基準を満たすものに「ＳＴマーク」を付けています。
●東京玩具人形協同組合
http://www.gangu-kumiai.com/
→玩具業界の振興を目的とし、イベントやキャンペーンを行っています。玩具情報誌『月刊トイジャーナ
ル』を発行しています。
●日本玩具文化財団
http://www.toyculture.org/
→子どもたちの健全な成長発達を促す玩具の与え方や使い方についての研究等の奨励および成果の普及を
行い、健全な青少年の育成に寄与することを目的とする財団です。
●江崎記念館
http://www.glico.co.jp/kinenkan/index.html
→江崎グリコの企業美術館です。菓子のおまけとしての豆玩具についてその歴史を紹介しています。
●クレヨンハウスおもちゃ TOWN http://www.crayonhouse.co.jp/shop/c/c20
→企業理念に基づいて厳選したおもちゃを年齢別・用途別などに紹介しています。
●日本玩具博物館
http://www.japan-toy-museum.org/
→日本の郷土玩具・近代玩具・伝統人形・世界の玩具や人形などを収蔵、展示しています。企画展のほか、
館外貸し出しによる移動展も行っています。
●ちゃちゃワールド http://cha2world.com/
→北海道・遠軽町にあるおもちゃのミュージアムです。世界のおもちゃを展示しているほか、藤城清治影
絵美術館も併設しています。

図書館にない資料を入手するには
■直接利用
所蔵している図書館を調べ（CiNii Books など）直接出向いて閲覧することができます。
★北海道地区大学図書館相互利用サービス…学生証を提示し、利用登録手続きをすると、閲覧や
館外貸出が可能です。（道内 39 大学 47 館）
★その他の大学図書館…おおむね、学生証の提示で閲覧が可能ですが、各大学図書館のホームページ
で確認してから訪問しましょう。
＊「紹介状」が必要な場合は発行しますので、カウンターで申し込んでください。
★国立国会図書館…満 18 歳以上であれば誰でも利用できます。
★北海道立図書館…北海道内に居住している方・帰省先などがある方は誰でも利用できます。
■複写取り寄せ・現物貸借
他大学・国立国会図書館・道立図書館から、資料の複写物・図書現物を取り寄せることができます。
申込用紙に記入の上、申し込んでください。
＊国立国会図書館から借りた場合は、館内閲覧のみです。ご注意ください。
■リクエスト
要望があれば、購入します。リクエストカードに記入して申し込んでください。
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＊絶版などの理由で購入できない場合もあります。
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