
 

 

 

 

 

 

■ 応募部門別作品数 

調
べ
る
学
習
部
門 

小学生の部 

１年 5,065  

69,894  

２年 6,683  

３年 11,654  

４年 13,930  

５年 16,105  

６年 16,457  

中学生の部 

１年 8,469  

20,875   ２年 7,894  

３年 4,512  

高校生の部 

１年 338  

1,053   ２年 518  

３年 197  

大人の部   58  

子どもと大人の部   14  

調
べ
る
学
習
英
語
部
門 

中学生の部 

１年 0  

7  ２年 0  

３年 7  

高校生の部 

１年 1  

4  ２年 2  

３年 1  

調べる学習指導・支援部門   3  

計   91,908  

※応募作品総数「91,908」には、地域コンクール応募作品総数「84,331」が含まれています。 

第 21回 「図書館を使った調べる学習コンクール」応募総数 

91,908作品 

 

2018.1.23 



■地域コンクールの開催  

地域コンクール応募作品総数 84,331作品 
開催団体数  119自治体 （36都道府県）               ★初開催 

  都道府県 市区町村 
 

名 称 主 催 
応募 
点数 

1 北海道 函館市 ★ 
函館市図書館を使った調べる学習コンクー
ル 

函館市中央図書館指定管
理者ＴＲＣ函館グループ 

49  

2 北海道 釧路市   くしろ図書館を使った調べる学習コンクール 釧路市教育委員会 22  

3 北海道 苫小牧市   
苫小牧市図書館を使った調べる学習コンク
ール 

苫小牧市立中央図書館 指
定管理者 TRC苫小牧グル
ープ 

34  

4 北海道 滝川市   
滝川市立図書館を使った調べる学習コンク
ール 

滝川市立図書館 112  

5 北海道 恵庭市   恵庭市小中学生調べる学習コンクール 恵庭市教育委員会 443  

6 北海道 北広島市   
北広島市図書館を使った調べる学習コンク
ール 

北広島市図書館フィールド
ネット 

29  

7 北海道 石狩市   
石狩市図書館を使った調べる学習コンクー
ル 

石狩市民図書館 484  

8 青森県 八戸市   
八戸市図書館を使った調べる学習コンクー
ル 

八戸市立図書館 26  

9 青森県 十和田市   
十和田市図書館を使った調べる学習コンク
ール 

十和田市民図書館 5  

10 青森県 三沢市   
三沢市立図書館を使った調べる学習コンク
ール 

三沢市立図書館 33  

11 青森県 つがる市 ★ 
つがる市立図書館を使った調べる学習コン
クール 

つがる市立図書館 50  

12 岩手県 紫波町   紫波町図書館 調べる学習コンクール 紫波町 111  

13 宮城県 名取市   
名取市「図書館を使った調べる学習」コンク
ール 

名取市教育委員会 51  

14 宮城県 富谷市   
富谷市図書館を使った調べる学習コンクー
ル 

富谷市 富谷市教育委員会 1,640  

15 秋田県 能代市 ★ 図書館を使った調べる学習コンクール 能代市立図書館 28  

16 福島県 会津若松
市   会津図書館を使った調べる学習コンクール 会津若松市教育委員会 54  

17 福島県 大熊町   おおくま町調べる学習コンクール 大熊町教育委員会 44  

18 栃木県 大田原市   
大田原市図書館を使った調べる学習コンク
ール 

大田原市立図書館 52  

19 栃木県 那須塩原
市   

那須塩原っ子図書館を使った調べる学習
コンクール 

那須塩原市教育振興会 1,118  

20 栃木県 上三川町   
上三川町図書館を使った調べる学習コンク
ール 

上三川町立図書館 42  

21 栃木県 壬生町 ★ 
壬生町「図書館を使った調べる学習コンク
ール」 

壬生町立図書館 指定管理
者 株式会社図書館流通セ
ンター 

51  



  都道府県 市区町村  名 称 主 催 
応募 
点数 

22 栃木県 高根沢町   
高根沢町図書館を使った調べる学習コンク
ール 

高根沢町図書館 17  

23 埼玉県 行田市   
行田市立図書館を使った調べる学習コンク
ール 

行田市立図書館 11  

24 埼玉県 春日部市 ★ 
春日部市図書館を使った調べる学習コンク
ール 

春日部市立図書館 15  

25 埼玉県 鴻巣市   
鴻巣市図書館（3図書館合同）図書館を使
った調べる学習コンクール 

鴻巣図書館（鴻巣中央、吹
上、川里）指定管理者 ＴＲ
Ｃ鴻巣グループ 

749  

26 埼玉県 桶川市 ★ 
桶川市 図書館を使った調べる学習コンク
ール 

桶川市立駅西口図書館 指
定管理者構成企業 株式会
社図書館流通センター 

73  

27 埼玉県 北本市   
北本市 図書館を使った調べる学習コンク
ール 

北本市文化センター指定管
理者 acTrC北本ネットワー
ク 

24  

28 埼玉県 八潮市   
八潮市図書館を使った調べる学習コンクー
ル 

八潮市立図書館 55  

29 埼玉県 三郷市   
「日本一の読書のまち三郷」調べる学習コ
ンクール 

三郷市教育委員会 3,343  

30 埼玉県 坂戸市   
坂戸市図書館を使った調べる学習コンクー
ル 

坂戸市立図書館 106  

31 埼玉県 鶴ヶ島市 ★ 
鶴ヶ島市立図書館を使った調べる学習コン
クール 

鶴ヶ島市立図書館 69  

32 埼玉県 吉川市   
吉川市図書館を使った調べる学習コンクー
ル 

吉川市教育委員会 275  

33 埼玉県 ふじみ野
市 ★ 

ふじみ野市 図書館を使った調べる学習コ
ンクール 

ふじみ野市教育委員会 154  

34 埼玉県 毛呂山町   
図書館を使った調べる学習コンクール in 
もろやま 

毛呂山町立図書館 19  

35 埼玉県 小鹿野町   
小鹿野町図書館を使った調べる学習コンク
ール  

小鹿野町立図書館 15  

36 埼玉県 上里町   
上里町「図書館を使った調べる学習コンク
ール」 

指定管理者株式会社図書
館流通センター 上里町立
図書館 

28  

37 埼玉県 宮代町   
宮代町 図書館を使った調べる学習コンク
ール 

宮代町教育委員会 15  

38 千葉県 茂原市   
茂原市図書館を使った調べる学習コンクー
ル 

茂原市立図書館 指定管理
者 株式会社図書館流通セ
ンター 

265  

39 千葉県 柏市 ★ 柏市図書館を使った調べる学習コンクール 柏市教育委員会 438  

40 千葉県 八千代市   
八千代市図書館を使った調べる学習コンク
ール 

ＴＲＣ八千代中央図書館 1,513  

41 千葉県 袖ケ浦市   
袖ケ浦市図書館を使った調べる学習コンク
ール 

袖ケ浦市教育委員会 3,906  

42 東京都 新宿区   
新宿区立図書館を使った調べる学習コンク
ール 

新宿区教育委員会 新宿区
立図書館 2,710  

43 東京都 文京区   
文京区「図書館を使った調べる学習コンク
ール」 

（公財）図書館振興財団 
東京小石川ロータリークラブ 2,334  

44 東京都 墨田区   
墨田区図書館を使った調べる学習コンクー
ル 

墨田区教育委員会 5,508  



  都道府県 市区町村  名 称 主 催 
応募 
点数 

45 東京都 大田区   

大田区立４館（蒲田駅前・洗足池・多摩川・
馬込）合同 図書館を使った調べる学習コ
ンクール 

蒲田駅前図書館、洗足池図
書館、多摩川図書館、馬込
図書館 

1,012  

46 東京都 杉並区   
杉並区図書館を使った調べる学習コンクー
ル 

杉並区立中央図書館（杉並
区教育委員会） 2,802  

47 東京都 豊島区   調べる学習コンクール in としま 
調べる学習コンクールｉｎとし
ま実行委員会 1,727  

48 東京都 荒川区   
荒川区図書館を使った調べる学習コンクー
ル 

荒川区教育委員会 8,104  

49 東京都 板橋区   
板橋区図書館を使った調べる学習コンクー
ル 

板橋区 板橋区教育委員会 1,604  

50 東京都 練馬区 ★ 

練馬区立大泉図書館を使った調べる学習
コンクール 

練馬区立大泉図書館 16  

練馬区立関町図書館を使った調べる学習
コンクール 

練馬区立関町図書館 12  

練馬区貫井図書館を使った調べる学習コ
ンクール 

練馬区立貫井図書館 262  

練馬区立南田中図書館を使った調べる学
習コンクール 

練馬区立南田中図書館 46  

51 東京都 江戸川区   
江戸川区 図書館を使った調べる学習コン
クール 

江戸川区立中央図書館 4,197  

52 東京都 八王子市 ★ 
調べる学習コンクール～図書館・学校図書
館で調べてみよう～ 

八王子市教育委員会 1,478  

53 東京都 青梅市 ★ 
青梅市図書館を使った調べる学習コンクー
ル 

青梅市教育委員会 466  

54 神奈川県 小田原市   
小田原市図書館を使った調べる学習コンク
ール 

小田原市立図書館 14  

55 神奈川県 海老名市   
海老名 図書館を使った調べる学習コンク
ール 

海老名市教育委員会   311  

56 神奈川県 座間市   
座間市図書館を使った調べる学習コンクー
ル 

座間市教育委員会 座間市
立図書館 39  

57 新潟県 長岡市   
図書館を使った調べる学習コンクール 地
域コンクール 

長岡市立地域図書館（7
館） 64  

58 新潟県 三条市   
三条市「図書館を使った調べる学習コンク
ール」 

三条市立図書館 1  

59 新潟県 燕市   
燕市立図書館を使った調べる学習コンクー
ル 

燕市立図書館 41  

60 石川県 小松市   
小松市「図書館を使った調べる学習コンク
ール」 

小松市教育委員会 1,555  

61 石川県 かほく市   
かほく市図書館を使った調べる学習コンク
ール 

かほく市立中央図書館 626  

62 石川県 白山市   白山市図書館を使った調べ学習コンクール 
白山市教育委員会、 
白山市立図書館 2,706  

63 石川県 野々市市   
野々市市 図書館を使った調べる学習コン
クール 

野々市市教育委員会 405  

64 石川県 津幡町 ★ 図書館を使った調べる学習コンクール 津幡町教育委員会 322  



  都道府県 市区町村  名 称 主 催 
応募 
点数 

65 石川県 内灘町   
内灘町 図書館を使った調べる学習コンク
ール 

内灘町教育委員会 588  

66 山梨県 韮崎市   
韮崎市図書館を使った調べる学習コンクー
ル 

韮崎市立大村記念図書館 200  

67 長野県 駒ヶ根市 ★ 
駒ヶ根市の図書館を使った調べる学習コン
クール 

駒ヶ根市立図書館 224  

68 長野県 茅野市   
茅野市図書館を使った調べる学習コンクー
ル 

茅野市教育委員会 1,008  

69 岐阜県 高山市   
高山市「図書館を使った調べる学習コンク
ール」 

高山市教育委員会 382  

70 静岡県 浜松市   浜松市調べ学習コンクール 浜松市立中央図書館 2,270  

71 愛知県 名古屋市   
名古屋市「図書館を使った調べる学習コン
クール」 

NPO法人としょかん再発見 953  

72 愛知県 豊橋市   郷土を探る！豊橋っ子調べ学習コンクール 豊橋市教育委員会 287  

73 愛知県 豊田市   
豊田市 学校や地域の図書館を使った調
べる学習コンクール 

豊田市中央図書館 900  

74 愛知県 知多市   
知多市図書館を使った調べる学習コンクー
ル 

知多市立中央図書館 266  

75 愛知県 武豊町   
武豊町立図書館を使った調べる学習コンク
ール 

武豊町立図書館 指定管理
者㈱図書館流通センター 41  

76 三重県 松阪市   
松阪市図書館を使った調べる学習コンクー
ル 

松阪市教育委員会 128  

77 三重県 桑名市   
桑名市「図書館を使った調べる学習コンク
ール」 

桑名市教育委員会   
㈱図書館流通センター 283  

78 滋賀県 近江八幡
市   としょかんを使った調べる学習コンクール 

近江八幡市立近江八幡図
書館 15  

79 京都府 井手町   井手町調べる学習コンクール 井手町教育委員会 300  

80 大阪府 大東市   
大東市図書館を使った調べる学習コンクー
ル 

大東市立図書館 458  

81 大阪府 和泉市   
和泉市図書館を使った調べる学習コンクー
ル 

和泉市立図書館（３館） 71  

82 大阪府 羽曳野市   
羽曳野市図書館を使った調べる学習コンク
ール 

羽曳野市教育委員会 1,575  

83 大阪府 大阪狭山
市   

大阪狭山市 図書館を使った調べる学習コ
ンクール 

大阪狭山市教育委員会 1,842  

84 大阪府 熊取町   
熊取町図書館を使った調べる学習コンクー
ル 

熊取町教育委員会 294  

85 兵庫県 姫路市 ★ ひめじ図書館を使った調べ学習コンクール 姫路市教育委員会  2,259  

86 兵庫県 三田市   
三田市図書館を使った調べる学習コンクー
ル 

三田市立図書館 536  

87 兵庫県 播磨町   
播磨町図書館を使った調べる学習コンクー
ル 

播磨町立図書館 878  



  都道府県 市区町村  名 称 主 催 
応募 
点数 

88 奈良県 
大和高田
市   

大和高田市「図書館を使った調べる学習」
地域コンクール 

大和高田市立図書館 指定
管理者 （株） 図書館流通
センター 

79  

89 奈良県 五條市   
五條市図書館を使った調べる学習コンクー
ル 

五條市立図書館 601  

90 奈良県 宇陀市 ★ 
宇陀市「図書館を使った調べる学習コンク
ール」 

宇陀市教育委員会（宇陀市
立中央図書館） 95  

91 奈良県 平群町 ★ 
平群町図書館を使った調べる学習コンクー
ル 

平群町図書館を使った調べ
る学習コンクール実行委員
会 

1,094  

92 和歌山県 橋本市 ★ 
橋本市図書館を使った調べる学習コンクー
ル 

橋本市図書館 154  

93 和歌山県 岩出市 ★ 岩出市地域コンクール 岩出市教育委員会 216  

94 和歌山県 有田川町   
有田川 Library を使った調べる学習コンク
ール 

有田川町教育委員会 149  

95 島根県 浜田市   
浜田市図書館を使った調べる学習コンクー
ル 

浜田市教育委員会 1,643  

96 岡山県 倉敷市 ★ 
「倉敷市」５０周年記念・「郷土の魅力発
見」図書館を使った調べる学習コンクール 

倉敷市立中央図書館 258  

97 岡山県 津山市   
「見つけよう！津山の魅力」調べる学習コン
クール 

津山市教育委員会 26  

98 広島県 府中市   
府中市立図書館を使った調べる学習コンク
ール 

府中市立図書館 149  

99 広島県 東広島市 ★ 
東広島市図書館を使った調べる学習コンク
ール 

東広島市立図書館 596  

100 山口県 防府市   
防府市図書館を使った調べる学習コンクー
ル 

防府市教育委員会 65  

101 香川県 高松市   
高松市図書館を使った調べる学習コンクー
ル 

高松市教育委員会 33  

102 香川県 綾川町   
綾川町図書館を使った調べる学習コンクー
ル 

綾川町立図書館 112  

103 福岡県 大牟田市 ★ 
大牟田市立図書館を使った調べる学習コ
ンクール 

大牟田市立図書館 44  

104 福岡県 田川市 ★ 
田川市立図書館を使った調べる学習コンク
ール 

田川市立図書館 690  

105 福岡県 中間市   
中間市民図書館を使った調べる学習コンク
ール 

中間市民図書館 218  

106 福岡県 宗像市   
宗像市図書館を使った調べる学習コンクー
ル 

宗像市教育委員会 2,576  

107 福岡県 みやま市 ★ 
みやま市?（はてな）に挑戦する調べる学習
コンクール 

みやま市教育委員会 1,687  

108 福岡県 宇美町   
宇美町図書館を使った調べる学習コンクー
ル 

宇美町教育委員会 3,146  

109 佐賀県 佐賀市   佐賀市立図書館 調べる学習コンクール 佐賀市立図書館 248  

110 佐賀県 伊万里市   
伊万里市民図書館・学校図書館を使った
調べる学習コンクール 

伊万里市教育委員会 168  



 

  都道府県 市区町村  名 称 主 催 
応募 
点数 

111 長崎県 長崎市   
長崎市図書館を使った調べる学習コンクー
ル 

長崎市教育委員会 305  

112 長崎県 佐世保市 ★ 
佐世保市「図書館を使った調べる学習コン
クール」 

佐世保市教育委員会 89  

113 長崎県 平戸市   
平戸市 図書館を使った調べる学習コンク
ール 

平戸図書館・永田記念図書
館 51  

114 熊本県 八代市 ★ 
八代市立図書館を使った調べる学習コンク
ール 

八代市立図書館 3  

115 宮崎県 えびの市   
えびの市民図書館を使った調べる学習コン
クール 

えびの市民図書館 22  

116 鹿児島県 鹿屋市   
鹿屋市立図書館 図書館を使った調べる
学習コンクール 

鹿屋市立図書館 31  

117 鹿児島県 出水市   
出水市立図書館 図書館を使った調べる
学習コンクール 

出水市立図書館 18  

118 鹿児島県 いちき串
木野市 ★ 

いちき串木野市立図書館 図書館を使った
調べる学習コンクール 

いちき串木野市立図書館 8  

119 鹿児島県 南さつま市 ★ 
南さつま市立図書館を使った調べる学習コ
ンクール 

南さつま市立図書館 69  

  合計         84,331  


