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106,566計

※応募作品総数「106,566」には、地域コンクール応募作品総数「104,233」が含まれています。

調べる学習指導・支援部門

第25回　「図書館を使った調べる学習コンクール」応募総数
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2021-12-19

地域コンクール応募作品総数：104,233作品

開催団体数：142自治体（38都道府県）
★初開催

No. 都道府県 市区町村 名称 主催／共催 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 図書
館流通センター･マルエイヘルシー
サービス共同事業体

73

2 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 / 苫小牧市教育
研究会学校図書館研究部会

29

3 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 /
滝川市教育委員会

171

4 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 /
恵庭市学校図書館活動推進協議会

357

5 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 / 北広島市図書館
フィールドネット運営委員会

11

6 北海道 石狩市
図書館を使った調べる学習コン
クール｢石狩市コンクール｣

石狩市民図書館 333

7 青森県 弘前市
弘前市立図書館を使った調べる学
習コンクール

弘前市立図書館 /
弘前市教育委員会

7

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

八戸市教育委員会 31

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 18

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 25

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 4

12 青森県 おいらせ町 ★
おいらせ町立図書館を使った調べ
る学習コンクール

おいらせ町立図書館 /
おいらせ町教育委員会

0

13 岩手県 久慈市 ★
久慈市立図書館を使った調べる学
習コンクール

久慈市教育委員会･久慈市立図書館 0

14 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 70

15 岩手県 洋野町 ★
洋野町立図書館 図書館を使った
調べる学習コンクール

洋野町立図書館 /
洋野町教育委員会

0

16 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 52

17 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

富谷市教育委員会 1,861

18 秋田県 能代市
能代市立図書館を使った調べる学
習コンクール

能代市立図書館 35

19 秋田県 由利本荘市
由利本荘市図書館を使った調べる
学習コンクール

由利本荘市教育委員会 12

20 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 77

■地域コンクールの開催



No. 都道府県 市区町村 名称 主催／共催 応募点数

21 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 51

22 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 / 那須塩原市
教育委員会

774

23 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 9

24 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｣地域コンクール

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 /
壬生町教育委員会

63

25 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 /
高根沢町

8

26 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

行田市教育委員会 生涯学習部 行田
市立図書館

25

27 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 /
春日部市教育委員会

70

28 埼玉県 鴻巣市
鴻巣市 図書館を使った調べる学
習コンクール

鴻巣市立図書館(鴻巣中央図書館､吹
上図書館､川里図書館)

487

29 埼玉県 入間市 ★
入間市 図書館を使った調べる学
習コンクール

入間市教育委員会 204

30 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

桶川市図書館 /
桶川市教育委員会

132

31 埼玉県 久喜市 ★
久喜市図書館を使った調べる学習
コンクール

久喜市立図書館 907

32 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

35

33 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 35

34 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 1,393

35 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 75

36 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 /
鶴ヶ島市教育委員会

78

37 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 394

38 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 1,209

39 埼玉県 伊奈町
伊奈町図書館を使った調べる学習
コンクール

伊奈町立図書館 指定管理者 株式会
社図書館流通センター

46

40 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 24

41 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 56

42 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

33



No. 都道府県 市区町村 名称 主催／共催 応募点数

43 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 49

44 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 /
茂原市教育委員会

392

45 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 /
柏市立図書館

729

46 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

八千代市教育委員会 4,487

47 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 4,393

48 東京都 港区
港区図書館を使った調べる学習コ
ンクール

港区教育委員会 514

49 東京都 新宿区
令和3年度 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 1,937

50 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｣

文京区教育委員会 /
東京小石川ロータリークラブ

2,810

51 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 4,733

52 東京都 大田区
大田区 図書館を使った調べる学
習コンクール

大田区 ｢図書館を使った調べる学習
コンクール｣実行委員会 /
大田､池上､大森南､蒲田駅前､洗足池､
多摩川､馬込､六郷図書館

504

53 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)

1,200

54 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 / 豊島ケーブルネットワーク
株式会社 株式会社創発としま

2,008

55 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

荒川区立教育センター /
荒川区立ゆいの森あらかわ(荒川区立
中央図書館)

7,788

56 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

板橋区立中央図書館 2,040

57 東京都 練馬区
練馬区立石神井図書館 図書館を
使った調べる学習コンクール

練馬区立図書館  図書館を使った調
べる学習コンクール実行委員会(石神
井図書館)

14

練馬区立平和台図書館 図書館を
使った調べる学習コンクール

練馬区立図書館  図書館を使った調
べる学習コンクール実行委員会(平和
台図書館)

8

練馬区立大泉図書館 図書館を
使った調べる学習コンクール

練馬区立図書館  図書館を使った調
べる学習コンクール実行委員会(大泉
図書館)

71

練馬区立関町図書館 図書館を
使った調べる学習コンクール

練馬区立図書館  図書館を使った調
べる学習コンクール実行委員会(関町
図書館)

17

練馬区立貫井図書館 図書館を
使った調べる学習コンクール

練馬区立図書館  図書館を使った調
べる学習コンクール実行委員会(貫井
図書館)

292

練馬区立南田中図書館 図書館を
使った調べる学習コンクール

練馬区立図書館  図書館を使った調
べる学習コンクール実行委員会(南田
中図書館)

204

58 東京都 足立区
足立区｢図書館を使った調べる学
習コンクール｣

足立区教育委員会 10,232



No. 都道府県 市区町村 名称 主催／共催 応募点数

59 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

江戸川区立図書館 4,851

60 東京都 八王子市 八王子市調べる学習コンクール 八王子市教育委員会 538

61 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 277

62 東京都 清瀬市 ★
清瀬市図書館を使った調べる学習
コンクール

清瀬市教育委員会 241

63 東京都 瑞穂町
瑞穂町図書館を使った調べる学習
コンクール

瑞穂町教育委員会 404

64 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

小田原市文化部図書館 /
小田原市教育委員会

41

65 神奈川県 大和市
大和市 図書館を使った調べる学
習コンクール

大和市教育委員会 7,090

66 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 /
海老名市立図書館

403

67 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 25

68 新潟県 長岡市
図書館を使った調べる学習コン
クールin長岡

長岡市立地域図書館(7館)指定管理者
(株)図書館流通センター

113

69 新潟県 燕市
燕市立図書館 図書館を使った調
べる学習コンクール

燕市立図書館 /
燕市教育委員会

43

70 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 704

71 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 2,079

72 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

学びの杜ののいち カレード /
野々市市教育委員会学校教育課

1,090

73 石川県 津幡町
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 327

74 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 /
内灘町立図書館､内灘町教育センター

646

75 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 /
韮崎市教育委員会

118

76 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 /
駒ヶ根市教育委員会
公益財団法人 駒ヶ根市文化財団

280

77 長野県 茅野市
茅野市小中高校生調べ学習コン
クール

茅野市教育委員会 /
 読書の森読りーむinちの

1,307

78 長野県 御代田町 ★
御代田町第1回図書館を使た調べ
る学習コンクール

御代田町教育委員会 /
御代田町立図書館

372

79 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 学校教育課 79

80 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 /
浜松市教育委員会

2,668



No. 都道府県 市区町村 名称 主催／共催 応募点数

81 愛知県 名古屋市
図書館を使った調べる学習コン
クール(名古屋)

特定非営利活動法人としょかん再発
見

454

82 愛知県 豊橋市 豊橋っ子調べ学習コンクール
豊橋市教育委員会 /
豊橋市

409

83 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･伝える学習コン
クール

豊田市中央図書館 /
豊田市教育委員会

4,716

84 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 /
知多市教育委員会

213

85 愛知県 武豊町
図書館を使った調べる学習コン
クール in 武豊

武豊町教育委員会 49

86 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 /
株式会社 図書館流通センター

63

87 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

桑名市立中央図書館 166

88 滋賀県 近江八幡市
(令和3年度)近江八幡市図書館を
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 33

89 滋賀県 草津市
草津市図書館を使った調べる学習
コンクール

草津市教育委員会事務局学校政策推
進課 / 草津市教科等部会別研修会図
書館教育部会

526

90 滋賀県 湖南市
湖南市｢図書館を使った調べる学
習コンクール｣

湖南市立図書館 24

91 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 /
井手町図書館ネットワーク会議

364

92 大阪府 茨木市
茨木市 図書館を使った調べる学
習コンクール

茨木市教育委員会 191

93 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(3館) 528

94 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) 76

95 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 1,173

96 大阪府 高石市
高石市 図書館を使った調べる学
習コンクール

高石市立図書館 214

97 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 /
大阪狭山市立図書館

1,049

98 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 375

99 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 3,494

100 兵庫県 尼崎市 ★
あまがさき版図書館を使った調べ
る学習コンクール

尼崎市立中央図書館 / 未定 3

101 兵庫県 伊丹市
伊丹でみつける･さぐる･かんがえ
る 図書館を使った調べるコン
クール

伊丹市立図書館 18

102 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 /
三田市･三田市教育委員会

205
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103 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 /
播磨町教育委員会

230

104 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

大和高田市教育委員会 /
大和高田市立図書館 指定管理者(株)
図書館流通センター

56

105 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 /
五條市教育委員会

682

106 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 12

107 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

761

108 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 /
橋本市教育委員会

333

109 和歌山県 岩出市
岩出市図書館を使った調べる学習
コンクール

岩出市教育委員会 464

110 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 135

111 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 1,611

112 岡山県 津山市
津山市｢図書館を使った調べる学
習コンクール｣

津山市 184

113 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 52

114 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 /
東広島市教育委員会

163

115 山口県 防府市
令和3年度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 /
公益財団法人 防府市文化振興財団

27

116 山口県 長門市
長門市図書館を使った調べる学習
コンクール

長門市立図書館 58

117 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 31

118 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 85

119 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 /
大牟田市立三池カルタ･歴史資料館

37

120 福岡県 飯塚市
飯塚市 図書館を使った調べる学
習コンクール

飯塚市立図書館 567

121 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 185

122 福岡県 行橋市 ★
ゆくはし図書館を使った調べる学
習コンクール

行橋市図書館 4

123 福岡県 中間市
中間市民図書館｢調べる学習コン
クール｣

中間市民図書館 53

124 福岡県 春日市
春日市図書館を使った調べる学習
コンクール

春日市民図書館 19
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125 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 2,668

126 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 2,881

127 福岡県 遠賀町
遠賀町立図書館を使った調べる学
習コンクール

遠賀町立図書館 2

128 佐賀県 佐賀市
佐賀市立図書館 図書館を使った
調べる学習コンクール

佐賀市立図書館 40

129 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 70

130 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 115

131 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 33

132 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

平戸市立図書館 /
平戸市教育委員会

46

133 熊本県 熊本市
熊本市立小中学校･あおば支援学
校｢ 調べまスター☆コンクール｣

熊本市教育委員会 404

134 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 32

135 大分県 佐伯市
令和3年度 図書館を活用した｢調
べる学習｣コンクール(佐伯市)

三浦造船佐伯図書館 50

136 大分県 豊後高田市
豊後高田市図書館を使った調べる
学習コンクール

豊後高田市立図書館 /
豊後高田市教育委員会

19

137 宮崎県 えびの市
えびの市の学校や地域の図書館を
使った調べる学習コンクール

えびの市民図書館 42

138 宮崎県 川南町
令和3年度川南町めざせ図書館の
達人コンクール 図書館を使った
調べる学習コンクールの部

川南町立図書館 208

139 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 40

140 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 13

141 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 /
南さつま市教育委員会

54

142 沖縄県 恩納村
恩納村 図書館を使った調べる学
習コンクール

恩納村文化情報センター 32

合計 104,233
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