山口市立中央図書館

こどもパスファインダー
2020 年４月作成

特産品（くりまさる）を調べる
がいとう

しゅうかく

地域には、様々な「特産品」があります。この「特産品」とは、該当地域で収 穫 もしくは生
産される物のことです。
山口市の阿知須地域では「くりまさる」という名前のカボチャが育てられています。 「くりま
さる」とは、どんな特産品なのでしょうか？
パスファインダーを使って「くりまさる」について、調べてみましょう。

キーワード（調べたいことを探す時に手がかりとなる言葉）
阿知須・農業・特産品・カボチャ、かぼちゃ、南瓜

など

パスファインダーとは？
特定のテーマに関する資料や情報を分かりやすくまとめたガイドです。
「調べ物をしているけど、どの資料をみたらよいか分からない」といった場合
に、ぜひ参考にしてください。
（※このパスファインダーは、およそ小学４年生以上を対象にしています。）

１

本を探そう

探す時のみかた
本の情報（タイトルなど）です。
★は大人用の本で、本の内容と、調べたい物が
けいさい

どの頁に出ているかについても掲 載 しています。

しょぞう

せいきゅう

所蔵場所（本のある場所）

請 求 記号（本についている

です。

ラベルの番号）です。

『大学的やまぐちガイド』★（p141～153）
山口県立大学国際文化学部／編

昭和堂

地域・参考 C６

Ｙ217.1 タイ

2011 年

神・寺、考古学など、ダイナミックな「やまぐち」の姿を文化遺産から再発見する本です。

（１）全般的な事柄（カボチャについて）を調べよう
『どででんかぼちゃ』

こどもＤ4 E イユ知識・黄

いわさ ゆうこ／さく

童心社

2016 年

『旬ってなに? 季節の食べもの 秋』
本多 京子／監修

汐文社

こども D11 Ｋ596 シユ

2019 年
こうかい し ょ こ

『カボチャの絵本』

公 開 書庫F20 Ｋ626 カホ

いとう きみお／へん

ささめや ゆき／え

農山漁村文化協会

『まるごとかぼちゃ』

こどもＤ11

八田 尚子／構成・文
大竹 道茂／監修

1999 年

Ｋ626 ハナ

野村 まり子／構成・絵
絵本塾出版

2014 年

（２）
「くりまさる」以前の阿知須のカボチャを調べよう
『あじすの記憶』★（p121）
阿知須町／企画・編集

地域・参考 C６
山口県阿知須町

Ｙ217.1 アシ

2005 年

し こ う

町制施行65 周年を記念して作成された本です。
『わたしたちのふるさと阿知須』★（p27）
阿知須町教育委員会／編

地域・参考 C６

阿知須町教育委員会

Ｙ217.1 ワタ

2002 年

阿知須町の頃の副読本です。
へいかしょこ

『広報あじす縮刷版 No.1』★（p1117,1121）閉架書庫
阿知須町企画課／編

Ｙ318 コウ

阿知須町 1990 年

第１号（1951 年）から第 445 号（1989 年）までが収録されています。

（３）
「くりまさる」や、それを使った加工品などを調べてみよう
『のびゆく山口』

こども D14 KY217 ノヒ

山口市「のびゆく山口」編集委員会／編

山口市教育委員会

2019 年

へいかしょこ

『彩都山口Ｖｏｌ.４』★（p6～9）

閉架書庫

Y291 サイ

山口市総合政策部企画経営課／[編]
山口市総合政策部企画経営課

2012 年

同シリーズ Vol.3～5 は「山口・津和野のおいしい情報お届けします。」という
テーマで作られています。
『ヤマグチ南向き』★（p4,10）

地域・参考 C7 Y291 ヤマ

山口市×tys 週末ちぐまや家族／[編]
しんこう

すいしん

山口市南部振 興 局ルーラルアメニティ推 進 室

2015 年

山口南部エリアのとっておき情報が紹介されています。
『ヤマグチ南向き 2』★（p12）

地域・参考 C7 Y291 ヤマ

山口市×tys 週末ちぐまや家族／[編]
そくしん

山口市地域生活部定住促 進 課

2020 年

とっておき情報その 2。たくさんの写真があり、見やすい本です。
『広報あじす縮刷版 No.２』★（p715,1066,1077,1093,1109,1118）
へいかしょこ

閉架書庫
阿知須町企画課／編

Y318 コウ

阿知須町 2005 年

第 446 号（1989 年）から第 646 号（2005 年）までが収録されています。
『にっぽう食堂』★（p52～53）
浅野

靖／著

地域・参考 C8

Y596 アヤ

宇部日報社 2014 年
れんさい

2013 年 1 月～2014 年 4 月まで宇部日報で連載された
「にっぽう食堂」を 1 冊にまとめた本です。
しんこう

『山口市食料・農業・農村振 興 プラン』★（p15）
地域・参考 C8 Y611 ヤマ
山口市経済産業部農林政策課／編
山口市経済産業部農林政策課

2018 年
し さ く

すいしん

山口市における自然や経済などに応じた、食料や農業などに関する施策を推進
ししん

するための指針です。

２

インターネットを使って調べよう

インターネットを使って調べることもできます。ただし、その情報が正しいものや
良いものとは限らないので、信頼できる発信元であることを確認しましょう。
〇山口市観光情報サイト 西の京 やまぐち→「特産・お土産」
http://yamaguchi-city.jp/souvenir/

３

新聞記事を探してみよう

〇宇部日報 2018 年

７月 14 日

７面

〇山口新聞 2019 年 12 月 20 日 17 面

４

どちらも出荷についての記事なので、毎年
同じ頃トピックスになります。

関連する他の機関や団体

テーマに関連する他の機関や団体を紹介します。あいている日時など
を確認してご利用ください。
〇山口県農林水産事務所

https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a17105

/yamagucinourin/201609270002.html
住所：〒753‐0064

山口市神田町 6－10（山口総合庁舎内）

電話：083‐922‐5291 FAX：083‐928‐2387
〇山口県農林水産部
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/guidance/renrakusaki/nousui.html
住所：〒753‐8501 山口市滝町 1－1（山口県庁内）
電話：083‐922‐3111（代表）

JA 山口県広報誌『JA だより』には、
けいさい

とうかつ

「くりまさる」の記事がよく 掲 載 されています。

〇JA 山口県宇部統 括 本部

https://www.ja-ymg.or.jp/area_info/headquarters_ube/
住所：〒755‐0084

宇部市大字川上字小羽山 74

電話：0836‐31‐7611
〇JA 山口県新鮮館阿知須店
https://www.ja-ymg.or.jp/store/shinsenkan_ajisu/
住所：〒754‐1277

山口市阿知須 4825－1（サンパークあじす内）

電話：0836‐66‐0170 FAX：0836‐66‐0170
〇道の駅きららあじす

https://kiraraajisu.jp/

住所：〒754‐1277

山口市阿知須 509－88

電話：0836‐66‐1001 FAX：0836‐66‐1002

