
令和 2年 9月 4日改訂 

 

草加せんべいについて調べる 
パスファインダー Ｎｏ．1 

 
パスファインダーとは、調べたいと思う事柄について役立つ資料を、 

わかりやすく紹介した印刷物（リーフレット）のことです。 

ここでは、「草加せんべい」を取り上げ、必要な資料や情報を見つける事がで

きるように、いろいろな情報の集め方の一部を紹介します。 

 

わからないことがあったら、気軽に声をかけてください。 

 

草加市立中央図書館 



１．手がかりとなるキーワードは？ 

まずは、情報にたどり着く手がかりとなるキーワードを考えましょう。 

ひとつのテーマに結びつくいろいろなキーワードから、新たな切り口が見つ 

かったり、知りたい情報の的が絞られていきます。 

 

例：地場産業 菓子 民話 草加市 歴史 物産 食生活 食物 など   

 

 

 

２．基本的な情報源でテーマの概略を知る（事典・辞書などを使う） 

 草加市立中央図書館で利用できる基本的な情報源を紹介します。 

以下の資料から概略を調べ、テーマを理解しましょう。 

まずは、百科事典・辞書・図鑑などを調べることから始めましょう。 

資料情報 請求記号 資料番号 配架場所 

『日本大百科全書 １４』 

（小学館/刊、1994） 
R031ニ 111236782 中図 参大 禁止 

『郷土資料事典 １１』 

（ゼンリン/刊、1997） 
L291.0 キ 114733512 中図 郷土 貸可 

『事典日本の地域ブランド・名

産品』 

（日外アソシエーツ/刊、2009） 

R602.1 ジ 114500994 中図 参考 禁止 

『日本料理由来事典 中』 

（同朋舎/刊、1990） 
R596.2 ニ 111899779 中図 参考 禁止 

『日本の食生活全集 １１』 

（農山漁村文化協会/刊、1992） 
R383.8 ニ 111278719 中図 参考 禁止 

『たべもの起源事典』 

（東京堂出版/刊、2003） 
R383.8 タ 112871660 中図 参考 禁止 

『そうか事典』 

（草加市/刊、2008） 
L318.2 ソ 114306137 中図 郷土 貸可 

 

 

 

 

 

https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=83866
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=431080
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=2274565
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=2274565
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=454300
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=58700
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=1014404
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=2228391


３．図書を探す① ～草加市立中央図書館の蔵書から～ 

 草加市立中央図書館 蔵書検索機（OPAC）を使って探す。 

当館の OPAC やホームページから１．にあるようなキーワード、タイトル、

著者名などを入力して検索することができます。 

以下に、当館所蔵の検索結果の一部をご紹介します。 

  

★草加市立中央図書館蔵書検索システムで探す 

 https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/index.do 

 

【民話から調べる】 

資料情報 請求記号 資料番号 配架場所 

『埼玉県の民話と伝説』 

（有峰書店/刊、1977） 
L388.1 サ 113966642 中図 郷土 貸可 

【菓子から調べる】 

資料情報 請求記号 資料番号 配架場所 

『草加せんべい』 

（草加市/刊、1992） 
L588.3 ソ 110356730 中図 郷土 貸可 

『せんべいの里 草加』 

（草加市/刊、2002） 
L588.3 セ 113363345 中図 郷土 禁止 

『草加せんべいの由来』 

（草加市/刊、不明） 
L588.3 ヒ 113600308 中図 郷土 貸可 

【歴史から調べる】 

資料情報 請求記号 資料番号 配架場所 

『草加の歴史』 

（草加市教育委員会/刊、1963） 
L213.4 ソ 111011565 中図 郷土 貸可 

『草加市史 民俗編』 

（草加市/刊、1987） 
L213.4 ソ 111017653 中図 郷土 貸可 

『埼玉事始』 

（さきたま出版会/刊、1987） 
L213.4 サ 110981321 中図 郷土 貸可 

『草加市史研究 第１１号』 

（草加市/刊、1998） 
L213.4 ソ 110870565 中図 郷土 貸可 

『草加市史研究 第８号』 

（草加市/刊、1993） 
L213.4 ソ 112084330 中図 郷土 貸可 

『草加市史協年報 １５』 

（草加市史編さん協力会、1996） 
L213.4 ソ 112525670 中図 郷土 貸可 

https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/index.do
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=1937938
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=129311
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=1321735
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=183676
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=129341
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=87053
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=42602
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=240334
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=182711
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=682303


【その他】 

資料情報 請求記号 資料番号 配架場所 

『草加の産業』 

（草加市産業振興課、2013） 
L602.1 ソ 115725673 中図 郷土 貸可 

 

 

図書を探す② ～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同じような内容の資料が近く

に並んでいます。 

 

分類記号 テーマ 

213.4 草加市の歴史 

388.1 日本の伝説・民話 

588.3 パン・菓子類 

 

 

４．雑誌・新聞記事を探す 

 図書では見つからない時事的な情報などが分かります。 

≪広報そうか≫  

・昭和 62年 11月 20日号（広報そうか縮刷版４） 

・平成元年 8月 20日号（広報そうか縮刷版５） 

・平成 3年 1月 1日号（広報そうか縮刷５） 

・平成 8年 3月 5日号 

・平成 13年 11月 5日号 

・平成 13年 12月 5日号 

・平成 16年 11月 5日号 

・平成 20年 1月 1日号 

資料情報 

『朝日新聞社 聞蔵Ⅱビジュアル』・・・朝日新聞社のオンライン記事データベ

ース「聞蔵」に、戦後４０年分の紙面イメージデータベースが追加されていま

す。レファレンスカウンターにお問い合わせください。 

 

 

https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=3490264


５．視聴覚資料を探す 

 資料情報 請求記号 資料番号 配架場所 

『おくのほそ道の

風景地 草加松原』 
LDV915オ 830011078 中図 ＡＶ 貸可 

 

６．インターネットで調べる 

 即時性があり、検索には便利ですが、情報の信憑性には注意が必要です。 

（令和 2年 8月 22日現在） 

★草加市ホームページ （サイト内検索：せんべい） 

http://www.city.soka.saitama.jp/  

★草加市産業振興支援情報 あっ、そうか．ＮＥＴ 

http://www.a-soka.net/03_kanko/motto_senbei.html 

 

７．ほかの図書館の資料を利用する 

 お求めの資料が、ほかの図書館にある場合、取り寄せることができる資料も

ありますので、図書館員にご相談ください。 

 

８．関連する機関など 

 テーマに関連する他の機関などをご紹介します。（令和 2年 8月 22日現在） 

 

★草加せんべい振興協議会 

http://www.sokasenbei.com/  

 

９．困ったときは・・・ 

 このパスファインダーでご紹介した資料以外にも様々な資料があります。 

実際に書架に足を運んでみてください、もっとすごい発見があるかもしれま

せん。 

図書館の使い方についてよく分からない・探している本がみつからない時は、

図書館員にご相談ください。 

いつでもサポートできるように待っています。 

https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=3303867
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/searchdetail.do?biblioid=3303867
http://www.city.soka.saitama.jp/
http://www.a-soka.net/03_kanko/motto_senbei.html
http://www.sokasenbei.com/index.html

