
こまった（不便）を調べる 

 

◆『みんなで考えよう 

障がい者の気持ち 1～7』 

   玉井 邦夫ほか∥監修 学研教育出版  

（Ｊ369/ﾐﾝ/1～7 児童室） 

◆『バリアフリーいっしょに 

生きていくために 3』 

松井 智∥文・構成 ポプラ社  

（Ｊ369/ﾊﾞﾘ/3 児童室）   

 ◆『体験しよう!発見しよう! 

福祉ボランティア 1～5』 

   こどもくらぶ∥編集 岩崎書店 

   （J369/ﾀｲ/1～5 児童室） 

 

     工夫を調べる 

 

◆『みぢかなマーク』 

   ハマダ ルコラほか∥文・絵  ひかりのくに 

   （Ｊ727/ﾐｼﾞ 児童室） 

◆『まちづくりのひみつ』 

   ひろ ゆうこ∥漫画 学研パブリッシング 

コミュニケーションビジネス事業室 

   （J527/ﾏﾁ 児童室） 

◆『みんなのユニバーサルデザイン  

1～6』 

川内 美彦∥監修 学研教育出版  

（Ｊ369/ﾐﾝ/1～6 児童室） 

 

   大人むけの本も 

      のぞいてみよう。 

 

◆『だれもが使えるものづくり』 

くごう えり∥著 大日本図書 

（Ｙ501.83/ｸｺﾞ ユースコーナー） 

◆『ユニバーサルデザイン解体新書』 

北岡 敏信∥著 明石書店       

（518.8/ｷﾀ 一般開架）  

新聞も調べる 

 

（かしだしできない資料です。図書館でよんでね） 

◆『朝日小学生新聞』（集密書庫） 

・2010.3.12  1 面 

 「新マークでやけど防げ」 

   ・2012.3.30 1 面 

「目や耳が不自由な人支える様々な技術」 
     

インターネットで調べる  

 

（最終確認日 2017.6.19） 

◆ユニバーサルデザインがよくわかる 
           ユニバーサルデザイン.jp 
  http://www.universal-design.jp/ 

 
◆国際子ども図書館子どもＯＰＡＣ 
  ほかにどんな本があるか、調べることができます。 

  http://iss.ndl.go.jp/children/top# 
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わからないこと、もっとくわしく

知りたい人は、図書館のスタッフ

に聞いてみてね。 

 

 

 

でんわ：０１９－６０６－１７３０ 

ファックス：０１９－６０６－１７３１ 

http://www.library.pref.iwate.jp/ 

 

ユニバーサルデザインって、

最近よく耳にするけど、どう

いうものだろう？ 

パスファインダーとは、いろい

ろなことを調べるときに役にた

つ「道しるべ」のことです。 

子どもむけパスファインダー No.15 

ユニバーサルデザイン 



 

『駅の大図鑑』 

  川島 令三∥監修 

PHP 研究所（J686/ｴｷ） 

 

（J383/ｵｸ/3） 

『「色」の大研究 2』 

日本色彩研究所∥監修 

高岡 昌江∥構成・文  

岩崎書店（J757/ｲﾛ/2） 

  まずはキーワードを考えよう。 

しらべる手がかりになるカギだよ！ 

 

 

  

 

大まかに知りたいときは、じてんを 

開いてみよう。じてんではキーワー   

ドをみつけることもできるよ。 

◆『総合百科事典 ポプラディア』 

    ポプラ社 （JR031/ｿｳ） 

 

◆『現代用語の基礎知識学習版』 

   自由国民社 （JR031/ｹﾞﾝ） 

 

 説明文のなかから、心にのこったことば

をひろってごらん― それもキーワード。 

  

＼ ほら、キーワードがふえたよ！／ 
 

高れい者 障がい者 外国人 便利 
 
文房具 標しき 使いやすい 

 
 
 
   どんな本で調べたらいいか、わから

ないときはこの本を開いてみよう。  

◆『新・どの本で調べるか 』 

       リブリオ出版 （JR028/ｼﾝ） 

 

             

 OPAC
オ ー パ ッ ク

でけんさく 

本をさがそう！ 

 

OPAC は図書館の資料を探すコンピュ

ーター。キーワードや本のタイトルを入力

してけんさくしよう。インターネットで調

べるときも、キーワードはかつやくするよ。 

 

 ＼こんな本、見つけた！／ 

          

 

 

 

色の性質や感じ方、色のつ

くり方やはたらきなど、ク

マ先生と共に勉強しなが 

ら、色のユニバーサルデザインのポイン

トを、つかんでいくことができます。 

 

 

 

 

 

たくさんの人びとが利用 

 する駅。だれもが心地よ 

く利用できるよう、どん 

な工夫がされているでしょう。東京駅を

中心に、駅の使いやすさを見ていきます。 

 

 

 

 

 

ユニバーサルデザインの 

七つの原則を知ると、バリアフリーとの

ちがいもわかってきます。身近なユニバ

ーサルデザインが紹介されています。 

 

 

 

 

 

 

「使いやすさを広めたい」の章 

では、だれもが使いやすい物を広めたいと

活やくする星川さんを紹介しています。使

いやすいを考えることは、ちがう立場の人

のことを考えることと星川さんは語ります。 
 

 

   

 

 
 
      トイレや非常口をあらわすマ

ーク。いろいろな国の人びと 

にも、一目でわかるように工夫されていま 

す。身近にある記号、マークのぎもんや 

工夫を楽しく調べていきます。 

      

『記号・マークの大常識』 

村越 愛策∥監修 

鎌田 達也・グループ コロンブス∥文 

ポプラ社（J801/ｷｺﾞ） 

『NHK 道徳ドキュメント 1』 

NHK 道徳ドキュメント制作班∥編 
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