
箱No．57 町づくりの本 冊数 25冊

学年 小6

教科 国語

単元 町の幸福論

No. 資料コード 請求記号 書名 著者 出版者 出版年

57-1 0210669578 /318.6/ｲｶ/

町の未来をこの手でつくる 紫波町オガールプロ
ジェクト

猪谷 千香／著 幻冬舎

2016.9

57-2 0210846640 /318.6/ｼﾘ/1

しりたいな全国のまちづくり 1 防災・環境とまち
づくり

岡田 知弘／監修 かもがわ出版

2019.7

57-3 0210851600 /318.6/ｼﾘ/2

しりたいな全国のまちづくり 2 少子高齢化とまち
づくり

岡田 知弘／監修 かもがわ出版

2019.9

57-4 0210860600 /318.6/ｼﾘ/3

しりたいな全国のまちづくり 3 地域経済とまちづ
くり

岡田 知弘／監修 かもがわ出版

2020.3

57-5 0210816023 /318/ｼﾔ/3

社会科見学!みんなの市役所 3階 まちをつくる仕事 オフィス303／編 汐文社

2018.3

57-6 0210669594 /318/ｼﾗ/1

調べよう!わたしたちのまちの施設 1 市役所 新宅 直人／指導 小峰書店

2020.4

57-7 0210669586 /369.2/ｼﾗ/5

調べよう!バリアフリーと福祉用具 5 まちのバリア
フリー

渡辺 崇史／監修 ポプラ社

2019.4

57-8 0210670886 /369.2/ﾐﾝ/1

みんなのユニバーサルデザイン 1 家族と考えるユ
ニバーサルデザイン

川内 美彦／監修 学研プラス

2013.2

57-9 0210670894 /369.2/ﾐﾝ/2

みんなのユニバーサルデザイン 2 学校で考えるユ
ニバーサルデザイン

川内 美彦／監修 学研プラス

2013.2

57-10 0210584165 /369.2/ﾐﾝ/3

みんなのユニバーサルデザイン 3 町の人とつくる
ユニバーサルデザイン

川内 美彦／監修 学研プラス

2013.2

57-11 0210670908 /369.2/ﾐﾝ/4

みんなのユニバーサルデザイン 4 社会で取り組む
ユニバーサルデザイン

川内 美彦／監修 学研プラス

2013.2

57-12 0210670916 /369.2/ﾐﾝ/5

みんなのユニバーサルデザイン 5 活動の場を広げ
るユニバーサルデザイン

川内 美彦／監修 学研プラス

2013.2

57-13 0210670924 /369.2/ﾐﾝ/6

みんなのユニバーサルデザイン 6 これからのユニ
バーサルデザイン

川内 美彦／監修 学研プラス

2013.2

57-14 0210669543 /369.3/ｻﾝ/1

3.11復興の取り組みから学ぶ未来を生き抜くチカラ
1 困難を乗り越える・人とつながる

赤坂 憲雄/監修 日本図書セン
ター 2015.2

57-15 0210669551 /369.3/ｻﾝ/2

3.11復興の取り組みから学ぶ未来を生き抜くチカラ
2 地域を愛する・自然と共に生きる

赤坂 憲雄/監修 日本図書セン
ター 2015.2

57-16 0210669560 /369.3/ｻﾝ/3

3.11復興の取り組みから学ぶ未来を生き抜くチカラ
3 防災を知る・日本の未来を考える

赤坂 憲雄/監修 日本図書セン
ター 2015.2

57-17 0210534192 /468/ﾜｼ/

セイヨウオオマルハナバチを追え 外来生物とはな
にか（守ってのこそう!いのちつながる日本の自
然）

鷲谷 いづみ/著 童心社

2011.1

57-18 0210477822 /486.6/ﾆｼ/

よみがえれゲンゴロウの里（守ってのこそう!いの
ちつながる日本の自然）

西原 昇吾/著 童心社

2008.11

57-19 0210502703 /488.58/ｻﾀ/

おかえりコウノトリ 水辺を再生しコウノトリを迎
える（守ってのこそう!いのちつながる日本の自
然）

佐竹 節夫/著 童心社

2009.12

57-20 0210808276 /501.8/ﾕﾆ/1

ユニバーサルデザインUDがほんとうにわかる本 見
る!知る!考える! 1 もののユニバーサルデザイン
（Rikuyosha Children & YA Books）

小石 新八／監修 六耀社

2017.11
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57-21 0210813784 /501.8/ﾕﾆ/2

ユニバーサルデザインUDがほんとうにわかる本 見
る!知る!考える! 2 まち・施設のユニバーサルデザ
イン（Rikuyosha Children & YA Books）

小石 新八／監修 六耀社

2018.2

57-22 0210816201 /501.8/ﾕﾆ/3

ユニバーサルデザインUDがほんとうにわかる本 見
る!知る!考える! 3 くらしのユニバーサルデザイン
（Rikuyosha Children & YA Books）

小石 新八／監修 六耀社

2018.3

57-23 0210504617 /519.8/ｸﾚ/

いのちにぎわうふゆみずたんぼ（守ってのこそう!
いのちつながる日本の自然）

呉地 正行/著 童心社

2010.1

57-24 0210534184 /519.8/ﾊﾀ/

森・川・海つながるいのち（守ってのこそう!いの
ちつながる日本の自然）

畠山 重篤/著 童心社

2011.1

57-25 0210477814 /616.2/ｺｳ/

生きものをはぐくむ棚田の米づくり（守ってのこそ
う!いのちつながる日本の自然）

孝森 まさひで/写真・文 童心社

2008.11
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