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ケース 番号 書名 作者・訳者・画家 出版・制作者 出版・制作年 請求記号・所蔵

1 伊蘇普物語 1889 筑波大学附属盲学校所蔵

2 点字絵本　第一輯 尾崎銀治　著 星光社 1950.6 筑波大学附属盲学校所蔵

3 点字絵本　第二輯 尾崎銀治　著 星光社 1950.8 筑波大学附属盲学校所蔵

4 点字絵本　第三輯 尾崎銀治　著 星光社 1950.10 筑波大学附属盲学校所蔵

5
かくれんぼ（さわる絵本）
キンダーおはなしえほん

村山籌子　作　　村山知義　絵
原本：フレーベル館
制作：むつき会

原本：1972
製作：[19--]

むつき会所蔵

6 つのぶえ　テスト版 日本点字図書館 1960.12 日本点字図書館所蔵

7 つのぶえ　創刊号 日本点字図書館 1961.4 日本点字図書館所蔵

8 つのぶえ原稿
テスト版及び昭和36年4月号から昭和37年3月号まで

日本点字図書館 日本点字図書館所蔵

9 録音図書目録（点字資料） 東京都立中央図書館 1975.2 YT1-615　●

10 ルルちゃんのくつした せなけいこ　著　 福音館書店 1972 Y17-3922

11 ルルちゃんのくつした(さわる絵本） せなけいこ　原著　 むつき会 [1984] むつき会所蔵

12
春を呼べ！ふきのとう
（財）ふきのとう文庫15年の歩み

ふきのとう文庫　編 偕成社 1990.6 UL444-E3　●

13 ス－ホの白い馬（拡大写本） 大塚勇三　再話　　赤羽末吉　画
原本：福音館書店
制作：フェルト会

原本：1977
制作：[19--]

墨田区立あずま図書館所蔵

14 ドレミのうた　手づくり布の絵本   no.1 ふきのとう文庫 〔198-〕 Y93-G86　●

15
手で見る絵本
1 丸・三角・四角　付属資料(録音カセット)

村瀬省三　著 村瀬省三デザイン事務所 1975.8 YT1-35　●

16
さわる絵本
3　おひさまってどんなにおい？

下田知江　監修 日本チャリティ協会 [1981.1] 日本チャリティ協会所蔵

17 ビーだまいくつ？（布の絵本） ふきのとう文庫 ふきのとう文庫 [197-] ふきのとう文庫所蔵

18 かごちゃん（匂う絵本） むつき会 むつき会 1983 むつき会所蔵

19 指で見る
ト－マス＝ベリイマン　写真・文
ビヤネ－ル多美子　訳

偕成社 1977.12 YZ-378-ﾍﾞﾘ　★

20
墨田区立あずま図書館拡大写本目録
昭和57年版

墨田区立あずま図書館 1982 墨田区立あずま図書館所蔵

21
星の王子さま
どらねこ大活字本(弱視用)シリーズ  1

サン=テグジュペリ　作　　内藤濯　訳
原本：岩波少年文庫
どらねこ工房

1978.5 YT31-271　●

22
手作り　布の絵本　さわる絵本
その明日のために

布の絵本研究連絡会　編 偕成社 1980.5 FG1-H326　●

23 これ、なあに？
バ－ジニア＝Ａ＝イエンセン，
ド－カス＝Ｗ＝ハラ－　作　　くまがいいくえ　訳 偕成社 1979 Y17-6772　★

24 ボスがきた
たけうちまさき　え    まじまかつみ　じ
ふくいたつう　編

偕成社 1980.4 Y17-6943 

25 エルマーのぼうけん（点字資料）
ルース・スタイルス・ガネット　さく
わたなべしげお　やく

原本：福音館書店
制作：視覚障害児のためのわんぱく文庫

原本：1981第23刷
制作：1983.9

大阪府立中央図書館所蔵

26 読書権11号 視覚障害者読書権保障協議会　編 身体障害者団体定期刊行物協会 1981.冬 YT131-4　●
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27 しろくまちゃんのほっとけーき わかやまけん　著
原本：こぐま社
制作：点訳絵本の会　岩田文庫

原本：1972
制作：[19--]

個人蔵   

28 テルミ　創刊準備号 手で見る絵本普及会　点訳監修
日本児童教育振興財団
小学館(発売)

1983.5 YT111-51　●

29 じゃあじゃあびりびり まついのりこ　さく 偕成社 1983 Y17-9587　★

30 チョキチョキチョッキン ひぐちみちこ，いわたみつこ　作 てんやく絵本ふれあい文庫 1996.10 YT1-1765　★

31 みそ豆　手話落語
林家とんでん平　監修・著　　宮川隆志　え
吉川紀子,青木こずえ　点訳

自分流文庫 1998.8 YT1-H103　●

32 ノンタンみんなでわいわいわい（布の絵本） 制作：ぐるーぷ・もこもこ 制作：[19--] 個人蔵

33
ノンタンみんなでわいわいわい
手作り布の絵本

キヨノサチコ　作・絵 偕成社 1992.8 Y5-1536

34 厚木市立図書館　布の絵本所蔵目録 厚木市立図書館 1993.3 個人蔵

35
布の絵本からのメッセ－ジ
A message from cloth picture books in Japan

東京布の絵本連絡会 1996.12 UG71-G60　●★

36
地域と施設をこえて
公立図書館における連携・協力の実践事例集

文部省　編著 第一法規出版 1997.6 UL533-G5　●

37
さわってごらんだれのかお？
バリアフリーえほん　１

なかつかゆみこ　さく・え
大内進，福本正幸　監修

岩崎書店 1999.3 Y17-M99-623　★

38 てんてん
なかつかゆみこ　さく
大内進，高橋玲子，福本正幸　監修

特定非営利活動法人
ユニバーサルデザイン絵本セン
ター

2002.8 日本国際児童図書評議会所蔵

39 山頂にむかって
スティ－ナ・アンデション　文
エバ・ベ－ンリ－ド　写真
藤沢和子　監修　　寺尾三郎　訳

愛育社 2002.12 EG64-H59　●

40 ドラえもん傑作選 藤子・F・不二雄　著 小学館 1999.10 YT31-761　●

41 バ－スデ－ケ－キができたよ！ くぼりえ　作・絵 ひさかたチャイルド 2002.9 Y17-N02-1004

42 バースデーケーキができたよ（デイジー版） くぼりえ　作・絵
日本障害者リハビリテーション協
会

[20--] 整理中

43 盲導犬アンドリュ－の一日 松井進　作　　鈴木びんこ　絵 ポトス出版 2002.11 Y1-N02-327

44 盲導犬アンドリューの一日　音訳版（録音資料） 松井進　作　　鈴木びんこ　絵 音訳サービス・J [2005] YL111-H9　●

45 盲導犬アンドリューの一日（電子資料） 松井進　作　　鈴木びんこ　絵 ポトス出版 2002 YHZ151-H1

≪書誌事項について≫

＊　展示資料の書誌事項は、原則として国立国会図書館の目録によりました。
＊　請求記号がないものは、整理中または個人および他機関から借用した資料です。
＊　請求記号の後に●印のあるものは、国立国会図書館永田町本館所蔵資料です。 　　              　国立国会図書館　国際子ども図書館
　　●印のないものは、国際子ども図書館所蔵資料です。 　　　              〒110-0007　東京都台東区上野公園12-49
＊　請求記号の後に★印のあるものは、国際子ども図書館子どものへやでご覧いただけます。 　　　              Tel ： 03-3827-2053　　Fax ： 03-3827-2043
＊　確認が取れていない事項には　[　]を使用しています。 　　　              ホームページ　：　www.kodomo.go.jp
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