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1
世界のバリアフリー絵本展 : 図録 (日本語版) :
IBBY障害児図書資料センターの2011年推薦
図書. 2011

JBBY「世界のバリ
アフリー絵本展」実
行委員会 編

日本国際児童
図書評議会

2012.3 YZ-726.5-セカ

3階ホール展示会カタログ

世界のバリアフリー絵本展関連小展示
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2
世界のバリアフリー絵本展 IBBY障害児図書資
料センターの2011年推薦図書. 2011. [点字
資料]

ばねの会 (製
作)

[2012] YZ-726.5-セカ

3 Z71-E919

4 Z71-H901

 シンポジウム報告 バリアフリー図書の普及を願って--図書館と出版の協働
 国際子ども図書館の窓. (6) [2006.3]  pp.3～18

 日本のバリアフリー絵本--その現状と可能性 / 攪上 久子
 絵本学. (8) [2006]  pp.61～67

全般

5
すべての子どもに本の喜びを! : 子ども図書
館・布の絵本制作・拡大写本制作

 ふきのとう文
庫

[2006]
YZ-016.29-ス
ベ

6
ことばの喜び・絵本の力 : すずらん文庫35年
の歩みから

渡辺順子 萌文社 2008.9
YZ-016.29-ワ
タ

7
ハンディのある子どもの権利
(岩波ブックレット ; no.640)

小笠毅 編 岩波書店 2004.12 YZ-369-オガ

8 児童文学のなかの障害者 長谷川潮 著 ぶどう社 2005.1 YZ-909-ハセ

 絵本学. (8) [2006]  pp.61 67

9 Z71-L75

10
からだといのちに出会うブックガイド / 健康
情報棚プロジェクト,からだとこころの発見塾

読書工房 2008.11 YZ-028-カラ

11
やさしさと出会う本 : 「障害」をテーマとす

菊地澄子 ぶどう社 1991 3 YZ 028 キク

 特集2 すべての子どもたちに読書の楽しみを 点字絵本・大活字絵本・布絵本
 この本読んで!. 8(1) (通号 27) [2008.夏]  pp.46～53

ブックリスト(項目として「障害」などがあります。索引も活用してください。)

11
やさしさと出会う本  : 「障害」をテ マとす
る絵本・児童文学のブックガイド

菊地澄子 ぶどう社 1991.3 YZ-028-キク

12
キラキラ読書クラブ子どもの本〈644冊〉ガ
イド

キラキラ読書クラブ
編

日本図書セン
ター

2006.2 YZ-028-キラ

13
子どもの本のリスト : 「こどもとしょかん」新
刊あんない1990～2001セレクション

東京子ども図書館
編

東京子ども図
書館

2004.11 YZ-028-コド

14 子どもの本 社会がわかる2000冊
日外アソシエーツ株

日外アソシ
エーツ ; 紀伊

2009 8 YZ 028 コド14 子どもの本 社会がわかる2000冊
日外アソシエ ツ株
式会社 編

エ ツ ;  紀伊
國屋書店 (発
売)

2009.8 YZ-028-コド

15 絵本の庭へ (児童図書館基本蔵書目録 ; 1)
東京子ども図書館
編

東京子ども図
書館

2012.3 YZ-726.5-エホ

16
親子で読みたい絵本300 : 3つの"こころ"がア
ドバイスわが子にぴったりの絵本選び!

共同通信社 2004.1 YZ-726.5-オヤ

東京都学校図書館協
ブックトーク資料（障害やバリアフリーをテーマにした記事があります）

17 小学生のためのブックトーク12か月

東京都学校図書館協
議会, 東京都小学校
図書館研究会ブック
トーク研究委員会

全国学校図書
館協議会

2007.4. YZ-015.4-シヨ

18
授業が生きるブックトーク : 児童書を使った楽
しい授業指導案 : 新学習指導要領対応版・小学
校1年～6年生. -- 新版

ブックトーク研究会
編 ; 鈴木喜代春 監修

一声社 2011.3 YZ-015.4-スズ

19
だれでもできるブックトーク : 「読みきかせ」
から「ひとり読み

村上淳子 編著 国土社 2008 3 YZ-015 4-ムラ19
から「ひとり読み」へ

村上淳子 編著 国土社 2008.3 YZ-015.4-ムラ

20
だれでもできるブックトーク. 2(中学・高校生
編)

村上淳子 編著 国土社 2010.3 YZ-015.4-ムラ
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21
絵本で楽しく発達支援 : 子どもを育てる読みき
かせ

谷地ミヨ子, 近藤育
代 著. 山洋社 2007.9 YZ-726.5-ヤチ

22
一人ひとりの読書を支える学校図書館 : 特別支
援教育から見えてくるニーズとサポート

野口武悟 編著 読書工房 2010.7 YZ-378-ノグ

23 Z21-331
特別なニーズのある子どもと学校図書館.  子どもと読書 / 親子読書・地域文庫全国連絡会 編..
(385) 2011.1・2. pp.2～7

読書支援
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24
手話でうたおう子どもの歌 : 幼児・低学年の四
季の歌、行事の歌

伊藤嘉子 編著 音楽之友社 2002.8 YZ-378-イト

25 新・手話辞典
手話コミュニケー
ション研究会

中央法規出版 1992.1 YZ-378-シン

26 点訳絵本のつくり方. -- 増補改訂第3版 岩田美津子 せせらぎ出版 2005.5 YZ-726.5-イワ

手話

点字絵本・さわる絵本・布の絵本

(385) 2011.1 2. pp.2 7

27 手作り/布の絵本・さわる絵本 布の絵本研究連絡会 偕成社 1980.5 YZ-726.5-テズ

28
手作り布の絵本 : 子どもの世界をひろげる布の
絵本の作り方

ふきのとう文庫 偕成社 1979.8 YZ-726.5-テズ

29 凸凹えほん日記 中塚裕美子 著  IMS出版 2001.12 YZ-726.5-ナカ

30
LLブックを届ける : やさしく読める本を知的
障害・自閉症のある読者へ

藤澤和子, 服部敦司
編著

読書工房 2009.3 YZ-015-フジ

やさしく読める（LLブック、拡大教科書、マルチメディアDAISYなど）

31
拡大教科書がわかる本 : すべての見えにくい子
どもたちのために

宇野和博 著 読書工房 2007.1 YZ-378-ウノ

32 Z21-164

33
本と人をつなぐ図書館員 : 障害のある人、赤
ちゃんから高齢者まで

山内薫 著 読書工房 2008.1 YZ-010-ヤマ

図書館サービス

宇野 和博.   拡大教科書に関する現状と教科書バリアフリーの今後の展望--国民に等しく情報を保
障する環境整備が必要.  出版ニュース..  (通号 2215) 2010.7.下旬. pp10～13

34 視覚障害者サービスマニュアル. 2007
近畿視覚障害者情報
サービス研究協議会

読書工房 2006.1 YZ-015-シカ

35
障害者サービス. -- 補訂版
 (図書館員選書 ; 12)

日本図書館協会障害
者サービス委員会

日本図書館協
会

2003.9 YZ-015-シヨ

聴覚障害者に対する図書館サービスのための

ジョン・マイケル・
デイ 編 ; 日本図書館
協会障害者サービス

会聴覚障害者
日本図書館協

デ36
聴覚障害者に対する図書館サービスのための
IFLA指針. -- 第2版

委員会聴覚障害者に
対する図書館サービ
スを考えるグループ
訳

日本図書館協
会

2003.3 YZ-015-デイ

37
本のアクセシビリティを考える
 (UDライブラリー)

公共図書館で働く視
覚障害職員の会(な
ごや会)

読書工房 2004.4 YZ-015-ホン

2/2
国立国会図書館　国際子ども図書館


