
世界のバリアフリー絵本展関連展示

第一資料室小展示：平成22年8月19日～

No. 書誌事項 (※印は参考情報) 当館請求記号
3階ホール展示会カタログ

1
世界のバリアフリー絵本展2009 : カタログ日本語版/ 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, 2010.4

YZ-726.5-セカ

2
IBBY障害児図書資料センター推薦図書世界のバリアフリー絵本展絵本カタログ [点字資料].
2009年. -- ばねの会, 2010.3

YZ-726.5-セカ

全般

3
 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]  p3～18

Z71-E919

4
 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]  p61～67

Z71-H901

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, YZ-016.29-スベ
6 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. -- 偕成社, 1990.6 YZ-016.29-ハル

7
根を張れ!ふきのとう : (財)ふきのとう文庫二十五周年記念誌 / ふきのとう文庫. -- ふきのとう文
庫, 2000.9

YZ-016.29-ネオ

8 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

9
 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]  p46～53

Z71-L75

10
ストーリーテリング / エリン・グリーン[他]. -- こぐま社, 2009.12
　※7章に障害をもつ子どもたちへのストーリーテリングが記されている

YZ-015.3-グリ

ブックリスト

11
やさしさと出会う本  : 「障害」をテーマとする絵本・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 障がい及び障がいに関係する児童図書リスト. no.20. -- 障がいと本の研究会, 2008.7 YZ-378-シヨ

13
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

手話付き絵本
14 手話で絵本を! / 鈴木智博. -- 偕成社, [199-]　※『じゃあじゃあびりびり』 YZ-378-マツ
15 手話で絵本を! / 荒川いづみ. -- 偕成社, [1998] ※『ぴーちゃんにじにのる』 YZ-378-マツ
16 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
点字絵本・さわる絵本・布の絵本
17 点訳絵本のつくり方 / 岩田美津子. -- 増補改訂第3版. -- せせらぎ出版, 2005.5 YZ-726.5-イワ
18 見えないお母さん絵本を読む / 岩田美津子. -- せせらぎ出版, 1992.10 YZ-726.5-イワ
19 凸凹えほん日記 / 中塚裕美子. -- IMS出版, 2001.12 YZ-726.5-ナカ
20 布の絵本からのメッセージ. -- 東京布の絵本連絡会, 1996.12 YZ-726.5-ヌノ
21 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
22 手作り布の絵本と遊具 / ふきのとう文庫. -- 偕成社, 1986.9 YZ-726.5-テズ
23 つくって贈ろうさわるカード・カレンダー・絵本 / ぐる～ぷばる～ん. -- 大月書店, 2002.8 YZ-726.5-ツク

24
ドレミのうた. -- ふきのとう文庫, 〔198-〕. -- (手づくり布の絵本 ; no.1)
　※上記の他、このシリーズを計13冊展示

YZ-726.5-テズ

やさしく読める
25 LLブックを届ける / 藤澤和子,服部敦司. -- 読書工房, 2009.3 YZ-015-フジ
26 拡大教科書がわかる本 / 宇野和博. -- 読書工房, 2007.1 YZ-378-ウノ
図書館サービス

27
聴覚障害者に対する図書館サービスのためのIFLA指針 / ジョン・マイケル・デイ[他]. -- 第2版.
-- 日本図書館協会, 2003.3

YZ-015-デイ

28 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, YZ-015-シカ

29
障害者サービス / 日本図書館協会障害者サービス委員会. -- 補訂版. -- 日本図書館協会,
2003.9. -- (図書館員選書 ; 12)

YZ-015-シヨ

30
デジタル環境下における視覚障害者等図書館サービスの海外動向 / 国立国会図書館関西館事業部
図書館協力課. -- 国立国会図書館関西館事業部図書館協力課, 2003.8. -- (図書館調査研究リ

YZ-015-デジ

31
本のアクセシビリティを考える / 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. -- (UDライブラリー)

YZ-015-ホン

32 図書館が変わる / 日本図書館協会障害者サービス委員会. -- 日本図書館協会, 2001.6 YZ-015-トシ
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. -- 読書工房, YZ-010-ヤマ

34
 小特集 著作権法改正と障害者サービス
 図書館雑誌. 104(7) (通号 1040) [2010.7]  p430～439

Z21-130

3階ホール展示資料の邦訳書・日本語原書　 ※3階展示会開催期間中のみ展示
35 あおくんときいろちゃん / レオ・レオーニ[他]. -- 至光社, 1981 Y17-8338
36 てん / ピーター・レイノルズ[他]. -- あすなろ書房, 2004.1 Y18-N04-H82
37 あかちゃんがやってきた / 角野栄子[他]. -- 福音館書店, 2009.10. -- (こどものとも絵本) Y17-N09-
38 八十日間世界一周 / ベルヌ[他]. -- 集英社, 昭和50. -- (ジュニア版世界の文学 ; 12) Y7-4314-

39
見えなくてもだいじょうぶ? / フランツ=ヨーゼフ・ファイニク[他]. -- あかね書房, 2005.4. --
(あかね・新えほんシリーズ ; 22)

Y18-N05-H163

40 ルール! / シンシア・ロード[他]. -- 主婦の友社, 2008.12 Y9-N09-J24

国立国会図書館国際子ども図書館


