© 岩永 泉

子どもの健康と生活の本

子どもの健康と生活の本

からだがすきな
たべものなあに？

こんなとき
どうするの？

高田芳朗 構成･文／藤本四郎 絵

安藤節子 構成･文／中川幸子 絵

からだ

A

A

からだ

食べものを赤・黄・緑の３種類にわけ、バ
ランスのとれた食生活を送る知恵をたのし
く学べる栄養の本。
1983年初版 3才〜 1,200円

978-4-03-336040-9

鼻血がとまらないときや、やけどをしたと
きなど、子どもの身辺で起きる事故やけが
の正しい処置の仕方を紹介する救急絵本。
1983年初版 3才〜 1,200円

子どもの健康と生活の本

ちょうかいちょうの
キョウコちゃん

藤森 弘 構成･文／峰村りょうじ 絵

藤原一枝 作／岩永 泉 絵

じょうぶなからだに
なれるよ！
からだ

からだ

A

健康で丈夫な体づくりや、自己診断のしか
た、病気やけがへの対処法など、健全な生活
を送るためのポイントを紹介する絵本。
1990年初版 5才〜 1,200円

健康のすすめ！

978-4-03-336160-4

カラダ研究所 1

うんことカラダ

健康のすすめ！

カラダ研究所 2

石倉ヒロユキ 作／金子光延 監修

A

からだ

食べたものがうんこになるまでの道のりを
中心に、カラダの中で起こるさまざまなこ
とを紹介します。
2018年初版 小学中学年〜 2,400円

978-4-03-544310-0

健康のすすめ！

カラダ研究所 3

A

炭水化物やたんぱく質、ビタミンなど、そ
れぞれの栄養素のはたらきや、カラダに吸
収されるしくみなどを紹介します。
2018年初版 小学中学年〜 2,400円

ばい菌とカラダ

石倉ヒロユキ 作／金子光延 監修

石倉ヒロユキ 作／金子光延 監修

A

からだ

睡眠中のカラダのしくみや分泌されるホル
モン、脳のはたらきなどを紹介します。
2018年初版

小学中学年〜

2,400円

978-4-03-544330-8

978-4-03-544320-9

カラダ研究所 4

睡眠とカラダ
からだ

978-4-03-221270-9

栄養とカラダ

石倉ヒロユキ 作／金子光延 監修

からだ

A

便秘のヘビ、キョウコちゃんをマッサージす
ると、うんちが出てきた！ 小児科の先生に
よる、快調な腸を保つための絵本。
2014年初版 4才〜 1,200円

健康のすすめ！

978-4-03-336050-8

子どもの
「からだ」や「こころ」、
「さまざまな障がい」について
広く知り、理解を深めることは、
物理的、精神的なバリア（障壁）や、
偏見をなくしていくことに
つながるのではないでしょうか。
そういった理解を広げていく本を
集めてリストを作りました。

A

かぜをひくときのメカニズムや、カラダを
守る免疫細胞のはたらきなどを紹介しま
す。
2018年初版 小学中学年〜 2,400円

978-4-03-544340-7

セイリの味方
スーパームーン
生理なんでもハンドブック
高橋由為子 作･絵

生 理

A

はじめて生理をむかえる女の子のためのガイ
ドブック。生理のしくみから困ったときの解
決法まで、わかりやすく解説。
978-4-03-533070-7
1998年初版 小学中学年〜 1,000円
表示されている価格は、税別の本体価格です。今後価格を改定させていただく場合がありますことをご了承ください。
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絵／パトリシオ･メナ『いっぽんのせんとマヌエル』より

子どもの
﹁からだ﹂と﹁こころ﹂
︑
﹁さまざまな障がい﹂について
理解を深める本のリスト

からだのことについて知る本

病気や障がいについて
正しく知っていただくための一助に！
つかだ

すべての子どもに
本との出会いを

しげよ

塚田薫代

野口武悟

静岡県立こども病院 医学図書室司書

病気や障がいのことを調べるって「難しそう」とためらいませんか？ 「専門家じゃないし、

無理だわ」と思いますよね。そんなとき、このリストのような子どもの本をおすすめします。
わかりやすく、親しみやすく、心を寄せることができる本は、子どものみならず大人にもうっ
てつけです。

まずは病気や障がいを理解するために、写真やストーリーをふんだんに取りいれた本をひら

いてみてください。主人公に共感したり、絵をみて当事者の視点にたったり、意外とすんなり

入っていけるでしょう。実は入門編としてすぐれたコンテンツであり、こわくないのが子ども
の本の特徴、小児医療の現場でも好評です。（⇒About）

当事者の気持ちをつづった本には、等身大の悩みや希望のメッセージがにじみ出ています。

絵本『こわいことなんかあらへん』（P.９）では、登場する重い障がいのあるやよいちゃんのこ

とを、友だちが「こわいことなんかあらへん。やさしい心をもっていることを知ってるひよこは、
こわがらないんやで」とつづります。彼らは、一方的に助けてもらうだけのかわいそうな子で
はなく、世の光となれる存在です。読み終えると、きっと先入観とは違うあたらしい見かたに
出会うはずです。（⇒By）

視覚障がいがあっても楽しめる本があるのをご存じでしょうか。点字や凸で絵を表し、指先の

感覚で楽しめるようくふうされています。どんな子も等しくコミュニケーションをとれるよう、
手話の本もいいですね。インクルーシブ教育

※1

を謳う昨今、これらの配慮は必要です。
（⇒For）

そしてグリーフケア※２は、絵本が最も本領を発揮する分野のひとつです。その物語と絵には、

深い人間の尊厳をみることができるでしょう。

もちろん、子どもの本だけですべてを知ることはできません。それを補う「医学的に根拠あ

る情報」も必要です。けれども子どもの本を使えば、敷居が高いと思われている図書館におけ
る医学情報サービスも、着手しやすく、より理解されると思います。これらを使った棚やコー

ナーをくふうしてみてはいかがでしょう。たとえ病気や障がいがあっても、正しく知って受け
いれてくれる人がいれば、社会の中でよりよく生きていけます。このリストがその一助になれ
ばと願っています。

About→ A からだや障がいについて理解するための本（P.4〜）
By→ B 当事者によって描かれた本（P.９〜）

For→ F さまざまな障がいに、特別な配慮が必要な子どもたちのための本（P.11）
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専修大学文学部 教授

みなさんは、子どものころ、どんな本がお気に入りでしたか？

「ノンタン」『はらぺこ

あおむし』などなど、必ず1冊はあがるものです。それは、子どもにとって、本がかけがえの
ない友だちだからです。

すべての子どもにとって、本は、ことばの力を伸ばすとともに、想像力・思考力を育んだ

り、視点を広げてくれたりします。とりわけ、「からだ」や「こころ」、「障がい」につい

て書かれた本は欠かせません（⇒About、By）。また、本は、子ども同士や周りの大人と
のコミュニケーションを豊かなものとしてくれます。そして、本は、成長していく子どもの
可能性をどこまでも引き出してくれます。本という友だちの力はとても大きいのです。

このことに、子ども自身の障がいの有無は関係ありません。でも、残念ながら、「あの子

は○○障がいだから本が楽しめない」など、障がいを理由に本との出会いを遠ざけてしまう
大人もいます。そうではなく、障がいのある子どもにこそ、可能性を信じて、いろいろな本
との出会いの機会を意識的・積極的に作ってほしいと思います。

本のなかには、障がいのある子どもの特性やニーズに配慮した作品があります。「バリア

フリー本」といいます（⇒For）。例えば、点字が付いている本、手話のイラストが付いてい

る本、ピクトグラム（絵記号）※３が付いている本などです。「バリアフリー本」は、障がい
のある子どもはもちろんのこと、そうでない子どもも、そして大人も一緒に楽しめる、まさ
に一切の「バリア」（障壁）を「フリー」（除去）にした本なのです。近年、出版される
「バリアフリー本」の数は増えつつありますが、まだ認知度が高いとはいえません。

必要とする子どもがいつでも「バリアフリー本」に出会えるように、身近な公共図書館や

学校の図書室への整備が望まれます。「バリアフリー本」の棚やコーナーを作るのも一案で

す。2016年4月に施行された「障害者差別解消法」※４で義務づけられた「合理的配慮」※５
の提供という点にも適います。また、多くの人に「バリアフリー本」の存在を知ってもらう
機会にもなるでしょう。

もし、普段利用する図書館に「バリアフリー本」が整備されていなかったら、ぜひリクエ

ストや要望を出してみてください。ちょっとした行動で、すべての子どもの本との出会いを
より確かなものとすることができます。

※1
※2
※3
※4
※5

障がいのある子もない子も、互いを尊重し支えあい、共に学ぶ教育。
大切な人をなくした悲しみにある人にさりげなく寄り添い、援助すること。
理解しやすいように絵が表現した言葉。
正式には、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」といいます。
障がいのある人からの求めに応じて、特定の状況や場面で必要となる変更や調整を、
過度の負担のない範囲で行うこと。
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© キヨノサチコ

このリストは、本を３つのカテゴリーに分類した後、それぞれを絵本と読みものに分けています。３つの
カテゴリーについては、以下の通りです。
◎ 子どもたちの「からだ」や「こころ」、「さまざまな障がい」について理解するための本（About→ A ）
◎ 当事者によって、描かれたり語られたりしている本（By→ B ）
◎「からだ」や「こころ」、「さまざまな障がい」に、特別な配慮が必要な子どもたちのための本（For→ F ）
最後に、「からだのことについて知る本」のリストもついています。
＊リスト中にある「身体」
「視覚」
「聴覚」などは、それぞれ「身体障がい」
「視覚障がい」
「聴覚障がい」などをテーマにした本ということです。

A

About

About

A

絵

子どもたちの「からだ」や「こころ」
「さまざまな障がい」について
理解するための本

絵

子どもたちの「からだ」や「こころ」
「さまざまな障がい」について
理解するための本

本

ベリイマン 写真・文
ビヤネール多美子 訳

フィクション

タイトル部分イラスト：止揚学園の子ども『みなみの島へいったんや』より

作者が半年間、視覚障がい児と寝食をともに
して、子どもたちの赤裸々な姿をカメラにお
さめた写真絵本。
1977年初版 小学校中学年〜 2,500円

978-4-03-006010-4

わたし、耳が きこえないの

ペイン 作／レイ 絵／西内ミナミ 訳

たばたせいいち、先天性四肢障害児父母の会、
のべあきこ、しざわさよこ 共同制作

ベリイマン 写真・文
石井登志子 訳

先天性四肢

ポケットがなくて、わが子をはこべないカン
ガルーのお母さんは、町へ買い物に！ 明るく
力強いお母さんの姿が感動的な楽しい絵本。
1970年初版 4才〜 1,400円

978-4-03-327610-6

先天性四肢欠損という障がいを負って生まれ
たさっちゃんは、傷つきながらも現実をうけ
いれ、力強く歩き始める。
1985年初版 ５才〜 1,200円

ジェニー・スー・コステキ・ショー 作
美馬しょうこ 訳

978-4-03-330410-6

ボースト 作／ブレグバッド 絵／中村妙子 訳

A

私の左目は斜視。だからこそ私は他の人とは違
う見方でこの世界を見ているんだ！ 個性全
開、作者の斜視の治療体験をもとにした絵本。
2013年初版 5才〜 1,600円

聴覚

ぼくはねこのバーニーが
だいすきだった

わたしの
すてきなたびする目
斜視

A

グリーフケア

978-4-03-348270-5

A

かわいがっているねこの死を悲しむ男の子に
お父さんが語る。小さい読者に、死の概念を
思いやりあふれる言葉で伝える絵本。
1979年初版 小学校低学年〜 1,000円

978-4-03-425070-9

※在庫僅少

スウェーデンの写真家、ベリイマンが心身障
がい児の姉妹のひたむきに生きる姿を追った、
真の福祉と人間性を鋭く問う写真絵本。
1979年初版 小学校中学年〜 2,500円

978-4-03-006030-2

わたしの妹は
耳がきこえません
ピーターソン 作／レイ 絵
土井美代子 訳

A

耳の不自由な６歳のカロリーナが、小学校へ
入学するまでの一年のくらしを紹介する写真
絵本。
1987年初版 小学校中学年〜 1,800円

A

心身

さっちゃんのまほうのて

A

※在庫僅少

ベリイマン 写真・文／ビヤネール多美子 訳

A

ポケットのないカンガルー
身体

ノンフィクション

だれが わたしたちを
わかってくれるの

指で見る
視 覚

本

聴覚

978-4-03-006090-6

A

耳の聞こえない妹のことを、姉が愛情をこめ
て語る。あたたかい絵と詩のような文で、耳
の聞こえない子どもの心の世界を描く。
978-4-03-421050-5
1982年初版 小学校低学年〜 1,200円

アイちゃんのいる教室
978-4-03-417120-2

アイちゃんのいる教室
３年１組 978-4-03-417130-1
アイちゃんのいる教室

6 年１組 にじ色クラス
978-4-03-417140-0

高倉正樹 文・写真

ダウン症

A

仙台市の小学校を舞台に、ダウン症のあるアイ
ちゃんと通常学級の子どもたちが過ごす日常、
1年生から6年生の卒業までを追うドキュメンタ
リー写真絵本。全３巻。
2013年〜2017年初版
小学校低学年〜 各1,200円

バリアフリーの本 1

目に障害のある子と
いっしょに

© 高倉正樹

バリアフリーの本 2

はじめての点字

※在庫僅少

石井みどり 文/平井伸造 写真

竹内恒之 文／折原 恵 写真

視 覚

A

点字

普通学級にかよう小学生の菜歩ちゃんをメイン
に追いながら、見えないとはどういうことか
を、わかりやすく紹介。
978-4-03-543210-4
2000年初版 小学校中学年〜 2,500円
© たばたせいいち
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A

目の見えない人の文字・点字を身の回りでさが
すことから、点字の歴史、しくみ、一覧表ま
で、点字にかかわることが総合的にわかる。
2000年初版

ー5ー

小学校中学年〜

2,500円

978-4-03-543220-3

バリアフリーの本 3

耳に障害のある子と
いっしょに

はじめての手話 ①

聴 覚

手話

A
978-4-03-543230-2

バリアフリーの本 5

矢沢国光、長谷川純子 文／つだかつみ 絵

A

耳に障がいのある人の言葉・手話の本。楽し
みながら手話がおぼえられる。指文字や手話
の歌も収録。初歩の手話が習得できる。
2000年初版 小学校中学年〜 2,500円

978-4-03-543250-0

978-4-03-543240-1

ジョージと秘密の
メリッサ

野辺明子 文／平井伸造 写真

ジーノ 作／島村浩子 訳

普通学級に通う、脳性マヒで車いすの勇輝くん
と菜穂ちゃんをメインに追いながら、「肢体不
自由」という障がいをわかりやすく紹介。
978-4-03-543260-9
2000年初版 小学校中学年〜 2,500円

重い障害のある子と
いっしょに

石井葉、湯汲英史 文／渡辺 眸 写真

LGBT

A

バリアフリーの本 8

知的障害のある子と
いっしょに

※在庫僅少

身 体・知 的

A

長期入院

バリアフリーの本 9

バリアフリーの本 10

ぼくのお姉さん

藤田雅子、湯汲英史 文
折原 恵、渡辺 眸、星川ひろ子、平井伸造 写真

山崎美貴子 監修／瀧澤利行 文／折原 恵 写真

ボランティア

障がい

A

ボランティアとはなんでしょう。その意義を
さぐりながら、さまざまな障がいのある人へ
のボランティア活動を紹介。
2000年初版 小学校中学年〜 2,500円

※在庫僅少

978-4-03-543290-6

A

｢バリアフリーの本」シリーズの総論。「障が
い」を個々の人固有のものではなく、環境との
関係としてとらえ、やさしく解説。
978-4-03-543300-2
2000年初版 小学校中学年〜 2,500円

978-4-03-726030-9

※在庫僅少

A

1995年初版

小学校高学年〜

1,400円

978-4-03-726550-2

ニコルズ 作／野の水生 訳

A

小学校高学年〜

978-4-03-635210-4

永遠に生きるために
白血病

障がいをもった子どもたちをとりまく心あた
たまる短編6話。まわりにいる子どもたちの
新しい発見とゆれ動く心情を描く。
1986年初版

1,200円

ショイラー家に、もうひとり家族がふえるこ
とになった。病気を背負った赤ちゃんの誕生
で起こる、家族のドラマをいきいきと描く。

丘 修三 作／かみやしん 絵

ダウン症など

小学校高学年〜

トキソプラズマ症

A

施設でくらす、ヒルベルという名の男の子。
彼の深い喜びや恐れは、誰にも理解されな
い。社会の不条理を鋭くつく作品。
1978年初版 小学校高学年〜 1,300円

「障害」ってなんだろう？

1984年初版

ヘルトリング 作／佐々木田鶴子 訳

車いすの重度障がい児・優希ちゃんをメインに
追いながら、生命の意味・重さを読者に語りか
け、障がい者への偏見をとりのぞく。
978-4-03-543280-7
2000年初版 小学校中学年〜 2,500円

障害のある人への
ボランティア活動

978-4-03-726880-0

クララをいれて
みんなで６人

知的障がいをともなう自閉症の中井健人くんを
メインに追いながら、知的障がいとそれにかか
わる事柄が総合的にわかる。
978-4-03-543270-8
2000年初版 小学校中学年〜 2,500円
※在庫僅少

A

長期入院中の子ども達と、その周囲の人たち
を描く異色の短編６作。ゆれ動く子どもたち
の感性を見事に表現した作品。

ヒルベルという
子がいた
知的

※在庫僅少

村中李衣 著／かみやしん 絵

A

10歳のジョージは外見は男の子だが、内面は女
の子。自分の体の性別に違和感をもつトランス
ジェンダーの子の切実な思いを描く物語。
2016年初版 小学校中学年〜 1,400円

フィクション

小さいベッド

ヘルトリング 作／上田真而子 訳

石崎朝世、一松麻実子 文／星川ひろ子 写真

A

読みもの

子どもたちの「からだ」や「こころ」
「さまざまな障がい」について
理解するための本

バリアフリーの本 6

身 体

バリアフリーの本 7

知 的・自閉症

A

耳に障がいのある人の言葉・手話の本。日常
のやさしい会話の手話を、楽しみながらおぼ
えられるように構成。
2000年初版 小学校中学年〜 2,500円

からだに障害のある子と
いっしょに

はじめての手話 ②
手話

A

矢沢国光、長谷川純子 文/石森愛彦 絵

廣田栄子 文／星川ひろ子 写真

普通学級にかよう難聴の小学生をメインに追
いながら、聞こえないとはどういうことか
を、わかりやすく紹介。
2000年初版 小学校中学年〜 2,500円

About

バリアフリーの本 4

※品切中

1,200円

A

白血病の11歳の男の子、サムの日記。か
らっとかわいた筆致でぐっと読ませ、イ
ギリスで大きな話題をよんだ一冊。
978-4-03-635310-1

2009年初版

小学校高学年〜

1,400円

978-4-03-744910-0

© 石森愛彦
© ペーター・クノル
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About

A

B

読みもの

子どもたちの「からだ」や「こころ」
「さまざまな障がい」について
理解するための本

きみ江さん

伝記･世界を変えた人々

ハンセン病を生きて

ブライユ

片野田 斉 著

バーチ 著／乾 侑美子 訳

A

ハンセン病

小学校高学年〜

978-4-03-645070-1

1,600円

※在庫僅少

伝記･世界を変えた人々

ヘレン・ケラー

1,800円

伝記 ヘレン・ケラー

小学校高学年〜

ダウン症

わたしたちのトビアス学校へいく

800円

スベドベリ ほか編／山内清子 ほか訳

2018年初版

A

978-4-03-652790-8

トビアスの兄姉や父母が、生まれたときからのようすをつづる。
800円〜1,200円

2,800円

978-4-03-531650-3

※在庫僅少

1,300円

978-4-03-003300-9

福井達雨 編／止揚学園園生 絵
1989年初版 5才〜 1,200円

978-4-03-323100-6

福井達雨 文･絵
1994年初版 中学生〜

2,300円

978-4-03-816030-1

978-4-03-528410-9

パニックダイジテン
978-4-03-331160-9

978-4-03-528420-8

アスペルガーの心 ３

きんじょのらぶちゃん

しろいくに

978-4-03-528470-3

村田清司 絵／田島征三 文･構成
1991年初版 5才〜 1,600円

村田清司 絵／田島征三 ことば
1991年初版 5才〜 1,400円

はしれ ムンシー！

アスペルガーの心 2

フワリ 作・絵

自閉症スペクトラム
978-4-03-435080-5

きみのこころの
あじがする

A

難病とたたかう子どもたちの夢を支えるボラ
ンティア団体〈メイク・ア・ウィッシュ〉の
活動を通じて、夢を叶えた７人の物語。

978-4-03-323090-0

わたしもパズルのひとかけら

B

もりへさがしに

福井達雨 編／止揚学園園生 絵
1989年初版 5才〜 1,200円

アスペルガーの心 1

村田清司 絵／田島征三 文／宮崎喜一 構成
1991年初版 5才〜 2,400円

清水久美子 著

中学生〜

1,200円 978-4-03-323060-3

滋賀県甲賀市、信楽青年寮に住むダウン
症のある村田清司さんが描く、ユニーク
で斬新な絵に、田島征三さんがことばを
のせた絵本と詩画集。

その時輝いた7人の子どもたち

2002年初版

5才〜

ダウン症

夢がかなう日
病気

1983年初版

子どもの笑顔を消さないで

止揚学園 作詞･作曲／止揚学園の子どもたち 絵／福井達雨 編
1987年初版 5才〜 1,200円 978-4-03-323080-1

愛がいっぱい いっぱい

福井達雨 文／馬嶋純子 絵

A

小学校中学年〜

1,200円 978-4-03-323030-6

田島征三と村田清司の本

ダウン症のある息子マルコとの日々を、イラ
ストレーターである父親がユニークな絵とシ
ンプルな言葉で綴った感動作！

978-4-03-631060-9

にわとりさんはネ…

おばあちゃんをすてちゃいやだ!!

グスティ 作･絵／宇野和美 訳

978-4-03-631030-2

こわいことなんかあらへん

止揚学園の子どもたち 作／福井達雨 編
1982年初版 5才〜 1,200円 978-4-03-323050-4

A

およげなかった かも

福井達雨 文／止揚学園の子どもたち 絵
1985年初版 5才〜 1,200円 978-4-03-323070-2

うたの絵本

福井達雨 編／高田真理子ほか 絵／福井義人 文
1980年初版 5才〜 1,200円 978-4-03-323020-7

みなみの島へいったんや

ダウン症のあるむすこと
ぼくのスケッチブック

※在庫僅少

わたしたちのトビアス大きくなる

小学校低学年〜

2014年初版

※在庫僅少

5才〜

978-4-03-528110-8

B

８歳のときに、
「アスペルガー症候群」と告知
を受けた少女フワリちゃんが、小学 校４年生
〜中学生のときに描いた絵と文による自分自
身の分析とメッセージ、そして他者を理解し、
受 け入れることを 表 現した作 品 。アスペ ル
ガー症候群という「特性」への理解を深めら
れるシリーズ。
2012年〜2015年初版
小学校中学年〜 各1,200円

奇跡の子ドーラン

おひさまは
いつもあったかいね

わたし いややねん

スコットソン 著／三石由起子 訳

くさかはるか 詩／日下由美 文

吉村敬子 文／松下香住 絵

脳障害の子と共に、医療の可能性に
挑んだ 母親の愛と闘いの手記！
脳

グルタル酸血症Ⅰ型

A

アメリカの「人間能力開発研究所」の機能回
復訓練で奇跡的な成果をあげた脳障がい児
ドーランと、その母の愛と感動の記録。
1986年初版 一般むき 2,200円

身体

BB

６歳の女の子が病気と闘いながらつづって
きた、やさしく、つよい言葉が、病院中の
みなの心を打ち、生まれた珠玉の1冊。
978-4-03-808140-8
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© スベドベリ兄姉

2009年初版

５才〜

1,400円

本

止揚学園は、滋賀県東近江市にある、知能に重い障がいを持つ子どもたちの
ための施設。設立者の福井達雨氏の文に、学園の子どもたちが力づよく描い
た絵をつけたものをはじめ、たくさんの絵本がうまれた。

みんな みんな ぼくのともだち

1981年初版

マルコとパパ

978-4-03-631020-3

1978年〜1998年初版

978-4-03-542080-4

著者自身が、ヘレン・ケラー来日時に直に触れ
あい、感動した経験からつづった伝記。生い立
ちから描いた、1960年初版作品の文庫化。
978-4-03-542140-5

B

福井達雨 編／馬嶋克美 絵・文字／福井いくる 文

視 覚・聴 覚

わたしたちのトビアス

ダウン症

1,800円

偕成社文庫

A

小学校高学年〜

小学校高学年〜

村岡花子 著

生後19ヶ月で見ることも聴くことも話すこ
ともできなくなったヘレン。重い障がいを克
服し、人々に愛と希望を与えた生涯を追う。
1994年初版

1992年初版

知 的

福井達雨 編／竹内雅輝 絵／馬嶋克美 文字
1980年初版 5才〜 1,200円 978-4-03-323010-8

村岡花子が伝えるその姿

マクドナルド 著／菊島伊久栄 訳

視 覚・聴 覚

ボスがきた

３才のときに失明したブライユは、30年間
におよぶ研究ののちに点字を発明した。目の
見えない人々に光を与えた生涯に迫る伝記。

絵

当事者によって、描かれたり語られたりしている本

止揚学園の本

A

視 覚

元ハンセン病患者の山内きみ江さんの生い立ち
から現在までを、報道カメラマンである著者が
追ったノンフィクション。
2015年初版

ノンフィクション

By

978-4-03-016610-3

B

手足などに障がいをもち、外出するときは車
いすを使う著者が、人間としての叫びを素直
につづった絵本。
1980年初版 小学校低学年〜 1,000円
ー9ー

978-4-03-430010-7

B

By

F

読みもの

当事者によって、描かれたり語られたりしている本

盲導犬フロックスのてがみ
盲導犬フロックスとの旅

視覚

盲導犬フロックスの思い出
福沢美和 著／田中槇子 絵

視覚

B

1980年初版

盲導犬とともに過ごした生活や旅など、人と犬が心を通わせた
日々を描いたノンフィクション。
1983年〜1990年初版

小学校低学年〜

点字つきさわる絵本

B

盲導犬と共に暮らす人びとの生活や、晴眼者
の盲導犬との接し方などを説いて、盲導犬と
目の不自由な人たちへの理解を深める本。

978-4-03-417070-0

小学校低学年〜

1,200円

978-4-03-417020-5

わたしは目で話します

各1,200円

文字盤で伝える難病ALSのこと
そして言葉の力

たかおまゆみ 著

ALS

四肢

B

978-4-03-808250-4

1986年初版

口に筆をくわえて描く詩画作家・星野富弘による本。詩画集では、色
彩豊かな詩画とエッセイを収録。手記『かぎりなくやさしい花々』で
は、わんぱくだった少年時代、運動に明け暮れた学生時代、事故で手
足の自由を失いながらも、詩画を描くようになるまでを綴る。

花の詩画集
1986年初版

花の詩画集
1992年初版

花の詩画集
1999年初版

花の詩画集
2003年初版

花の詩画集
2010年初版

花の詩画集
2017年初版

小学校中学年〜

880円 978-4-03-634130-6

鈴の鳴る道
小学校中学年〜

1,400円 978-4-03-963290-6

速さのちがう時計

くもさん おへんじどうしたの

フェラーダ 作／メナ 絵／星野由美 訳

カール 作／もりひさし 訳

F

さわる絵本

｢線」が好きな自閉症の男の子マヌエルく
ん。線をたどってすすむ絵本。言葉を絵で表
現した絵文字「ピストグラム」付き。
2017年初版 3才〜 1,300円

これ、なあに？

978-4-03-202770-9

<新装版>

さわる絵本

1,400円 978-4-03-963760-4

小学校中学年〜

1,400円 978-4-03-963800-7

種蒔きもせず
一般向き

1,500円

978-4-03-963920-2

足で歩いた頃のこと
一般向き

1,600円

978-4-03-963950-9

一般向き

1,600円

978-4-03-963840-3

どうぶつたち
おいしいものなーに？
978-4-03-332620-7

978-4-03-226110-3

※1981年初版

<新装版>

だじゃれ大会
978-4-03-332630-6

しゅわしゅわ村の

ゆかいなのりもの
くせさなえ 作・絵

F

点字つきで絵の部分の輪郭が隆起している
触って楽しめる絵本。形の認知や数の要素も
盛り込まれたシンプルな絵本、新装版。
2007年新装版初版 ４才〜 2,900円

しゅわしゅわ村の

978-4-03-332640-5

ヌート 作／山内清子 訳

点字つきさわる絵本

手話ではなそう

しゅわしゅわ村の

F

ちびまるのぼうけん

手話

F

絵を見て楽しみながら、自然に手話ができる画期的な手話絵
本。手話と指文字の解説付き。
978-4-03-226120-2

2013年〜2018年初版

© 星野富弘
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978-4-03-328270-1

978-4-03-332610-8

さわる絵本

小学校中学年〜

F

農場の馬や牛、ぶたやおんどりが誘いにきて
も、くもさんは返事もせずに、せっせと巣づ
くり。隆起した巣に触って楽しめる絵本。
1986年初版 3才〜 2,400円

しゅわしゅわ村の

花よりも小さく

1,400円 978-4-03-963540-2

※1979年初版

イエンセン、ハラー 作／きくしまいくえ 訳

あなたの手のひら

小学校中学年〜

F

いっぽんのせんとマヌエル

絵の部分が隆起印刷になっている触って楽し
める絵本。目の見えない子と見える子が一緒
に喜びを共感できる画期的な作品、新装版。
2007年新装版初版 3才〜 2,800円

山の向こうの美術館
2005年初版

点字つきさわる絵本

ノンタン絵 本 の点 字 つきさわる絵 本 版 。カ
ラー絵に重ねた透明樹脂インクによる隆起印
刷で絵が触ってわかる絵本！
978-4-03-226140-0
2013年初版 ２才〜 1,200円

さわる絵本

かぎりなくやさしい花々

B

キヨノサチコ 作・絵

F

シンプルなイラストとリズミカルな言葉で赤
ちゃんに語りかける。大人気の赤ちゃん絵本
の点字つきさわる絵本版。
978-4-03-226150-9
2016年初版 ０才〜 2,200円

ピクトグラム

全身の筋肉が動かなくなる難病ALSを発症し
た著者が問いかける「人間にとって言葉と
は？」。
2013年初版 中学生〜 1,200円

星野富弘の本

てんじつきさわるえほん

まついのりこ 作・絵

福沢美和 著／安徳美和子 絵

978-4-03-417050-2

本

ノンタン じどうしゃぶっぶー

じゃあじゃあ びりびり

フー子とママのふたり

絵

｢からだ」や「こころ」、「さまざまな障がい」に
特別な配慮が必要な子どもたちのための本
てんじつきさわるえほん

盲導犬ものがたり

978-4-03-417040-3

For

ー 11 ー

５才〜

各1,800円

© くせさなえ

