
書名 著者 発行所 番号 記号

ある小馬裁判の記 ジェイムズ・オールドリッチ 評論社 68 J-1

新ちゃんがないた 佐藤州男　長谷川集平 文研出版 69 S-1

介助者　ターシャ 大塚敦子 小学館 70 O-1

はだかの天使 赤木由子　鈴木たくま 新日本出版社 71 A-1

ぼくのお姉さん 丘修三　かみやしん 偕成社 72 O-2

小さい　ベット 村中季衣　かみやしん 偕成社 73 M-1

兎の目 灰谷健次郎 理論社 74 H-1

子どもが育つ魔法の言葉
ドロシー･ロー・ノルト

レイチャル・ハリス
ＰＨＰ 75 D-1

さと子の日記 鈴木聡子　藤沢友一 ひくまの出版 76 S-2

ぼくはレース場の持主だ
パトリシア・ライトソン

マーガレット・ボーダー
評論社 77 P-1

じろはったん 森はな　梶山俊夫 アリス館 78 M-2

ひとすじの光 ヴォイチェホフスカ 偕成社 79 V-1

ヒルベルという子がいた ペーター･ヘルトリング 偕成社 80 P-2

どこでも行くぞ車イス 廉田俊二 ポプラ社 81 K-1

盲導犬フロックスの思い出 福沢美和 偕成社 82 F-1

盲導犬フロックスとの旅 福沢美和 偕成社 83 F-1

赤毛のポチ 山中恒　しらいみのる 理論社 84 Y-1

知られたら　どうしよう P・ハーミス　浜田洋子 文研出版 85 P-3

指で見る トーマス・ベリイマン 偕成社 86 T-1

１００かぞえたら　さあ　さがそ 新井竹子　遠藤てるよ 草炎社　こども文庫 91 A-2

車椅子のナディー 福沢美和 文芸社 117 F-1

保健室にいたらだめなの？ こんのひとみ ポプラ社 126 K-2

帰ってきたジロー 紺野まさる ハート出版 127 K-3

ありがとう介助犬ブルース 紺野まさる ハート出版 128 K-3

ちびまるこちゃんのへレンケラー さくらももこ 集英社 149 S-3

光とともに・・・１ 戸部けいこ 秋田書店 163 T-2

光とともに・・・２ 戸部けいこ 秋田書店 164 T-2

障害者生活支援センターたかまつ　ライブラリー蔵書（児童）

障がいに関する児童書、絵本など・・・



書名 著者 発行所 番号 記号

光とともに・・・３ 戸部けいこ 秋田書店 165 T-2

光とともに・・・４ 戸部けいこ 秋田書店 166 T-2

光とともに・・・５ 戸部けいこ 秋田書店 167 T-2

光とともに・・・６ 戸部けいこ 秋田書店 198 T-2

こころの介助犬天ちゃん 林優子 ハート出版 202 H-2

光とともに・・・７ 戸部けいこ 秋田書店 236 T-2

光とともに・・・８ 戸部けいこ 秋田書店 247 T-2

光とともに・・・９ 戸部けいこ 秋田書店 254 T-2

発達と障害を考える本② 内山登紀夫 ミネルヴァ書房 257 U-1

発達と障害を考える本① 内山登紀夫 ミネルヴァ書房 261 U-1

少女チャングムの夢
国際メディア･コーポレーション

メディアファクトリー共同編集
メディアファクトリー 262 K-4

発達と障害を考える本④ 内山登紀夫 ミネルヴァ書房 268 U-1

光とともに・・・１０ 戸部けいこ 秋田書店 269 T-2

発達と障害を考える本③ 内山登紀夫 ミネルヴァ書房 278 U-1

発達と障害を考える本⑤ 玉井　邦夫 ミネルヴァ書房 279 T-3

発達と障害を考える本⑥ 原　仁 ミネルヴァ書房 284 H-3

発達と障害を考える本⑦ 日原　信彦 ミネルヴァ書房 285 H-4

発達と障害を考える本⑧ 牧野　泰美ほか ミネルヴァ書房 286 M-3

光とともに・・・１１ 戸部　けいこ 秋田書店 287 T-2

光とともに・・・１２ 戸部　けいこ 秋田書店 288 T-2

発達と障害を考える本⑨ 倉内　紀子 ミネルヴァ書房 292 K-5

発達と障害を考える本⑩ 千田　耕基 ミネルヴァ書房 293 S-4

発達と障害を考える本⑪ 原　仁 ミネルヴァ書房 294 H-3

発達と障害を考える本⑫ 日原　信彦 ミネルヴァ書房 295 H-4

光とともに・・・１3 戸部　けいこ 秋田書店 296 T-2

光とともに・・・１４ 戸部　けいこ 秋田書店 297 T-2

だいすき！！…1 愛本　みずほ 講談社 298 Aｰ3

だいすき！！…2 愛本　みずほ 講談社 299 Aｰ3

だいすき！！…3 愛本　みずほ 講談社 300 Aｰ3

だいすき！！…4 愛本　みずほ 講談社 301 Aｰ3
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だいすき！！…5 愛本　みずほ 講談社 302 Aｰ3

だいすき！！…6 愛本　みずほ 講談社 303 Aｰ3

だいすき！！…7 愛本　みずほ 講談社 304 Aｰ3

だいすき！！…8 愛本　みずほ 講談社 305 Aｰ3

だいすき！！…9 愛本　みずほ 講談社 306 Aｰ3

だいすき！！…10 愛本　みずほ 講談社 311 Aｰ3

光とともに・・・１５ 戸部　けいこ 秋田書店 326 T-2

べトちゃんドクちゃんからのてがみ 松谷みよこ　井口文秀 童心社 1 A-1

たっちゃんぼくがきらいなの さとうとしなお　みやもとただお 岩崎書店 2 A-2

わたしの妹は耳がきこえません
ジーン･Wピーターソン

デボラ･レイ
偕成社 3 A-3

およげなかったかも
福井達雨

止揚学園のこどもたち
偕成社 4 A-4

さっちゃんのまほう たばたせいいち 偕成社 5 A-5

ぜったいたべないからね ローレン･チャイルド フレーベル館 6 A-6

きみのこころのあじがする 田島征三　村田清司 偕成社 7 A-7

ママ　ちいさくなーれ
リン･ジョネル

ぺトラ・マザーズ
徳間書店 8 A-8

ボスがきた まじまかつみ　たけうちまさき 偕成社 9 A-9

あかちゃんのくるひ 岩崎ちひろ 至光社 10 A-10

ちいさなくれよん 篠塚かをり　安井淡 金の星社 11 A-11

りっぱなうんち きたやまようこ あすなろ書房 12 A-12

雨のにおい星の声 赤座憲久　鈴木義治 小峰書店 13 A-13

どんなにきみがすきだかあててごらん
サム･マクブラットニィ

アニタ･ジェラーム
評論社 14 A-14

ずーっとずっとだいすきだよ ハンス・ウィルヘルム 評論社 15 A-15

あつおのぼうけん 田島征三　吉村敬子 童心社 16 A-16

あなたはわたしたちのたからもの Hiroko 文芸社 17 A-17

じぶんだけのいろ　いろいろさがしたカメレオンのはなし レオ･レオニ 好学社 18 A-18

犬のルーカス 山本容子 ほるぶ出版 19 A-19

あ・べ・こ・べ
エルンスト・ヤンドゥル

ノルマン・ユンゲ
講談社 20 A-20

100万回生きたねこ 佐野洋子 講談社 21 A-21

わたし　いややねん 吉村敬子　松下香住 偕成社 22 A-22

いっちゃんはね、おしゃべりがしたいのにね 灰谷健二郎　長谷川集平 理論社 23 A-23
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だれもしらない 灰谷健二郎　長谷川集平 あかね書房 24 A-24

おとこのこなんてだいきらい　だってね ヴィットリア・ファッキーニ フレーベル館 25 A-25

おんなのこなんてだいきらい　だってさ ヴィットリア・ファッキーニ フレーベル館 26 A-26

なぞなぞあなあきえほん１　いろのかくれんぼ たけいしろう　ふゆのいちこ あかね書房 27 A-27

なぞなぞあなあきえほん２　ことばのかくれんぼ たけいしろう　ふゆのいちこ あかね書房 28 A-28

なぞなぞあなあきえほん３　たべものかくれんぼ たけいしろう　ふゆのいちこ あかね書房 29 A-29

やさしさの引力 松兼功　葉祥明 中央法規 111 A-30

じごくのそうべえ 田島征彦 童心社 134 A-31

ＴＨＥ　AMAGIC　POCKET まど・みちお すえもりブックス 135 A-32

ＴＨＥ  ANIMALS まど・みちお すえもりブックス 136 A-33

げんこのキモチ 礒みゆき ポプラ社 239 A-34

ぼく、あいにきたよ 明川哲也 文藝春秋 241 A-35

世界でいちばん幸せな犬 まさご　ゆき 毎日新聞社 252 A-36

ディロン　ずっとそばにいるよ 井上　こみち 教育画劇 260 A-37


