
区分 № 書　　　　　　　　　　　名 出版者 出版年

1 E あじ わたしのいもうと 松谷　みよ子　文 味戸　ケイコ　絵 偕成社 1987

2 E いせ かさをささないシランさん 谷川　俊太郎　作 アムネスティ・インターナショナル　作 いせ　ひでこ　絵 理論社 1991

3 E いま おとうさんといっしょに 白石　清春　さく いまき　みち　え 西村　繁男　え 福音館書店 1993

4 E うめ おんちゃんは車イス司書 河原　正実　原案 梅田　俊作　作・絵 岩崎書店 2006

5 E かこ うさぎぐみとこぐまぐみ かこ　さとし　絵・文 ポプラ社 2005

6 E かめ てるちゃんのかお 藤井　輝明　文 亀澤　裕也　絵 金の星社 2011

7 E すず 雨のにおい星の声 赤座　憲久　ぶん 鈴木　義治　え 小峰書店 1987

8 E たじ あつおのぼうけん 田島　征彦　作 吉村　敬子　作 童心社 1983

9 E たば さっちゃんのまほうのて たばた　せいいち　〔ほか〕　共同制作 偕成社 1985

10 E はせ はせがわくんきらいや 長谷川　集平　著 ブッキング 2003

11 E はま ペカンの木のぼったよ 青木　道代　ぶん 浜田　桂子　え 福音館書店 2004

12 E ほし ぼくたちのコンニャク先生 星川　ひろ子　写真　文 小学館 1996

13 E わだ どんなかんじかなあ 中山　千夏　ぶん 和田　誠　え 自由国民社 2005

14 E アヴ どうしてダブってみえちゃうの？ ジョージ・エラ・リヨン　文 リン・アヴィル　絵 品川　裕香　訳 岩崎書店 2011

15 E バー ぼくのものがたりあなたのものがたり ジュリアス・レスター　文 カレン・バーバー　絵 さくま　ゆみこ　訳 岩崎書店 2009

16 E バル わたしの足は車いす フランツ＝ヨーゼフ・ファイニク　作 フェレーナ・バルハウス　絵 ささき　たづこ　訳 あかね書房 2004

17 E ブル ぼくのだいじなあおいふね ディック＝ブルーナ　え ピーター＝ジョーンズ　ぶん なかがわ　けんぞう　やく 偕成社 1986

18 E ポラ ありがとう、フォルカーせんせい パトリシア・ポラッコ　作・絵 香咲　弥須子　訳 岩崎書店 2001

19 E ワイ たいせつなこと マーガレット・ワイズ・ブラウン　さく レナード・ワイスガード　え うちだ　ややこ　やく フレーベル館 2001

20 EK つち もうどうけんドリーナ 土田　ヒロミ　さく 福音館書店 1986

21 EK スピ せかいのひとびと ピーター・スピアー　えとぶん 松川　真弓　やく 評論社 1982

22 281 い 闇を照らす六つの星 小倉　明／著 汐文社 2012

23 281 つ ピアノはともだち こうやま　のりお　著 講談社 2011

24 285 く テンプル・グランディン自閉症と生きる サイ・モンゴメリー　著 杉本　詠美　訳 汐文社 2015

25 285 け 伝記ヘレン・ケラー 村岡　花子　著 偕成社 2014
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障害者週間（12/3～12/9）・人権週間（12/4～12/10）に

合わせて、障害や人権に関する本を集めました。

広島市こども図書館
〒７３０－００１１ 広島市中区基町５－８３
TEL （０８２）２２１－６７５５ FAX （０８２）２２２－７０２０

展示している本プラスアルファ No.３４５（２０１６．１２）

※EKは科学絵本です



区分 № 書　　　　　　　　　　　名 出版者 出版年請求記号 著　　　　　　　　　　　　　　　　　者　　　　

26 310 い 人権の絵本　１～６ 大月書店 2000

27 310 わ わたしの人権みんなの人権　１～６ ポプラ社 2004

28 320 あ はじめての日本国憲法 青井　未帆　著 ＰＨＰ研究所 2014

29 320 け 「けんぽう」のおはなし 井上　ひさし　原案 武田　美穂　絵 講談社 2011

30 320 こ ニュースに出てくる国際条約じてん　３ こどもくらぶ　編 彩流社 2015

31 320 ふ えほん障害者権利条約 ふじい　かつのり　作 里　圭　絵 汐文社 2015

32 367 あ 差別と人権 アムネスティ・インターナショナル日本　編著 絵本塾出版 2013

33 369 い 光と音のない世界で 池田　まき子　著 岩崎書店 2014

34 369 き きいてみよう障がいってなに？　１～５ ポプラ社 2015

35 369 く だれか、ふつうを教えてくれ！ 倉本　智明　著 １００％ＯＲＡＮＧＥ　装画・挿画 理論社 2006

36 369 こ きみの味方だ！子どもの権利条約　１～６ こどもくらぶ　編・著 ほるぷ出版 2003～2004

37 369 ゆ ユニバーサルデザイン　第２期　１～３ あかね書房 2012

38 370 あ 新しい発達と障害を考える本　１～８ ミネルヴァ書房 2013～2014

39 370 う 耳がきこえないエイミーのねがい ルー・アン・ウォーカー　著 マイケル・エイブラムソン　写真 森丘　道　訳 偕成社 1995

40 370 す わたしたちのトビアス セシリア＝スベドベリ　編 山内　清子　訳 偕成社 1978

41 489 お 介助犬ターシャ 大塚　敦子　写真・文 小学館 1999

42 916 あ どんどんいけいけゆうき号！ あんず　ゆき　文 佼成出版社 2009

43 916 い 三河のエジソン 今関　信子／文 佼成出版社 2005

44 913 お ぼくのお姉さん 丘　修三　著 かみや　しん　絵 偕成社 1986

45 913 は だれもしらない 灰谷　健次郎　作 長谷川　集平　絵 あかね書房 1981

46 913 ま おとうさんの手 まはら　三桃　作 長谷川　義史　絵　 講談社 2011

47 933 あ ウィッシュ フェリーチェ・アリーナ　作 横山　和江　訳 講談社 2011

48 933 あ モッキンバード キャスリン・アースキン　著 ニキ　リンコ　訳 明石書店 2013

49 933 し バディ Ｖ．Ｍ．ジョーンズ　著 田中　亜希子　訳 ＰＨＰ研究所 2008

50 933 と わたしの心のなか シャロン・Ｍ．ドレイパー　作 横山　和江　訳 鈴木出版 2014

51 933 は ワンダー Ｒ．Ｊ．パラシオ　作 中井　はるの　訳 ほるぷ出版 2015

52 933 ま ピーティ ベン・マイケルセン　作 千葉　茂樹　訳 鈴木出版 2010

53 933 ま 耳の聞こえない子がわたります マーリー・マトリン　作 日当　陽子　訳 矢島　真澄　絵 フレーベル館 2007

54 933 ろ サイレントボーイ ロイス・ローリー　著 中村　浩美　訳 アンドリュース・プレス 2003
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休館日 １２/５(月)、１２/１２(月)、１２/１９(月)、１２/２６(月)、１２/２７(火)、１２/２９（木）～１/４（水）


