
1 

 

資料展示リスト（2015年 2月 28日～2015年 3月 15日） 
 

   

 

 

 

  
                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

●リストは、平成 27年 2月末現在、埼玉県立久喜図書館で所蔵している資料です。 

 

あなたのことを しりたいの【知識の本】 

ちょっと気になるあの子。どんな世界が見えているのかな？ 発達障害について知ることのできる知識の本。 

書     名 著者名 出版社 出版年 分類 

いっしょがいいな障がいの絵本 ５ やっちゃんがいく！   ポプラ社 2006.3 369 

いっしょがいいな障がいの絵本 ６ ぼくって、ふしぎくん？   ポプラ社 2006.3 369 

障害を知る本 子どものためのバリアフリーブック ７ 

自閉症の子どもたち 

稲沢潤子／文  

オノビン／絵 田村孝／絵 
大月書店 1998.1 369 

障害を知る本 子どものためのバリアフリーブック ８ 

ＬＤ（学習障害）の子どもたち 

稲沢潤子／文  

オノビン／絵 田村孝／絵 
大月書店 1998.11 369 

みんなで考えよう障がい者の気持ち 

読んでわかる、体験してわかる ６ 発達障がい〈ＬＤ、

ＡＤＨＤ〉 

  学研教育出版 2010.2 369 

みんなで考えよう障がい者の気持ち 

読んでわかる、体験してわかる ７ 自閉症 
  学研教育出版 2010.2 369 

埼玉県立久喜図書館 子ども図書室 

久喜市下早見 85－5 Tel：0480-21-2659 

埼玉県のマスコット 

コバトン 

あなたには苦手なことがありますか？ 得意なことはありますか？ 

わたしたちのまわりには、「発達障害」という、読み書きやコミュニケーションが苦手だったり、他の

人とは少し違った言動をとったりするこどもたちがいます。ちょっと変わって見えるけど、他の子にはな

い魅力をもっています。 

〈その子にしかできないこと〉〈その子だからできること〉 
そんな、“特別なかがやきをもったこどもたち”についてのこどもの本を集めました。 
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書     名 著者名 出版社 出版年 分類 

きみもきっとうまくいく 

子どものためのＡＤＨＤワークブック 

キャスリーン・ナドー／著 

エレン・ディクソン／著 

水野薫／監修  

内山登紀夫／医学監修  

ふじわらひろこ／絵 

東京書籍 2007.7 371 

アスペルガーの心 １ わたしもパズルのひとかけら フワリ／作・絵 偕成社 2012.3 378 

アスペルガーの心 ２ パニックダイジテン フワリ／作・絵 偕成社 2012.3 378 

アスペルガーの心 ３ きんじょのらぶちゃん フワリ／作・絵 偕成社 2015.2 378 

新しい発達と障害を考える本 １ 

自閉症のおともだち 
  ミネルヴァ書房 2013.3 378 

新しい発達と障害を考える本 ２ 

アスペルガー症候群のおともだち 
  ミネルヴァ書房 2013.2 378 

新しい発達と障害を考える本 ３ 

ＬＤ学習障害のおともだち 
  ミネルヴァ書房 2013.2 378 

新しい発達と障害を考える本 ４ 

ＡＤＨＤ注意欠陥多動性障害のおともだち 
  ミネルヴァ書房 2013.3 378 

新しい発達と障害を考える本 ５ 

自閉症の子の見え方・感じ方 
  ミネルヴァ書房 2014.1 378 

新しい発達と障害を考える本 ６ 

アスペルガー症候群の子の見え方・感じ方 
  ミネルヴァ書房 2014.1 378 

新しい発達と障害を考える本 ７ 

ＬＤ学習障害の子の見え方・感じ方 
  ミネルヴァ書房 2014.2 378 

新しい発達と障害を考える本 ８ 

ＡＤＨＤ注意欠陥多動性障害の子の見え方・感じ方 
  ミネルヴァ書房 2014.2 378 

ＬＤ・学び方が違う子どものためのサバイバルガイド 

キッズ編 

ゲイリー・フィッシャー／著 

ローダ・カミングス／著 

竹田契一／監訳 西岡有香／訳 

明石書店 2008.7 378 

ＬＤ・学び方が違う子どものためのサバイバルガイド 

ティーンズ編 

ローダ・カミングス／著  

ゲイリー・フィッシャー／著 

竹田契一／監訳  

太田信子／訳 田中枝緒／訳 

明石書店 2009.3 378 

算数の天才なのに計算ができない男の子のはなし 

算数障害を知ってますか？ 

バーバラ・エシャム／文 

マイク・ゴードン／絵 
岩崎書店 2013.7 378 

自閉症・ＡＤＨＤの友だち 成沢真介／著 文研出版 2011.5 378 

「障がい者」なんて、ひどくない？ 

香山リカ監修・こころの教育４大テーマ ３ 
タナカヒロシ／作 山中桃子／絵 

ベースボール・ 

マガジン社 
2014.1 378 

知りたい、聞きたい、伝えたいおともだちの障がい １ 

ディスレクシアってなあに？ 

ローレン・Ｅ．モイニハン／著 

トム・ディニーン／イラスト  

藤堂栄子／訳 

明石書店 2006.11 378 

知りたい、聞きたい、伝えたいおともだちの障がい ２ 

ＡＤＨＤってなあに？ 

エレン・ワイナー／著  

テリー・ラバネリ／イラスト 

高山恵子／訳 

明石書店 2009.2 378 

ボクはじっとできない 

自分で解決法をみつけたＡＤＨＤの男の子のはなし 

バーバラ・エシャム／文 

マイク・ゴードン／絵 
岩崎書店 2014.11 378 
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おはなし きかせて【物語】 

苦手なこともなんのその。こんなこともできるんだよ。障害がある人が登場する物語の本。 

※対象：その本を読みやすい学年（低・中・高学年・中学生） 登場人物：どんな子が登場するかな。（本の中に書いてある場合のみ記載） 

書     名 著者名 出版社 出版年 分類 対象 登場人物 

おまけ鳥 飯田朋子／作 長野ともこ／絵 新日本出版社 2012.8 913.6 高 自閉症 

かさねちゃんにきいてみな 有沢佳映／著  講談社 2013.5 913.6 高  

シャトルバスにのって 飯田朋子／作 菅野由貴子／絵 新日本出版社 2008.12 913.6 高  

たっくんとぼく 清水千恵／作 山本祐司／絵 文研出版 2010.3 913.6 低  

だんご鳥 飯田朋子／作 長野ともこ／絵 新日本出版社 2007.2 913.6 高  

スワン 学習障害のある少女の挑戦 漆原智良／著 岡本美香／絵 アリス館 2014.6 916 中 LD 

宇宙のかたすみ 
アン・Ｍ．マーティン／著 

金原瑞人／訳 

アンドリュース・

クリエイティヴ 
2003.7 933 中学生 自閉症 

９番教室のなぞ  

幽霊からのメッセージ 

ジュリア・ジャーマン／作 

ふなとよし子／訳 
松柏社 2005.12 933 高 LD 

１１をさがして 
パトリシア・ライリー・ギフ／作

岡本さゆり／訳 
文研出版 2010.9 933 高 LD 

父さんと、キャッチボール？  

もう、ジョーイったら！ ２ 

ジャック・ギャントス／作 

前沢明枝／訳 
徳間書店 2009.9 933 高 ADHD 

秘密のマシン、アクイラ 
アンドリュー・ノリス／著 

原田勝／訳 長崎訓子／絵 
あすなろ書房 2009.12 933 高 LD 

ベンとふしぎな青いびん 

ぼくはアスペルガー症候群 

キャシー・フープマン／作 

代田亜香子／訳 
あかね書房 2003.2 933 中 

アスペルガー

症候群 

ぼく、カギをのんじゃった！  

もう、ジョーイったら！ １ 

ジャック・ギャントス／作 

前沢明枝／訳 
徳間書店 2007.8 933 高 ADHD 

負けないパティシエガール 
ジョーン・バウアー／著 

灰島かり／訳 
小学館 2013.6 933 中学生 LD 

マルセロ・イン・ザ・リアルワールド 
フランシスコ・Ｘ．ストーク／作

千葉茂樹／訳 
岩波書店 2013.3 933 中学生 

アスペルガー

症候群 

名探偵アガサ＆オービル 

ファイル１ 火をはく怪物の謎 

ローラ・Ｊ．バーンズ／作 

メリンダ・メッツ／作 

金原瑞人／訳 小林みき／訳 

森山由海／絵 

文渓堂 2007.7 933 高 
アスペルガー

症候群 

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 2013.1 933 高 自閉症 

夜中に犬に起こった奇妙な事件 
マーク・ハッドン／著 

小尾芙佐／訳 
早川書房 2003.6 933 中学生 自閉症 

リーコとオスカーともっと深い影 
アンドレアス・シュタインヘーフェル／作  

森川弘子／訳 
岩波書店 2009.4 943 高  

ルイジアナの青い空 
キンバリー・ウィリス・ホルト／〔著〕 

河野万里子／訳 
白水社 2007.9 933 高  

ルール！ 
シンシア・ロード／著  

おびかゆうこ／訳 
主婦の友社 2008.12 933 高 自閉症 
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おはなし きかせて【絵本】  

いろんなおともだちがいるんだね。障害がある子がでてくる絵本。 

※対象：その絵本を読みやすい学年（低・中・高学年・中学生） 登場人物：どんな子が登場するかな。（本の中に書いてある場合のみ記載） 

書     名 著者名 出版社 出版年 分類 対象  

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 2001.12 E 高 LD 

おいでよルイス！ 

レスリー・エリー／さく 

ポリー・ダンバー／え 

もとしたいずみ／やく 

フレーベル館 2009.2 E 低 自閉症 

オチツケオチツケこうたオチツケ 

こうたはＡＤＨＤ 

さとうとしなお／作  

みやもとただお／絵 
岩崎書店 2003.12 E 低 ADHD 

ごきげんボッラはなぞ人間！？  

ビルとボッラのお話 

グニッラ・ベリィストロム／文と絵 

ビヤネール多美子／訳 
偕成社 1982.6 E 中   

たっちゃんぼくがきらいなの 

たっちゃんはじへいしょう（自閉症） 

さとうとしなお／作  

みやもとただお／絵 
岩崎書店 1996.7 E 低 自閉症 

つながろ！ 

にがてをかえる？まほうのくふう 

しまだようこ／さく  

井上雅彦／監修 
今井印刷 2014.10 E 低   

ツルのとぶ大地で こやま峰子／文 小泉るみ子／絵 女子パウロ会 2008.4 E 中 自閉症 

天使と話す子 
エスター・ワトスン／作 

山中康裕／訳 
ＢＬ出版 1999.4 E 低 自閉症 

ひとりじゃないよ、オットくん  

ＡＤＨＤと病院のことがわかる本 

マシュー・ガルヴァン／作 

サンドラ・フェラロ／絵 

堀恵子／訳 猪子香代／監修 

三学出版 2001.12 E 低 ADHD 

ふしぎなともだち たじまゆきひこ／作 くもん出版 2014.6 E 低 自閉症 

ヘンテコリン 東田直樹／作・絵 エスコアール 2008.11 E 低   

ぼくはここにいる 
ピーター・レイノルズ／作  

酒木保／訳 
小峰書店 2013.6 E 低 自閉症 

ボッラはすごくごきげんだ！  

ビルとボッラのお話 

グニッラ・ベリィストロム／文と絵 

ビヤネール多美子／訳 
偕成社 1981.6 E 中   

よめたよ、リトル先生 
ダグラス・ウッド／作 

ジム・バーク／絵 品川裕香／訳 
岩崎書店 2010.7 E 高 ADHD 

 

参考図書  

書     名 著者名 出版社 出版年 分類 

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 
菊池澄子／〔ほか〕編 ぶどう社 1990.9 J028 

知的障害をどう伝えるか 

児童文学のなかの知的障害児 
山口洋史／編 山田優一郎／編 文理閣 1998.4 J375 

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／編  

からだとこころの発見塾／編 
読書工房 2008.11 J491.031 

 

 １階ロビー・２階閲覧室にて資料展示＆パネル展示 

「あなたの世界を教えてくれる？ 発達障害を知りみんなで支え合おう」開催中！ 

（2015.2.28～3.15） 


