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番号 本のタイトル 本の内容 備考 

１ 障害と私たちの社会 私たちが生きる社会には色々な人が生

きています。「障がい」をもった人はどん

な人？わかりやすいノーマライゼーシ

ョン入門の本です。 

子どものためのバリアフリー

ブック（障害を知る本）① 

２ ダウン症の子どもたち 染色体の数が多いことで起きるダウン

症。ダウン症ってどういう症状？ダウン

症の人にはどういうふうに接したらよ

いの？やさしく解説しています。 

子どものためのバリアフリー

ブック（障害を知る本）② 

３ てんかんのある子どもたち てんかんは珍しくない病気です。発作が

起こった時、予防方法などわかりやすく

説明しています。 

子どものためのバリアフリー

ブック（障害を知る本）③ 

４ ことばの不自由な子どもたち 舌がうまく使えない、言葉がはっきり 

喋られない病気、障がい、言葉の発生方

法についてわかりやすく解説していま

す。 

子どものためのバリアフリー

ブック（障害を知る本）④ 

５ 耳の不自由な子どもたち 耳がきこえないのはどうして？耳がき

こえない人とはどうやってお話しする

の？といった疑問にやさしく答えてく

れる本。 

子どものためのバリアフリー

ブック（障害を知る本）⑤ 

６ 目の不自由な子どもたち 目の仕組み、見えること、見えないこと

についてやさしく解説しています。 

子どものためのバリアフリー

ブック（障害を知る本）⑥ 

７ 自閉症の子どもたち 自閉症の症状にはどんな症状がある

の？自閉症の人にはどうやって接した

らよいの？わかりやすく解説していま

す。 

子どものためのバリアフリー

ブック（障害を知る本）⑦ 

８ LD(学習障害)の子どもたち LD ってどういう状態？知的障がいや自

閉症とはどう違うの？わかりやすく解

説しています。 

子どものためのバリアフリー

ブック（障害を知る本）⑧ 

９ 知的なおくれのある子どもたち 知的障がいってどんな障がい？働くこ

とはできるの？さまざまな疑問にやさ

しく答えてくれる本。 

子どものためのバリアフリー

ブック（障害を知る本）⑨ 

１０ からだの不自由な子どもたち 不自由をこえて働く、学ぶ、生きる子ど

もたちの姿を知る本。 

子どものためのバリアフリー

ブック（障害を知る本）⑩ 

１１ 障害児を支える人びと サークル活動、家族、先生、作業療法士

など、障がい児を支える仕事、グループ

などを紹介する本。 

子どものためのバリアフリー

ブック（障害を知る本）⑪ 



番号 本のタイトル 本の内容 備考 

１２ ユニバーサルデザインって 

なに？ 

障がいのある人や高齢者、妊娠している

人、外国の人が駅やまちで感じる不便

さ、その解消方法をイラストや写真をま

じえながら紹介。 

ユニバーサルデザイン① 

大判の本でイラスト、写真が

見やすいです。 

１３ くらしの中のユニバーサルデザ

イン 

障がいのある人やいろいろな立場の人

のそれぞれの使いやすさを考えて工夫

されている、ユニバーサルデザインの商

品を紹介。 

ユニバーサルデザイン② 

大判の本でイラスト、写真が

見やすいです。 

１４ まちのユニバーサルデザイン 障がいのある人にも利用しやすいよう

に工夫されている交通機関、公共施設、

商業施設を紹介。 

ユニバーサルデザイン③ 

大判の本でイラスト、写真が

見やすいです。 

１５ わたしの足は車いす 両足がマヒしていると、車いすがあしの

かわりになります。これは、はじめて車

いすにのった女の子がスーパーにおつ

かいに行ったお話です。 

全国学校図書館協議会選定 

よい絵本 

１６ 見えなくてもだいじょうぶ？ お買い物にきたまちで、迷子になったカ

ーラをたすけてくれたのは、目の見えな

いおにいさん。どうやってたすけたの？ 

絵本 

障がい者について考えてみま

せんか？ 

１７ はせがわくんきらいや 長谷川くん大丈夫？乳児の頃、ヒ素ミル

クを飲んだ著者が、幼少のときのことを

思い出しながら描いた絵本。 

絵本 

力強いモノクロ絵の絵本 

１８ さっちゃんのまほうのて 先天性四肢欠損という障がいをもって

生まれたさっちゃん。傷つきながらも右

手の指がないという障がいを受け入れ、

力強く歩き始める。 

絵本 

先天性四肢障害児父母の会 

１９ どんなかんじかなあ めがみえないってどんなかんじかなあ。

みみがきこえないってどんなかんじか

なあ。ひろくんは考えた。 

第 11回日本絵本賞受賞 

結末に定評あり。ぜひ一度読

んでみてください。 

２０ わたし いややねん 脳性まひのために手足などに障がいを

持ち、外出するときは車いすを使う著者

が、人間としての叫び、願いを素直につ

づった絵本です。 

絵本  

著者は、1歳 2ケ月ごろに脳

性麻痺と診断された。 

２１ 十人十色なカエルの子 学習障がい、自閉症、アスペルガー症候

群等の子ども本人やご家族、学校の先

生、まわりの子どもたちのために。 

障がいの困難、特別支援教育

についてわかりやすく示した

カラー絵本。 

２２ 発達障害はじめの一歩  「発達障がい」を理解するための入門・

実践書。 

4 コマ、イラストが使用され

わかりやすいです。 

 

 

 



番号 本のタイトル 本の内容 備考 

２３ 犬と毒ヘビ 第 7回盲導犬サーブ記念文学賞・大賞作

品集。表題作含む 3作品掲載。 

財団法人 中部盲導犬協会 

発行。 

２４ 動物とわたし５つの物語 第 2回盲導犬サーブ記念文学賞・大賞受

賞作品集。 

財団法人 中部盲導犬協会 

発行。 

２５ みんなのボランティア大百科 実際に活動している子ども達を取材し、

子ども達がボランティアについて考え

行動する指針を示す。 

国内、国外のボランテイアの 

掲載。 

２６ これ、なあに？ 目の見えない子も見える子も、みんなで

楽しめる絵本。 

ボローニャ国際児童図書展子

どもが選ぶエルバ賞。 

２７ 親子ではじめるボランティア 第1章はボランテイアの豆知識、第2章

はボランテイア・アイデア集を掲載し、

社会性を育てるきっかけづくりを学べ

ます。 

子育てをより充実したものに

変える 20の活動例を紹介。 

２８ 高齢者が使いやすい日用品 こんな道具があれば元気で暮らせる！

工夫にあふれた日用品 274種。 

著者は高齢生活アドバイザー

です。 

２９ 傾聴ボランティアのすすめ 聴く側、話す側の両方を元気にし、より

よい人間関係づくりに役立つ。 

傾聴ボランテイア、活動実践

のための手引書。 

３０ タオルの絆 被災した岩手県気仙地域で交流ツアー

を行い、愛知県の広域避難者のくらしに

よりそうノンフィクション。 

コープあいちの震災復興支援

を追った作品。 

３１ 十歳のきみへ 医師・日野原重明から、いのちとは家族

とは人間とは…若い君たちに託したい

こと。 

95歳の作者日野原さんから、

はじめての子ども向けメッセ

ージ。 

３２ 日野原重明 100歳 医師・日野原重明に 1年間密着取材した

ドキュメンタリーの書籍化。 

等身大の日野原さんからのメ

ッセージ。 

３３ 滝田栄、仏像を彫る なぜ仏像を彫るのか？託された思いと

体験を通して、現代人の生き方を考え

る。 

著者は俳優や司会業の仕事の

みならず、執筆、講演活動、座

禅や朝粥の会を主催、抜刀術、

陶芸も嗜む。 

３４ ペコロスの母に会いに行く 62 歳無名の漫画家が施設に暮らす認知

症の母との「可笑しく」も「切ない」日々

を綴った感動のコミックエッセイ！ 

4 コマ、イラストが使用され

て、わかりやすいです。 

35 ボランテイアの可能性 二度の大震災を経て、人と企業ができる

こと。日本人だからできるボランテイア

を通しての生き方を学べます。 

著者は、元トヨタボランテイ

アセンター長。 

36 わたくし、ぼけ老人代表です 楽しい介護をしてみませんか？明るく

楽な介護の秘訣をユーモラスに語った

本。 

著者は、「呆け老人をかかえる

岐阜家族の会」結成発起人。 

 

 



 

番号 本のタイトル 本の内容 備考 

37 

 

ここだよ 東郷町の特産物であるローゼルが、元気

に成長をする様子が描かれてあります。 

絵本。著者は東郷町の方です。 

３8 わたし、五等になりたい 身体にハンディを持ちながら、明るく生

きる主人公の律子。そんな主人公が小学

3年生のときに運動会でリレーに出るこ

とになった。ビリの 6等ではなく、5等

になりたい。 

創作童話。 

39 

 

 

ひとりひとりの人 フリーカメラマンが精神科病棟を撮影

し、ひとりひとりの日常をつづった本で

す。 

著者はフリーカメラマン。 

40 老人クラブ、カーネギーで歌う 老人クラブの会長に就任し、夢を掲げ

た。夢に向かっての様々な努力と苦闘が

描かれてあります。さて、夢はかなうの

か？ 

著者は、元新聞記者であり、

フリーライター。 

41 見えないチカラ 視覚に障害のある人が、視覚以外の五感

をフルに使い、また周りの方の協力を得

て撮られた写真。肉眼だけに依存せず、

心で見ることを教えてくれるようです。 

全国盲人写真集。点字の作品

も掲載あり。 

42 日野原重明の世界 

人生を色鮮やかに生きるための

１０５の言葉 

医師・日野原重明のエピソードとご家族

のインタビューなど、日野原重明が遺し

た言葉を通して、生き方のバイブルとな

る人生哲学を学べます。 

105 歳で自宅にて永眠され

た日野原先生の追悼本。 

43 なごやボランテイア物語 名古屋でボランティア活動をされた方

たちの紹介。「こころ」をつないで社会の

困難を乗り越えようとする人たちの 

物語です。 

名古屋のボランテイア活動史

（歴史）。 

 

 

 

 

 

 

※貸出期間は 1週間、1人一度に 2冊までです。 

貸出受付時間は月～金曜日（祝日は除く） 午前 9時～午後 5時です。 

＜連絡先＞ 社会福祉法人 東郷町社会福祉協議会ボランティアセンター 

TEL 0561‐37‐5411 / FAX 0561‐37‐5412 

どんな本か一度見に来てください！ 

（令和 2年現在） 


