
 

 

バリアフリー資料見本セットＡ 

北海道立図書館 

 種 類 タイトル 著者等 出版者 出版年 

1  点字えほん あらしのよるに きむらゆういち文 講談社 2017 

2  点字えほん ぐりとぐら 中川李枝子さく 福音館書店 2013 

3  点字えほん さわるめいろ ２ 村山純子著 小学館 2015 

4  点字えほん しろくまちゃんのほっとけーき  森比左志著 こぐま社 2009 

5  LL ブック アサガオをそだてよう あかぎかんこさく 埼玉福祉会 2017 

6  LL ブック さんびきのこぶた あかぎかんこぶん 埼玉福祉会 2017 

7  
マルチメディア

DAISY 
手袋を買いに 新美南吉 

日本障害者リハビ

リテーション協会 
 

8  
マルチメディア

DAISY 
どんぐりと山猫 宮澤賢治 

日本障害者リハビ

リテーション協会 
 

9  布えほん すうじのうた  ふきのとう文庫  

10  布えほん ひよこひよこ  ふきのとう文庫  

11  JBBY 推薦図書 このあいだになにがあった？ 佐藤雅彦作 福音館書店 2017 

12  JBBY 推薦図書 ごはん 平野恵理子作 福音館書店 2015 

13  JBBY 推薦図書 ともだちのときちゃん 岩瀬成子作 フレーベル館 2017 

14  JBBY 推薦図書 夏がきた 羽尻利門作 あすなろ書房 2017 

15  JBBY 推薦図書 まるさんかくぞう 及川賢治作 文溪堂 2008 

 

  



 

 

バリアフリー資料見本セットＢ 

北海道立図書館 

 種 類 タイトル 著者等 出版者 出版年ほか 

1  点字えほん あらしのよるに きむらゆういち文 講談社 2017 

2  点字えほん ぐりとぐら 中川李枝子さく 福音館書店 2013 

3  点字えほん さわるめいろ ２ 村山純子著 小学館 2015 

4  点字えほん しろくまちゃんのほっとけーき  森比左志著 こぐま社 2009 

5  LL ブック アサガオをそだてよう あかぎかんこさく 埼玉福祉会 2017 

6  LL ブック さんびきのこぶた あかぎかんこぶん 埼玉福祉会 2017 

7  
マルチメディア

DAISY 
ラプンツェル グリム 

日本障害者リハビ

リテーション協会 
 

8  
マルチメディア

DAISY 
杜子春 芥川龍之介 

日本障害者リハビ

リテーション協会 
 

9  布えほん このいろなあに  ふきのとう文庫  

10  布えほん Greeting（英語）  ふきのとう文庫  

11  JBBY 推薦図書 このあいだになにがあった？ 佐藤雅彦作 福音館書店 2017 

12  JBBY 推薦図書 ごはん 平野恵理子作 福音館書店 2015 

13  JBBY 推薦図書 ともだちのときちゃん 岩瀬成子作 フレーベル館 2017 

14  JBBY 推薦図書 夏がきた 羽尻利門作 あすなろ書房 2017 

15  JBBY 推薦図書 まるさんかくぞう 及川賢治作 文溪堂 2008 

 

  



 

 

バリアフリー資料見本セットＣ 

北海道立図書館 

 種 類 タイトル 著者等 出版者 出版年ほか 

1  点字えほん あらしのよるに きむらゆういち文 講談社 2017 

2  点字えほん ぐりとぐら 中川李枝子さく 福音館書店 2013 

3  点字えほん さわるめいろ ２ 村山純子著 小学館 2015 

4  点字えほん しろくまちゃんのほっとけーき  森比左志著 こぐま社 2009 

5  LL ブック アサガオをそだてよう あかぎかんこさく 埼玉福祉会 2017 

6  LL ブック さんびきのこぶた あかぎかんこぶん 埼玉福祉会 2017 

7  
マルチメディア

DAISY 
雪女 小泉八雲 

日本障害者リハビ

リテーション協会 
 

8  
マルチメディア

DAISY 

The  story of the three 

little pigs（英語） 
Jacobs,Joseph JSRPD  

9  布えほん ドレミのうた（楽譜付き）  ふきのとう文庫  

10  布えほん Greeting（英語）  ふきのとう文庫  

11  JBBY 推薦図書 このあいだになにがあった？ 佐藤雅彦作 福音館書店 2017 

12  JBBY 推薦図書 ごはん 平野恵理子作 福音館書店 2015 

13  JBBY 推薦図書 ともだちのときちゃん 岩瀬成子作 フレーベル館 2017 

14  JBBY 推薦図書 夏がきた 羽尻利門作 あすなろ書房 2017 

15  JBBY 推薦図書 まるさんかくぞう 及川賢治作 文溪堂 2008 

 


