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No 書名 著者名 請求記号 資料ID

1 わたしのかぞく : なにが起こるかな? LLブック(やさしく読める本)制作グループ 369.28/LLB 12015003791

2 あたらしいほうりつの本（2014年度版） 又村あおい 369.27/MAT 12017002991

3 地震がきたらどうすればいいの? (LLブック : やさしくよめる本) あかぎかんこぶん/mitty (みってぃー) え 369.31/AKA 12021004049

4
オフィスで事務の仕事 : 潤さんの1日 (LLブック : やさしくよめる本.
仕事に行ってきます:3)

季刊「コトノネ」編集部編集企画・文/小俣裕人デザ
イン&イラスト/繁延あづさ写真撮影

366.28/SAI 12021004224

5
物流センターの仕事 : 右京さんの1日 (LLブック : やさしくよめる本.
仕事に行ってきます:9)

季刊『コトノネ』編集部編集企画・文/小俣裕人デザ
イン&イラスト/繁延あづさ写真撮影

366.28/SAI 12021004225

6 ともだちってどんなひと? (LLブック : やさしくよめる本) 赤木かん子著/濱口瑛士絵 158/AKA 12021004226

7 美術館にいってみた (LLブック : やさしくよめる本) 赤木かん子著/宇佐江みつこ絵 706.9/AKA 12021004227

8 ひとりだち 2021年改訂版 スローコミュニケーション著 369.28/SLO 12021004050

9 たのしい、わかりやすい料理(りょうり)の本(ほん) 枝元なほみ著 596/EDA 12021004334

10
知的障害・発達障害の人たちのための新・見てわかるビジネスマ
ナー集

「新・見てわかるビジネスマナー集」企画編集委員
会編著

366.28/JIA 12021004105

11 病院へいこう : けんこうにくらすために (S-planningハンドブック:2) すずきのぶよし・ぶん/たけいようこ・え 369.28/SUZ 12021004064

12
グループホームで暮らす : これから利用したいと思う人に (S-
planningハンドブック:3)

すずきのぶよしぶん/たけいようこえ 369.28/SUZ 12021004063

13
ひろみとまゆこの2人だけのがいしゅつ : バスにのってまちまで (れい
んぼうLL-ブック : やさしくよめる本)

内田由美おはなし/西矢育子絵/コロニーAAC研
究班制作・編集

369.28/UCH 12021004502

14 ぼくの家はかえで荘 (LLブック : やさしくよめる本) 小林美津江監修・文/近澤優衣絵/酒井博文写真 369.43/SAI 12021004051

15 美しくなりたいあなたへ (LLブック : やさしくよめる本)
バーバラ・エナンデル著/藤澤和子文・監修/寺尾
三郎訳/ピーア・ウリーン写真/ティッパン・ノデーン
イラストレーション

595/ENA 12021004228

16
マシロさんとユウリさんのこんなとき、なに着る? : ひとりでできるか
な!? (国土社のLLブック)

読書工房企画・編集 589.2/KOK 12021004052

17
コックローさんのすっきりおそうじ : ひとりでできるかな!? (国土社のLL
ブック)

読書工房編著 597.9/KOK 12021004053

18
いちごを育てる仕事 : 輝美さんの1日 (LLブック : やさしくよめる本.
仕事に行ってきます:4)

季刊「コトノネ」編集部編集企画・文/小俣裕人デザ
イン&イラスト/岸本剛写真撮影

366.28/SAI 12021004054

19
うどん屋の仕事 : 静さんの1日 (LLブック : やさしくよめる本. 仕事に
行ってきます:7)

季刊「コトノネ」編集部編集企画・文/小俣裕人デザ
イン&イラスト/岸本剛写真撮影

366.28/SAI 12021004055

20 セミがうまれるよ (LLブック : やさしくよめる本) あかぎかんこさく/きたじまひでおしゃしん 486.5/AKA 12021004056

21 さんびきのこぶた (LLブック : やさしくよめる本) あかぎかんこぶん/なかがわだいすけえ 726.6/AKA 12021004057

22
LLブックを届ける : やさしく読める本を知的障害・自閉症のある読者
へ

藤澤和子, 服部敦司 369.28/FUJ 12011014147

23
障害のある人たちに向けたLLマンガへの招待 : はたして「マンガは
わかりやすい」のか

吉村和真, 藤澤和子, 都留泰作編著 369.28/JUS 12021004058

No 書名 著者名 請求記号 資料ID

1 さわるめいろ 村山純子 726.6/MUR 12014000945

2 ぐりとぐら : てんじつきさわるえほん 中川李枝子さく ; 大村百合子え 726.6/NAK 12013008461

3 点字どうぶつえん 菊地清 378.18/KIK 12011011601

4 オンキヨー点字作文コンクール入選作品集, 第7回(2009) 378.18/ONK 10912201

No 書名 著者名 請求記号 資料ID

1 かぐや姫/ももたろう (手話かみしばい) 聴力障害者情報文化センター制作・著作 378.28/CHO 12021004429

2 注文の多い料理店 (手話かみしばい) 宮澤賢治原作/聴力障害者情報文化センター制
作・著作

378.28/CHO 12021004430

3 しらゆき姫 (手話かみしばい) [グリム原作]/聴力障害者情報文化センター制作・
著作

378.28/CHO 12021004431

4 一寸法師/わらしべ長者 (手話かみしばい) 聴力障害者情報文化センター制作・著作 378.28/CHO 12021004432

5 ジャックと豆の木/はだかの王様 (手話かみしばい) 聴力障害者情報文化センター制作・著作 378.28/CHO 12021004433

6 かさじぞう/おむすびころりん (手話かみしばい) 聴力障害者情報文化センター制作・著作 378.28/CHO 12021004434

7 みにくいアヒルの子/赤ずきんちゃん (手話かみしばい) 聴力障害者情報文化センター制作・著作 378.28/CHO 12021004435

4. 大活字本
No 書名 著者名 請求記号 資料ID

1 人間失格 (響林社大活字本シリーズ) 太宰治著 913.6/DAZ 12021004044

2 欲望する脳 (大活字本シリーズ) 茂木健一郎著 491.371/MOG 12021004415

1. LLブック

学芸大版「りんごの棚」 　展示資料リスト

2. 点字

3. 手話

1
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No 書名 著者名 請求記号 資料ID

1 くだもの (手作り布の絵本と遊具) 野口光世著/高橋美紀絵 594/NOG 12021004511

2
ボタンがふたつ : 手作り布の絵本 よこはま布えほんぐるーぷ著/高橋美紀絵

594/YOK 12021004062

No 書名 著者名 請求記号 資料ID

1
録音図書ネットワーク製作およびネットワーク配信サービス「びぶりお
ネット」利用実態報告 : インターネットを用いたDAISY録音図書製作
事業, 平成20年度

日本点字図書館 016.5/NIH 10900576

2
Enjoy DAISY : digital accessible information system : 私らしい方
法で読む、わかる

日本障害者リハビリテーション協会 369.27/NIH 10903471

東京学芸大学附属図書館図書館

5. 布絵本

6. マルチメディアデイジー
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