
知立市図書館 テーマ別おすすめ本  

テーマ：福祉 

低・中学年 

わらって!リッキ ヒド・ファン・ヘネヒテン／さく・え  のざか えつこ／やく E/ﾍ フレーベル館 2001 

さっちゃんの まほうのて たばた せいいち／共同制作 先天性四肢障害児父母の会／共同制作 E/ｻ 偕成社 1985 

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

わたしのすてきなたびする目 ジェニー・スー・コステキ=ショー／さく  美馬 しょうこ／やく E/ｺ 偕成社 2013 

ぼくは、チューズデー ルイス・カルロス・モンタルバン／文 ブレット・ウィッター／共著 36/ﾓ ほるぷ出版 2015 

もうどうけんドリーナ 土田 ヒロミ／さく E/ツ 福音館書店 1986 

せなかをとんとん 最上 一平／作  長谷川 知子／絵 E/ﾊ ポプラ社 1996 

わたしの妹は耳がきこえません ジーン=W=ピーターソン／作  デボラ=レイ／絵 E/ﾚ 偕成社 1982 

みんながつかうたてものだから サジ ヒロミ／文・絵 36/ｻ 偕成社 2010 

ヘレン・ケラーのかぎりない夢 ドリーン・ラパポート／文  マット・タヴァレス／絵 28/ｹ 国土社 2014 

6 この点 ジェン・ブライアント／文  ボリス・クリコフ／絵 E/ｸ 岩崎書店 2017 

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 E/ﾎﾟ 岩崎書店 2001 

算数の天才なのに計算ができない男の子のはなし バーバラ・エシャム／文 マイク・ゴードン／絵 E/ｺﾞ 岩崎書店 2013 

見えなくてもだいじょうぶ? 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 E/ﾊﾞ あかね書房 2005 

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 E/ﾊﾞ あかね書房 2004 

アンソニー、きみがいるから 櫻井 ようこ／著 91/ｻ ポプラ社 2008 

クッキーとコースケ さとう まきこ／作  牧野 鈴子／絵 91/ｻ 小峰書店 2011 

笑顔の架け橋 藤本 美郷／文 28/ｻ 佼成出版社 2013 

中・高学年 

ヘレン・ケラーのかぎりない夢 ドリーン・ラパポート／文  マット・タヴァレス／絵 28/ｹ 国土社 2014 

6 この点 ジェン・ブライアント／文  ボリス・クリコフ／絵 E/ｸ 岩崎書店 2017 

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 E/ﾎﾟ 岩崎書店 2001 

算数の天才なのに計算ができない男の子のはなし バーバラ・エシャム／文 マイク・ゴードン／絵 E/

ｺﾞ 

岩崎書店 2013 

見えなくてもだいじょうぶ? 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 E/ﾊﾞ あかね書房 2005 

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 E/ﾊﾞ あかね書房 2004 

アンソニー、きみがいるから 櫻井 ようこ／著 91/ｻ ポプラ社 2008 

クッキーとコースケ さとう まきこ／作  牧野 鈴子／絵 91/ｻ 小峰書店 2011 

笑顔の架け橋 藤本 美郷／文 28/ｻ 佼成出版社 2013 

介助犬レスキューとジェシカ ジェシカ・ケンスキー／文 パトリック・ダウネス／文 スコット・マグーン／絵 E/ﾏ BL 出版 2019 

闇を照らす六つの星 小倉 明／著 28/ｲ 汐文社 2012 
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暗やみの中のきらめき マイヤリーサ・ディークマン／著 古市 真由美／訳 森川 百合香／絵 28/ﾌﾞ 汐文社 2013 

口で歩く 丘 修三／作  立花 尚之介／絵 91/ｵ 小峰書店 2000 

義足でかがやく 城島 充／著 91/ｼﾞ 講談社 2016 

いっしょに走ろっ! 星野 恭子／著 78/ﾎ 大日本図書 2012 

トモ、ぼくは元気です 香坂 直／著 91/ｺ 講談社 2006 

スワン 漆原 智良／文  岡本 美香／絵 91/ｳ アリス館 2014 

 

 

テーマ：ボランティア 

低学年 

ええことするのは、ええもんや! くすのき しげのり／作  福田 岩緒／絵 E/ﾌ えほんの杜 2014 

いまのわたしにできること リサ・パップ／作  菊田 まりこ／訳 E/ﾊﾟ WAVE出版 2019 

中学年 

空飛ぶ車いす 井上 夕香／文  鴨下 潤／画 91/ｲ 素朴社 2008 

ときめき団地の夏祭り 宇佐 美牧子／作  小栗 麗加／画 91/ｳ くもん出版 2015 

逃げおくれた猫を救え ローリー・ハルツ・アンダーソン／作  中井はるの／訳 93/ｱ 金の星社 2010 

図書館ラクダがやってくる マーグリート・ルアーズ／著  斉藤 規／訳 01/ﾙ さ・え・ら書房 2010 

髪がつなぐ物語 別司 芳子／著 36/ﾍﾞ 文研出版 2017 

ブータンの学校に美術室をつくる 榎本 智恵子／著 37/ｴ WAVE出版 2013 

100グラムのいのち 太田 京子／著 64/ｵ 岩崎書店 2012 

ときめき団地の夏祭り 宇佐 美牧子／作  小栗 麗加／画 91/ｳ くもん出版 2015 

高学年 

ランドセルは海を越えて 内堀 タケシ／写真・文 37/ｳ ポプラ社 2013 

ちいさなちいさなベビー服   八束 澄子／作 91/ﾔ 新日本出版社 2015 

 


