
資料 請求記号1 請求記号2 書名 巻次 著者名 出版者 出版年
1 児童書 289 ﾌﾙ      暗やみの中のきらめき マイヤリーサ  ディークマン∥著 汐文社 2013
2 児童書 367 ﾓﾂ           もっと知りたい!お年よりのこと 1 服部 万里子∥監修 岩崎書店 2013
3 児童書 367 ﾓﾂ     もっと知りたい!お年よりのこと 2 服部 万里子∥監修 岩崎書店 2013
4 児童書 367 ﾓﾂ     もっと知りたい!お年よりのこと 3 服部 万里子∥監修 岩崎書店 2013
5 児童書 367 ﾓﾂ        もっと知りたい!お年よりのこと 4 服部 万里子∥監修 岩崎書店 2013
6 児童書 367 ﾓﾂ    もっと知りたい!お年よりのこと 5 服部 万里子∥監修 岩崎書店 2013
7 児童書 369 ｷｲ     きいてみよう障がいってなに? 1 石川 憲彦∥監修 ポプラ社 2015
8 児童書 369 ｷｲ       きいてみよう障がいってなに? 2 石川 憲彦∥監修 ポプラ社 2015
9 児童書 369 ｷｲ        きいてみよう障がいってなに? 3 石川 憲彦∥監修 ポプラ社 2015

10 児童書 369 ｷｲ        きいてみよう障がいってなに? 4 石川 憲彦∥監修 ポプラ社 2015
11 児童書 369 ｷｲ    きいてみよう障がいってなに? 5 石川 憲彦∥監修 ポプラ社 2015
12 児童書 369 ｻｶ       さがしてみよう!まちのバリアフリー 1 高橋 儀平∥監修 小峰書店 2011
13 児童書 369 ｻｶ    さがしてみよう!まちのバリアフリー 2 高橋 儀平∥監修 小峰書店 2011
14 児童書 369 ｻｶ      さがしてみよう!まちのバリアフリー 3 高橋 儀平∥監修 小峰書店 2011
15 児童書 369 ｻｶ   さがしてみよう!まちのバリアフリー 4 高橋 儀平∥監修 小峰書店 2011
16 児童書 369 ｻｶ     さがしてみよう!まちのバリアフリー 5 高橋 儀平∥監修 小峰書店 2011
17 児童書 369 ｻｶ        さがしてみよう!まちのバリアフリー 6 高橋 儀平∥監修 小峰書店 2011
18 児童書 369 ｿﾅ    みんなを幸せにする新しい福祉技術 1 孫 奈美∥編著 汐文社 2014
19 児童書 369 ｿﾅ           みんなを幸せにする新しい福祉技術 2 孫 奈美∥編著 汐文社 2015
20 児童書 369 ｿﾅ        みんなを幸せにする新しい福祉技術 3 孫 奈美∥編著 汐文社 2015
21 児童書 369 ﾘｶ 理解しよう、参加しよう　福祉とボランティア 1 加山　弾∥監修 岩崎書店 2017
22 児童書 369 ﾘｶ 理解しよう、参加しよう　福祉とボランティア 2 加山　弾∥監修 岩崎書店 2017
23 児童書 369 ﾘｶ 理解しよう、参加しよう　福祉とボランティア 3 加山　弾∥監修 岩崎書店 2017
24 児童書 378 ｸｴ 子どものための点字事典 黒崎 惠津子∥著 汐文社 2009
25 児童書 378 ｺﾄ           子どものための手話事典 全日本ろうあ連盟∥監修 汐文社 2008
26 児童書 378 ｼﾕ            手話の絵事典 全国手話研修センター∥監修 PHP研究所 2011
27 児童書 378 ｼﾗ           しらべよう!りかいしよう!点字の世界 1 桜雲会∥監修 岩崎書店 2010
28 児童書 378 ｼﾗ     しらべよう!りかいしよう!点字の世界 2 桜雲会∥監修 岩崎書店 2010
29 児童書 378 ｼﾗ      しらべよう!りかいしよう!点字の世界 3 桜雲会∥監修 岩崎書店 2010
30 児童書 645 ｼﾗ          しらべよう!はたらく犬たち 1 ポプラ社 2010
31 絵本  E      ｵﾕ     ぐりとぐら 中川 李枝子∥さく 福音館書店 2013
32 絵本  E      ﾊﾍ     わたしの足は車いす フランツ=ヨーゼフ　ファイニク∥作 あかね書房 2004
33 絵本  E          ﾐｼ      おばあちゃん 谷川 俊太郎∥文 いそっぷ社 2016
34 絵本  E           ﾜｹ      こぐまちゃんとどうぶつえん 森 比左志∥著 こぐま社 2013
35 絵本  E       ﾜﾏ      どんなかんじかなあ 中山 千夏∥ぶん 自由国民社 2005
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