
○特別支援学校図書館関係図書一覧                           　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成31年2月現在・岐阜県図書館所蔵分ほか）

この一覧は、岐阜県高等学校教育研究会図書館部会学校司書部（可茂地区）が2014年に作成した一覧に加筆したものです。

・「所蔵」欄については次のとおりです。

・当館で所蔵していない図書（×印の図書）は、他館から取り寄せる方法もあります。岐阜県図書館調査相談係にご相談ください。

特別支援学校における学校図書館活動
No. 書名 著者 出版者 出版年 資料コード 場所

1
おはなし会がはじまるよ：特別支援学校(肢体不自由校)
での図書館活動

おはなしの会うさぎ／編 おはなしの会うさぎ 2017.4 017 オ 8141723171 研究１階

2
多様性と出会う学校図書館：一人ひとりの自立を支える
合理的配慮へのアプローチ

野口 武悟／編著，成松 一郎／編著 読書工房 2015.7 017 タ 8134604199 一般１階

3
特別支援学校での読み聞かせ：都立多摩図書館の実
践から

東京都立多摩図書館／執筆 東京都立多摩図書館 2013.4 43 ト 8141419735 研究１階

4
日英のフィールド調査から考える学校図書館における
特別支援教育のあり方

松戸 宏予／著 ミネルヴァ書房 2012.2 017.2 マ 8141399150 ９書庫

5
一人ひとりの読書を支える学校図書館：特別支援教育
から見えてくるニーズとサポート

野口 武悟／編著 読書工房 2010.7 017 ノ 8134316317 一般１階

6
特別支援学校の学校図書館はいま：2007年全国実態調
査の結果から

野口 武悟／著 誠道書店 2009.9

7
知的障害特別支援学校における学校図書館及び図書
館司書教諭の役割：発達段階や障害に応じた読書指導
の実践を通して

児島 陽子／著 2009.7 017

8
特別支援学校における学校図書館の現状と課題：全国
悉皆調査と事例調査を通して

野口 武悟／著 2009.3

図書館における障がい児（者）サービス（特別支援学校の事例等を紹介）
No. 書名 著者 出版者 出版年 資料コード 場所

9 図書館利用に障害のある人々へのサービス　上巻
日本図書館協会障害者サービス委員
会／編

日本図書館協会 2018.8 015.1 ト 8134963024 一般１階

10 図書館利用に障害のある人々へのサービス　下巻
日本図書館協会障害者サービス委員
会／編

日本図書館協会 2018.8 015.1 ト 8134963033 一般１階

11
わかる!図書館情報学シリーズ第４巻：学校図書館への
研究アプローチ

日本図書館情報学会研究委員会／編 勉誠出版 2017.11 010.8 ワ 8134866862 一般１階

12
図書館のアクセシビリティ：「合理的配慮」の提供へ向け
て

野口 武悟／編著，植村 八潮／編著 樹村房 2016.8 015.1 ト 8134696145 一般１階

13 困ったときには図書館へ２：学校図書館の挑戦と可能性 神代 浩／編著，中山 美由紀／編著 悠光堂 2015.11 015 コ 8134629044 一般１階

14
障害者の読書と電子書籍：見えない、見えにくい人の
「読む権利」を求めて

日本盲人社会福祉施設協議会情報
サービス部会／編

小学館 2015.3 369.27 シ 8134564558 一般１階

15
1からわかる図書館の障害者サービス：誰もが使える図
書館を目指して

佐藤 聖一／著 学文社 2015.2 015.1 サ 8134552047 一般１階

16
図書館サービスの可能性：利用に障害のある人々への
サービスその動向と分析

小林 卓／共編，野口 武悟／共編 日外アソシエーツ 2012.1 015.1 ト 8134248834 ９書庫

17
本と人をつなぐ図書館員：障害のある人、赤ちゃんから
高齢者まで

山内 薫／著 読書工房 2008.1 015.1 ヤ 8133571997 ９書庫

18 子どもの読書環境と図書館 日本図書館研究会編集委員会／編 日本図書館研究会 2006.5 019.2 コ 8133159103 ９書庫

読み書き支援
No. 書名 著者 出版者 出版年 資料コード 場所

19
学校でのICT利用による読み書き支援：合理的配慮のた
めの具体的な実践

近藤 武夫／編著，近藤 武夫／ほか著 金子書房 2016.6 378 コ 8134674353 一般１階

請求記号 所蔵
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https://www.library.pref.gifu.lg.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1190294121
https://www.library.pref.gifu.lg.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1190048903
https://www.library.pref.gifu.lg.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1102804486
https://www.library.pref.gifu.lg.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1102498321
https://www.library.pref.gifu.lg.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1102328141
https://www.library.pref.gifu.lg.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1190335839
https://www.library.pref.gifu.lg.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1190335840
https://www.library.pref.gifu.lg.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1190265365
https://www.library.pref.gifu.lg.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1190152637
https://www.library.pref.gifu.lg.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1190077486
https://www.library.pref.gifu.lg.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1190012610
https://www.library.pref.gifu.lg.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1190006823
https://www.library.pref.gifu.lg.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1102486894
https://www.library.pref.gifu.lg.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1102647111
https://www.library.pref.gifu.lg.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1102612174
https://www.library.pref.gifu.lg.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1190131189


No. 書名 著者 出版者 出版年 資料コード 場所請求記号 所蔵

20 見えにくい子どもへのサポートQ&A 氏間 和仁／編著 読書工房 2013.1 378.1 ウ 8134921024 一般１階

21 読み書き障害のある子どもへのサポートQ&A 河野 俊寛／著 読書工房 2012.11 378 コ 8134678218 一般１階

ガイドライン等
No. 書名 著者 出版者 出版年 資料コード 場所

22 図書館等のためのわかりやすい資料提供ガイドライン
図書館等のためのわかりやすい資料
提供ガイドライン作成委員会／編

日本障害者リハビリテーショ
ン協会

2017.3 015 ト 8141723180 ○ ※ ９書庫

23
読みやすい図書のためのIFLA指針(ガイドライン)　IFLA
専門報告書第120号

国際図書館連盟特別なニーズのある
人々に対する図書館サービス分科会
／編，野村 美佐子／編，ギッダ・スカッ
ト・ニールセン／編，ブロール・トロン
バッケ／編

日本図書館協会 2012.6 021.4 ヨ 8141402872 ○ ※ ９書庫

24
聴覚障害者に対する図書館サービスのためのIFLA指針
第2版

ジョン・マイケル・デイ／編 日本図書館協会 2003.3 015.1 チ 8140748013 ９書庫

障がい児（者）向け資料
No. 書名 著者 出版者 出版年 資料コード 場所

25 読みたいのに読めない君へ、届けマルチメディアDAISY 牧野 綾／編 日本図書館協会 2018.9 015.1 ヨ 8134985952 一般１階

26 障害者とともに生きる本2500冊
野口 武悟／共編，加部 清子／共編，
生井 恭子／共編

日外アソシエーツ 2017.6 369.27 シ 8134807075 一般１階

27
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／編著，服部 敦司／編著 読書工房 2009.3 369.28 フ 8133872490 一般１階

学校図書館
No. 書名 著者 出版者 出版年 資料コード 場所

28 ちょっとの時間で魅力up!!本棚のディスプレイ さわだ さちこ／著 全国学校図書館協議会 2015.6 017 サ 8134588068 一般１階

29
発信する学校図書館ディスプレイ：使われる図書館の実
践事例集

吉岡 裕子／監修，遊佐 幸枝／監修 少年写真新聞社 2015.5 017 ハ 8134580570 一般１階

30 学校図書館基本図書目録2014
全国学校図書館協議会基本図書目録
編集委員会／編

全国学校図書館協議会 2014.4 028 ゼ 8134469540 第１受付

31 考えよう学校のカラーユニバーサルデザイン 彼方 始／著 教育出版 2013.5 378.1 カ 8134362230 一般１階

32 読書力アップ!学校図書館のつかい方：赤木かん子の 赤木 かん子／著 光村図書出版 2012.5 017.2 ア 8134272160 一般１階

33 すてきに本のディスプレイ さわだ さちこ／著 全国学校図書館協議会 2011.11 017 サ 8134824100 一般１階

34 3千円から3万円でできる学校図書館の手づくり改修法 津留 千亜里／ほか編著
図書館づくりと子どもの本の
研究所

2011.7 017

35 よい絵本　第25回：全国学校図書館協議会選定
全国学校図書館協議会絵本委員会／
編

全国学校図書館協議会 2010.7 53.2 ヨ 8133967619 研究１階

36 読書力アップ!学校図書館のつくり方：赤木かん子の 赤木 かん子／著 光村図書出版 2010.4 017.2 ア 8133957274 一般１階

37 楽しもう!学校図書館ディスプレイ さわだ さちこ／著 全国学校図書館協議会 2009.7 017 サ 8133915793 一般１階

38
25さいをすぎた絵本：読みつがれている絵本のリスト
第3版

岐阜県図書館/編 岐阜県図書館 2007.3 J000 ニ 8141108510 児童１階

39 図書館を生きかえらせる カラーパネル篇 平湯 文夫／編・解説
図書館づくりと子どもの本の
研究所

2003 012.9

シリーズ
No. 書名 著者 出版者 出版年 巻数 場所

40 はじめよう学校図書館 全国学校図書館協議会 2012～ 017 ハ 12 一般１階
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https://www.library.pref.gifu.lg.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1190228678
http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/access/guideline/20170301_guideline/guideline.pdf
https://www.library.pref.gifu.lg.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1102572059
https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/professional-report/120-ja.pdf
https://www.library.pref.gifu.lg.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1102646922
https://www.library.pref.gifu.lg.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1102642559
https://www.library.pref.gifu.lg.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1102644667
https://www.library.pref.gifu.lg.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1102467917
https://www.library.pref.gifu.lg.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1190348982
https://www.library.pref.gifu.lg.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1190227547
https://www.library.pref.gifu.lg.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1102117101
https://www.library.pref.gifu.lg.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1190033428
https://www.library.pref.gifu.lg.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1190027219
https://www.library.pref.gifu.lg.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1102826616
https://www.library.pref.gifu.lg.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1102702383
https://www.library.pref.gifu.lg.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1102526771
https://www.library.pref.gifu.lg.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1102279538
https://www.library.pref.gifu.lg.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1102254045
https://www.library.pref.gifu.lg.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1102171472
https://www.library.pref.gifu.lg.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1101445789

