でこぼこ えかきうた 1, 2

BABY TOUCH フィオナ・ランド 絵
花型、星型などの型抜きが各ページに施されている
「ぷれいぶっく」
。その他、それぞれぼこぼこ、ふか
ふかなど、触って楽しめる部分が各ページについて
いる、楽しい知育型しかけ絵本シリーズ。
初版 2006年 幼児から
主婦の友社

小林映子 作

いろいろな動物たちが、面を使った隆起印
刷で、だんだん完成していく絵描き歌の本。
定価（各）本体 800円＋税
初版 2002年 ISBN978-4-903900-03-2
初版 2008年 ISBN978-4-903900-19-3

てんてん

オリジナルキャラの “てんてん” が、りんご、目玉焼
き等、好きな食べ物を教えてくれる。
定価 本体 800円＋税 初版 2002年
ISBN978-4-903900-02-5

さわってあそぶ

ぷれいぶっく

あにまるぶっく

見える人も見えない人も、一緒に絵本を楽しみたい！

定価 本体1400円＋税 ISBN978-4-07-259399-8

そんな願いをこめて、点字つき絵本や、

他に『かたち』
『いろ』
『いないいないばあぶっく』など

触って楽しめる要素のある絵本を

コロちゃんの のうじょう

各出版社のご協力を得て、集めてみました。

犬のコロちゃんの絵本。絵の一部が型抜きしてあり、
つるつるのボールや、ふわふわのひつじの感触など
を楽しめる。また、布が貼ってあって、カーテンを
のぞいたり、ドアをあけられたりもする。
定価 本体 1400円＋税 初版 2005年 2才から
評論社 ISBN978-4-566-00543-3

さわる絵本
デコボコえほん／おはなしデコボコえほん クザビエ・ドゥヌ 著
ボードブックの紙面にデコボコがあり、さわって感じて楽しめるあかちゃん
絵本。やさしい感触で、さわりながらいろいろなものに興味がもてる。全世
界に大ヒットしているフランス発の絵本シリーズ。 赤ちゃんから 小学館
定価 本体 1300円＋税
初版 2015年
ISBN978-4-09-726593-8

さやがはじけて飛び出した一粒のえんどうまめ。こ
ろころころがって川へ、海へ、砂浜へ。そしてやが
て花を咲かせる。阪神大震災の混乱で病気が悪化し
て失明した作者が、より多くの子ども達にと描いた。
絵の輪郭が隆起印刷。
定価 本体 1500円＋税 初版 1998年 3才から
BL出版 ISBN978-4-89238-699-2

定価 本体 1300円＋税
初版 2015年
ISBN978-4-09-726594-8

かずをかぞえよう！

定価 本体 1200円＋税
初版 2014年
ISBN978-4-09-726502-3

ゾウやライオン、ワニやヘビなど、さまざまな動物
の特徴を紹介した点字つきの図鑑。迫力ある動物の
写真には、毛皮の温かい感じや、うろこのなめらか
さなど、各動物を連想させるテクスチャーをほどこ
している。
定価 本体 3500円＋税 初版 2017年 幼児から
BL 出版 ISBN978-4-7764-0785-0 ボードブック

誰が遊びに誘っても、くもは巣を作るのに忙しくて
返事をしない。くもと巣、そしてハエの輪郭が隆起
印刷なので、くもの巣ができていくようすが触って
わかる。遊び心が楽しい絵本。
定価 本体 2400円＋税 初版 1985年 3才から
偕成社 ISBN978-4-03-328270-1

どうぶつ

定価 本体 1200円＋税
初版 2014年
ISBN978-4-09-726549-0

「さわれる まなべる」シリーズ

てんじつきさわるえほん

新装版

さわれるまなべる きょうりゅうたち
松永りえ 翻訳

ISBN978-4-7562-4784-1

さわれるまなべる やせいのどうぶつ
グザヴィエ・ドヌー イラスト

松永りえ 翻訳

ISBN978-4-7562-4282-2

2002年から年 2回のペースで自主的な集まりをしてきました。

ＮＥＷ ぴよちゃんとあそぼ！ いりやまさとし 作

作家、画家、研究者などです。それぞれが経験してきた情報を交

わる絵本をリスト化しました。今回はその改訂 7版です。

●点字つき絵本の出版と普及を考える会参加者の所属先（個人参加を除く）

出版社・・・・・・・ ● 偕成社 ●こぐま社 ● 小学館 ● 福音館書店 ● 岩崎書店 ● PHP 研究所
● ユニバーサルデザイン絵本センター ● 講談社 ● 童心社 ● BL出版
● 佼正出版社 ● ポプラ社 ほか

その他・・・・・・・ ● てんやく絵本ふれあい文庫 ● 日本国際児童図書評議会

● ジュンク堂書店 ● 教文館ナルニア国 ● 横浜市立盲特別支援学校
● 日本福祉大学 ● 東京子ども図書館 ●ブックスタート ほか

このリストに掲載されている本をお求めの際は、
お近くの書店、または各出版社にご注文ください。

ふわふわ だあれ?

めくって ばあ !

定価 本体 880円＋税 初版 2016年
ISBN978-4-05-204429-8

点字つき絵本の出版と普及を考える会
連絡先

〒550-0002 大阪市西区江戸堀 1-25-35 近商ビル 2階
てんやく絵本ふれあい文庫 岩田美津子 TEL/FAX. 06-6444-0133

てんじつきさわるえほん

てんじつきさわるえほん

テルミのめいろ
たなかきよし 作

盛り上げ印刷で印刷された線の間を、スタートから
ゴールまで指でたどって進む。日本児童教育振興財
団発行の隔月刊雑誌 『手で見る学習絵本 テルミ』
200号記念出版。本書では、2005年から 2014年に
かけて掲載された名作めいろ17本を掲載。
定価 本体 2000円＋税 初版 2018年 幼児から
小学館 ISBN978-4-09-726778-2 中とじ製本

じゃあじゃあ びりびり
まついのりこ 作・絵

1983年の初版以来、ロングベストセラーを続けて
いる大人気の赤ちゃん絵本が点字つきさわる絵本に。
シンプルなイラストと、リズミカルな言葉でページ
をめくるたびに広がる世界を、触って楽しめる。コ
ミュニケーションを、より深める絵本。
定価 本体 2200円＋税 初版 2016年 赤ちゃんから
偕成社 ISBN978-4-03-226150-9 ボードブック
てんじつきさわるえほん

ぞうくんのさんぽ

なかのひろたか さく・え
なかのまさたか レタリング

どちらが おおい？ かぞえるえほん
盛り上げ印刷の絵を指でたどり、いろいろな「数」を
数えてあそぶ。
「ながいえんぴつと みじかいえんぴ
つ。どちらの ほんすうが おおいかな？」「きった
スイカが 8きれ あるよ。たねが 10この スイカは
なんきれ ある？」など、楽しいあそびが 12種類。
定価 本体 1900円＋税 初版 2020年 幼児から
小学館 ISBN978-4-09-725079-1 蛇腹製本

だこうと、2006年に初めて、現存する（した）点字つき絵本、さ

ウェスティング デザイン

それぞれかず、かたちをテーマに、シンプルなデザ
インで触って楽しめる絵本。ふわふわやざらざら、
つるつるやびっくりするようなべとべとの触感もあ
るテクスチャー。きらきらした印刷もあり、小さい
子どもたちから楽しめる。
定価 各2000円＋税 初版 2017年 幼児から
ポプラ社 ISBN978-4-591-15250-8 ボードブック
ISBN978-4-591-15251- 5 ボードブック

見える人も、見えない人も一緒に楽しめる『ぞうく
んのさんぽ』
。ぞうの大きな背中、かばのざらざら
した肌、わにのとげとげしたキバが実感できるよう、
さわり心地や形を工夫。物語の面白さに、さわる楽
しさが加わった絵本。
定価 本体 3600円＋税 初版 2016年 幼児から
福音館書店 ISBN978-4-8340-8209-8
ボードブック

村山純子 作

りたくさんの人にこのような本のことを知って理解を深めていた

じょうぶな合紙絵本に、手触りが楽しい布をつけた遊べるしかけ絵本シリー
ズ。印刷には植物油インキを使用。 0才から 学研
定価 本体 880円＋税 初版 2016年
ISBN978-4-05-204428-1

てんじつきさわるえほん

なかなか簡単には望むような出版物が増えてはいきませんが、よ

印刷関係 ・・・ ● 共同印刷 ● 田中産業

スター 作

瀬川康男 え

日本で一番読まれている絵本『いないいないばあ』
が、点字つきさわる絵本に。動物たちのおなかの質
感や、米俵の触感など、細部まで楽しめる。各ページ
には、原文にはない絵の説明文を点字で加えている。
定価 本体 3600円＋税 初版 2021年 赤ちゃんから
童心社 ISBN978-4-494-00124-8 ボードブック

見える人が一緒に絵本を楽しめるようになること》をめざして、

ように、と会合を続けています。

かず／かたち

いない いない ばあ
松谷みよ子 ぶん

「点字つき絵本の出版と普及を考える会」は、
《目の見えない人と

換することで、少しでも良い形で点字つきの出版物が増えていく

さわってたのしむ 点字つきえほん

村山純子 作

てんじつきさわるえほん

あべ弘士 絵

まっくらやみのあらしの夜、オオカミとヤギが繰り
広げるハラハラドキドキの物語。オオカミとヤギの
ちがいや、あらしの風雨や雷の様子を、見て・触っ
て・読んで・楽しめる工夫が随所になされている。
定価 本体 2750円＋税 初版 2017年 幼児から
講談社 ISBN978-4-06-220383-8 蛇腹製本

さわってたのしいレリーフブック さかな
歯がするどくてどうもうなサメや、おいしくて人気
のタイやヒラメ、
「生きた化石」といわれるシーラカ
ンスなど、魚の形を指でたどる、新しい「ずかん」
。
収録されている魚は 20種類。さまざまな形や、うろ
この手触り感を楽しむことができる。
定価 本体 1900円＋税 初版 2021年 幼児から
小学館 ISBN978-4-09-725101-9 蛇腹製本

あらしのよるに
きむらゆういち 作

日比野尚子 絵

さまざまな感触の隆起印刷をさわって感じて、眠っ
ている感覚が目覚めるおもしろさ。サクラのさく頃
の音や、セミの鳴き声、落ち葉のつもった秋の音、
雪がちらちら冬の音。裏側に著者の思いをつづった
「あとがき」が！ 体全体で、春夏秋冬を感じよう！
定価 本体 1540円（税込） 初版 2021年 2歳から
偕成社 ISBN978-4-03-226160-8 蛇腹製本

構成メンバーは、出版社、書店、印刷会社、点訳ボランティア、

ライオンのたてがみやキリンの毛などさわれる素材
がたくさんついていて、五感を刺激する絵本。子ど
もたちの好奇心に応えるさわってまなべるしかけ絵
本シリーズ。 幼児から
パイインターナショナル 定価 各1550円＋税

点字つきさわる絵本

音にさわる ＿ はるなつあきふゆをたのしむ「手」＿
広瀬浩二郎 作

エリック・カール 作 もりひさし 訳

定価 本体 1200円＋税
初版 2014年
ISBN978-4-09-726503-0

定価 本体 1200円＋税
初版 2014年
ISBN978-4-09-726550-4

てんじつきさわるえほん

さわって たのしむ どうぶつずかん

長瀬健二郎 監修 ドーリング・キンダースリー社 編集

点字 つき絵本

くもさん おへんじどうしたの

あか あお きいろ

ニニー イラスト

てんじつきさわるえほん

どうぞ最後尾の連絡先までお知らせください。

こうみょうなおみ 作・絵

さんびきのこぶた

のりもの

ここに未掲載で、こんな絵本もあるよ、という情報をお持ちの方は、

ひとつぶの えんどうまめ

あかずきんちゃん
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点字つき絵本の出版と普及を考える会

ホームページ https://tenji.shogakukan.co.jp/

エリック・ヒル 作 まつかわまゆみ 訳

初版 2012年

第7版 2021年10月現在

定価 本体1300円＋税 ISBN978-4-07-249194-2

なかつかゆみこ 作

初版 2016年

点字つき絵本・さわる絵本リスト

てんじつきさわるえほん

ぐりとぐら

中川李枝子 作

大村百合子 絵

見える人も見えない人も、一緒に楽しめる
「ぐりとぐら」
。つるつるのたまご、ふわふ
わのカステラなど、手ざわりのちがいも楽
しめる。見えにくい人にも読みやすいよう、
文字を一回り大きくしている。
定価 本体 3700円＋税 初版 2013年
幼児から
福音館書店 ISBN978-4-8340-8038-4
ボードブック
1

てんじつきさわるえほん

さわるめいろ

てんじつきさわるえほん

村山純子 作

ヒット・エンタテインメント 監修

点をさわってたどる、楽しいめいろあそび。
「第 69
回小学館児童出版文化賞」
「第 61回産経児童出版文
化賞大賞」
「第 23回剣淵絵本の里大賞アルパカ賞」
「I BBY 障害児図書資料センター 2015年推薦図書」
「第 4回 JBBY 賞」ほか受賞作。
定価 本体 1900円＋税 初版 2013年 幼児から
小学館 ISBN978-4-09-726497-2 蛇腹製本
てんじつきさわるえほん

さわるめいろ 2

「きかんしゃトーマス」のゆかいな仲間たちを、隆起
印刷と点字つきの楽しいイラストで紹介する絵本。
トーマスやゴードン、パーシーなど、にんきものた
ちのひみつを、ご家族一緒に楽しめる。
定価 本体 900円＋税 初版 2007年 幼児から
小学館 ISBN978-4-09-726204-6 蛇腹製本

てんじつきさわるえほん

ドラえもんとのび太、ジャイアンなど、おなじみの
メンバーが繰りひろげる、隆起印刷と点字つきの楽
しいあそびの絵本。さがしっこ遊びやめいろ遊び、
クイズなどを、ご家族全員で楽しめる。
定価 本体 900円＋税 初版 2007年 幼児から
小学館 ISBN978-4-09-726206-0 蛇腹製本

大反響を巻き起こした『さわるめいろ』待望の続刊。
指でたどる11種類の楽しいめいろに、カラフルな色
彩。目の見える子も見えない子も弱視の子も、さま
ざまな楽しみ方ができる工夫が施されている。指先
の感覚も研ぎ澄まされる。
定価 本体 1900円＋税 初版 2015年 幼児から
小学館 ISBN978-4-09-726575-7 蛇腹製本

さわるめいろ 3

バリアフリーえほん

隆起印刷してあるいろんな動物の顔をクイズ形式で
あてていく、見える子も見えない子も楽しめる共遊
絵本。大きめの墨字も隆起しているので、ひらがな
の形が触って分かる。
定価 本体 1900円＋税 初版 1999年
幼児〜小学上級
岩崎書店 ISBN978-4-265-03061-3 リングとじ

「さわるめいろ」シリーズで一番難しいと評判の 3冊
目。各所に仕込まれた「行き止まり」に阻まれ、な
かなかゴールすることができない。記憶力と集中力
を総動員してようやくたどりつくゴールに感動する。
定価 本体 1900円＋税 初版 2019年 幼児から
小学館 ISBN978-4-09-725011-1 蛇腹製本

こぐまちゃんと どうぶつえん
わかやまけん 作

バリアフリーえほん

しろくまちゃんのほっとけーき
わかやまけん 作

ロングセラーの「こぐまちゃんえほん」から、一番
人気の『しろくまちゃんのほっとけーき』を、絵の
部分は隆起印刷と説明文で、文章はそのまま点字で
表現。フライパンがずらっと並ぶ場面も触ってみる
とまた楽しい。
定価 本体 1200円＋税 初版 2009年 幼児から
こぐま社 ISBN978-4-7721-0195-0 蛇腹製本
てんじつきさわるえほん

ノンタン じどうしゃ ぶっぶー
キヨノサチコ 作・絵

大人気ノンタン絵本の１冊が、点字つきさわる絵本
に。ノンタンと仲間たちが、赤い自動車で遊ぶスト
ーリー。スタートの四角い印から、円や波、ジグザ
グなどいろいろな線をたどって車に行きつく、楽し
い絵本。
定価 本体 1200円＋税 初版 2013年 幼児から
偕成社 ISBN978-4-03-226140-0 蛇腹製本
点字つきさわる絵本

はらぺこあおむし

エリック・カール 作 もりひさし 訳
世界中で大人気の絵本を忠実に布の絵本化。
絵にあわせてそれぞれ吟味された手触りの
布の貼り絵と点字で構成されている。イン
ドで企画され、1 冊 1 冊手作り。もこもこ
のあおむしや、つぶつぶのいちごの感触な
どが味わえる。
定価 本体 8000円＋税 初版 2008年 3才から
偕成社 ISBN978-4-03-226130-1 厚紙製本
2

サワッテ ゴラン ナンノ ハナ ?
なかつかゆみこ 作・絵

「こぐまちゃんえほん」の人気の 1冊が点字つきさわ
る絵本に。いろんなどうぶつがさわって楽しめる。
こぐまちゃんとしろくまちゃん、きりんさんやぞうさ
ん、ふくろうさんの手触りの違いも工夫されている。
定価 本体 1200円＋税 初版 2013年 幼児から
こぐま社 ISBN978-4-7721-0211-7 蛇腹製本
てんじつきさわるえほん

さわって ごらん だれの かお ?
なかつかゆみこ 作・絵

村山純子 作

てんじつきさわるえほん

ドラえもん あそびがいっぱい !
藤子プロ 監修

村山純子 作

てんじつきさわるえほん

きかんしゃトーマス なかまがいっぱい

いろんな形の花の一部分が隆起印刷してあり頁をめ
くると全体が表れるクイズ形式の絵本。花の形だけ
でなく、数もだんだん増えていき数の概念も伝わる。
定価 本体 1900円＋税 初版 1999年
幼児〜小学上級
岩崎書店 ISBN978-4-265-03062-0 リングとじ
バリアフリーえほん

さわって ごらん いま なんじ?
なかつかゆみこ 作・絵

時計の文字盤と針が隆起印刷してあり、今何時か当
てっこする。次の頁では、針が指すところにいる海
の生物を当てるクイズになっている。数字と五十音
の点字一覧表つき。
定価 本体 1900円＋税 初版 1999年
幼児〜小学上級
岩崎書店 ISBN978-4-265-03063-7 リングとじ

ちびまるのぼうけん
ヌート 作 山内清子 訳

ちびまるが本の中を探検。長四角の電車に会ったり、
半丸の相手を探したり、長三角を数えたり。絵の部
分は隆起印刷なのでさわると形がわかる。目の見え
る子も見えない子も共に楽しめるデンマークの絵本。
定価 本体 2900円＋税 初版 1981年 3才から
偕成社 ISBN978-4-03-226120-2 リングとじ

これ、なあに?

手で見る学習絵本

テルミ

迷路やクイズ、簡単にできる料理を中心に子どもた
ちが興味のありそうなものをイラストつきでわかり
やすく説明。また隔月刊の雑誌なので、季節や流行
の話題を取り入れ、常に新しくあきることのない内
容になっている。
定価 毎号 400円 初版 1983年
幼児から小学上級まで
一般財団法人日本児童教育振興財団
雑誌 06581 中とじ製本

点字シート付き手話落語絵本
手話落語で知られる著者が、障害の種類によらず健常者も交えてみんなが
一緒に楽しめる本を作りたい、という思いで企画。見開き右ページに絵、
左には著者が手話で落語を演じる写真、その上に点字をうった透明プラス
チックシートが重ねられている。人気の古典落語を題材にした絵本。

初天神

林家とんでん平 監修・著 宍戸孝一 絵

（手話と点字の五十音シート付き）
定価 本体 2857円＋税 初版 1999年
子どもから大人まで
自分流文庫 ISBN4-938835-49-5 リングとじ

みそ豆

林家とんでん平 監修・著 宮川隆志（ばかぼん）絵

定価 本体 1905円＋税 初版 1998年
子どもから大人まで
自分流文庫 ISBN4-938835-47-9 リングとじ

ユニバーサルデザイン絵本センターのえほん
絵は輪郭線が、すべて隆起印刷。つるつるやざらざらの感触のものや、
ふわふわの布が貼ってあるものもある。一枚の紙の折り畳み製本で、
裏面には隆起ではないが、点字一覧表付き。幼児から小学初級

ユニバーサルデザイン絵本センター

お問い合わせ TEL.080-3469-2339

すべて蛇腹製本

ぐるりん まるちゃん
嘉村靖子 作

絵本の上と下をひっくり返しながら読んでいく、今
までになかった絵本。色んな形や、触り心地が違う
仲間がたくさん登場する、賑やかな「まるちゃんワ
ールド」を体験してみてはいかが？
定価 本体 1000円＋税 初版 2017年
ISBN978-4-903900-26-1

はた はた はた ふれ！
もうりもりもり 作

みついやすし 絵

世界各国の国旗の色や形には、みんな意味がある。
世界地図も掲載！
定価 本体 800円＋税 初版 2011年
ISBN978-4-903900-22-3

ねえ おそらのあれなあに?
ほしのかたりべ 作

みついやすし 絵

夜に見える天体は、まるでマジックショー。宇宙は
こんなにも広く、深く、大きいぞ。
定価 本体 800円＋税 初版 2010年
ISBN978-4-903900-21-6

みんないいこ
かもみゆき 作

良いことをしたら「いいこ、いいこ」してもらえる。
おともだちが来たら「いいこ、いいこ」してね。
定価 本体 800円＋税 初版 2009年
ISBN978-4-903900-20-9

ともだち

なかつかゆみこ 作
てんてんのおともだちが大集合 ! みんな心がやさし
いステキなともだちばかりだよ。
定価 本体 800円＋税 初版 2008年
ISBN978-4-903900-17-9

へんしん まるちゃん
嘉村靖子 作

ちょっぴり大きくなったまるちゃんが、友達と一緒
にさまざまなものに大変身。
定価 本体 800円＋税 初版 2006年
ISBN978-4-903900-10-0

なないろのクラ
小林映子 作

クラゲのクラは透明で色がなく、魚たちを羨ましく
思っていた……。色の概念が判る絵本。
定価 本体 800円＋税 初版 2004年
ISBN978-4-903900-01-8

ぱっ！ あれれ？

おでかけ まるちゃん

生き物の赤ちゃんとお母さんって、そっくりなのか
な？ この絵本で確かめてみよう！
定価 本体 1000円＋税 初版 2015年
ISBN978-4-903900-25-4

まるちゃんがおでかけすると、点線の道やでこぼこ
階段があって、お友達がまっていた !
定価 本体 800円＋税 初版 2004年
ISBN978-4-903900-00-1

りんご

ゾウさんのハナのおはなし

石 千尋 作

尾関はるか 絵

なかつかゆみこ 作

嘉村靖子 絵

嘉村靖子 作

小林映子 作

小さなモノが大きなモノへ繋がっていく。知ってる
ことだけど、何だか不思議な感覚になる絵本。
定価 本体 1000円＋税 初版 2013年
ISBN978-4-903900-24-7

ゾウの鼻のいろいろな働きが、1 頁にひとつずつ紹
介される。
定価 本体 600円（税込） 初版 2003年
ISBN978-4-903900-15-5

どんな おはながさくのかな？

チョウチョウのおやこ

かわいい動物達が、小さな双葉を育てています。
一体どんなお花が咲くのかな？
定価 本体 800円＋税 初版 2012年
ISBN978-4-903900-23-0

チョウチョウの親子が飛ぶ練習をする。飛翔の仕方
で方向のいろいろが感じられる絵本。
定価 本体 600円（税込） 初版 2003年
ISBN978-4-903900-16-2

イエンセン／ハラー 作 きくしまいくえ 訳
ザラザラくんがポツポツちゃんとシマシマくんと一
緒にバラバラくんを探しにいく。ザラザラやポツポ
ツ、探しにいくのに辿っていく道は隆起印刷。目の
見える子も見えない子も共に楽しめる画期的なデン
マークの絵本。
定価 本体 2800円＋税 初版 1979年 3才から
偕成社 ISBN978-4-03-226110-3 リングとじ

よしかわあゆみ 作

金子健 作
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