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IBBY と JBBY
IBBY（ 国 際 児 童 図 書 評 議 会 =
International Board on Books for Young
People）は、「子どもたちに必要なのはパン
と本である。本を通して国際理解を深めるこ
とが平和を築く」と提唱したユダヤ人女性、
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イエラ・レップマンによって、1953 年に誕
生しました。2014 年現在、77 カ国が加盟
し、各国で子どもの本の普及や読書促進活
動を行っている非営利組織です。隔年で行
われる IBBY 世界大会では、すぐれた作品を
発表した作家と画家に対して「国際アンデ
ルセン賞」を授与しています。また、世界
の子どもの本に関する情報を掲載する機関
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識字運動を応援する「IBBY 朝日国際児童図
書普及賞」の授与、障害児図書資料センター

ど、子どもの本の質の向上と普及を図る活
動を通して、世界中の子どもたちがすぐれ
た本に出会い、国際理解と平和が達成され
ることを願っています。
IBBY の日本支部である JBBY（日本国際

ための絵本

児童図書評議会 = Japanese Board on Books
for Young People）は、この理念に基づき、
「子どもの本を通しての国際理解」を深める
ことを使命に活動を続けています。
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ごあいさつ
このカタログは、IBBY が発行する「Outstanding

ニャ国際児童図書展の IBBY スタンドで展示され、そ

Books for Young People with Disabilities（障害のあ

の後、世界各国の IBBY メンバーや、関心を持ってく

る青少年のための推薦図書リスト）」の最新版です。

ださる皆様にご協力いただき、世界各地で展示され
ています。

1985 年、IBBY は、オスロ大学特別支援教育研究
所内に「IBBY 障害児図書資料センター」を設立しま

カタログの作成にあたっては、IBBY の各国支部に

した。その後、2002 年に、センターはオスロ大学か

対し、2008 年以降に刊行された作品の推薦を依頼し

らハウグ・スクール資料センター（HSRC）へ移転し

ましたが、このプロジェクトに参加しなかった国の

ました。2013 年版の本誌は、ハウグ・スクール資料

作品も審査対象としています。

センターが隔年で発表する推薦図書リストの第５版
にあたります。

2013 年版では、寄せられた 140 作以上の中から、
60 作品を選びました。図書の選考は、ノルウェーに

IBBY 創立 50 周年記念号として、IBBY 資料センター

ある IBBY 障害児図書資料センター所長の責任のも

が所蔵する歴代の推薦図書から選ばれた「2002 年ス

と、前「Books for Everyone（すべての人に本を）」

ペシャル版」をはじめ、これまで刊行したカタログ

の Sissel Hofgaard Swensen 氏の協力により実施し

に対しては、

ています。

たくさんの好意あふれるご意見をいただくことがで
きました。

価値ある優れた図書を選出するために力を貸して
くださった、世界中の仲間や関係者の皆様に、心か
らお礼を申し上げます。そしてこのカタログが、新

カタログに掲載されたすべての作品は、まずボロー

たな本の製作や翻訳出版による普及を促し、当事者
である子どもたちと一緒に本の楽しみを分かち合え
ることを心から願っています。

2013 年 1 月
オスロ、バーゼルにて
ハイジ・コートナー・ボイエセン
（IBBY 障害児図書資料センター所長）
エリザベス・ペイジ
（IBBY 事務局長）
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はじめに
特別な配慮を必要とする子どもたちにとって、一

でさわって分かるように絵が盛り上がってい

般的な図書を読んで楽しんだり、たくさんある出版

る）、知的障害や重複障害がある子どものため

物から自分に適した作品を見つけたりすることは、

のさわる絵本、布の絵本

困難な場合があります。そのため、文学的にも芸術
的にも質が高く、デザインや構成、言葉や絵などが、

d. 知的障害のある青少年のために特別に製作さ
れたやさしく読める図書

それぞれのニーズに合う作品を、特別に制作し、流
通している作品から選ぶ必要があります。

【２】2008 年以降に出版された、一般市販絵本
芸術性や文学性に加え、主題や文章、デザインや

しかしながら、どの作品がふさわしいかというガ

イラストレーションが、特別な配慮を必要とする子

イドラインの設定は、容易なことではありませんし、

どもたちのニーズを満たしている作品。読み書きに

絶対とも限りません。なぜなら、配慮を必要としな

障害のある若者が対象の場合、本の外観が年相応で

い子どもたちと同じように、ひとりひとりが必要と

ある点も重視されます。一般的な理解力や言語・視

するものや能力は違うからです。幅広い作品の中か

覚認知・運動技能などの能力を高めるのと同じよう

ら、深い学識に基づいて選んだ結果として、初めて

に、喜びや好奇心、想像力をかきたてる作品を見つ

必要とする作品を手渡せるようになるのです。

けたいと考えています。

アイデンティティの発達や生活の質を向上させる
点において、文学は、人と人が関係を築き、共有す
る仲介としての重要な役割を果たします。障害のあ

【３】2008 年以降に出版され、障害がある子ど

もを描いた一般向市販児童書
（絵本と読みもの）

るなしに関わらず、だれもが読書を楽しむ機会が得

このカテゴリーは、障害のある子どもあるいは大

られることを願い、「Outstanding Books for Young

人が描かれている作品で、障害や健常者との違いに

People with Disabilities（障害のある青少年のため

焦点をあてるだけではなく、互いに隔たりのない点

の推薦図書リスト）」プロジェクトは始まりました。

を強調している作品が対象です。障害のある子ども
を広く理解し、受け入れる物語は、障害者の社会へ

IBBY は推薦図書へのノミネートにあたり、世界各

の統合を目指す、重要な作品なのです。

国の支部に、以下の要素をひとつ以上満たす本を推
薦するよう依頼しました。

最終選考に残り、本カタログに掲載された作品は
ごく限られています。したがって、世界各国で流通

【１】2008 年以降に出版され、特別な配慮を必
要とする子どものために製作された図書

とはできません。それでもなお、本カタログや展覧

a. 手話のイラスト付き絵本

会を機会に、障害がある人々をめぐる読書環境への

b. BLISS や絵文字（単語や概念が絵記号で表現

理解や知識がより深まることを、私たちは期待して

されている非言語コミュニケーション手段）

います。そして、この分野における新しい本の出版

付きの図書

や普及、販売促進のためのアイディアを提示できれ

c. 視覚障害がある子どものためのさわる絵本（手
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する出版物の全体像や、将来性のすべてを伝えるこ

ば幸いです。
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