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8. Jung, Meong Sun (text) Park, Su Ji (ill.) Dongurami Semo Nemoga Moyeoseo [Circle, triangle, and rectangle] Seoul, South Korea: Braille Publishing Co., Ltd., 2013  [22pp.] ISBN 978-89-6507-045-0 

Three basic shapes and the modes of transportation that can be made from them (such as a hot-air balloon, a submarine and a spaceship) spark a fantastical journey that takes readers through the jungle, deep in the sea and into outer space. The sturdy board book format 

and simple narrative in both Braille and Korean characters make this book interesting for young children. Readers with low vision will appreciate the vivid 
ve raised borders. Although children with complete vision losswill not be able to interpret and understand the artwork without the assistance of a sighted person, they will linger over the textured surfaces of the artworkand enjoy the energetic clash that occurs between a mighty robot and a not-so-scary alien from outer space.
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In 2013 the books were carefully packed up and sent by 

ship to Montreal, Canada and then loaded into trucks and 

transported to Toronto. There the books were catalogued and 

displayed in a newly designed area within the Children’s 

Department of the North York Central Library (TPL). 

The Collection contains approximately 4,000 books in 

a wide variety of languages. They represent outstanding 

examples of books published and created for and about 

young people with disabilities. Highlights include:

• Specialized formats in Braille, picture communication

  symbols and sign languages.

• One-of-a-kind tactile/textile books. We all have a universal 

 love of touching, using our other senses to increase the

 experience of reading. 

• Beautiful illustrations from all over the world that will 

 inspire and amaze.

• Examples of images representing disabilities in children’s 

 picture books and novels from 1991 onwards.

• A large number of novels that include characters with

 disabilities. Fiction is the primary focus of the collection, 

 providing opportunities to develop empathy and 

 understanding. 
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2015 IBBY SELECTION 

OF OUTSTANDING BOOKS 

FOR YOUNG PEOPLE WITH DISABILITIES

世界には様 な々バリアを超えて、
たくさんの子どもたちに楽しさを届ける絵本があります。
今回の展示では世界 21カ国から
集められたコレクションを紹介します。
絵本からバリアフリーの世界をのぞいてみませんか？

12月8日　　  12月15日
10:00   18:00

〜

〜

木
入 場 無 料

木

大東市立総合文化センター サーティホール １F市民ギャラリー

大東市市制施行60周年記念

企画：国際児童図書評議会（IBBY）障害児図書資料センター、日本国際児童図書評議会（JBBY）世界のバリアフリー絵本展実行委員会
主催・お問合せ： 大東市立総合文化センター 指定管理者：株式会社アステム
 ☎ 072-873-0030　e-mail：toiawase@daito.astem-co.co.jp
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「ビブリオバトルin大東」
12月11日（土）14:00～テーマ：「絵本」（障害者理解に関するものなど）
お気に入りの絵本を皆さんにアピールしてみませんか？
楽しくバトルを観戦して、素敵な絵本に出会いましょう
協力：大東市立中央図書館

「はじめての点字の世界」
～キャラクターと自分の名前を打ってみよう！

バトル出場者は、11月20日までに申込みをしてください

「手話うた＆オカリナ＆絵本らいぶ」
12月10日（土）14:00～15:00（終了予定）
手話を使った楽しい歌を歌ってみませんか？
オカリナ演奏や素敵な絵本の読み聞かせもあるよ
出演：Izumi（オカリナ奏者・だいとう人財問屋）
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12月10日（土）11:00～13:00
協力：点訳ボランティア「たんぽぽ」

申し込み不要♪
お気軽に

ご参加ください
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バリアフリー絵本は、
絵や字が読めない、本が操作できないなどの
読書に障害がある子どもも楽しめるよう、
さまざまに工夫をこらした絵本です。

手話つきの本、点字つきの本、絵文字の本、
手で読む絵本や布の絵本などがあります。

バリアフリー絵本について知り、
直接手に取ってごらんいただくことは、
障害のある子どもたちに対する理解を
深めることにもつながります。

皆さまのご来場をお待ちしています。

期間中は
カフェ・サー

ティを

オープンし
ます。

展示に来ら
れたらぜひ

お立ち寄り
ください。

イタリアのPCS付き絵本「友情と冒険の3つのお話」

イギリスのさわる絵本「公園へ行こう！」

「むし」（布絵本 日本）
製作：ふきのとう文庫布グループ

スウェーデンの手話付き絵本
「アヤとパヤ あなたのための詩」

IBBY（国際児童図書評議会）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、イェラ・レップマンによって、1953年に誕生しました。

現在、77の国と地域が加盟し、世界中で子どもと本をつなぐ活動を
行っている非営利組織です。


