
伝記を読んでみる 

 
◆『世界の伝記 42 ヘレン・ケラー』 

山主 敏子∥著 ぎょうせい  

（Ｊ280/ｾｶ/42 児童室）   

◆『尐年尐女世界伝記全集  国際版  21   

パスツール ヘレン・ケラー』 

小学館（J280/ｼﾖ/21  児童室） 

 

    支えた人々を調べる 

 
◆『通信の開拓者たち』 
  市場 泰男∥著  さ・え・ら書房  

（Ｊ280/ｺｳ 10/13 自動化書庫） 

◆『サリバンせんせい』 
 武鹿 悦子∥文 広野 多珂子∥絵 

   チャイルド本社（Ｊ289/ｻﾘ 児童室） 

 

     活動を調べる 
 

◆『ヘレン・ケラーのかぎりない夢』 
 ドリーン・ラパポート∥文 もりうち すみこ∥訳 

マット・タヴァレス∥絵 国土社 

   （Ｊ289/ｹﾗ 児童室） 

◆『ヘレン・ケラー』 

リチャード・テームズ∥著 山田 恵子∥訳 

   国土社（J289/ｹﾗ 児童室） 

  
   こんな本も読んでみよう。 

       

◆『未来に広がる「福祉の仕事」 2』  

 一番ケ瀬 康子・日比野 正己∥監修 指導 

  学研（J369/ﾐﾗ/2 児童室） 

   
  大人むけの本ものぞいてみよう。 

       
 

◆『ヘレン・ケラー 

 行動する障害者、その波乱の人生』 
筑摩書房編集部∥著 筑摩書房 

（Y289/ﾁｸ ユースコーナー） 

 

◆『ヘレン・ケラー自伝 私の青春時代』 

ヘレン・ケラー∥著 川西 進∥訳 

      ぶどう社（289.3/ｹ 1/4 ｲ 集密書庫）  

雑誌で調べる 

 

（かしだしできない資料です。図書館でよんでね） 

◆『子供の科学』誠文堂新光社（自動化書庫） 

・2014.4 月号  p.76～77 

 「新 偉人さん、いらっしゃ～い‼ 
 ヘレン・ケラー」 
 

    インターネットで調べる  

 

（最終確認日 2018.6. 1） 

◆社会福祉法人 東京ヘレン・ケラー協会  

http://www.thka.jp/index.html#helen 

 

◆国際子ども図書館子どもＯＰＡＣ 
  ほかにどんな本があるか、調べることができます。 

  http://iss.ndl.go.jp/children/top# 
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わからないこと、もっとくわしく

知りたい人は、図書館のスタッフ

に聞いてみてね。 

 

 

 

 

でんわ：０１９－６０６－１７３０ 

ファックス：０１９－６０６－１７３１ 

http://www.library.pref.iwate.jp/ 

 

 

 

アメリカの社会福祉運動家 

ヘレン・ケラー。「奇跡の人」

とよばれるのは、どうして？ 

パスファインダーとは、いろい

ろなことを調べるときに役にた

つ「道しるべ」のことです。 

子どもむけパスファインダー No.32 

ヘレン・ケラー 



 

 

『世界の女性名言事典』 

PHP 研究所∥編・刊 

 （J280/ｾｶ） 

『サリバン先生とヘレン』 

 

  まずはキーワードを考えよう。 

しらべる手がかりになるカギだよ！ 

 

 

 

 

大まかに知りたいときは、じてんを 

開いてみよう。じてんではキーワー   

ドをみつけることもできるよ。 

 

 ◆『総合百科事典 ポプラディア』 

    ポプラ社 （JR031/ｿｳ） 

 

 ◆『小学館こども大百科』 

   小学館 （JR031/ｼﾖ） 

 

 説明文のなかから、心にのこったことば

をひろってごらん― それもキーワード。 

  
＼ ほら、キーワードがふえたよ！／ 

 

熱病 サリバン先生 社会福祉    
 
講演旅行 指文字 点字 奇跡 

 
 
   どんな本で調べたらいいか、わから

ないときはこの本を開いてみよう。  

 

◆『どの本で調べるか』 

       リブリオ出版 （JR028/ﾄﾞﾉ） 

 

             

 OPAC
オ ー パ ッ ク

でけんさく 

本をさがそう！ 

 

OPAC は図書館の資料を探すコンピュ

ーター。キーワードや本のタイトルを入力

してけんさくしよう。インターネットで調

べるときも、キーワードはかつやくするよ。 

 

 ＼こんな本、見つけた！／ 

          

 

 

 

 

障害者に生きる希望をあ

たえたヘレン・ケラーも紹 

介されています。ヘレンについて調べる 

ヒントや参考になる本を教えてくれます。 

 

 

 

 

 

 さまざまな世界で活やく 

 した女性たちが残した言 

葉を集めています。人々

が前に進もうとするとき、背中を押して

くれるヘレンの言葉も紹介されています。 

 

 

 

 

 

ベル博士は電話の発明で知 

られる人物です。ベル博士との出会いが、 

暗闇の中にいたヘレンを救ってくれました。 

ふたりの友情を描いた作品です。 

 

 

 

デボラ ホプキンソン∥文  

ラウル コローン∥絵 

こだま ともこ∥訳 

光村教育図書（エホン/ﾎ） 
 
ヘレンはとてもわがままで、 
聞き分けのない乱ぼうな子 
どもでした。でも、はじめて会ったサリバ
ン先生はヘレンの気持ちが、痛いほどわか
りました。そこには深い理由がありました。 

 

 

   

 

 
 
       目も耳も不自由な幼いヘレ  

    ンには、言葉がありません

でした。そのヘレンが覚えたのが指文字で

す。指文字とはどのようなものなのか、ど

うやって覚えたのか、考えてみましょう。 

『やってみよう!      
はじめての手話 2』 

こどもくらぶ∥編・著 

岩崎書店 （378/ﾔﾂ/2） 

 

『もっと知りたい!  

  人物伝記事典 3』 

漆原 智良∥監修 

フレーベル館 （J280/ﾓﾂ/3） 

   

 

 

 

『ヘレン・ケラーを支えた  
電話の父・ベル博士』 

ジュディス セントジョージ∥著 

片岡 しのぶ∥訳 

あすなろ書房（J289/ﾍﾞﾙ）  オーパック 
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