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番号 題名 作者 出版社

83 アイ・コンタクト 中村和彦 岩波書店

31 拝啓、アスペルガー先生～異才の出張カウンセラー実録～ 奥田健次・武… 飛鳥新社

94 旦那（アキラ）さんはアスペルガー　１ 野波ツナ、宮尾益知 コスミック

95 旦那（アキラ）さんはアスペルガー　２ 野波ツナ、宮尾益知 コスミック

96 旦那（アキラ）さんはアスペルガー　３ 野波ツナ、宮尾益知 コスミック

97 旦那（アキラ）さんはアスペルガー　４ 野波ツナ、宮尾益知 コスミック

98 旦那（アキラ）さんはアスペルガー　５ 野波ツナ、宮尾益知 コスミック

99 旦那（アキラ）さんはアスペルガー　６ 野波ツナ、宮尾益知 コスミック

100 旦那（アキラ）さんはアスペルガー　７ 野波ツナ、宮尾益知 コスミック

101 旦那（アキラ）さんはアスペルガー　８ 野波ツナ、宮尾益知 コスミック

28 あたし研究 小道モコ クリエイツかもがわ

29 あたし研究２ 小道モコ クリエイツかもがわ

182 私たちは生きづらさを抱えている 姫野桂 イーストプレス

91 意思決定困難な重度知的障害者の「代行決定」 篠本耕二 星雲社

184 はらぺこあおむし エリック＝カール・もりひさし 偕成社

35 障害のある子が「親なきあと」にお金で困らない本 渡部伸 主婦の友

169 「親なき後」をみんなで支える 全国手をつなぐ育成会連合会

183 障害のある子の「親なきあと」 渡部伸 主婦の友社

20 介護保険・何がどう変わるか 春山満 講談社

102 君の手がささやいている　　１ 軽部潤子 講談社

103 君の手がささやいている　　２ 軽部潤子 講談社

104 君の手がささやいている　　３ 軽部潤子 講談社

105 君の手がささやいている　　４ 軽部潤子 講談社

106 君の手がささやいている　　５ 軽部潤子 講談社

107 君の手がささやいている　　６ 軽部潤子 講談社

108 君の手がささやいている　　７ 軽部潤子 講談社

109 君の手がささやいている　　８ 軽部潤子 講談社

110 君の手がささやいている　　９ 軽部潤子 講談社

111 君の手がささやいている　１０ 軽部潤子 講談社

90 きょうだい　障がいのある家族との道のり 白鳥めぐみ… 中央法規出版

68 クシュラの奇跡　140冊の絵本との日々 ドロシー・バトラー　百々佑利子訳 のら書店

74 高次脳機能障害　医療現場から社会をみる 山口研一郞 岩波書店

76 なるほど高次脳機能障害 橋本圭司 クリエイツかもがわ

69 高齢者・障害者のためのバリアフリースポーツ 臼井永男 サンウェイ出版

78 困った子は困っている子 大和久勝、… クリエイツかもがわ

34 目の見えない人は世界をどうみているのか 伊藤亜紗 光文社

59 もうどうけんドリーナ 土田ヒロミ 福音館書店

60 子どものための点字事典 黒崎恵津子 汐文社

62 ゆびさきの宇宙　福島智・盲ろうを生きて　　文庫版 生井久美子 岩波書店

27 肉体不平等 石井政之 平凡社

63 五体不満足　文庫版 乙武洋匡 講談社

64 車イスから見た街 村田稔 岩波書店

71 車椅子のおねえちゃん ステファン・ボーネン 大月書店

72 機能障害をもつ人の余暇　スウェーデンのレクリエーション 明石書店

207 夕日を上から眺めた 鈴木孝光・杉木陽介 一粒書房

30 自閉症スペクトラム”ありのまま”の生活 小道モコ 明石書店

選定図書リスト



32 自閉症児のための明るい療育相談室 奥田健次、小林重雄 学苑者

36 自閉というぼくの世界 東田直樹 エスコアール出版部

37 この地球にすんでいる僕の仲間たちへ 東田直樹 エスコアール出版部

38 自閉症の僕が跳びはねる理由 東田直樹 角川文庫

39 自閉症の僕たちが残してきた言葉たち 東田直樹 エスコアール出版部

40 自閉症の僕が跳びはねる理由２ 東田直樹 角川文庫

41 あるがままに自閉症です　東田直樹の見つめる世界 東田直樹 エスコアール出版部

42 童話　勇気はおいしいはず 東田直樹 小学館

43 詩集　みんなの知らない海の音 東田直樹 朝日新聞

44 絵本　きかんしゃ　カンスケ 東田直樹 交通新聞社

45 絵本　カンスケとあかいはっぱ 東田直樹 交通新聞社

46 絵本　カンスケとカタツムリくん 東田直樹 交通新聞社

47 絵本　カンスケとゆきこちゃん 東田直樹 交通新聞社

48 エッセイ　風になる 東田直樹 ビッグイシュー日本

49 飛びはねる思考　会話のできない自閉症の僕が考えていること 東田直樹 イーストプレス

50 詩集　ありがとうは僕の耳にこだまする 東田直樹 ㈱KADOKAWA

51 社会の中で居場所をつくる　自閉症の僕がいきていく風景（対話編） 東田直樹　山登敬之との共著 ビッグイシュー日本

185 すずちゃんののうみそ 竹山美奈子・三木葉苗 岩崎書店

70 障害者が社会に出る　その後の人生 松兼功 筑摩書房

14 障害者雇用促進のための１１９番 泰政 株式会社UDジャパン

15 障害のある人の雇用・就労支援Q＆A 大阪障害者雇用支援ネットワーク 中央法規出版㈱

18 重度障害者の就労支援のためのジョブコーチ入門 小川浩 エンパワメント研究所

88 就労困難者が輝いている日本でいちばん育てたい会社 綾野まさる ハート出版

149 発達障害の子のためのハローワーク 鈴木慶太+飯島さなえ 合同出版

16 職業リハビリテーション学～キャリア発達と社会参加に向けた就労支援体系～ 松為信雄、菊池恵美子 協同医書出版社

13 障害者の経済学 中島隆信 東洋経済新報社

19 よくわかる障害者福祉 小澤温　編 ミネルヴァ書房

21 図解入門ビジネス障害者総合支援法がよ～くわかる本 福祉行政法令研究会 秀和システム

26 障害者の日常術 障害者アートバンク編 晶文社

33 考える障害者 ホーキング青山 新潮社

89 そうだったのか！仕組みがわかる・使える障害者福祉 小澤温 第一法規

144 これで安心！障害者雇用の新しい進め方 布施直春 労働調査会

145 新版　障がい者の経済学 中島隆信 東洋経済新報社

205 まんがと図解でわかる障がいのある子の将来のお金と生活 渡部伸 自由国民社

208 小中学生のための障害用語集 柘植雅義＆「インクルーシブ教育の未来研究会」編著 金剛出版

170 あたらしい法律の本 全国手をつなぐ育成会連合会

77 障害児の放課後白書 津村恵子、津止正敏、立田幸代子 ㈱クリエイツかもがわ

85 今日もどこかでスペシャルオリンピックス 植松二郎 佼成出版

150 メンタルヘルスマガジン　こころの元気＋　２０１９年４月号 地域精神保健福祉機構

151 メンタルヘルスマガジン　こころの元気＋　２０１９年５月号 地域精神保健福祉機構

152 メンタルヘルスマガジン　こころの元気＋　２０１９年６月号 地域精神保健福祉機構

153 メンタルヘルスマガジン　こころの元気＋　２０１９年７月号 地域精神保健福祉機構

154 メンタルヘルスマガジン　こころの元気＋　２０１９年８月号 地域精神保健福祉機構

155 メンタルヘルスマガジン　こころの元気＋　２０１９年９月号 地域精神保健福祉機構

164 メンタルヘルスマガジン　こころの元気＋　２０１９年7月号 地域精神保健福祉機構

165 メンタルヘルスマガジン　こころの元気＋　２０１９年１０月号 地域精神保健福祉機構

166 メンタルヘルスマガジン　こころの元気＋　２０１９年１１月号 地域精神保健福祉機構

173 メンタルヘルスマガジン　こころの元気＋　２０１９年１２月号 地域精神保健福祉機構

176 メンタルヘルスマガジン　こころの元気＋　２０２０年　１月号 地域精神保健福祉機構

178 メンタルヘルスマガジン　こころの元気＋　２０２０年　２月号 地域精神保健福祉機構



180 メンタルヘルスマガジン　こころの元気＋　２０２０年　３月号 地域精神保健福祉機構

187 メンタルヘルスマガジン　こころの元気＋　２０２０年　４月号 地域精神保健福祉機構

189 メンタルヘルスマガジン　こころの元気＋　２０２０年　５月号 地域精神保健福祉機構

191 メンタルヘルスマガジン　こころの元気＋　２０２０年　６月号 地域精神保健福祉機構

196 メンタルヘルスマガジン　こころの元気＋　２０２０年　７月号 地域精神保健福祉機構

197 メンタルヘルスマガジン　こころの元気＋　２０２０年　８月号 地域精神保健福祉機構

198 メンタルヘルスマガジン　こころの元気＋　２０２０年　９月号 地域精神保健福祉機構

201 メンタルヘルスマガジン　こころの元気＋　２０２０年１０月号 地域精神保健福祉機構

202 メンタルヘルスマガジン　こころの元気＋　２０２０年１１月号 地域精神保健福祉機構

203 メンタルヘルスマガジン　こころの元気＋　２０２０年１２月号 地域精神保健福祉機構

209 精神疾患をもつ人を病院でないところで支援するときにまず読む本 小瀬古信幸 医学書院

213 メンタルヘルスマガジン　こころの元気＋　２０２１年　１月号 地域精神保健福祉機構

215 メンタルヘルスマガジン　こころの元気＋　２０２１年　２月号 地域精神保健福祉機構

218 メンタルヘルスマガジン　こころの元気＋　２０２１年　３月号 地域精神保健福祉機構

17 現場で使える精神障害用支援ハンドブック 相澤欽一 金剛出版

22 べてるの家の「非」援助論 浦河べてるの家 医学書院

65 小・中学生の「心の病気」事典 市川宏伸監修 PHP

73 精神障がいのある親に育てられた子どもの語り 横山恵子、蔭山正子 明石書店

75 これからの退院支援・地域移行（精神科臨床エキスパート） 水野雅文 医学書院

156 月刊みんなねっと　２０１９年４月号 全国精神保健福祉会連合会

157 月刊みんなねっと　２０１９年５月号 全国精神保健福祉会連合会

158 月刊みんなねっと　２０１９年６月号 全国精神保健福祉会連合会

159 月刊みんなねっと　２０１９年７月号 全国精神保健福祉会連合会

160 月刊みんなねっと　２０１９年８月号 全国精神保健福祉会連合会

161 月刊みんなねっと　２０１９年９月号 全国精神保健福祉会連合会

167 月刊みんなねっと　２０１９年１２月号 全国精神保健福祉会連合会

171 月刊みんなねっと　２０１９年１０月号 全国精神保健福祉会連合会

172 月刊みんなねっと　２０１９年１１月号 全国精神保健福祉会連合会

175 月刊みんなねっと　２０２０年　１月号 全国精神保健福祉会連合会

177 月刊みんなねっと　２０２０年　２月号 全国精神保健福祉会連合会

179 月刊みんなねっと　２０２０年　３月号 全国精神保健福祉会連合会

186 月刊みんなねっと　２０２０年　４月号 全国精神保健福祉会連合会

188 月刊みんなねっと　２０２０年　５月号 全国精神保健福祉会連合会

190 月刊みんなねっと　２０２０年　６月号 全国精神保健福祉会連合会

193 月刊みんなねっと　２０２０年　７月号 全国精神保健福祉会連合会

194 月刊みんなねっと　２０２０年　８月号 全国精神保健福祉会連合会

195 月刊みんなねっと　２０２０年　９月号 全国精神保健福祉会連合会

200 月刊みんなねっと　２０２０年１０月号 全国精神保健福祉会連合会

210 月刊みんなねっと　２０２０年１１月号 全国精神保健福祉会連合会

211 月刊みんなねっと　２０２０年１２月号 全国精神保健福祉会連合会

212 月刊みんなねっと　２０２１年　１月号 全国精神保健福祉会連合会

214 月刊みんなねっと　２０２１年　２月号 全国精神保健福祉会連合会

216 月刊みんなねっと　２０２１年　３月号 全国精神保健福祉会連合会

217 月刊みんなねっと　２０２１年　４月号 全国精神保健福祉会連合会

25 だれか、ふつうを教えてくれ！ 倉本智明 理論社YA

24 手話でいこう 秋山なみ・亀井伸孝 ミネルヴァ書房

54 聴さん今日も行く！ ナカ・ミチ 一般財団法人全日本ろうあ連盟

55 ろう者の祈り 中島隆 朝日新聞社

56 こどものための手話事典 全日本ろうあ連盟監修 汐文社

58 耳の聞こえない子がわたります マーリー・マトリン　　日当陽子訳 フレーベル



67 聴覚障害児の読み書き能力を育てる　家庭でできる実践ガイド デイヴィド・A・スチュワート、ブライアン・R.クラーク 明石書房

84 15－ハンディ　わが子は耳の聞こえぬテニスプレイヤー 梶下律子 小学館

162 季刊 みみ　no.164 全日本ろうあ連盟

163 季刊 みみ　no.165 全日本ろうあ連盟

174 季刊 みみ　no.166 全日本ろうあ連盟

181 季刊 みみ　no.167 全日本ろうあ連盟

192 季刊 みみ　no.168　 一般財団法人全日本ろうあ連盟

199 季刊 みみ　no.169 全日本ろうあ連盟

204 季刊 みみ　no.170 全日本ろうあ連盟

219 季刊 みみ　no.171 全日本ろうあ連盟

137 どんぐりの家　１ 山本おさむ 小学館

138 どんぐりの家　２ 山本おさむ 小学館

139 どんぐりの家　３ 山本おさむ 小学館

140 どんぐりの家　４ 山本おさむ 小学館

141 どんぐりの家　５ 山本おさむ 小学館

142 どんぐりの家　６ 山本おさむ 小学館

143 どんぐりの家　７ 山本おさむ 小学館

80 １リットルの涙 木藤亜也 幻冬舎文庫

79 難病患者の教科書 浅川透 日本ブレインウェアFunction５

1 発達と障がいを考える本　ふしぎだね！？自閉症のおともだち ミネルヴァ書房

2 発達と障がいを考える本　ふしぎだね！？アスペルガー症候群のおともだち ミネルヴァ書房

3 発達と障がいを考える本　ふしぎだね！？LD（学習障害）のおともだち ミネルヴァ書房

4 発達と障がいを考える本　ふしぎだね！？ADHD（注意欠陥多動性障害）のおともだち ミネルヴァ書房

5 発達と障がいを考える本　ふしぎだね！？ダウン症のおともだち ミネルヴァ書房

6 発達と障がいを考える本　ふしぎだね！？知的障害のおともだち ミネルヴァ書房

7 発達と障がいを考える本　ふしぎだね！？身体障害のおともだち ミネルヴァ書房

8 発達と障がいを考える本　ふしぎだね！？言語障害のおともだち ミネルヴァ書房

9 発達と障がいを考える本　ふしぎだね！？聴覚障害のおともだち ミネルヴァ書房

10 発達と障がいを考える本　ふしぎだね！？視覚障害のおともだち ミネルヴァ書房

11 発達と障がいを考える本　ふしぎだね！？てんかんのおともだち ミネルヴァ書房

12 発達と障がいを考える本　ふしぎだね！？発達って？障がいってなんだろう ミネルヴァ書房

52 15歳のコーヒー屋さん　発達障害のぼくができることからぼくしにしかできないことへ 岩野響 KADOKAWA

53 発達障害の僕が輝ける場所をみつけられた理由 栗原類 KADOKAWA

23 母よ！殺すな 横塚晃一 生活書院

92 場面緘黙支援の最前線 学苑社

81 パラリンピックの楽しみ方 藤田紀昭 小学館

82 パラリンピック大事典 金の星

66 みんなでつくるバリアフリー 光野有次 岩波書店

122 光とともに…　　　１ 戸部けいこ 秋田書店

123 光とともに…　　　２ 戸部けいこ 秋田書店

124 光とともに…　　　３ 戸部けいこ 秋田書店

125 光とともに…　　　４ 戸部けいこ 秋田書店

126 光とともに…　　　５ 戸部けいこ 秋田書店

127 光とともに…　　　６ 戸部けいこ 秋田書店

128 光とともに…　　　７ 戸部けいこ 秋田書店

129 光とともに…　　　８ 戸部けいこ 秋田書店

130 光とともに…　　　９ 戸部けいこ 秋田書店

131 光とともに…　　１０ 戸部けいこ 秋田書店

132 光とともに…　　１１ 戸部けいこ 秋田書店

133 光とともに…　　１２ 戸部けいこ 秋田書店

134 光とともに…　　１３ 戸部けいこ 秋田書店



135 光とともに…　　１４ 戸部けいこ 秋田書店

136 光とともに…　　１５ 戸部けいこ 秋田書店

112 Flower～フラワー～　　１ 和田尚子 集英社

113 Flower～フラワー～　　２ 和田尚子 集英社

114 Flower～フラワー～　　３ 和田尚子 集英社

115 Flower～フラワー～　　４ 和田尚子 集英社

116 Flower～フラワー～　　５ 和田尚子 集英社

117 Flower～フラワー～　　６ 和田尚子 集英社

118 Flower～フラワー～　　７ 和田尚子 集英社

119 Flower～フラワー～　　８ 和田尚子 集英社

120 Flower～フラワー～　　９ 和田尚子 集英社

121 Flower～フラワー～　１０ 和田尚子 集英社

61 ヘレンケラー フィオナ・マクドナルド 偕成社

86 ボランティアへの招待 岩波書店編集部編

87 ボランティアのすすめ　基礎から実践まで 岡本榮一… ミネルヴァ

93 無限振子 Lobin H. 協同医書

57 レインツリーの国 有川浩 新潮社

168 サーナ夏号　Vol.62 株式会社イフ

148 はやわざ筆ぐるめ　年賀状2019 インプレス

147 よくわかるパッチワークキルト　作りながら基礎が学べるポーチと小もの 日本ヴォーグ社

146 エコクラフトで編む　暮らしのかごとバッグ 荒関まゆみ 朝日新聞出版

206 不安を消すコツ 植西聰 自由国民社
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