
署名 著者 発行所 番号 記号

口からうんちが出るように手術してください 小島　直子 コモンズ 34 F-1

「愚」でもいい「直」に生きる 武田　鉄也 青春出版社 35 F-2

脊髄損傷 徳弘　昭博 医学書院 36 F-3

口腔ケアの最前線 加藤　武彦 雲母書房 37 F-4

脳外傷者の社会生活を支援するリハビリテーション 阿部　順子 中央法規 38 F-5

絵で見てやれる新家族介護の全て 西原　修造 日本医療企画 39 F-6

脳外傷ぼくの頭はどうなったの？ 原口　三郎 赤石書店 40 F-7

生と死の間「それでも脳死･臓器移植か｣ 水野　精一 かもがわ出版 41 F-8

レーナ・マリア　フット・ノート　足で書かれた物語 レーナ･マリア 小学館 42 F-9

あなたは私の手になれますか 小山内　美智子 中央法規 43 F-10

障害を持つ子を産むということ 野辺　明子ほか 中央法規 44 F-11

いのちある限り 宮城県ゆずり葉の会 中央法規 45 F-12

車椅子の高さで ナンシー・メアーズ 晶文社 46 F-13

食べる力をとりもどす　摂食障害へのアプローチ 柴田　浩美 雲母書房 47 F-14

手話知らんですんません 小出　新一 全国手話通訳問題研究会 48 F-15

育てたように子は育つ 相田　みつを 小学館 49 F-16

障害を持った友だちからの贈り物 ウエストリッジ小学校の生徒たち 中央法規 50 F-17

車椅子司書　ハート貸し出します 河原　正美 かもがわ出版 51 F-18

ちょっとしたボケ防止のための言葉遊び＆思考ゲーム集 今井　弘雄 黎明書房 52 F-19

障害者の地球案内旅行 おそど　まさこ 晶文社 53 F-20

全国バリアフリーの宿 Ｊ　GUIDO 山と渓谷社 54 F-21

生きるための道具づくり　心身障害者施設のデザイナー 光野　有次 晶文社 55 F-22

障害者生活支援センターたかまつ　ライブラリー蔵書（福祉）

障がいに関する書籍を中心に、制度、リハビリ書、体験記、マンガ、介護の仕方についての本など・・・



署名 著者 発行所 番号 記号

記憶障害のケア　患者さんと家族のためのガイド 綿森　淑子 中央法規 56 F-23

自立生活は楽しく具体的に 谷口　明広ほか かもがわ出版 57 F-24

障害者が恋愛と性を語りはじめた 障害者の生と性の研究会 かもがわ出版 58 F-25

こころの子育て「誕生から思春期までの４８章」 河合　隼雄 朝日新聞社 59 F-26

ひとりでも生きられる 瀬戸内　寂聴 青春出版社 60 F-27

ユニバーサルセックス ホーキング　青山 海拓社 61 F-28

ロバータ　さあ歩きましょう 佐々木　たづ 偕成社 62 F-29

介護の現場で何がおきているのか 生井　久美子 朝日新聞社 63 F-30

誰でもできる寝たきりおこし大作戦 兵庫県社会福祉事業団 ミネルヴァ書房 64 F-31

こころを養う賢者の言葉 木原　武一 海竜社 65 F-32

海くんが笑った 西原　由美 かもがわ出版 66 F-33

いのちを支える 小笠原　望 四国新聞社 67 F-34

老い支度べんり帳 岡田　信子 主婦の友社 87 F-35

生きててもええやん ｢脳死｣を拒んだ若者たち せせらぎ出版 88 F-36

二次障害ハンドブック 二次障害検討会 文理閣 89 F-37

全身が若返る　簡単筋力トレーニング 野沢　秀雄 家の光協会 90 F-38

たった５センチのハードル 熊篠　慶彦 ワニブックス 92 F-39

ロービジョンのための生活便利帳 弱視者問題研究所 情報バリアフリー叢書 93 F-40

転倒・骨折予防教室テキスト 寺岡　啓明 転倒予防を考える会 94 F-41

ピアカウンセリングという名の戦略 安積　遊歩ほか 青英社 95 F-42

エンパワメント実践の理論と技法 小田　謙三ほか 中央法規 96 F-43

ウエルカムハンドキャップダイバー 椎名　勝巳 中央法規 98 F-45

脳卒中の生活ガイド 前田　真治 医歯薬出版株式会社 99 F-46

事例で見る住宅改修の実際 野村　歓 中央法規 100 F-47

国際生活機能分類　改訂版 障害者福祉研究会 中央法規 101 F-48



署名 著者 発行所 番号 記号

いつまでもファイト 武田　麻弓 幻冬舎 102 F-49

福祉用具の安全活用法 東畠　弘子 中央法規 103 F-50

耳の不自由な人の生活を知る本 ワールドパイオニア 小学館 104 F-51

自閉症ハンドブック モーリン･アーロンズテッサ・ギッテンズ 赤石書店 106 F-53

脳卒中者の１０年２５事例 日本リハビリテ-ション病院施設協会 三輪書店 107 F-54

在宅看護・介護のための難病ガイド 水島　裕 日本医学出版 108 F-55

海のオルゴール 竹内　てるよ 家の光協会 109 F-56

お母さん、ぼくが生まれてごめんなさい 向野　幾世 扶桑社 110 F-57

より子　天使の歌声　小児病棟の奇跡 小笠原　路子ほか 扶桑社 112 F-58

世界で一番いのちの短い国 山本　敏晴 白水社 113 F-59

実践・リスクマネジメント 平田　厚 全国社会福祉協議会 114 F-60

補助犬というベストパートナー 本田　真智子 現代書館 115 F-61

おひさまのかけら 川崎　洋 中央公論新社 116 F-62

雨あめ降れふれ　僕ら蜂ヶ岡の子どもやもん 高木　和子ほか かもがわ出版 118 F-63

障害者福祉改革への提言 障害者生活支援システム研究会 かもがわ出版 119 F-64

聞きとって・ケア 野村　拓ほか かもがわ出版 120 F-65

みんな大好き 日本ダウン症ネットワーク かもがわ出版 121 F-66

橋をかける　子ども時代の読書の思い出 皇后美智子さま すえもりブックス 122 F-67

バーセルより 皇后美智子さま すえもりブックス 123 F-68

子どもを選ばないことを選ぶ 大野　明子 メディカ出版 123 F-69

パラダイス・ウォーカー 中村　勝雄 小学館 124 F-70

車椅子から青空がみえる 松上　京子 小学館 125 F-71

愛されるために生まれてきた犬たち 有馬　もと 郷土出版社 129 F-72

純粋失読 綿森　淑子 三輪書店 130 F-73

素肌で語り合いましょう 小山内　美智子 エンパワメント研究所 131 F-74



署名 著者 発行所 番号 記号

在宅で死ぬということ 押川　真喜子 文芸春秋 132 F-75

アダプティブテクノロジー ジョセフ・ラザート 慶應義塾大学出版会 133 F-76

脳外傷者の社会生活を支援するリハビリテーション 永井　肇 中央法規 134 F-77

家庭でできる脳のリハビリ 中島　惠子 ゴマブックス 135 F-78

脳の障害と向き合おう！ 中島　惠子 ゴマブックス 136 F-79

脳外傷のリハビリテーションのための方法 藤井　正子 新興医学出版社 137 F-80

誰でもできるやさしい手話 豊田　直子 日本文芸社 138 F-81

うちの子かわいいっ　親ばか日記 あべ　ひろみ ぶどう社 139 F-82

ひとりがいちばん！ 橋田　壽賀子 大和書房 140 F-83

脳外傷リハビリテーションマニュアル
神奈川リハビリテーション病院脳外傷リハビ

リテーションマニュアル編集委員会
医学書院 141 F-84

統合失調症　分裂病とつきあう 伊藤　順一郎 廣済堂 142 F-85

車イスのリアル 石川　ミカ 大和書房 143 F-86

自立生活運動と障害文化 全国自立生活センター協議会 現代書館 144 F-87

星の音が聴こえますか 松森　果林 筑摩書房 145 F-88

風が見ていた　上 岸　惠子 新潮社 146 F-89

風が見ていた　下 岸　惠子 新潮社 147 F-90

ちびっこお遍路よっくんが行く 藤田　祐子 新潮社 148 F-91

LD/ADHD/高機能自閉症児の発達保障 別府　悦子 全障研出版部 150 F-92

さあ、どうやってお金を稼ごう？LD/ADHDの人のための将来設計 ディル・Ｓ・ブラウン 花風社 151 F-93

学習障害(LD）及びその周辺の子どもたち 尾崎　洋一郎ほか 同成社 152 F-94

AＤＨＤ及びその周辺の子どもたち 尾崎　洋一郎ほか 同成社 153 F-95

教えてもっと、美しい音を 松本　江里 角川書店 155 F-97

LDとADHD 上野　康彦 角川書店 156 F-98

CARE　BOOK　ＡＬＳ 日本ＡLS協会 日本ALS協会 157 F-99

地域と施設のあいだで考えた 福岡　寿 ぶどう社 159 F-101



署名 著者 発行所 番号 記号

コーディネーターがひらく地域福祉 福岡　寿 ぶどう社 160 F-102

当事者主権 中西　正司 岩波新書 161 F-103

手足は動かぬとも 赤坂　謙 壁天社 162 F-104

ほっこり生きよう 河村　武明 飛鳥新社 168 F-105

こんな夜更けにバナナかよ 渡辺　一史 北海道新聞社 169 F-106

しなやかに生きる見えない女たち 視覚障害者支援総合センター 博文館新書 170 F-107

僕らは語り合ったー障害者福祉の未来を 北岡　賢剛ほか ぶどう社 171 F-108

障害者のこころ-育ち･成長･かかわり- 池田　勝昭ほか 学術図書出版社 175 F-112

たったひとつのたからもの 加藤　浩美 文芸春秋 176 F-113

耳のことで悩まないで！ 中途失聴･難聴者ガイドブック作製委員会 全日本難聴者・中途失聴者団体連合会 177 F-114

みんなのこえが聴こえる アツキヨ 講談社 178 F-115

泣いて暮らすのも一生　笑って暮らすのも一生 照川　真喜 岩波書店 179 F-116

知られざる高次脳機能障害 松崎　有子 せせらぎ出版 180 F-117

やってみよう！記憶のリハビリ 中島　惠子 ゴマブックス 181 F-118

高次脳機能障害者のグループゲーム集 大塚　裕一ほか 金原出版 182 F-119

高次脳機能障害アセスメントブック 宮永　和夫 日総研 183 F-120

オムツ百科 コミュニティケア編集部 日本看護協会出版会 182 F-121

自助具ハンドブック テクノエイド協会 テクノエイド協会 183 F-122

はあとヘルパー（優しい介護編） 清水　康代 講談社 184 F-123

いのち・くらし・生活保護 竹下　義樹 高管出版 185 F-124

障害者の放課後白書 津止　正敏ほか クリエイツかもがわ 186 F-125

ﾊﾝﾃﾞｨｷｬｯﾌﾟターザン＆ユニバーサルカー ｔａｒｚａｎ特別編集 マガジンハウス 187 F-126

他の誰かになりたかった 藤家　寛子 花風社 190 F-127

自閉症だった私へ D．ウィリアムズ 新潮文庫 191 F-128

自閉症だった私へ　Ⅱ D．ウィリアムズ 新潮文庫 192 F-129



署名 著者 発行所 番号 記号

脳出血から二度生還して 金子　金一 文芸社 191 F-130

壊れた脳　生存する知 山田　規畝子 講談社 194 F-131

成人期障害者の自立と豊かな生活 白石　正久ほか かもがわ出版 195 F-132

みじかい命を抱きしめて ロリー･へギー 扶桑社 194 F-133

夢追いかけて 河合　純一 ひくまの出版 195 F-134

ゆらぐこころ 岡本　五十雄 医歯薬出版会 197 F-135

福祉を変える経営 小倉　昌男 日経BP出版 198 F-136

どうせ、生きるなら 廣道　純 実業之日本社 202 F-138

なぜ伝わらないか、どうしたら伝わるのか 湯汲　英史 大揚社 203 F-139

知的障害や自閉症のある人の暮らしを支える 香川大学教育学部付属養護学校 筒井書房 204 F-140

セックスボランティア 河合　香織 新潮社 206 F-141

ソーシャルワークのためのはじめて学ぶ福祉機器 井村　保 角川書店 207 F-142

病んだ家族　散乱した室内 春日　武彦 医学書院 208 F-143

僕も恋していいの？ 千代　泰之 樹心社 209 F-144

ボランティアコーディネーター活動事例集 全国社会福祉協議会
ボランティアコーディネーター研修プログラム

教材開発研究委員会
210 F-145

パラリンピックがくれた贈り物 佐々木　華子 メディアファクトリー 212 F-147

瞬時 鈴木　元 かもがわ出版 213 F-148

わが国に生まれてきた不幸を重ねないために 藤井克徳ほか 萌文社 214 F-149

脳性まひ児と両親のための機能的治療アプローチ 今川　忠男 三輪書店 215 F-150

介護入門 モブ・ノリオ 文藝春秋 216 F-151

私は誰になっていくの？ クリスティーン・ボーデン クリエイツかもがわ 217 F-152

私は私になっていく クリスティーン・ブライデン クリエイツかもがわ 218 F-153

自閉症ハンドブックシリーズ１　乳幼児編 財団法人日本自閉症協会 財団法人日本自閉症協会 219 F-154

自閉症の手引き 財団法人日本自閉症協会 財団法人日本自閉症協会 220 F-155

障害児の療育ハンドブック 財団法人日本肢体不自由児協会 財団法人日本肢体不自由児協会 221 F-156



署名 著者 発行所 番号 記号

あほやけど　ノリオ 露の団六 中央法規 222 F-157

人あかり　死のそばで 徳永　進 ゆみる出版 223 F-158

獄窓記 山本　穣司 ポプラ社 224 F-159

依存性パーソナリティー入門 矢幡　洋 日本評論社 225 F-160

ウィニング・パス 広鰭　恵利子 汐文社 226 F-161

聞いちゃって　障害児子育ての本音・家族の思い ＨＯＴ＆ほっと　田中智子 クリエイツかもがわ 227 F-162

生活にあわせたバリアフリー住宅Ｑ＆Ａ 溝口　千恵子　加島　守 ミネルヴァ書房 228 F-163

ひまわりの海 館野　泉 求龍堂 229 F-164

じょんならん 三谷　泰夫 吉備人出版 230 F-165

さよちゃんのママは車椅子 松上　京子 小学館 231 F-166

脳受難の時代 山口　研一郎 御茶の水書房 233 F-168

自閉っ子、こういう風にできてます！ ニキ・リンコ×藤家　寛子 花風社 234 F-169

晃一くんの桜吹雪 荒木　智子・浦野　明美 クリエイツかもがわ 235 F-170

脳外傷者の社会生活を支援するリハビリテーション（実践編） 永井肇 中央法規 237 F-171

十人十色なカエルの子 落合みどり 東京書籍 238 F-172

パパの脳が壊れちゃった キャシー・クリシンズ 原書房 240 F-173

子どもの心がわかる 小林　俊雄 家政教育社 242 F-174

刺繍 川本　晶子 筑摩書房 243 F-175

筋ジス患者の証言　逝きし者の想影 山田　富也 赤石書店 244 F-176

精神保健・医療・福祉の正しい理解のために 石山　勲 萌文社 245 F-177

俺ルール！ ニキ・リンコ 花風社 248 F-179

自閉症の関係発達臨床 小林　隆児／鯨岡　峻 日本評論社 249 F-180

１リットルの涙 木藤　亜也 エフエー出版 250 F-181

障害者自立支援法活用の手引き 塩見　洋介 かもがわ出版 251 F-182

わが子が期待はずれの大人になってしまったとき ジェーン・アダムス 創元社 253 F-183



署名 著者 発行所 番号 記号

脳梗塞とはどんな病気？
Eｖｉｄｅnｃｅに基づく日本人脳梗塞

患者の医療ガイド策定に関する研究班
社団法人日本脳卒中協会 256 F-185

生活場面から見た福祉用具活用法 浅井　憲義ほか 中央法規 259 F-187

うちの子かわいいっ　親ばか日記② あべ　ひろみ ぶどう社 263 F-188

ノーマライゼーションの詩 2006remix ver. 戸枝　陽基 ＳＨＯＷ　ＤＲＥＡＭ 264 F-189

神様、ボクをもとの世界に戻してください 鈴木　真弓 河出書房新社 265 F-190

脳外傷の子どもたち マリリン・ラッシュほか 赤石書店 266 F-191

自立を支援する社会生活力プログラム・マニュアル 奥野　英子ほか 中央法規 267 F-192

おかげさん 相田　みつを ダイヤモンド社 270 F-193

子を愛せない母、母を拒否する子 ヘネシー・澄子 学研 271 F-194

気になる子理解できるケアできる ヘネシー・澄子 学研 272 F-195

やってみよう！こんな工夫 高次脳機能障害研究会 エンパワメント研究所 273 F-196

高次脳機能障害、支援コーディネートマニュアル 高次脳機能障害支援コーディネート研究会 中央法規 274 F-197

高次脳機能障害 橋本　圭司 ＰＨＰ新書 275 F-198

Ｑ＆Ａ脳外傷　第２版 NPO法人日本脳外傷友の会編 明石書店 276 F-199

脳障害を生きる人びと 中村　尚樹 草思社 277 F-200

親　障害の子のいる幸せ、かなしみ 岡田　稔久ほか Ｓプランニング 280 F-201

実践から学ぶ「社会生活力」支援 奥野　英子 中央法規 281 F-202

高次脳機能障害マエストロシリーズ① 山鳥　聖ほか 医歯葉出版 282 F-203

高次脳機能障害がわかる本 橋本　圭司 法研 283 F-204

目印はフォーク！カーラの脳損傷リハビリ日記 カーラ．Ｌ．スワンソン クリエイツかもがわ 289 F-205

ケア会議の技術 野中　猛ほか 中央法規 290 F-206

保健婦・訪問看護婦のための住宅改善支援の視点と技術 鈴木　晃 日本看護協会出版会 291 F-207

ライフサイクルからよむ障害者の心理と支援 田中農夫男・木村進 福村出版 307 F-208

心からごめんなさいへ 品川　裕香 中央法規 308 F-209

福祉サービスの質保証 棟近　雅彦ほか 全国社会福祉協議会 309 F-210



署名 著者 発行所 番号 記号

かかわりの途上で 相川章子ほか へるす出版新書 310 F-211

発達障害と思春期・成年期 橋本　和明 明石書店 312 F-212

発達障害をもつ成人、家族のためのADL 辛島　千恵子 三輪書店 313 F-213

発達障害をもつ成人、家族のためのADL　実践編 辛島　千恵子 三輪書店 314 F-214

障害者福祉サービス法の展望 茨木　尚子ほか ミネルヴァ書房 315 F-215

続自閉っ子こういう風にできてます 岩永　竜一郎ほか 花風社 316 F-216

続々自閉っ子こういう風にできてます 岩永　竜一郎ほか 花風社 317 F-217

自閉っ子的心身安定生活 藤家　寛子 花風社 318 F-218

ぼくアスペルガーかもしれない 中田　大地 花風社 319 F-219

プラダウィリー症候群 長谷川　知子 講談社 320 F-220

自立生活サポートチェック表 東京ＬＤ親の会連絡会・自立生活研究会 東京ＬＤ親の会連絡会・自立生活研究会 321 F-221

医療的ケアって大変なことなの？ 下川　和洋 ぶどう社 322 F-222

医療的ケア　あゆみといま、そして未来へ 大阪養護教育と医療研究会 クリエイツかもがわ 323 F-223

医療が街へやってきた　医療的ケアガイドブック 江川　文誠ほか クリエイツかもがわ 324 F-224

重症児のきょうだい 家森　百合子ほか クリエイツかもがわ 325 F-225

マンガでわかる！統合失調症 中村　ユキ 株式会社日本評論社 326 F-226

無限振子 ＬｏｂｉｎＨ 協同医書出版社 327 F-227

自立生活サポートチェック表 東京LD親の会連絡会・自立生活研究会 328 F-228

障害のある子の支援計画作成事例集 日本相談支援専門員協会 中央法規 329 F-229

障害児相談支援ハンドブック 宮田広善・遅塚昭彦ほか エンパワメント研究所 330 F-230

知的障害・発達障害のある子どもの住まいの　工夫ガイドブック 西村顕、本田秀夫 中央法規 331 F-231

病気をもつ子どもと家族のための　「おうちで暮らす」ガイドブック 岡野恵里香 メディカ出版 332 F-232

快をささえる難病ケア　スターティングガイド 河原仁志・中山優季 医学書院 333 F-233

マンガでわかる！統合失調症　家族の対応編 中村ユキ 日本評論社 334 F-234

相談支援専門員のための　ストレングスモデルに基づく障害者ケアマネジメントマニュアル 埼玉県相談支援専門員協会 中央法規 335 F-235



署名 著者 発行所 番号 記号

人は、人を浴びて人になる 夏苅　郁子 ライフサイエンス出版 336 F-236

障害者が街を歩けば差別に当たる？！　当事者がつくる差別解消ガイドライン DPI日本会議　編 現代書館 337 F-237

障害ピアサポート　多様な障害領域の歴史と今後の展望 岩崎　香 中央法規 338 F-238

知的障害・自閉症のある人への　行動障害支援に役立つアイデア集 林　大輔 中央法規 339 F-239

障害者相談支援従事者研修テキスト　現任研修編 日本相談支援専門員協会 中央法規 340 F-240


