
書名 著者 発行所 番号

笑って死ぬために 朝日　俊彦 美巧社 1

人生について結婚について 芹沢　光治良 新潮社 2

だから猫と暮らしたい 宇都宮　直子 旬報社 3

ホーキンスの最新宇宙論 スティーブン・w・ホーキング 日本放送出版協会 4

猫と海鞘 群　ようこ 文藝春秋 5

ネコの住所録 群　ようこ 文藝春秋 6

ハムレットは行方不明 赤川　次郎 集英社 7

ボケ老人と野良猫チャー君の対話 新藤　兼人 新潮社 8

黄落 佐江　衆一 新潮社 9

思いでトランプ 向田　邦子 新潮社 10

黒部の太陽 木本　正次 講談社 11

野生の風 村山　由佳 集英社 12

青のフェルマータ 村山　由佳 集英社 13

天使の卵 村山　由佳 集英社 14

大河の一滴 五木　寛之 幻冬社 15

パラレルワールド・ラブストーリー 東野　圭吾 中央公論社 16

バットキッズ 村山　由佳 集英社 17

かいじんハテナ？ 舟崎　克彦 小学館 18

パパ、お月さまとって！ エリック＝カール 偕成社 19

くろいマントのおじさん 金森　宰司 福音館書店 20

アンジュール ガブリエル・バンサン ＢＬ出版 21

ピカピカ たばた　せいいち 偕成社 22

ヘリコプターたち 五味　太郎 偕成社 23

みんなうんち 五味　太郎 福音館書店 24

町はふしぎなことだらけ 田島　征三 学習研究社 25

きつねにょうぼう 長谷川　摂子 福音館書店 26

とべバッタ 田島　正三 偕成社 27

山んばあさんとむじな いとう　じゅんいち 徳間書店 28

障害者生活支援センターたかまつ　ライブラリー一覧（寄贈）

ご利用者様から寄贈していただいた書籍です。

小説、マンガ、絵本など・・・



書名 著者 発行所 番号

かようびのよる デヴィット・ウィズナー ベネッセコーポレーション 29

天の鐘 久保　絋章 ルガール社 30

崩れ 幸田　文 講談社 31

きかんしゃトーマスとゆかいななかま ｗ・オードリー ポプラ社 32

プロップステーションの挑戦 竹中　ナミ 筑摩書房 33

Ｑ＆Ａ脳外傷 日本脳外傷友の会 赤石書店 34

死ぬまでになすべきこと 武田　知子 主婦の友社 35

聖書　その歴史的事実 新井　智 日本放送出版協会 36

地球の子守歌　第二集 春名　芙蓉 ヒューマンイレブン 37

エル１ 高橋　美由紀 秋田書店 38

エル２ 高橋　美由紀 秋田書店 39

エル３ 高橋　美由紀 秋田書店 40

エル４ 高橋　美由紀 秋田書店 41

エル５ 高橋　美由紀 秋田書店 42

エル６ 高橋　美由紀 秋田書店 43

エル７ 高橋　美由紀 秋田書店 44

エル８ 高橋　美由紀 秋田書店 45

エル９ 高橋　美由紀 秋田書店 46

エル１０ 高橋　美由紀 秋田書店 47

エル１１ 高橋　美由紀 秋田書店 48

やさしい悪魔の物語１ 川口　まどか 秋田書店 49

やさしい悪魔の物語２ 川口　まどか 秋田書店 50

やさしい悪魔の物語３ 川口　まどか 秋田書店 51

やさしい悪魔の物語４ 川口　まどか 秋田書店 52

夜叉ヶ池天守物語 泉　鏡花 岩波文庫 53

長く素晴らしく憂鬱な一日 椎名　誠 角川文庫 54

アキレスと亀 清水　義範 角川文庫 55

１２皿の特別料理 清水　義範 角川文庫 56

ノルウェイの森上 村上　春樹 講談社文庫 57

ノルウェイの森下 村上　春樹 講談社文庫 58



書名 著者 発行所 番号

やぶ医者の言い分 森田　功 文春文庫 59

やぶ医者のほんね 森田　功 文春文庫 60

やぶ医者のなみだ 森田　功 文春文庫 61

やぶ医者の願い 森田　功 文春文庫 62

やぶ医者の一言 森田　功 集英社文庫 63

やぶ医者のつぶやき 森田　功 三笠書房 64

愛と友情のボストンそして、その後の十年 山崎　泰広 文京書房 65

ＭＳと生きる 医学書院出版サービス 66

高次脳機能障害リハビリテーション実践マニュアル 高野　佐年 全日本病院出版会 67

高次脳機能障害 橋本　圭司 ＰＨＰ新書 68

脳受難の時代 山口　研一郎 御茶の水書店 69

壊れた脳、生存する知 山田　規畝子 講談社 70

肢体不自由児者の地域生活のあり方 全国肢体不自由児・者父母の会連合会 全国肢体不自由児・者父母の会連合会 71

脳内出血を乗り越えて 武　みのる 文芸社 72

それでも脳は学習する 山田　規畝子 講談社 73

高次脳機能障害対応マニュアル 南江堂 74

生活を支える高次脳機能リハビリテーション 橋本　圭司 三輪書店 75

高次脳機能を鍛える 橋本　圭司 全日本病院出版会 76

レンタル・チルドレン 山田　悠介 幻冬舎文庫 77

わたしたちの手話 全日本聾唖連盟 全日本聾唖連盟 78

生きる日々 水上　勉 ぶどう社 79

愛と友情のボストン　そして、その後十年・・・。 山崎　泰広 文京書房 80

新日本探偵社報告書控 筒井　康隆 集英社 81

松本　人志　愛 松本　人志 凸版印刷 82

赤い月（下） なかにし　礼 新潮社 83

壊れた脳生存する知 山田　規畝子 講談社 84

珊瑚 新田　次郎 新潮社 85

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 エンパワメント研究所 86

ガダルカナル　もうひとつの戦記 土井　全二郎 朝日ソノマラ 87

腹立ち日記 上坂　冬子 小学館 88



書名 著者 発行所 番号
太陽の仲間たちよ～身体障害者とある医者の挑

戦～
三枝　義浩 講談社 89

高次脳機能障害者の自動車運転再開と リハビリテーション１ 蜂須賀研二 金芳堂 90

高次脳機能障害を生きる 阿部順子、東川悦子 ミネルヴァ書房 91


