
平成３０年１２月　一般ミニ展示コーナー図書リスト

障がいを知る本

No. 書名 著者名 出版者 分類

◇障がい者福祉◇

１ 　朝霧 裕 岩波書店

２ 　石田 由香理 岩波書店

３ 　伊藤 亜紗 光文社

４ 　倉本 智明 理論社

５ 現代書館

６ 　稲葉 通太 解放出版社

７ 不可能を可能に 　 　田中 徹二 岩波書店

８ 何かお手伝いしましょうか 　 　立花 明彦 産学社

９ あなたとわたしわたしとあなた 　 　谷口 奈保子 小学館

10 　二本柳 覚 翔泳社

11 見えない私の生活術 　 　新納 季温 クリエイツかもがわ

12 　野沢 和弘 ぶどう社

13 　 　広瀬 浩二郎 岩波書店

14 考える障害者 　 　ホーキング青山 新潮社

15 音のない世界と音のある世界をつなぐ 　 　松森 果林 岩波書店

16 　鈴木 四季 自由国民社

17 みんなで知っ得「助かる」「助ける」 　 　

～障がいのある人とない人がお互いに尊重し
支え合う「共生社会」の実現を目指して～

バリアフリーのその先へ! 　 369.2/ｱ

<できること>の見つけ方 　 Y/369.2/ｲ

目の見えない人は世界をどう見ているのか Y/369.2/ｲ

だれか、ふつうを教えてくれ! 　 Y/369.2/ｸ

障害者が街を歩けば差別に当たる?! 　 　DPI日本会議 369.2/ｼ

知っていますか?聴覚障害者とともに一問
一答 

CA/369.2/ｼ

Y/369.2/ﾀ

369.2/ﾀ

369.2/ﾀ

これならわかる<スッキリ図解>障害者差別
解消法 　

369.2/ﾆ

369.2/ﾆ

障害者のリアル×東大生のリアル 　 Y/369.2/ﾉ

さわっておどろく! Y/369.2/ﾋ

369.2/ﾎ

Y/369.2/ﾏ

身近な人が障害をもったときの手続きの
すべて 　

369.2/ﾐ

日本盲人社会福祉施設
協議会情報サービス部会 369.3/ﾐ



No. 書名 著者名 出版者 分類

◇大人の発達障害◇

18 　對馬 陽一郎 翔泳社

19 　司馬 理英子 主婦の友社

◇就業支援◇

20 障がい者の就活ガイド 　 　紺野 大輝 左右社

21 農福連携による障がい者就農 　 　近藤 龍良 創森社

◇障がい児の子育て◇

22 障害のある子の「親なきあと」 　 　渡部 伸 主婦の友社

23 アスペルガー症候群・高機能自閉症の子どもを育てる本 　家庭編 　佐々木 正美 講談社

24 　鹿野 佐代子 翔泳社

25 　水野 智美 中央法規出版

26 発達障害の子のためのハローワーク 　 　鈴木 慶太 合同出版

27 　藤原 美保 健康ジャーナル社

◇手話・点字◇

28 手話の歴史 　上 　ハーラン　レイン 築地書館

29 手話の歴史 　下 　ハーラン　レイン 築地書館

30 全日本ろうあ連盟

31 日本の手話・形で覚える手話入門 　 　竹村 茂 ジアース教育新社

32 指点字ガイドブック 　 読書工房

33 東邦出版

◇ＬＬブック◇

34 仕事に行ってきます 　 埼玉福祉会出版部

35 仕事に行ってきます 　 埼玉福祉会出版部

ちょっとしたことでうまくいく発達障害の
人が会社の人間関係で困らないための本 
　

366.2/ﾂ

大人の発達障害<アスペルガー症候群・
ADHD>シーン別解決ブック 　

493.7/ｼ

366.2/ｺ

366.2/ｺ

369.2/ﾜ

378/ｱ

今日からできる!障がいのある子のお金
トレーニング 　

378.6/ｼ

こうすればうまくいく!知的障害のある
子どもの保育 　

378.6/ﾐ

378.8/ﾊ

発達障害の女の子のお母さんが、早めに
知っておきたい「47のルール」 　

378.8/ﾌ

378.2/ﾚ/1

378.2/ﾚ/2

使える!スポーツ手話ハンドブック 　 780/ﾂ

801.9/ﾀ

　東京盲ろう者友の会
　 801.9/ﾕ

わかる!できる!おやこ手話じてん 　 　全国早期支援研究協議会
　 801.9/ﾜ

　1 366.2/ｼ/1

　2 366.2/ｼ/2



No. 書名 著者名 出版者 分類

◇聴導犬・盲導犬◇

36 聴導犬のなみだ 　 　野中 圭一郎 プレジデント社

37 　 　松井 進 明石書店

◇エッセイ◇

38 　大胡田 誠

39 　奥山 佳恵 ワニブックス

40 でも、生きてるし、今日も恋してる。 　 　大橋 グレース愛喜恵 宝島社

41 決断。 　 　大胡田 誠 中央公論新社

42 毎日やらかしてます。 　 ぶんか社

43 恋したひとは車いす 　 　酒井 朋子 徳間書店

44 手足のないチアリーダー 　 　佐野 有美 主婦と生活社

45 　 　たちばな かおる 講談社

46 僕は四つの精神障害 　 　津野 恵 星和書店

47 障碍のある子とともに歩んだ２０年 　 　原 広治 ミネルヴァ書房

48 発達障害のピアニストからの手紙 　 　野田 あすか アスコム

49 限界を作らない生き方 　 　武藤 将胤 誠文堂新光社

50 　イド　ケダー 飛鳥新社

51 音に出会った日 　 　ジョー　ミルン 辰巳出版

◇芸術の世界で活躍する障がい者◇

52 詩画とともに生きる 　 　星野 富弘 学研パブリッシング

53 足で歩いた頃のこと 　 　星野 富弘 偕成社

54 金澤翔子の世界 　 　大川原 有重 平凡社

55 　 　辻井 いつ子 アスコム

56 ブレない子育て 　 　栗原 泉 KADOKAWA

Y/369.2/ﾉ

Q&A盲導犬 CA/369.2/ﾏ

全盲の僕が弁護士になった理由(ワケ) 　 日経BP社 Y/916/ｵ

生きてるだけで100点満点! 　 916/ｵ

916/ｵ

916/ｵ

　沖田 ×華 916/ｵ

Y/916/ｻ

916/ｻ

ダウン症児の母親です! 916/ﾀ

916/ﾂ

916/ﾊ

916/ﾊ

916/ﾑ

自閉症のぼくが「ありがとう」を言える
まで 　

936/ｹ

936/ﾐ

723.1/ﾎ

723.1/ﾎ

728.2/ｶ

のぶカンタービレ! 762.1/ﾂ

779.9/ｸ



No. 書名 著者名 出版者 分類

57 　栗原 類 KADOKAWA

◇スポーツの世界で活躍する障がい者◇

58 ようこそ、障害者スポーツへ 　 　伊藤 数子 廣済堂出版

59 義足ランナー 　 　佐藤 次郎 東京書籍

60 　 　星野 恭子 大日本図書

61 挑戦者いま、この時を生きる。 　 さくら舎

62 パラリンピックの楽しみ方 　 　藤田 紀昭 小学館

63 義足のアスリート山本篤 　 　鈴木 祐子 東洋館出版社

◇郷土の人物◇

64 山本覚馬伝 　 　青山 霞村 宮帯出版社

65 心眼の人山本覚馬 　 　吉村 康 恒文社

66 ラストサムライ山本覚馬　 　鈴木 由紀子

◇図書館サービス◇

67 図書館のアクセシビリティ 　 　野口 武悟 樹村房

68 日本図書館協会

69 日本図書館協会

◇ユニバーサルデザイン◇

70 会津若松市

71 会津若松市

◇計画・白書◇

72 会津若松市

73 障害者白書 　内閣府

発達障害の僕が輝ける場所をみつけられた
理由 　

779.9/ｸ

780/ｲ

780/ｻ

いっしょに走ろっ! Y/780/ﾎ

　フジテレビ
　PARA☆DO!

Y/780.2/ﾁ

780.6/ﾌ

782.4/ﾔ

092.8/ﾔ

092.8/ﾔ

NHK出版 092.8/ﾔ

015.9/ﾄ

図書館利用に障害のある人々へのサービス 
上巻

　日本図書館協会
　障害者サービス委員会
　

015.9/ﾄ/1

図書館利用に障害のある人々へのサービス 
下巻

　日本図書館協会
　障害者サービス委員会
　

015.9/ﾄ/2

会津若松市ユニバーサルデザイン推進
プラン 第3次 　企画調整課 095/ｱ

やさしいね！ユニバーサルデザインの
まちって 　

　
　企画調整課 095/ﾔ

会津若松市障がい者計画・第５期障がい
福祉計画・第１期障がい児福祉計画 　

　障がい者支援課
　・こども家庭課 093.6/ｱ

　平成30年版 勝美印刷(印刷) R/369.2/ｼ/18


