
　一般図書

請求記号 タイトル 人名 出版者

369.27 A マンガでわかる聴導犬 有馬　もと／著 明石書店

369.27 F 障害のある子の親である私たち 福井　公子／著 生活書院

369.27 H 白杖歩行サポートハンドブック
新潟県中途視覚障害者のリハビリテーショ
ンを推進する会／編

読書工房

369.27 H 車いすに乗せたまま階段を昇降できる介護技術 早坂　好史／著 文芸社

369.27 H 障害者たちの太平洋戦争 林　雅行／著 風媒社

369.27 I いのちを選ばないで 藤井　克徳／編 大月書店

369.27 I 目の見えない人は世界をどう見ているのか 伊藤　亜紗／著 光文社

369.27 K 民生委員のための障害者支援ハンドブック 小林　雅彦／著 中央法規出版

369.27 M 見えない・見えにくい人の便利グッズファイル 便利グッズサロン／編 大活字

369.27 M 身近な人が障害をもったときの手続きのすべて 鈴木　四季／監修 自由国民社

369.27 N これならわかる<スッキリ図解>障害者差別解消法 二本柳　覚／編著 翔泳社

369.27 O “音”を見たことありますか? E&Cプロジェクト／編 小学館

369.27 S 障害者総合支援法のすべて 柏倉　秀克／監修 ナツメ社

369.27 T 点字ブロック 徳田　克己／著 福村出版

369.27 W こんな夜更けにバナナかよ 渡辺　一史／著 北海道新聞社

369.28 J 自立生活楽し!! 佐々木　和子／編著 解放出版社

369.28 S 精神障害のある人の人権 関東弁護士会連合会／編 明石書店

378.6 T ダウン症のこどもたちを正しく見守りながらサポートしよう! 玉井　邦夫／著 日東書院本社

378.8 B ぼく、字が書けない だけど、さぼってなんかいない 滋賀大キッズカレッジ手記編集委員会／編 文理閣

378.8 H 発達障害のある子どもができることを伸ばす!　学童編 杉山　登志郎／監修 日東書院本社

《障害者支援課コラボ展示》障害者週間12/3～12/9

展示場所：中央図書館　１階エントランスホール



378.8 K
不登校・暴力行為に向き合う小中学校で発達障害に気づいて・
育てる支援ガイド

黒澤　礼子／著 講談社

378.8 M もっと知ろう発達障害の友だち　2 合同出版

378.8 T 学習障害<LD> 柘植　雅義／著 中央公論新社

493.93 H 図解よくわかるアスペルガー症候群 広瀬　宏之／著 ナツメ社

493.93 K 子どものADHD早く気づいて親子がラクになる本 宮尾　益知／監修 河出書房新社

673.9 K 高齢者・障害者へのマナーがわかる本 亀井　亜希子／著 セルバ出版

762.1 T のぶカンタービレ! 辻井　いつ子／著 アスコム

801.91 T 点字・点訳基本入門 当山　啓／著 産学社

801.92 D DVDでよくわかる基本の手話すぐに使える会話と表現 野口　岳史／監修
メイツユニバーサルコ
ンテンツ

801.92 S 手話単語力アップ3週間プログラム 谷　千春／監修 主婦の友社

916 ｱｽﾞ アスペルガーですが、ご理解とご協力をお願いいたします。 アズ直子／著 大和出版

916 ｶﾝ 障害を持つ息子へ 神戸　金史／著 ブックマン社

916 ｸﾗ 涼太郎、またやっちゃった!? 倉田　ちかこ／著 廣済堂出版

916 ﾀｶ わたしは目で話します たかお　まゆみ／著 偕成社

916 ﾀｶ 発達障害ヘンな子と言われつづけて 高橋　今日子／著 明石書店

916 ﾏﾀ ママの足は車イス 又野　亜希子／著 あけび書房

LL 366.28 S 仕事に行ってきます　3 埼玉福祉会出版部

LL 366.28 S 仕事に行ってきます　10 埼玉福祉会出版部

LL 595 M マシロさんとユウリさんの今日もきちんと身だしなみ 読書工房／編著 国土社

LL 597.9 K コックローさんのすっきりおそうじ 読書工房／編著 国土社



　児童図書

請求記号 タイトル 人名 出版者

369 ｲｹ 光と音のない世界で 池田　まき子／著 岩崎書店

369 ｶﾁ 聴導犬シンディ誕生物語 パトリシア・カーチス／文 小学館

369 ｶﾁ 盲導犬グレフ誕生物語 パトリシア・カーチス／文 小学館

369 ﾀｶ 「お手伝いしましょうか?」うれしかった、そのひとこと 高橋　うらら／文 講談社

369 ﾕﾆ ユニバーサルデザインとバリアフリーの図鑑 徳田　克己／監修 ポプラ社

378 ﾊｯ 発達と障害を考える本　1 ミネルヴァ書房

378 ﾊｯ 発達と障害を考える本　2 ミネルヴァ書房

378 ﾊｯ 発達と障害を考える本　5 ミネルヴァ書房

494 U 転んでも、大丈夫 臼井　二美男／著 ポプラ社

780 ﾎｼ いっしょに走ろっ! 星野　恭子／著 大日本図書

785 ｶﾅ 私が今日も、泳ぐ理由 金治　直美／文 学研プラス

801 ｼｭ 手話教室 早瀬　憲太郎／監修 ポプラ社

801 ﾓｯ もっと知ろう!点字 日本点字図書館／監修 ポプラ社

913 N 点子ちゃん 野田　道子／作 毎日新聞社

933 M 耳の聞こえない子がわたります マーリー・マトリン／作 フレーベル館

A 801 ｻﾜ さわってたのしむ点字つきえほん　1 フラー・スター／文 ポプラ社

A 801 ﾀﾅ テルミのめいろ 田中　喜代司／著 小学館

A E ｲﾅ いないいないばあ 松谷　みよ子／ぶん 童心社

A E ｸﾞﾘ ぐりとぐら 中川　李枝子／さく 福音館書店

E ｷﾞｼ 義肢をつけたらどうなるの? ハリエット・ブランドル／作 ほるぷ出版

E ｷｮ 今日からは、あなたの盲導犬 日野　多香子／文 岩崎書店

E ｸﾙ 車いすにのったらどうなるの? ハリエット・ブランドル／作 ほるぷ出版

E ｻｯ さっちゃんの まほうのて たばた　せいいち／共同制作 偕成社

E ﾛｯ 6この点 ジェン・ブライアント／文 岩崎書店


