
①障害とは

タイトル 著者 出版者 出版年月 請求記号

視覚障害児・者の理解と支援 新版 芝田裕一 著 北大路書房 2015.2 EG61-L218

ロービジョンのための生活便利帳 : 見えにくい・見え

なくなってきた人へ（情報バリアフリー叢書）【大活

字本】

弱視者問題研究会, 中途視覚障害者

の復職を考える会 (タートルの会) ,

日本網膜色素変性症協会 編

大活字 2002.8 YT31-H10

図解やさしくわかる言語聴覚障害 小嶋知幸 編著 ナツメ社 2016.1 SC651-L36

吃音のことがよくわかる本 : イラスト版（健康ライブ

ラリー）
菊池良和 監修 講談社 2015.11 FG4-L50

もっと知ろう発達障害の友だち 1 ADHDの友だち 合同出版 2017.3 FG6-L231

もっと知ろう発達障害の友だち 2 自閉症の友だち 合同出版 2017.3 FG6-L232

もっと知ろう発達障害の友だち 3 LDの友だち 合同出版 2017.3 FG6-L233

オトナの発達障害大図解 : ASDとADHDの基礎知識か

ら社会復帰の方法まで
藤田潔, 古川修, 森脇正詞 著

幻冬舎メディアコンサル

ティング
2017.9 EG64-L307

発達障害を生きる NHKスペシャル取材班 著 集英社 2018.4 EG57-L1261

LD〈学習障害〉のある子を理解して育てる本 竹田契一 監修 学研プラス 2018.7 EG57-L1291

ディスレクシア入門 : 「読み書きのLD」の子どもたち

を支援する
加藤醇子 編著 日本評論社 2016.6 FG6-L184

ディスレクシアでも活躍できる : 読み書きが困難な人

の働き方ガイド
藤堂栄子 編著 , エッジ 著 ぶどう社 2016.12 EL125-L222

知的障害児の心理学 梅谷忠勇, 堅田明義 編著 田研出版 2002.8 FG6-G105

②障害者を取り巻く状況

タイトル 著者 出版者 出版年月 請求記号

概説障害者差別解消法
障害者差別解消法解説編集委員会 編

著
法律文化社 2014.3 AZ-552-L20

図解障害者総合支援法早わかりガイド 最新版 山内一永 著 日本実業出版社 2018.9 AZ-552-L70

改正発達障害者支援法の解説 : 正しい理解と支援の拡

大を目指して

発達障害の支援を考える議員連盟 編

著
ぎょうせい 2017.2 AZ-564-L15

概説障害者権利条約 松井亮輔, 川島聡 編 法律文化社 2010.5 A225-J71

知っていますか?障害者の権利一問一答 DPI日本会議 編 解放出版社 2016.11 EG61-L389

障害者施設研究序説 佐々木勝一 著 学文社 2008.1 EG61-J24

日本の視覚障害者 : 2013年版 日本盲人福祉委員会 2013.12 EG61-L122

盲ろう者に関する実態調査報告書 全国盲ろう者協会 編 全国盲ろう者協会 2013.3 EG61-L77

発達障害白書　2020年版 日本発達障害連盟 編 明石書店 1994- Z41-1011

障害者に関する世論調査 平成29年8月調査（世論調査

報告書）

内閣府大臣官房政府広報

室
[2017] EG61-L474

通史日本の障害者 : 明治・大正・昭和 山田明 著 明石書店 2013.3 EG61-L31

人物でつづる障害者教育史 日本編 精神薄弱問題史研究会 編 日本文化科学社 1988.2 FG1-E81

人物でつづる障害者教育史 世界編 精神薄弱問題史研究会 編 日本文化科学社 1988.2 FG1-E81

図表でみる世界の障害者政策 : 障害をもつ人の不可能

を可能に変えるOECDの挑戦
OECD 編著 , 岡部史信 訳 明石書店 2004.9 EG61-H235

障害者政策の国際比較 竹前栄治, 障害者政策研究会 編 明石書店 2002.11 EG61-H29

③障害者と共に

タイトル 著者 出版者 出版年月 請求記号

障害者とともに生きる本2500冊 野口武悟, 加部清子, 生井恭子 共編 日外アソシエーツ 2017.6 E1-L45

合理的配慮 = Reasonable Accommodation : 対話を

開く,対話が拓く

川島聡, 飯野由里子, 西倉実季, 星加

良司 著
有斐閣 2016.7 EG61-L375

合理的配慮ハンドブック : 障害のある学生を支援する

教職員のために
日本学生支援機構 編著 ジアース教育新社 2019.3 FG1-M34

よくわかる!大学における障害学生支援 : こんなときど

うする?
竹田一則 編著 ジアース教育新社 2018.6 FG1-L655

知のバリアフリー : 「障害」で学びを拡げる 嶺重慎, 広瀬浩二郎 編 京都大学学術出版会 2014.12 FG1-L242

ミニ展示　共に生きる社会を目指して ～障害について知る～　展示資料リスト



イラストでわかる視覚障害者へのサポート : カラー版 国際視覚障害者援護協会 編 読書工房 2009.3 EG61-J181

吃音の合理的配慮 菊池良和 著 学苑社 2019.8 FG4-M4

聴覚障害児・者支援の基本と実践 奥野英子 編著 中央法規出版 2008.3 EG61-J43

知的障害・発達障害のある人への合理的配慮 2 かもがわ出版 2018.12 EG64-L383

精神障害者の地域移行支援・地域定着支援・自立生活

援助導入ガイド : 地域で暮らそう!

岩上洋一, 全国地域で暮らそうネッ

トワーク 著
金剛出版 2018.9 EG64-L372

精神障害のある人と家族のための生活・医療・福祉制

度のすべてQ&A 第11版
杉本豊和, 伊藤千尋, 森谷康文 編 萌文社 2018.9 EG64-L374

視覚障害者と働く : 理解と配慮で、ともに働く環境づ

くり 第3版（障害者雇用マニュアル : コミック版 ; 1）

高齢・障害・求職者雇用

支援機構
2013.3 EL125-L20

聴覚障害者と働く : ともに働く喜びを感じる職場づく

りのために 第1回改訂（障害者雇用マニュアル ; コ

ミック版 3）

高齢・障害者雇用支援機

構
2008.3 EL125-J20

発達障害者と働く : よく知ることから始まるともに働

く環境づくり（障害者雇用マニュアル ; コミック版

5）

高齢・障害・求職者雇用

支援機構
2012.3 EL125-J299

移動補助具 : 杖・松葉杖・歩行器・車椅子 第2版 松原勝美 著 , 松澤正 監修 金原出版 2009.4 EG61-J240

カラーユニバーサルデザインの手引き
教育出版CUD事務局 編著 , カラーユ

ニバーサルデザイン機構 監修
教育出版 2012.1 EG61-J591

住環境のバリアフリー・ユニバーサルデザイン : 福祉

用具・機器の選択から住まいの新築・改修まで
野村歡 編 彰国社 2015.9 NA241-L167

新バリアフリー建築物ガイドラインQ&A 建築物等バリアフリー研究会 編著 大成出版社 2008.12 AZ-547-J11

視覚障害教育に携わる方のために 5訂版
香川邦生 編著 , 猪平眞理, 大内進,

牟田口辰己 共同執筆
慶應義塾大学出版会 2016.9 FG3-L25

特別支援教育テキスト = Special needs education

text book

相澤雅文, 伊藤崇達, 岩坂英巳, 牛山

道雄, 佐藤美幸, 藤岡秀樹, 丸山啓史,

水谷宗行 編

京都教育大学附属教育実

践センター機構特別支援

教育臨床実践センター

2013.3 FG1-L63

④障害者向け資料の製作

タイトル 著者 出版者 出版年月 請求記号

点字・点訳基本入門 : 点字に興味を持ったら、最初に

読む一冊 : 新表記法対応 改訂版
当山啓 著 産学社 2002.7 FG3-H22

点訳のてびき 第3版 全国視覚障害者情報提供施設協会 編
全国視覚障害者情報提供

施設協会
2002.6 FG3-H3

点訳絵本のつくり方 増補改訂第4版 岩田美津子 著 せせらぎ出版 2015.6 FG3-L19

初めての音訳（視覚障害者介護技術シリーズ ; 2）
全国視覚障害者情報提供施設協議会

編

全国視覚障害者情報提供

施設協議会
1999.3 UL747-G9

わたしたちの手話学習辞典 1 改訂

『わたしたちの手話』再編制作委員

会 編集 , 全国手話研修センター日本

手話研究所 手話監修

全日本ろうあ連盟 2015.9 E2-L157

わたしたちの手話学習辞典 2

『わたしたちの手話』再編制作委員

会 編集 , 全国手話研修センター日本

手話研究所 手話監修

全日本ろうあ連盟 2014.6 E2-L91

手話通訳を学ぶ人の「手話通訳学」入門 改訂版
林智樹 著 , 日本手話通訳士協会 監

修
クリエイツかもがわ 2017.5 EG61-L434

LLブックを届ける : やさしく読める本を知的障害・自

閉症のある読者へ
藤澤和子, 服部敦司 編著 読書工房 2009.3 EG64-J124

障害のある人たちに向けたLLマンガへの招待 : はたし

て「マンガはわかりやすい」のか
吉村和真, 藤澤和子, 都留泰作 編著 樹村房 2018.7 EG64-L364

障害者の読書と電子書籍 : 見えない、見えにくい人の

「読む権利」を求めて

日本盲人社会福祉施設協議会情報

サービス部会 編
小学館 2015.3 EG61-L232

本のアクセシビリティを考える : 著作権・出版権・読

書権の調和をめざして（UDライブラリー）

公共図書館で働く視覚障害職員の会

(なごや会) 編
読書工房 2004.4 UL244-H62

電子書籍アクセシビリティの研究 : 視覚障害者等への

対応からユニバーサルデザインへ
松原聡 編著 東洋大学出版会 2017.1 UE11-L30



出版のユニバーサルデザインを考える : だれでも読め

る・楽しめる読書環境をめざして（UDライブラリー）
出版UD研究会 編 読書工房 2006.1 YU7-H4417

⑤図書館の障害者サービス

タイトル 著者 出版者 出版年月 請求記号

図書館利用に障害のある人々へのサービス 上巻（JLA

図書館実践シリーズ ; 37）

日本図書館協会障害者サービス委員

会 編
日本図書館協会 2018.8 UL711-L37

図書館利用に障害のある人々へのサービス 下巻（JLA

図書館実践シリーズ ; 38）

日本図書館協会障害者サービス委員

会 編
日本図書館協会 2018.8 UL711-L38

1からわかる図書館の障害者サービス : 誰もが使える図

書館を目指して
佐藤聖一 著 学文社 2015.2 UL711-L12

図書館のアクセシビリティ : 「合理的配慮」の提供へ

向けて
野口武悟, 植村八潮 編著 樹村房 2016.8 UL711-L20

本と人をつなぐ図書館員 : 障害のある人、赤ちゃんか

ら高齢者まで
山内薫 著 読書工房 2008.1 UL244-J6

図書館サービスの可能性 : 利用に障害のある人々への

サービスその動向と分析
小林卓, 野口武悟 共編 日外アソシエーツ 2012.1 UL711-J24

視覚障害者サービスマニュアル : 情報のバリアフリー

をめざす図書館のために 2007

近畿視覚障害者情報サービス研究協

議会 編
読書工房 2006.1 UL244-H107

多様性と出会う学校図書館 : 一人ひとりの自立を支え

る合理的配慮へのアプローチ
野口武悟, 成松一郎 編著 読書工房 2015.7 UL374-L70

障害者サービスの今をみる : 2005年障害者サービス全

国実態調査(一次)報告書

日本図書館協会障害者サービス委員

会 編
日本図書館協会 2006.7 UL244-H115

公共図書館における障害者サービスに関する調査研究

= Research report on public library services for

persons with special needs (図書館調査研究リポート

= NDL research report ; no. 17)

国立国会図書館関西館図書館協力課

編
国立国会図書館 2018.8 UL244-L182

みんなの図書館 / 図書館問題研究会 編 (496):2018.8

(特集 障害者サービス最新事情)
教育史料出版会 2018.8 Z21-882

国立国会図書館月報 = National Diet Library monthly

bulletin (646):2015.1 （特集「国立国会図書館と障害

者サービス」）

国立国会図書館 2015.1 Z21-146


