
  障害とは、障害者とは
タイトル 著者 出版者 出版年月 請求記号

障害者白書 2021年版 内閣府 編 内閣府 2021.7 Z2-B722
発達障害白書 2021年版 日本発達障害連盟 編 明石書店 2021.9 Z41-1011

障害者に関する世論調査 平成29年8月調査
内閣府大臣官房政府広報
室

[2017] EG61-L474

よくわかる障害学（やわらかアカデミズム・〈わかる〉シリー
ズ）

小川喜道, 杉野昭博 編著 ミネルヴァ書房 2014.4 EG61-L125

障害社会学という視座 : 社会モデルから社会学的反省へ 榊原賢二郎 編著 新曜社 2019.9 EG61-M86
社会の障害をみつけよう : 一人ひとりが主役の障害平等研修 久野研二 編著 現代書館 2018.7 EG61-L535
マンガで考える障害者と社会の壁 : 妖怪バリャーvs.心のバリア
フリー

三島亜紀子 著・漫画 , 平下耕三
監修

生活書院 2019.1 EG61-M99

知のスイッチ : 「障害」からはじまるリベラルアーツ 嶺重慎, 広瀬浩二郎, 村田淳 編 岩波書店 2019.2 EG61-M30
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
もっと知ろう発達障害の友だち 1 合同出版 2017.3 FG6-L231
もっと知ろう発達障害の友だち 2 合同出版 2017.3 FG6-L232
もっと知ろう発達障害の友だち 3 合同出版 2017.3 FG6-L233

  障害者の権利と施策
タイトル 著者 出版者 出版年月 請求記号

障害者権利条約の実施 : 批准後の日本の課題 ⾧瀬修, 川島聡 編 信山社 2018.12 EG61-M14

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

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

精神障害のある人の権利Q&A
DPI日本会議, 大阪精神医療人権
センター 編

解放出版社 2021.1 AZ-564-M5

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

権利擁護が支援を変える = Self Advocacy : セルフアドボカシー
から虐待防止まで

竹端寛 著 現代書館 2013.11 EG64-L55

入門障害者政策 山村りつ 編著 ミネルヴァ書房 2019.11 EG61-M101
レファレンス = The reference 65(10)=777 p.27-55
岡村 美保子「わが国の障害者施策 : 障害者権利条約批准のための
国内法整備を中心に」

国立国会図書館 2015.1 Z22-554

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

リーディングス日本の社会福祉 第7巻 岩田正美 監修 日本図書センター 2011.2 EG23-J197

障害者福祉 第2版（新・基礎からの社会福祉 ; 4）
竹端寛, 山下幸子, 尾﨑剛志, 圓
山里子 著

ミネルヴァ書房 2017.4 EG61-L521

ミニ展示資料リスト

障害を知る
－共に生きる社会を目指して－
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  物理的な障壁
タイトル 著者 出版者 出版年月 請求記号

盲導犬と歩く = Walking with guide dogs : 日本盲導犬協会50
周年記念誌

日本盲導犬協会50周年記念誌編
纂室 編

日本盲導犬協会 2017.1 E4-L365

ユニバーサルデザインの教科書 = Textbook for Universal
Design 第3版

中川聰 監修 , 日経デザイン 編 日経BP社 2015.6 M371-L60

ユニバーサルデザインの基礎と実践 : ひとの感覚から空間デザイ
ンを考える

日本福祉のまちづくり学会身体と
空間特別研究委員会 編 , 原利明,
伊藤納奈, 太田篤史, 船場ひさお,
松田雄二, 矢野喜正 共編著

鹿島出版会 2020.1 M141-M11

福祉のまちづくりその思想と展開 : 障害当事者との共生に向けて 髙橋儀平 著 彰国社 2019.8 NA214-M6

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

バリアフリー体験ワークブック 八藤後猛 著 彰国社 2020.9 NA214-M25
ユニバーサルトイレ = Universal Toilet : 多様な利用者のための
環境デザイン手法

老田智美, 田中直人 著 彰国社 2017.3 EG274-L444

「インクルーシブデザイン」という発想 : 排除しないプロセスの
デザイン

ジュリア・カセム 著 , 平井康之
監修 , ホートン・秋穂 訳

フィルムアート社 2014.6 M371-L35

超福祉 = SUPER WELFARE : インクルーシブ・デザインの現場
（日経BPムック）

日経BP総研社会インフララボ 編
, ピープルデザイン研究所 監修

日経BP社 2018.9 Y94-L46354

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

  障害者と情報
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

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

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

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
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

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

ひと目でわかる実用手話辞典 = Dictionary of Sign Language 第
2版

手話技能検定協会 監修 新星出版社 2020.3 F2-M15

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
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  障害者と教育
タイトル 著者 出版者 出版年月 請求記号

障害をもつ人の学習権保障とノーマライゼーションの課題（明治
大学人文科学研究所叢書）

小林繁 著 れんが書房新社 2010.3 FG1-J402

現代の特別ニーズ教育
髙橋智, 加瀬進 監修 , 日本特別
ニーズ教育学会 編

文理閣 2020.6 FG1-M168

キーワードブック特別支援教育 : インクルーシブ教育時代の基礎
知識 新版

玉村公二彦, 黒田学, 向井啓二,
平沼博将, 清水貞夫 編著

クリエイツかもがわ 2019.4 FG1-M32

インクルーシブ授業の国際比較研究 = INTERNATIONAL
COMPARATIVE STUDY OF INCLUSIVE LESSONS

湯浅恭正, 新井英靖 編著 福村出版 2018.2 FG1-L586

新しい特別支援教育のかたち : インクルーシブ教育の実現に向け
て

吉利宗久, 是永かな子, 大沼直樹
共編著

培風館 2016.11 FG1-L447

障害教師論 : インクルーシブ教育と教師支援の新たな射程 中村雅也 著 学文社 2020.7 FC21-M102
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

  障害者と労働
タイトル 著者 出版者 出版年月 請求記号

障がい者の就活ガイド 紺野大輝 著 左右社 2017.1 EL125-L221
クッキーづくりの仕事 : 洋美さんの1日（仕事に行ってきます
1）

埼玉福祉会出版部 2018.4 EL125-L291

魚屋の仕事 : 光司さんの1日（仕事に行ってきます 8） 埼玉福祉会出版部 2020.3 EL125-M105
私たちのしごと : 障害者雇用の現場から 小山博孝 著 岩波書店 2015.5 EL125-L141
障害者とともに働く（岩波ジュニア新書 ; 925） 藤井克徳, 星川安之 著 岩波書店 2020.1 Y1-N21-M30

障害者雇用があまり進んでいない業種における雇用事例
高齢・障害・求職者雇用
支援機構

2018.1 EL125-L277

ソーシャルファーム = Social Firm : ちょっと変わった福祉の現
場から

コミュニティシンクタンクあうる
ず 編

創森社 2016.9 EL125-L202

農福連携が農業と地域をおもしろくする
吉田行郷, 里見喜久夫, 季刊『コ
トノネ』編集部 著

コトノネ生活 2020.1 DM271-M3

今日からできる障害者雇用 大胡田誠, 関哉直人 編著 弘文堂 2016.2 EL125-L176
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

精神障害者と働く : 理解と思いやりの職場環境づくり 改訂（障害
者雇用マニュアル ; コミック版 4）

高齢・障害・求職者雇用
支援機構

2015.3 EL125-L127

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

  障害者虐待
タイトル 著者 出版者 出版年月 請求記号

いのちを選ばないで : やまゆり園事件が問う優生思想と人権
藤井克徳, 池上洋通, 石川満, 井
上英夫 編

大月書店 2019.12 EG61-M117

相模原障害者殺傷事件 : 優生思想とヘイトクライム 立岩真也, 杉田俊介 著 青土社 2017.1 EG61-L393
日本が優生社会になるまで = The History of Eugenic Society
in Japan : 科学啓蒙、メディア、生殖の政治

横山尊 著 勁草書房 2015.12 EG255-L3

生命の倫理 2 (優生学の時代を越えて) 山崎喜代子 編 九州大学出版会 2008.4 SC47-J56
受精卵診断と出生前診断 : その導入をめぐる争いの現代史 利光惠子 著 生活書院 2012.11 SC574-L2

事例で読み解く障害者虐待
国立重度知的障害者総合施設のぞ
みの園 編

国立重度知的障害者総合
施設のぞみの園

2016.12 EG61-L411

当事者と家族からみた障害者虐待の実態 : 数量的調査が明かす課
題と方策

増田公香 著 明石書店 2014.7 EG61-L161

障害者虐待 : その理解と防止のために 宗澤忠雄 編著 中央法規出版 2012.1 EG61-J588
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  障害者運動
タイトル 著者 出版者 出版年月 請求記号

障害者はどう生きてきたか : 戦前・戦後障害者運動史 増補改訂版 杉本章 著 現代書館 2008.12 EG61-J138

戦前戦後障害者運動史年表 : 戦前戦後障害者運動と関係法制
（ノーマライゼーション・ライブラリー ; 別冊）

杉本章 [著]
関西障害者定期刊行物協
会

2001.11 E2-H12

関西障害者運動の現代史 : 大阪青い芝の会を中心に 定藤邦子 著 生活書院 2011.3 EG61-J459

障害学のアイデンティティ : 日本における障害者運動の歴史から 堀智久 著 生活書院 2014.3 EG61-L124

障害者運動のバトンをつなぐ : いま、あらためて地域で生きてい
くために

尾上浩二, 熊谷晋一郎, 大野更紗,
小泉浩子, 矢吹文敏, 渡邉琢 著

生活書院 2016.9 EG61-L379

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 2017.12 AZ-552-L62

発達障害者の当事者活動・自助グループの「いま」と「これか
ら」

高森明 編著 , 東條吉邦, 藤野博
監修

金子書房 2020.4 EG64-M99

  当事者として
タイトル 著者 出版者 出版年月 請求記号

生きている!殺すな : やまゆり園事件の起きる時代に生きる障害者
たち

「生きている!殺すな」編集委員
会 編

山吹書店 2017.1 YU21-L899

わたしの身体はままならない : 〈障害者のリアルに迫るゼミ〉特
別講義

石田祐貴 [ほか] 著 河出書房新社 2020.8 EG61-M228

記憶する体 伊藤亜紗 著 春秋社 2019.9 EG61-M100
盲ろう者として生きて : 指点字によるコミュニケーションの復活
と再生

福島智 著 明石書店 2011.7 GK54-J24

吃音の当事者研究 : どもる人たちが「べてるの家」と出会った 向谷地生良, 伊藤伸二 著 金子書房 2013.9 EG61-L69
〈責任〉の生成 : 中動態と当事者研究 國分功一郎, 熊谷晋一郎 著 新曜社 2020.12 H91-M37
〈不自由な自由〉を暮らす : ある全身性障害者の自立生活 時岡新 著 東京大学出版会 2017.2 EG61-L417
われらは愛と正義を否定する : 脳性マヒ者横田弘と「青い芝」 横田弘, 立岩真也, 臼井正樹 著 生活書院 2016.3 EG61-L350
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
生の技法 : 家と施設を出て暮らす障害者の社会学 増補改訂版 安積純子 [ほか]著 藤原書店 1995.5 EG61-E430
見えないものと見えるもの : 社交とアシストの障害学（シリーズ
ケアをひらく）

石川准 著 医学書院 2004.1 EG61-H149

関連するテーマとして、

「アール・ブリュット」を

棚19aの「ひとはこ」コーナー

で展示しています。
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