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発達障害　思春期からのライフスキル 平岩　幹男 岩波ジュニア新書 2019/11 池袋・新座

なぜ人と人は支え合うのか　「障害」から考える 渡辺　一史 筑摩書房 2018/12 池袋・新座

手話通訳者になろう 木村晴美・岡典栄 白水社 2019/08 池袋・新座

発達障害の自分の育て方 岩本　友規 主婦の友社 2015/12 池袋・新座

発達障害: 生きづらさを抱える少数派の「種族」たち 本田秀夫 Sbクリエイティブ 2018/12 池袋・新座

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】
京都大学学生総合支援センター 協力

岩波書店 2019/2 池袋・新座

この先どうすればいいの？18歳からの発達障害～
「自閉症スペクトラム症」への正しい理解と接し方～
（心のお医者さんに聞いてみよう）

宮尾　益知 大和出版 2018/11 池袋・新座

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 對馬　陽一郎 翔泳社 2018/4 池袋・新座

人材紹介のプロがつくった働く発達障害の人の
キャリアアップに必要な50のこと 石井　京子 弘文堂 2018/11 池袋・新座

高校・大学における発達障害者の
キャリア教育と就活サポート 小谷　裕実 黎明書房 2018/1 池袋・新座

ちょっとしたことちょっとしたことでうまくいく
発達障害の人が上手に暮らすための本

村上　由美 翔泳社 2017/5 池袋・新座

発達障害を職場でささえる～全員の本領発揮を目指すプレ
ゼンティズムという視点

宮本　幸一 東京大学出版会 2018/10 池袋・新座

バリアバリュー～障害を価値に変える～ 垣内　俊哉 新潮社 2016/3 池袋・新座

発達障害を生きる 村田登志江 集英社 2018/2 池袋・新座

自閉症スペクトラム障害のある人が才能をいかすための
人間関係10のルール

テンプル・グランディン
ショーン・バロン
訳　門脇陽子

明石書店 2009/6 池袋

障害のある先生たち
「障害」と「教員」が交錯する場所で

羽田野真帆・照山絢子・松波めぐみ　 生活書院 2018/2 池袋・新座

アスペルガー症候群の大学生
教職員・支援者・親のためのガイドブック

ローレヌ・E・ウォルフ
ジェーン・ティアーフェルド・ブラウン［著］
G・ルース・クキエラ・ボルク

日本評論社 2017/2 池袋・新座

発達障害のある大学生への支援 高橋　知音 金子書房 2016/11 池袋・新座

発達障害のある人の就労支援 梅永　雄二 金子書房 2015/10 池袋・新座

合理的配慮―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

有斐閣 2016/7 池袋・新座

アサーション・トレーニング　1 学校編
平木典子【監修】
鈴木教夫【編著】

汐文社 2014/1 池袋

アサーション・トレーニング　2 友だち編
平木典子【監修】
鈴木教夫【編著】

汐文社 2014/3 池袋

アサーション・トレーニング　3 家庭編
平木典子【監修】
鈴木教夫【編著】

汐文社 2014/2 池袋

えほん　障害者権利条約 ふじいかつのり 汐文社 2015/5 池袋

壊れた脳も学習する 山田規畝子 角川ソフィア文庫 2011/2 池袋・新座
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図書名 著者・編者 出版社 出版年 キャンパス

どうして私、片づけられないの?－
毎日が気持ちいい！
「ADHDハッピーマニュアル」

櫻井公子 大和出版 2004/3 池袋

何かお手伝いしましょうか
目の不自由な人への手助けブック

立花明彦 産学社 2014/7 池袋・新座

＜文法が基礎からわかる＞
日本手話のしくみ

岡 典栄・赤堀 仁美 大修館書店 2011/4 池袋・新座

はじめての手話
初歩からやさしく学べる手話の本
＜改訂新版＞

木村晴美・市田泰弘 生活書院 2014/8 池袋・新座

発達障害でつまずく人、うまくいく人 備瀬哲弘 ワニブックス 2011/6 池袋・新座

アスペルガー症候群　就労支援編
佐々木正美【著】
梅永雄二【監修】

講談社 2009/8 池袋・新座

図解　よくわかる大人の
アスペルガー症候群

上野一彦・市川宏伸 ナツメ社 2010/4 池袋・新座

図解　よくわかる大人の発達障害 中山和彦・小野和哉 ナツメ社 2010/10 池袋・新座

図解　よくわかる大人のADHD 榊原洋一・高山恵子 ナツメ社 2013/1 池袋・新座

もしかして私、大人の発達障害かもしれない 田中康雄 すばる舎 2011/2 池袋・新座

大学生の発達障害
佐々木正美・
梅永雄二【監修】

講談社 2010/2 池袋・新座

大人のアスペルガー症候群
佐々木正美・
梅永雄二【監修】

講談社 2008/8 池袋

さあ、どうやってお金をかせごう？
LD・ADHDのための将来設計ガイド　準備編

デイル・S・ブラウン【著】
ニキ・リンコ【訳】

花風社 2003/1 新座

さあ、どうやってお金をかせごう？
LD・ADHDのための将来設計ガイド
就職活動編

デイル・S・ブラウン 【著】
ニキ・リンコ【訳】

花風社 2003/3 新座

「わかっているのにできない」脳(1) －
エイメン博士が教えてくれるADDの
脳の仕組み

ダニエル・G・エイメン【著】
ニキ・リンコ【訳】

花風社 2001/9 新座

「わかっているのにできない」脳(2) －
エイメン博士が教えてくれる
タイプ別ADD対処法

ダニエル・G・エイメン【著】
ニキ・リンコ【訳】

花風社 2001/9 新座

当事者研究の研究 石原孝二　編 医学書院 2013/1 新座

発達障害当事者研究　－
ゆっくりていねいにつながりたい

綾屋紗月・
熊谷晋一郎

医学書院 2008/9 新座

つながりの作法　－
同じでもなく 違うでもなく

綾屋紗月・
熊谷晋一郎

NHK出版 2010/12 新座

キャンパスの中のアスペルガー症候群 山崎晃資 講談社 2010/7 新座

点訳のてびき　第３版
全国視覚障害者
情報提供施設協会

全国視覚障害者情報提供
施設協会

2013/4 池袋・新座

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 池袋・新座

国名手話ガイドブック
トーマス・ヘドバーグ
監修

全日本ろうあ
連盟出版局

2002/6 池袋・新座

手話でダイビングを楽しもう
ＮＰＯ ユニバーサル・
ダイビング・ネットワーク【著】
谷 千春【監修】

ＵＤジャパン 2005/6 池袋・新座

白杖歩行サポートハンドブック
地域で暮らす視覚障害者のために

山田 幸男/
大石 正夫/霜鳥 弘道

読書工房 2010/5 池袋・新座
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視覚障害者のための防災マニュアル 増補版
社会福祉法人
日本盲人社会福祉施設協議会
情報サービス部会

日本盲人社会福祉施設
協議会

2012/12 池袋・新座

視覚障害教育ブックレット Vol.23
筑波大学附属
視覚特別支援学校

ジアース教育新社 2014/2 池袋

視覚障害教育ブックレット Vol.24
筑波大学附属
視覚特別支援学校

ジアース教育新社 2014/3 池袋

震災救命工学 高田 至郎/鍬田 泰子 共立出版 2014/2 新座

要約筆記ゼミナール 三宅初穂　
全国要約筆記問題
研究会

2011/8 池袋・新座

話しことばの要約 三宅初穂
全国要約筆記問題
研究会

2012/6 池袋・新座

要約筆記と字幕
全国要約筆記問題研究会
機械入力委員会

全国要約筆記問題
研究会

2012/7 池袋・新座

高齢者・障害者の災害時の
避難支援のポイント

災害時要援護者避難支援
研究会

（株）ぎょうせい 2006/7 池袋・新座

すぐに使える手話辞典6000パーフェクト 米内山明宏　編 ナツメ社 2011/7 池袋・新座

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　 東邦出版 2012/5 池袋・新座

自立を混乱させるのは誰か 慎　英弘 生活書院 2013/3 新座

支援vol.1 特集「個別ニーズ」を超えて 「支援」編集委員会 生活書院 2011/3 新座

支援vol.2 特集「当事者」はどこにいる？ 「支援」編集委員会 生活書院 2012/3 新座

支援vol.3 逃れがたきもの、「家族」 「支援」編集委員会 生活書院 2013/3 新座

はじめての障害者問題
社会が変われば「障害」も変わる

堀　利和　 現代書館 2013/8 新座

福祉と贈与　全身性障害者・
新田勲と介護者たち

深田耕一郎　 生活書院 2013/10 池袋・新座

点字表記辞典改訂新版
社会福祉法人
視覚障害者支援
総合センター

（株）博文館新社 2008/4 池袋・新座

点字サインJIS規格の普及を求めて
～視覚障害者の安全で円滑な
移動のために～

日本盲人社会福祉施設協議会
点字出版部会
点字サインJIS規格普及
促進委員会

社会福祉法人
日本盲人社会福祉施設
協議会

2010/3 新座

視覚障害被災者の10年 神戸アイライト協会 神戸アイライト協会 2009/5 池袋

ろう文化の歴史と展望
パディ・ラッド【著】
森壮也【監訳】

明石書店 2007/8 池袋

福祉のまちづくり・
バリアフリーと大震災の教訓

加藤俊和【編集・解説】
高橋実【監修】

社会福祉法人
視覚障害者
支援総合センター

2001/9 池袋・新座

50シーンイラストでわかる高次脳機能障害
「解体新書」こんなときどうしよう！？
家庭で、職場で、学校での“困った”を解決！

阿部順子【監修】
浦澤秀洋【監修】
名古屋市総合リハビリテーション
センター【編集】

メディカ出版 2013/4 池袋・新座

障害児・者のいのちを守る 全国特別支援教育推進連盟　 ジアース教育新書 2012/12 池袋・新座

点字のれきし
黒崎恵津子【文】
中西恵子【絵】

汐文社 2011/3 池袋・新座



実用書・テキスト・論文・研究書等
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点字について話そう
黒崎恵津子【文】
中西恵子【絵】

汐文社 2007/11 池袋・新座

聴覚障害児の学力を伸ばす教育

ドナルド・F.ムーアズ/
デヴィッド・S.マーティン【編】
松藤みどり/長南浩人/
中山哲志【監訳】

明石書店 2010/10 池袋・新座

「障がいのある子を守る」防災＆
防犯プロジェクト
　もしものときウチの子って
どうなっちゃうの？！

中井孝吉　編著　 ジアース教育新社 2007/7 池袋・新座

さわっておどろく！点字・点図がひらく世界 広瀬浩二郎/嶺重慎　著　 岩波書店 2012/5 池袋・新座

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　 読書工房 2009/3 池袋・新座

ルイ・ブライユの生涯　天才の手法
C・マイケル・メラー【著】
金子昭/田中美織/
水野由紀子【共訳】

日本点字委員会 2012/6 新座

闇を照らす六つの星
日本点字の父　石川倉次

小倉明　 汐文社 2013/7 池袋・新座

バリアフリーブック　見えにくいって
どんなこと？　弱視の人に出会う本

財団法人　共用品推進機構 小学館 2001/2 新座

点字のレッスン　改訂版 阿佐　博
視覚障害者支援
総合センター

2010/10 池袋

音訳・点訳のための読み調査ガイド～
視覚障害者サービスの向上にむけて～

北川和彦 日外アソシエーツ 2012/6 池袋

手招くフリーク－文化と表現の障害学－ 倉本智明　 生活書院 2010/7 池袋

ろう者から見た「多文化共生」：
もうひとつの言語的マイノリティ
（シリーズ多文化・多言語主義の現在）

佐々木倫子　編 ココ出版 2012/10 新座

助詞の使い分けとその手話表現 
第1巻：格助詞を中心に

脇中起余子 北大路書房 2012/4 新座

助詞の使い分けとその手話表現
第2巻：副助詞・接続助詞＋接続詞を中心に

脇中起余子 北大路書房 2012/7 新座

東日本大震災　高齢者、障害者、
子どもを支えた人たち
（災害時要援護者支援ブックレット）

社会福祉法人
東京都社会福祉協議会

社会福祉法人
東京都
社会福祉協議会

2012/3 新座

えきペディア地下鉄バリアフリーマップ
（京都全32駅）

岡田光生　山本英嗣
垣内俊哉　編著

ＮＰＯ法人まちの
案内推進ネット

2012/4 新座

えきペディア地下鉄バリアフリーマップ
（横浜全48駅）

岡田光生
ＮＰＯ法人まちの
案内推進ネット

2010/11 新座

えきペディア地下鉄バリアフリーマップ
（大阪全133駅）

岡田光生
ＮＰＯ法人まちの
案内推進ネット

2009/11 新座

車いすでめぐる日本の世界自然遺産―
バリアフリー旅行を解剖する

馬場清＋吉岡隆幸　編著 現代書館 2010/5 新座

運命じゃない！－シーティングで変わる、
障害児の未来

山崎泰広 藤原書店 2008/5 新座

はじめての手話ダンス＆ソング　①～③
立教大学手話サークル
「Ｈａｎｄ　Ｓｈａｐｅ」 【編著】
野口岳史・細野昌子【監】

㈱汐文社 2011/2 池袋・新座

バリアオーバーコミュニケーション
心に風を通わせよう

堀越喜晴　著 北大路書房 2009/9 池袋・新座

コーダの世界～
手話の文化と声の文化
（シリーズ　ケアをひらく）

渋谷智子　著 医学書院 2009/10 池袋・新座

聴覚障害教育　これまでとこれから
 コミュニケーション論争・9歳の壁・
障害認識を中心に

脇中起余子　著 サンパウロ 2009/9 新座
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図書名 著者・編者 出版社 出版年 キャンパス

からだに関わる日本語とその手話表現
　第1巻、第2巻

脇中起余子　著 北大路書房 2008/10 新座

よく似た日本語とその手話表現～
日本語の指導と手話の活用に思いを
めぐらせて～第1巻、第2巻

脇中起余子　著 北大路書房 2007/5 新座

日本手話と日本語対応手話（手指日本語）
間にある「深い谷」

木村晴美　著 生活書院 2011/8 池袋・新座

知の科学
市川熹・手嶋教之　共著
人工知能学会　編集

オーム社 2006/9 新座

目の不自由な方を誘導する
ガイドヘルプの基本～
初心者からベテランまで～第2版

村上琢磨/関田巌 文光堂 2006/4 新座

車いす使用者の移動環境 池田宏史 ユニオンプレス 2011/6 池袋・新座

盲人の歴史 谷合　侑 明石書店 1996/9 池袋

点字ブロック　日本発視覚障害者が
世界を安全に歩くために

徳田克己・水野智美 福村出版 2011/9 新座

障害学生支援入門　誰もが輝くキャンパスを 鳥山由子・武田一則　編 ジアース教育新社 2011/6 新座

教師と親のための補聴器活用ガイド 大沼直紀 コレール社 2006/11 新座

誰でも手話リンガル 松森果林　著 学びやぶっく 2010/12 池袋

万人のための点字力入門 広瀬浩二郎　編・著 生活書院 2010/12 池袋

大学ノートテイク支援ハンドブック
日本聴覚障害学生高等教育
支援ネットワーク　編著

人間社 2010/10 池袋・新座

ろう者のトリセツ　聴者のトリセツ 関西手話カレッジ　編・著 星湖舎 2010/8 池袋

組織で支える
一歩進んだ聴覚障害学生支援

日本聴覚障害学生高等教育
支援ネットワーク【著】
金澤貴之・大杉豊【編】

生活書院 2010/6 池袋

視覚障害児・者の理解と支援 芝田裕一　著 北大路書房 2009/7 池袋

できる人の要約力 本間正人　浮島由美子　著 中経出版 2008/11 池袋

バリアフリーは儲かる！ 中澤　信 ＰＨＰ研究所 2009/11 池袋

"音"を見たことありますか？
バリアフリー・ブック
耳の不自由な人の生活を知る本

（財）共用品推進機構
Ｅ＆Ｃプロジェクト【編集】
松井智【監修】
東京都世田谷区立
駒沢小学校【協力】

小学館 1996/12 池袋・新座

きこえにくいお子さんのために
聴覚障害ｻﾎﾟｰﾄﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ
軽度・中等度難聴編》

全国早期支援
研究協議会　編

全国早期支援研究
協議会

2007/4 池袋

拡大教科書がわかる本
すべての見えにくい子どもたちのために

宇野和博　著 読書工房 2007/1 池袋

障害のある学生を支える
～教員の体験談を通じて
教育機関の役割を探る～

ボニー・M・ホッジ、
ジェニー・プレストン-サビン　編
太田晴康　監訳
三澤かがり　訳

文理閣 2006/12 池袋

聴覚障害学生をサポートする
大学ノートテイク入門

吉川あゆみ　太田晴康
　広田典子　白澤麻弓
【編集協力】関東学生情報
保障者派遣委員会

（株）人間社 2001/3 池袋



実用書・テキスト・論文・研究書等

図書名 著者・編者 出版社 出版年 キャンパス

視覚障害者と大学　シリーズ１
門戸開放４０年の歩み

日本盲人福祉研究会
 盲学生情報センター

日本盲人福祉研究会
盲学生情報センター

1990/12 池袋

視覚障害者と大学　シリーズ２ 日本盲人福祉研究会 日本盲人福祉研究会 1990/12 池袋

学習条件整備を求めて 盲学生情報センター 盲学生情報センター

視覚障害者と大学　シリーズ３ 日本盲人福祉研究会
日本盲人福祉研究会
盲学生情報センター
図書出版

1991/9 池袋

点字による国家公務員試験が実現するまで 盲学生情報センター

視覚障害学生
サポートガイドブック

鳥山由子【監】
青松利明　青柳まゆみ
石井裕志　鳥山由子【編著】

（株）日本医療企画 2005/10 池袋

学生生活を通して見えてきたもの
－大学へ、そして若者たちへ－

殿岡　翼
全国障害学生
支援センター

1998/3 池袋

誇りある生活の場を求めて
アメリカの聾者社会の創設

ジョン・ヴィクリー・
ヴァン・クリーヴ/
バリー・A・クローチ
土屋道子[訳]

社会福祉法人
全国社会福祉協議会

1993/10 池袋

視覚障害者の初めてのパソコン教室
音声パソコンで広がるコミュニケーション

山田　幸男 (株)メディカ出版 2005/10 池袋

障害をもつ人たちと教育
伊藤智佳子【編】
平野華織【著】

一橋出版(株) 2004/12 池袋

バリアフリーIT マニュアル①
視覚障害者のための音声パソコン入門

井尾真知子 インデックス出版 2004/8 池袋

字が話す目が聞く
日本語と要約筆記 【改訂新版】

上村博一【著】
山城秀生【監修】

(株)新樹社 2003/9 池袋

聴覚障害学生
サポートガイドブック
ともに学ぶための講義保障支援の進め方

斎藤佐和【監修】
白澤麻弓・徳田克己【著】

(株)日本医療企画 2002/4 池袋

耳の不自由な人の生活を知る本
～心の支援とサポート器具～

ワールドパイオニア (株)小学館 2001/11 池袋

大学における障害学生支援のあり方
日本障害者高等教育
支援センター問題研究会

(有)星の環会 2001/9 池袋

大学とボランティア－
スタッフのためのガイドブックー

(財)内外学生センター　
(財)内外学生
センター

2001/2 池袋

点字で大学－門戸開放を求めて半世紀－
菊島和子【著】
高橋　実【監修】

（社会福祉法人）
視覚障害者支援
総合センター

2000/6 池袋

失明
トーマス・Ｊ・キャロル【著】
松本征二【監修】
樋口正純【訳】

（社会福祉法人）
日本盲人福祉
委員会

1977/3 池袋

アクション別フィールドワーク入門 武田　丈・亀井　伸孝【編】 世界思想社 2009/11 池袋

生存学研究センター報告６
－視覚障害学生支援技法－

青木　慎太朗【編】
立命館大学生存
研究センター

2009/2 池袋

パソコン要約筆記入門
「聞こえ」を支えるボランティア

太田　晴康 人間社 1998/6 池袋

わたしたちの手話
１～１０　総さくいん

手話研究委員会
財団法人全
日本聾唖連盟

1969/10 池袋・新座

わたしたちの手話　新しい手話Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
ドキュメンタリー・ノンフィクション・手記等

全日本ろうあ連盟
『手話研究委員会』

財団法人
全日本ろうあ連盟

1989/12 池袋


