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図書名 著者・編者 出版社 出版年 キャンパス

全盲の弁護士　竹下義樹 小林　照幸 岩波現代文庫 2019/12 池袋・新座

パラスポーツ・ボランティア入門
共生活を実現するために

松尾哲矢、平田竹男 旬報社 2019/12 池袋

手で見るいのち 柳楽　未来 岩波書店 2019/2 池袋・新座

ソーシャルアート　たんぽぽの家　編 森下静香、光島貴之他 学芸出版社 2016/10 池袋・新座

こんな夜更けにバナナかよ　愛しき実話 渡辺　一史 文春文庫 2018/12 池袋・新座

聴導犬のなみだ～
良きパートナーとの感動の物語

野中　圭一郎 プレジデント社 2017/10 池袋・新座

声めぐり 齋藤　陽道 晶文社 2018/7 池袋・新座

異なり記念日（シリーズケアをひらく） 齋藤　陽道 医学書院 2018/7 池袋・新座

私がアルビノについて調べ考えて書いた本～当
事者から始める社会学～

矢吹　康夫 生活書院 2017/11 池袋・新座

15歳のコーヒー屋さん～発達障害のぼくができる
ことからぼくにしかできないことへ

岩野　響 KADOKAWA 2017/12 池袋・新座

発達障害に生まれて～自閉症児と母の17年 松永　正訓 中央公論新社 2018/9 池袋・新座

決断。全盲のふたりが、家族を作るとき 大胡田　誠 公論新社 2017年11月 池袋・新座

ろう者の祈り～心の声に気づいてほしい 中島　隆一 朝日新聞出版 2017年12月 池袋・新座

みんなの思いが明日をひらく
障害学生からのメッセージ

西村　伸子
全国障害学生支援セン
ター

2008年 池袋・新座

発達障害の僕が輝ける場所を
みつけられた理由

栗原　類 角川書店 2016/10 池袋・新座

跳びはねる思考　会話のできない自閉症の
僕が考えていること

東田　直樹 イースト・プレス 2014/9 池袋・新座

サッカーなら、どんな障がいも超えられる 江橋　よしのり 講談社 2016/10 池袋・新座

愛着障害―子ども時代を引きずる人々 岡田 尊司 光文社新書 2016/7 池袋・新座

バリアフリーのその先へ！
―車いすの3.11

朝露 裕 岩波書店 2014/6 池袋・新座

夢をかなえる挑壁思考―
絶望をチャンスに変える心のスイッチ

毛利 公一 出版文化社 2015/7 池袋・新座

発達障害のピアニストからの手紙―
どうして、まわりとうまくいかないの？

野田 あすか
野田 福徳・恭子

アスコム 2015/5 池袋・新座

満月をきれいと僕は言えるぞ
宮田 俊也・
山元 加津子

三五館 2010/12 池袋・新座
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そのとき、被災障害者は・・・
～取り残された人々の3.11～

東北関東大震災
障害者救援本部・
いのちのことば社

いのちのことば社 2015/2 池袋・新座

いっしょに走ろう 道下 美里 芸術新聞社 2015/6 池袋・新座

まぁ、空気でも吸って
人と社会：人工呼吸器の風がつなぐもの

海老原 宏美・
海老原 けえ子

現代書館 2015/9 池袋・新座

見えない壁だって、越えられる。 小林 幸一郎 飛鳥新社 2015/10 池袋・新座

声に出せないあ・か・さ・た・な 天畠 大輔 生活書院 2012/5 池袋・新座

〈できること〉の見つけ方
－全盲女子大生が手に入れた大切なもの

石田 由香理・西村 幹子 岩波ジュニア新書 2014/11 池袋・新座

僕はサイボーグ 松山 智 新風舎 2004/8 新座

生きるって人とつながることだ！
－全盲ろうの東大教授・福島智の
手触り人生

福島 智 素朴社 2010/2 池袋・新座

いっしょに走ろっ！
－夢につながる、はじめの一歩

星野 恭子 大日本図書 2012/8 池袋・新座

わが盲想
モハメド・
オマル・アブディン

ポプラ社 2013/5 池袋・新座

手のひらから広がる未来
－ヘレン・ケラーになった女子大生

荒 美有紀 朝日新聞出版 2015/3 池袋・新座

自閉っ子、こういう風にできてます ニキ・リンコ、藤家 寛子 花風社 2004/11 池袋・新座

我、自閉症に生まれて
テンプル・グランディン、
マーガレット・M.スカリアノ【著】
カニングハム 久子【訳】

学習研究社 1994/3 新座

私、わたし
－ろう者で性同一性障害
27歳の心の葛藤

緒方 英秋 講談社 2002/1 池袋・新座

全盲のクライマー、エヴェレストに立つ
エリック ヴァイエン
マイヤー

文藝春秋 2002/10 池袋・新座

夢を見る力
自分を愛して、自分を信じて

立木 早絵 角川書店 2012/7 池袋

ようこそ、障害者スポーツへ
パラリンピックを目指すアスリートたち

伊藤 数子 廣済堂出版 2012/9 池袋

もう声なんかいらないと思った 大橋 弘枝 出窓社 2004/1 池袋

風になってください
視覚障がい者からのメッセージ

松永 信也 法蔵館 2004/11 池袋

風になってくださいⅡ
視覚障がい者からのメッセージ

松永 信也 法蔵館 2013/1 池袋

世界を巻き込む。
誰も思いつかなかった「しくみ」で
問題を解決するコペルニクの挑戦

中村 俊裕 ダイヤモンド社 2014/2 新座

視覚障害のフリークライマーが
見つけた明日への希望ー見えないチカラ

小林 幸一郎 アスペクト 2011/12 池袋・新座
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歩けなかった僕の足あと
宮村 時雄【著】
落合 勇平【編】

かりん舎 2013/4 池袋・新座

音から隔てられて
入谷 仙吉・
林 瓢介【編】

岩波新書 1975/7 池袋・新座

重症児者の防災ハンドブック
ー3.11を生きぬいた重い障がいのある
子どもたち

田中 総一郎・
菅井 裕行・
武山 裕一【編】

（株）クリエイツ
かもがわ

2012/4 池袋・新座

Sign with Me～店内は手話が公用語～ 柳　匡宏
（株）学研教育
出版

2012/12 池袋・新座

日々コウジ中　高次脳機能障害の
夫と暮らす日常コミック

柴　本礼 主婦の友社 2012/11 池袋・新座

壊れた脳も学習する 山田規畝子 角川ソフィア文庫 2009/11 池袋

Hi！みのり　ニューヨークシティマラソンと
その後

中王子みのり これから出版 2012/2 池袋・新座

難病の子どもを知る本②
心臓病の子どもたち

山城雄一郎＋
茂木俊彦【監修】

大月書店 2000/9 新座

怒りの川田さん
－全盲だから見えた日本のリアル

川田隆一 オクムラ書店 2006/12 池袋

よし、かかってこい！ 大野勝彦 サンマーク出版 2007/7 池袋

視力０．０６の世界 小林一弘 ジアース教育新社 2003/8 池袋

だれか、ふつうを教えてくれ！ 倉本智明 イースト・プレス 2012/5 池袋

困ってるひと 大野更紗 ポプラ社 2011/7 池袋・新座

五体不満足 乙武洋匡 講談社 2011/3 新座

だから、僕は学校へ行く！ 乙武洋匡 講談社 2007/10 新座

身体障がい者スポーツ完全ガイドー
パラリンピアンからのメッセージ

土田和歌子 東邦出版 2010/6 新座

サイボーグとして生きる
マイケル・コロスト[著]
椿 正晴[訳]

ソフトバンク
クリエイティブ

2006/7 池袋・新座

虹を見上げて 甲地由美恵
サンクチュアリ
出版

2007/9 池袋・新座

じろじろじろ見てよ
－重度脳性マヒのぼくが議員になって

千　一 いそっぷ社 2012/3 池袋

あと少しの支援があれば
東日本大震災　障がい者の
被災と避難の記録

中村雅彦 ジアース教育新社 2012/2 池袋・新座

小指のおかあさん 玉田さとみ ポプラ社 2011/2 池袋・新座

私の手になってくれたあなたへ 小山内美智子 中央法規出版(株) 2007/2 池袋
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きっと「イエス」と言ってもらえる
脳性まひのビル・ポーターは
トップセールスマン

シェリー・
ブレイディ【著】
宇丹貴代実【訳】

草思社 2004/3 池袋

飛ぶ車イス
元ラガーマン、世界３９カ国の旅

木島　英登 ＩＭＳ出版 2001/10 池袋・新座

あなたは私の手になれますか
～心地よいケアを受けるために～

小山内　美智子 中央法規出版㈱ 1997/3 池袋

手話居酒屋ふさお 吉岡富佐男
ワニブックス
出版サービス

2010/10 池袋・新座

車椅子バスケのJリーガー
～4度目のパラリンピック
日本代表選手を目指して～

京谷和幸/
京谷陽子

主婦の友社 2010/4 新座

阪神大震災・
聴覚障害を持つ主婦の体験

紫陽花まき 文芸社 2009/1 池袋・新座

決してあきらめない　あきらめさせない
～障害者、難病患者の日常を克明に
追いかけたドキュメント

清水哲男 道出版 2007/6 新座

静かなるホイッスル 柴谷晋 新潮社 2006/10 池袋 ・新座

視界良好
先天性全盲の私が生活している世界

河野泰弘 北大路書房 2007/6 池袋

さわる文化への招待 広瀬浩二郎 世界思想社 2009/5 池袋

ゆびさきの宇宙
福島智・盲ろうを生きて

生井久美子 岩波書店 2010/3 池袋

事故ル！18歳からの車椅子ライフ 安藤信哉
幻冬舎
ルネッサンス

2009/2 池袋

車イスから見た街 村田稔 岩波ジュニア新書 1994/6 池袋

手話でいこう
ろう者の言い分　聴者のホンネ

秋山なみ・
亀井伸孝

ミネルヴァ書房 2004/12 池袋

見えないってどんなこと
視覚障害者24人、それぞれの生き方

高橋　実【監修】 一橋出版 2001/10 池袋

聞こえないってどんなこと
聴覚障害者25人、それぞれの生き方

財団法人
全日本ろうあ連盟【監修】

一橋出版 1998/9 池袋

もうひとつの手話
ろう者の豊かな世界

斉藤　道雄 晶文社 1999/6 池袋

ゆうことカリンのバリアフリー・
コミュニケーション

芳賀優子・
松森果林

(株)小学館 2003/10 池袋

こんな夜更けにバナナかよ
筋ジス・鹿野靖明とボランティアたち

渡辺一史 北海道新聞社 2003/3 池袋

耳の聞こえないお医者さん、
今日も大忙し

フィリップ・ザゾヴ【著】
相原真理子【訳】

(株)草思社 2002/6 池袋・新座

指と耳で読む 本間一夫 (株)岩波書店 1980/11 池袋

障害役者
～走れなくても、セリフを忘れても～

柳　浩太郎 (株)ワニブックス 2010/7 池袋
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ようこそ　聞こえない娘たち
－監督、この映画に
字幕をつけてください－

佐原　郁代 明石書店 2004/3 池袋

アメリカ手話留学記 高村　真理子 ㈱径書房 1993/8 池袋

Ｉ　愛　Ｅｙｅ
よってたかって目の勉強・７年後

永六輔　ピーコ
【編】

㈱講談社 1996/10 池袋

私のアメリカ手話留学記 大森　節子 御茶の水書房 1994/10 池袋

トガニ　幼き瞳の告発 孔　枝泳 新潮社 2012/5 池袋

生涯被告「おっちゃん」の裁判 曽根　英二 平凡社 2010/6 池袋

高橋潔と大阪市立聾唖学校
手話を守り抜いた教育者たち

川渕　依子 サンライズ出版 2010/3 池袋


