
福祉関係のアニメ・漫画・絵本紹介

大阪市社会福祉研修・情報センター2階、図書・資料閲覧室では、福祉に関する図書、

DVD・ビデオ、雑誌等を2週間以内に返却可能な方であれば、

無料で借りることができます。資料に関する電話でのお問合せは、06-4392-8233

（ 開室は、月～土（祝除く）の9:30～1７:00です。）

2021年10月現在

アニメ・漫画・絵本紹介

◆DVD『ももへの手紙』

120分 ／ 角川書店 ／ 2012年

「ももへ」とだけ書かれた手紙を遺して、お父

さんは天国に旅立ってしまった。お母さんとふ

たり、都会から瀬戸内の小さな島へ引っ越して

きた少女、もも。不思議な“見守り組”との出

会いによって、“大切な想いを伝える”奇跡を

起こしていく。

(E-35)

(D-13-1-43)

(A2660-552)

アニメ ももへの手紙

漫画 ケアママ! 1 新生ヘルプマン

絵本 かなしくなったらやってみて!
◆『かなしくなったらやってみて!

(ガストンのきぶんをととのえる

えほん)』
オーレリー シアン ショウ シーヌ 他

／ 主婦の友社 ／ 2019年

とてもかなしい時、頭の中の泣き出しそうな
あまぐもを、「息の仕方」で追い出すのはど
う？自分の機嫌を自分でとれる子に育てる絵
本。

◆『ケアママ! 1 新生ヘルプマン』
くさか 里樹 著 ／ 朝日新聞出版 ／

2020年

夫に先立たれたシングルマザー蔵野たからが、末
期がんを患う「いたずら好き」白田金蔵の介護を
めぐり、さまざまな困難に立ち向かう。プロレス
ラーのヘルパー早乙女千陽らキャラの立った脇役
の活躍とともにシングルマザーの奮闘劇が描かれ
る。

1 ページ



DVDリスト

アニメ

番号 タイトル 分 制作年

D-1-7 アニメで見る高齢者介護の自殺・心中予防 25 2015

D-13-1-43 ももへの手紙 120 2012

D-13-1-61 この世界の片隅に 129 2018

D-13-2-56
しわ　(音声：スペイン語
字幕：日本語・スペイン語・英語)

89 2014

D-15-7 五つの煌めき 知財啓発DVD　郷土に輝く５人の発明家 22 2015

童謡

番号 書　名 分 発行年

D-14-3 みんなでうたおッ！童謡むかしばなし 60 2007

D-14-4 みんなでうたおッ！世界の童謡 54 2005

D-14-5～8 NHKみんなの童謡　1～4 51 2005

図書リスト

分類 書名 著編監修者名 出版社 出版年

300～ ヘルプマン 1～27 くさか　里樹 講談社 2004

450～ ヘルプマン！！　28～37　vol.1～vol.10 くさか　里樹 朝日新聞出版 2015

505～ ヘルプマン！！取材記  vol.1～vol.3 くさか　里樹 朝日新聞出版 2018

552 ケアママ!　1　新生ヘルプマン くさか　里樹 朝日新聞出版 2020

分類 書名 著編監修者名 出版社 出版年

132～ 健康で文化的な最低限度の生活　1～10 柏木　ハルコ 小学館 2014

分類 書名 著編監修者名 出版社 出版年

A261-203 介護1年生 長瀬　教子 かんき出版 2011

A2661-574 マンガでわかる!認知症の人が見ている世界 川畑　智　他 文響社 2021

A274-147 マンガでわかる境界知能とグレーゾーンの子どもたち 宮口　幸治　他 扶桑社 2020

A2814-159 マンガでわかる手話と日本語のかけはし 竹村　茂
ジアース教育
新社

2018

A286-179 マンガでわかる！統合失調症 中村　ユキ　他 日本評論社 2011

A286-216 マンガでわかる！統合失調症 家族の対応編 中村　ユキ　他 日本評論社 2016

A2861-37
マンガでわかるココロの不調回復 食べてうつぬけ
鉄欠乏女子を救え！

奥平　智之　他 主婦の友社 2017

A2863-27 マンガで分かる心療内科　依存症編（酒・タバコ・薬物） ゆうき　ゆう　他 少年画報社 2016

A2863-28
マンガで分かる心療内科　依存症編（ネット・スマホ・
ゲーム・ギャンブル・ポルノ）

ゆうき　ゆう　他 少年画報社 2016

A2864-140
マンガでわかる介護職のためのアンガーマネジメント
イライラ、ムカムカ、ブチッ!をスッキリ解消。怒りに振
り回されないための30の技術

安藤　俊介 誠文堂新光社 2019

漫画【介護：A2660】

漫画【生活保護：A21】

マンガでわかるシリーズ
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分類 書名 著編監修者名 出版社 出版年

A2864-145
マンガでわかる愛着障害　自分を知り、幸せになるため
のレッスン

岡田　尊司　他 光文社 2019

324.65-62 一生安心、老後のお金！マンガでわかる成年後見制度 中山　二基子 講談社 2009

漫画【その他】

分類 書名 著編監修者名 出版社 出版年

A26-643 大家さんと僕 矢部　太郎 新潮社 2017

A26-646 大家さんと僕これから 矢部　太郎 新潮社 2019

A264-327 犬がとなりにいるだけで 北川　なつ 実業之日本社 2015

A2661-418 ペコロスの母に会いに行く 岡野　雄一 西日本新聞社 2012

A2661-539 続・ペコロスの母に会いに行く 岡野　雄一 西日本新聞社 2019

A2661-451 ペコロスの母の玉手箱 岡野　雄一 西日本新聞社 2014

A2661-477 ペコロスの母の贈り物 岡野　雄一 西日本新聞社 2016

A2661-511 ペコロスの母の忘れもの 岡野　雄一 西日本新聞社 2018

A281-83 一緒だよ。車いすの彼との結婚・出産物語 折原　みと 講談社 2004

A281-84 歩いていこう。　車いすの女の子の結婚・出産物語 折原　みと 講談社 2004

A281-
86・87・
88・89・98

リアル（REAL)　1 ～5 井上　雄彦 集英社
2001～
2005

A2813-
32～46

ハッピー！ 1～15 波間　信子 講談社 
1995～
2001

A2814-59
～68

君の手がささやいている1～10 軽部　潤子 講談社
1993～
1997

A2814-69
～81

新・君の手がささやいている1～13 軽部　潤子 講談社
1997～
2001

A2814-82
～84

君の手がささやいている　最終章1～最終章3 軽部　潤子 講談社
2001・
2002

A2814-
102・103
104・106

わが指のオーケストラ　1～4 山本　おさむ 秋田書店
1991

・
1992

A2814-
152・153・
154

淋しいのはアンタだけじゃない　（1）～（3） 吉本　浩二 小学館 2016

A2814-160 聲の形1～7 大今　良時 講談社
2013・
2014

A282-144
～154

だいすき！！　ゆずの子育て日記 1～11 愛本　みずほ 講談社
2005～
2010

A2841-92 はだしの天使 さがわ 　れん　他 ぶんか社 2004

A2841-57・
58・59・
60・61・
62・119

光とともに…～自閉症児を抱えて～  1 ～7 戸部　けいこ 秋田書店
2001～
2004

A2841-93 この星のぬくもり 自閉症児のみつめる世界 曽根　富美子　他 ぶんか社 2004

A2864-43 二人ぼっち 南　ひろこ 日本文芸社 2007

A287-58 天使がくれた時間 森尾　理奈 講談社 2003

マンガでわかるシリーズ
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漫画【その他】

分類 書名 著編監修者名 出版社 出版年

A287-60 生きたい。　臓器移植をした女の子の物 折原　みと 講談社 2003

A41-23 毎日かあさん2 西原　理恵子 毎日新聞社 2005

A41-24 毎日かあさん3 西原　理恵子 毎日新聞社 2006

A41-25 毎日かあさん5 西原　理恵子 毎日新聞社 2008

A47-152 ひみつ－問題提起作品集－ ももち　麗子 講談社 1999

A47-153 めまい－問題提起作品集－ ももち　麗子 講談社 2000

A47-154 うわさ －問題提起作品集－ ももち　麗子 講談社 2000

A47-155 なみだ－問題提起作品集－ ももち　麗子 講談社 2001

A47-156 とびら－問題提起作品集－ ももち　麗子 講談社 2002

A47-157 であい－問題提起作品集－ 　1 ももち　麗子 講談社 2003

A47-158 であい－問題提起作品集－ 　2 ももち　麗子 講談社 2003

A47-159 ひとりじゃないよ　私のいじめられ日記 山崎　みちよ 講談社 2003

A47-160 篭の鳥　ドメスティック・バイオレンス 吉野　マリ 講談社 2004

児童書

分類 書名 著編監修者名 出版社 出版年

A2661-370 むねとんとん さえぐさ ひろこ 他 小峰書店 2009

A264-342 いやし犬まるこ　お年よりによりそう犬の物語 輔老　心 岩崎書店 2017

絵本

分類 書名 著編監修者名 出版社 出版年

A264-339 子どもに伝えたい春夏秋冬 和の行事を楽しむ絵本 三浦　康子 永岡書店 2014

A2660-554 仕事に行ってきます　6　介護の仕事　諒子さんの1日 埼玉福祉会 埼玉福祉会出版部 2020

A2661-207 大好きだよ キヨちゃん 藤川　幸之助
クリエイツか
もがわ

2006

A2661-291 くものはなし 大矢　日信　他
グル－プホ－
ムたけのこ

2005

A2661-358 あるばむ　人には尽きない話がある 楠井　洋子　他 アニカ 2003

A2661-375 おもいでをなくしたおばあちゃん
ジャーク・ドレー
セン

朝日学生新聞社 2011

A2661-419
あみちゃんのお父さん　若年性アルツハイマー型認知症
働きたいのに働かれへん病気のおはなし

若野　達也　他 西日本出版社 2012

A2661-501 ばあばは、だいじょうぶ 楠　章子　他 童心社 2016

A2661-533 だいじょうぶだよ　ぼくのおばあちゃん 長谷川　和夫 ぱーそん書房 2018

A2661-544 おじいちゃんの小さかったとき 塩野　米松　他 福音館書店 2019

A2661-545 おばあちゃんの小さかったとき おち　とよこ 他 福音館書店 2019

A2661-551 ラブリーオールドライオン おじいちゃん、わすれないよ
ジュリア　ジャー
マン　他

フレーベル館 2015

A2661-560 赤ちゃんキューちゃん 藤川　幸之助 他
クリエイツか
もがわ

2020

4 ページ



絵本

分類 書名 著編監修者名 出版社 出版年

A2661-561 おじいちゃんの手帳 藤川　幸之助 他
クリエイツか
もがわ

2020

A2661-566 一本の線をひくと 藤川　幸之助 他
クリエイツか
もがわ

2020

A2661-569 赤いスパゲッチ 藤川　幸之助 他
クリエイツか
もがわ

2021

A27-193
はじめての点字　バリアフリーの本―「障害」のある子
も“みんないっしょに” 2

石井　みどり 偕成社 1999

A27-198
知的障害のある子といっしょにバリアフリーの本―「障
害」のある子も“みんないっしょに” 7

石井　葉 偕成社 1999

A27-239
発達と障害を考える本ふしぎだね！？自閉症のおともだ
ち 1

諏訪　利明 ミネルヴァ書房 2006

A27-240
発達と障害を考える本ふしぎだね！？アスペルガー症候
群（高機能自閉症）のおともだち 2

内山　登紀夫 ミネルヴァ書房 2006

A27-241
発達と障害を考える本ふしぎだね！？LD（学習障害）の
おともだち 3

内山　登紀夫 ミネルヴァ書房 2006

A27-242
発達と障害を考える本ふしぎだね！ ？ADHD（注意欠陥
多動性障害）のおともだち 4

内山　登紀夫 ミネルヴァ書房 2006

A27-243
発達と障害を考える本 ふしぎだね！？ダウン症のおとも
だち 5

玉井　邦夫 ミネルヴァ書房 2007

A27-244
発達と障害を考える本ふしぎだね！？知的障害のおとも
だち 6

原　仁 ミネルヴァ書房 2007

A27-245
発達と障害を考える本 ふしぎだね！？身体障害のおとも
だち 7

日原　信彦 ミネルヴァ書房 2007

A27-246
発達と障害を考える本 ふしぎだね！？言語障害のおとも
だち 8

牧野　泰美 ミネルヴァ書房 2007

A27-247
発達と障害を考える本 ふしぎだね！？聴覚障害のおとも
だち 9

倉内　紀子 ミネルヴァ書房 2008

A27-248
発達と障害を考える本 ふしぎだね！？視覚障害のおとも
だち 10

内山　登紀夫 ミネルヴァ書房 2008

A27-249
発達と障害を考える本ふしぎだね！？てんかんのおとも
だち 11

原　仁 ミネルヴァ書房 2008

A27-250
発達と障害を考える本 発達って、障害ってなんだろう？
12

原　仁 ミネルヴァ書房 2007

A27-265 ぼくのおにいちゃん 星川　ひろ子 小学館 1997

A27-318 えほん障害者権利条約 ふじい　かつのり 汐文社 2015

A27-349 みんなで楽しもう!UD(ユニバーサルデザイン)スポーツ 1 大熊　廣明 文研出版 2019

A27-350 みんなで楽しもう!UD(ユニバーサルデザイン)スポーツ 2 大熊　廣明 文研出版 2019

A27-351～355 調べよう!バリアフリーと福祉用具　1～5 渡辺　崇史 ポプラ社 2019

A27-357 みんなで楽しもう!UD(ユニバーサルデザイン)スポーツ 3 大熊　廣明 文研出版 2019

A274-140 あかんくない みきの　穂なみ　他 ぶどう社 2018

A2813-93 赤いハイヒール　ある愛のものがたり
ロッタ・ソールセ
ン

日本障害者リ
ハビリテー
ション協会

2006

A2814-41 手話でボランティア　たのしくおぼえる手話 1 こどもくらぶ 岩崎書店 1998

A2814-42 クイズで手話　たのしくおぼえる手話 2 こどもくらぶ 岩崎書店 1998

A2814-43 ゲームで手話　たのしくおぼえる手話 3 こどもくらぶ 岩崎書店 1998

A2814-44 うたって手話　たのしくおぼえる手話 4 こどもくらぶ 岩崎書店 1998
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絵本

分類 書名 著編監修者名 出版社 出版年

A2814-45 おどって手話　たのしくおぼえる手話 5 こどもくらぶ 岩崎書店 1998

A2814-46 手話をはじめよう　やってみよう！はじめての手話 1 こどもくらぶ 岩崎書店 2001

A2814-47 指文字をおぼえよう　やってみよう！はじめての手話 2 こどもくらぶ 岩崎書店 2001

A2814-48 手話であそぼう　やってみよう！はじめての手話 3 こどもくらぶ 岩崎書店 2001

A2814-49 はじめての手話ソング やってみよう！はじめての手話 4 こどもくらぶ 岩崎書店 2001

A2814-50 手話で世界とともだち やってみよう！はじめての手話 5 こどもくらぶ 岩崎書店 2001

A2814-51
写真・イラストで見る手話じてん やってみよう！はじめ
ての手話 6

こどもくらぶ 岩崎書店 2001

A2814-156 ゆびもじえほん
全国手話通訳問題
研究会

クリエイツか
もがわ

2018

A282-191 旅行にいこう!　LLブック 藤澤　和子　他 樹村房 2019

A282-193
あいちゃんのひみつ ダウン症をもつあいちゃんの、ママ
からのおてがみ

竹山　美奈子　他 岩崎書店 2020

A2832-12 わたしの妹
髙田美穂  いっ
しょにね!!

クリエイツか
もがわ

2019

A2841-231 ゆうくん
髙田美穂  いっ
しょにね!!

クリエイツか
もがわ

2019

A286-193 大好きなお兄ちゃんの日記 　統合失調症とは　大人向け 森江　宏　他
ボランティア
サークル「Ａ
こころ」

2012

A286-194 大好きなお兄ちゃんの日記　統合失調症とは　子ども向け 森江　宏　他
ボランティア
サークル「Ａ
こころ」

2012

A287-71 難病の子どもを支える人たち　難病の子どもを知る本 8 山城　雄一郎　他 大月書店 2001

A37-8 へいわとせんそう
たにかわしゅんた
ろう

ブロンズ新社 2019

A47-196 あなたはちっともわるくない 安藤　由紀 岩崎書店 2001

絵本【その他】

分類 書名 著編監修者名 出版社 出版年

E-4 おおきなかぶ　ロシアの昔話 A.トルストイ　他 福音館 2007

E-5 もーぉーうしです！
うしのえほんをつ
くる会

解放出版社 2004

E-6 落語絵本　めぐろのさんま 川端　誠 クレヨンハウス 2001

E-7 たからものはなあに？ あいだ　ひさ　他 偕成社 2009

E-8 いのちのまつり「ヌチヌグスージ」 草場　一寿　他 サンマーク出版 2004

E-9 いのちのまつり　 おかげさま 草場　一寿　他 サンマーク出版 2010

E-10 いのちのまつり  つながってる！ 草場　一寿　他 サンマーク出版 2007

E-11 くりちゃんのふしぎながっき はぎいわ　 むつみ 集英社 2013

E-12 たまごちゃん、たびにでる
フランチェスカ・
パルディ

イタリア会館
出版部

2013

E-13 いとしの毛玉ちゃん 室井　滋　他 金の星社 2016

E-14 ルピナスさん　小さなおばあさんのお話 バーバラ・クーニー ほるぷ出版 1987
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絵本【その他】

分類 書名 著編監修者名 出版社 出版年

E-15 ヒヨドリときのみ 谷口　ひとみ ヴィッセン出版 2018

E-16 いっすんぼうし 岩崎　京子　他 学習研究社 1989

E-17 せんにんのおしえ 望月　新三郎　他 学習研究社 1989

E-18 ねずみのすもう　 渡辺　節子　他 学習研究社 1989

E-19 うらしまたろう　 渋谷　勲　他 学習研究社 1989

E-20 おばけだいこ　 水谷　章三　他 学習研究社 1989

E-21 やまをおわれたくじら 渋谷　勲　他 学習研究社 1989

E-22 へっこきよめさ　 望月　新三郎　他 学習研究社 1989

E-23 かもとりごんべえ　 村島　てる子　他 学習研究社 1989

E-24 かさじぞう　 桜井　信夫　他 学習研究社 1989

E-25 つるのおんがえし　 桜井　信夫　他 学習研究社 1990

E-26 ゆきむすめ 岩崎　京子　他 学習研究社 1990

E-27 ちからたろう　 桜井　信夫　他 学習研究社 1990

E-28 はじめてのおつかい　 筒井　頼子　他 福音館書店 1977

E-29 ちいさなくれよん 篠塚　かをり 他 金の星社 1979

E-30 シバ犬のチャイ あおき　ひろえ BL出版 2013

E-31 ふくろうくんとこねこちゃん おおくぼ　きょうこ 青心社 2005

E-32 海はみんなの宝物　沖縄座間味 Ayum 星雲社 2007

E-33 あめふらし 出久根　育 パロル舎 2001

E-34
おこりたくなったらやってみて!
(ガストンのきぶんをととのえるえほん)

オーレリー  シアン
ショウ  シーヌ 他

主婦の友社 2019

E-35
かなしくなったらやってみて!
(ガストンのきぶんをととのえるえほん)

オーレリー  シアン
ショウ  シーヌ　他

主婦の友社 2019

E-36
こわくなったらやってみて!
(ガストンのきぶんをととのえるえほん)

オーレリー  シアン
ショウ  シーヌ　他

主婦の友社 2019

E-37
やきもちやいたらやってみて!
(ガストンのきぶんをととのえるえほん)

オーレリー  シアン
ショウ  シーヌ　他

主婦の友社 2020

E-38
ねむれなかったらやってみて!
(ガストンのきぶんをととのえるえほん)

オーレリー  シアン
ショウ  シーヌ　他

主婦の友社 2020

E-39
はずかしかったらやってみて!
(ガストンのきぶんをととのえるえほん)

オーレリー  シアン
ショウ  シーヌ　他

主婦の友社 2021

絵本　【一般書】

分類 書名 著編監修者名 出版社 出版年

366-115 13歳のハローワーク 村上　龍　他 幻冬舎 2003

366-117 新13歳のハローワーク 村上　龍　他 幻冬舎 2010

367-126 パパと怒り鬼 　話してごらん、だれかに グロー・ダーレ
ひさかたチャ
イルド

2011

367-145
もっと知りたい！話したい！セクシュアルマイノリティ
ありのままのきみがいい 　セクシャルマイノリティにつ
いて 第1巻

日高　庸晴 汐文社 2015
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絵本　【一般書】

分類 書名 著編監修者名 出版社 出版年

367-146
もっと知りたい！話したい！セクシュアルマイノリティ
ありのままのきみがいい 　わたしの気持ち、みんなの気
持ち 第2巻

日高　庸晴 汐文社 2016

367-147
もっと知りたい！話したい！セクシュアルマイノリティ
ありのままのきみがいい 3 　 未来に向かって 第3巻

日高　庸晴 汐文社 2016

367-149 タンタンタンゴはパパふたり
ジャスティン・リ
チャードソン

ポット出版 2008

492.918-
116

さよならエルマおばあさん 大塚　敦子 小学館 2000

492.918-
125

恋ちゃんはじめての看取り おおばあちゃんの死と向き合
う　いのちつぐ「みとりびと」 1

國森　康弘
農山漁村文化
協会

2012

492.918-
126

月になったナミばあちゃん　いのちつぐ「みとりびと」 2 國森　康弘
農山漁村文化
協会

2012

494.83-
34～37

麦ばあの島 　第1巻～第4巻 古林　海月　他 すいれん舎 2017

498.5-2
栄養素キャラクター図鑑
たべることがめちゃくちゃ楽しくなる！

田中　明　他
日本図書セン
ター

2014

519-12 世界でいちばん貧しい大統領のスピーチ くさば　よしみ 汐文社 2014

539-2 とどけ、みんなの思い　放射能とふるさと 渡辺　あきお　他 新日本出版 2014

900-93 心やさしく賢い子に育つみじかいおはなし366 小学館 小学館 2017

900-94 思いつき大百科辞典  100% Orange 学研 2005

分類 書名 著編監修者名 出版社 出版年

A281-85 言えなかったありがとう 福田　素子 秋田書店 2003

A2814-85
～91

どんぐりの家1～7 山本　おさむ 小学館
1993～
1997

A2814-92
～101

遥かなる甲子園1～10 山本　おさむ 双葉社 1988

A2814-
102・103
104・106

わが指のオーケストラ　1～4 山本　おさむ 秋田書店
1991

・
1992

A287-59 母の宝物 あまね　かずみ 竹書房 2004

A47-63 凍りついた瞳　子ども虐待ドキュメンタリー 椎名　篤子　他 集英社 1995

A47-64
続　凍りついた瞳　被虐待児からの手紙
子ども虐待ドキュメンタリー

椎名　篤子　他 集英社 1996

A47-65 新　凍りついた瞳　子ども虐待ドキュメンタリー 椎名　篤子　他 集英社 2003

A47-162 凍りついた瞳（め）　子ども虐待ドキュメンタリー 続 椎名　篤子　他 集英社 1999

A47-161 昼の子供夜の子供　児童相談所物語 たむろ　未知 秋田書店 2004

140-123～
126

サイコドクター　1 ～4 亜樹　直　他 講談社 2002

漫画（書庫）【その他】
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