
福祉関係のアニメ・漫画・絵本紹介

(A2813-110)

(D-13-1-61)

(A274-149)

アニメ この世界の片隅に

漫画 リエゾンこどものこころ診療所

絵本 バスが来ましたよ

2022年10月現在

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です。

（開室時間は、月曜日～木曜日・土曜日は9:30～1７:00、金曜日は9：30～19：00です。

休室日は、日曜日・祝日（土曜日を除く）・年末年始です。）

アニメ・漫画・絵本紹介

◆DVD『この世界の片隅に』
139分 ／ バンダイビジュアル ／ 2017年

1944(昭和19)年2月。18歳のすずは、突然の縁談で

軍港の街・呉へとお嫁に行くことになる。配給物資が

だんだん減っていく中でも、すずは工夫を凝らして毎

日のくらしを積み重ねていく。1945(昭和20)年3月。

呉は、空を埋め尽くすほどの艦載機による空襲にさら

され、すずが大切にしていたものが失われていく。そ

して、昭和20年の夏がやってくる。

◆『リエゾン こどものこころ診療所』
ヨンチャン 他 著 ／ 講談社 ／ 2020年

現代日本の痛みを描く医療漫画の新機軸！この児
童精神科医は、発達障害を凸凹と呼ぶ。あなたの
凸凹にハマる生き方が必ずある。日本で発達障害
と診断されている人はおよそ48万人。そして、
子どもの10人に１人は、何らかの障害を抱えて
いるとされる現代。児童精神科医は、そんな親と
子に向き合い続ける。

◆『バスが来ましたよ』
由美村 嬉々 他 著 ／ アリス館 ／ 2022年

目の病気から全盲になった男性が、地元小学生に
助けられながら続けた、バス通勤。「バスが来ま
したよ」 その声はやがて、次々と受け継がれ…。
温かな小さい手が人々の心を突き動かした、実話
をもとにした絵本。

1 ページ



DVDリスト

アニメ・童謡

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 139 2017

D-13-2-56 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

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 漫画【介護：A2660】

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

563 ケアママ!　2　新生ヘルプマン

564 ケアママ!　3　新生ヘルプマン

566 ケアママ!　4　新生ヘルプマン

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　1～11 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

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

A2668-222 マンガでわかる感染症のしくみ事典 忽那　賢志 ナツメ社 2021

A2864-150 まんがでわかる感情の整理ができる人は、うまくいく 有川　真由美　他 PHP研究所 2021

336.3-17 まんがで身につく孫子の兵法 長尾　一洋　他 あさ出版 2014

336.4-49
マンガでわかる介護職のためのコーチング 介護現場の悩
みを一挙解決!スタッフや利用者家族との関係を良くする
ための30の技術

三田村　薫　他 誠文堂新光社 2021

漫画

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

A26-662 ぼくのお父さん 矢部　太郎 新潮社 2021

A26-632 ねことじいちゃん　2 ねこまき KADOKAWA 2016

A2814-160 聲の形1～7 大今　良時 講談社
2013・
2014

しわ　(音声：スペイン語　字幕：日本語・スペイン語・英語)

くさか　里樹 朝日新聞出版 2021

漫画【生活保護：A21】

マンガでわかるシリーズ
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漫画

分類 書名 著編監修者名 出版社 出版年

A274-149 リエゾン　こどものこころ診療所　1

A274-150 リエゾン　こどものこころ診療所　2

A274-151 リエゾン　こどものこころ診療所　3

A274-152 リエゾン　こどものこころ診療所　4

A274-153 リエゾン　こどものこころ診療所　5

A274-154 リエゾン　こどものこころ診療所　6

A274-158 リエゾン　こどものこころ診療所　7

A2863-35 依存症ってなんですか? 菊池　真理子 秋田書店 2021

A2864-43 二人ぼっち 南　ひろこ 日本文芸社 2007

492.918-
168

さいごはおうちで　在宅医たんぽぽ先生物語　ねこマンガ 永井　康徳 　他 主婦の友社 2021

914-49 ひとりたび2年生 たかぎ　なおこ
メディアファ
クトリー

2007

914-52 カーサの猫村さん　1 ほし　よりこ マガジンハウス 2010

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

A2661-573 ぼくはおじいちゃんのおにいちゃん 堀　直子　他 ポプラ社 2020

絵本 認知症

分類 書名 著編監修者名 出版社 出版年

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

A2661-375 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

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

A2661-575 じいちゃん、出発進行! 藤川　幸之助　他
クリエイツか
もがわ

2021

ヨンチャン
竹村　優作

講談社

2021

2020
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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

A27-265 ぼくのおにいちゃん 星川　ひろ子 小学館 1997

A274-140 あかんくない みきの　穂なみ　他 ぶどう社 2018

A274-155
みんなとおなじくできないよ　障がいのあるおとうとと
ボクのはなし

湯浅　正太　他 日本図書センター 2021

A2813-110 バスが来ましたよ 由美村　嬉々　他 アリス館 2022

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・194

大好きなお兄ちゃんの日記 　統合失調症とは　大人向
け・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

367-145～
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 　セクシャルマイノリティにつ
いて 第1巻・第2巻・第3巻

日高　庸晴 汐文社
2015・
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

492.918-
167

二平方メートルの世界で 前田　海音　他 小学館 2021

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

絵本【その他】

分類 書名 著編監修者名 出版社 出版年

E-34～39

おこりたくなったらやってみて!・かなしくなったらやっ
てみて!・こわくなったらやってみて!・やきもちやいたら
やってみて!・ねむれなかったらやってみて!・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
2019・
2020・
2021
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