
DVDリスト 福祉住環境・車椅子（分類：D-6）

番号 分 発行年

D-6-1 35 2007

D-6-2 37 2012

D-6-3 19 2012

D-6-4 20 2013

タイトル

はじめての福祉用具シリーズ 1 手動車いすの安全な利用ガイド

TPOを考えて行う屋外での車椅子介助実技

平成24年制度改正対応 「福祉用具サービス計画の手引」

福祉用具サービス計画と多職種連携の手引き
事故防止を視点とした「訪問介護員と福祉用具専門相談員の連携研修」

障がい関係図書・DVD紹介
2022年8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

（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。）

DVD・図書紹介

◆DVD『風は生きよという』

株式会社BBB / 81分 / 2020年

◆『ママになりたい……私の夢でした』

山本 敦美 著 / 牧歌舎 / 2022年

（D-7-1-43）

病気などのさまざまな理由により人工呼吸器を使用して生

活を送る人たちを描いたドキュメンタリー。本作では地域

社会に暮らす5人の呼吸器利用者と周囲の人びとのごくあ

りふれた日常を切り取っていく。たくさんの支援が必要だ

からこそ、多くの人に出会え、自由に動くことができない

からこそ、生きていることに感動する。じんわりとこころ

を揺する、人と人とが織りなす物語。

(A2812-36) 

ママは脳性麻痺。息子はダウン症。ママも子どもも障害が

あるけれど、工夫したり周囲の人のサポートがあれば育児

はできる。生い立ちから、３年３カ月という短い命だった

息子との別れまでを綴る。
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障がい者福祉（分類：D-7-1）

番号 分 発行年

7 36 2007

8 18 2007

12 71 2010

13 27 2010

14 30 2006

15 94 2003

16 37 2000

17 50 2012

18 50 2012

19 105 2010

20 あだちファクトリー物語　企業内授産で障害のある人の雇用促進を 49 2012

21 48 2012

22 64 2008

23 74 2012

24 25 2007

25 20 2009

26 20 2009

27 20 2009

28 58 2013

29 48 2009

30 35 2014

31 50 2014

32 78 2016

33 27 2016

34 32 2016

35 33 2016

36 20 2010

37 116 1968

38 107 2004

39 91 2017

40 22 2019

41 108 2020

42 120 2020

43 81 2020

幸福は日々の中に。

養護学校はあかんねん！ ’７９・１・２６～３１ 文部省糾弾連続闘争より

タイトル

ともに生きる 

障害者イズム このままじゃ終われない 自立への2000日

まず、知ることからはじめましょう 障がいのこと

重症心身障害児・者の呼吸リハビリテーション
生活を支援するための実践的呼吸ケア

「笑ってごらん」「先駆者たち」 重度身体障害者地域生活移行支援事業

富山型デイサービスで働く人 ～障害あるよ～！の巻

わたしの暮らし

日々、あらたに 駒沢生活実習所

はながゆく。

指で読む文字　初めての点字

あい＋らいぶ

風は生きよという

イーちゃんの白い杖

逃げ遅れる人々 東日本大震災と障害者

障害者と補助犬の生活から学ぶやさしい気持ちいたわりの心 介助犬編

発達障害の理解と支援 わかり合うって、素敵だね！

補助犬ができること、あなたにできること

障害者と補助犬の生活から学ぶやさしい気持ちいたわりの心 聴導犬編

障害者と補助犬の生活から学ぶやさしい気持ちいたわりの心 総合編

あなたの笑顔が見たいから ～重症心身障がい児者と共に～

はじめての知的障害者雇用

安心・安全な重症心身障害児・者のための基本介助動作
～介助者の腰痛予防と利用者の骨折予防～

あいむはっぴぃ！と叫びたい クリエイティブハウス パンジーの挑戦

夜明け前の子どもたち

わたしの季節

もうろうをいきる

いのちと防災を考える　ゆめ風　中学生プロジェクト

放課後等デイサービス 障がいのある子をよりよく支援する取り組み

合理的配慮 第1巻 合理的配慮とは
知的障害・発達障害のある人への自立のためのコミュニケーション支援

合理的配慮 第2巻 合理的配慮の実際～コミュニケーション支援を中心として～
知的障害・発達障害のある人への自立のためのコミュニケーション支援

地域で暮らすために 強度行動障がいを示す人の可能性をさぐる
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聴覚障がい・手話（分類：D-7-2）

番号 分 発行年

34～36 － －

37～39 － －

41～43 － －

45 21 2009

46 17 2009

47 ― ―

49 ― 2015

視覚障がい・盲導犬（分類：D-7-3）

分類 分 発行年

D-7-3-4 23 1999

D-7-3-5 20 2009

D-7-3-9 47 2009

D-7-3-10 72 2008

失語症・言語障がい

分類 分 発行年

D-5-22 33 2010

D-7-6-1 62 2010

D-8-27 11 2007

その他障がい

分類 分 発行年

D-7-4-32 70 2013

D-7-4-33 70 2013

障がい関係映画・ドキュメンタリー（分類：D-13）

分類 分 発行年

D-13-1-56 105 2012

D-13-2-43 113 2012

D-13-2-46 98 2014

Ｄ-13-2-61 113 2018

Ｄ-13-2-63 111 2018

D-13-2-67 だれもが愛しいチャンピオン 118 2020

D-13-3-20 12 2011

D-13-3-22 20 2011

D-13-3-28 138 2012

D-13-3-33 104 2015

D-13-3-34 87 2014

うまれる

渚のふたり

探検！私たちの町のバリアフリーを探そう

タイトル

タイトル

失語症者の生涯にわたる支援 新しい地域リハビリテーションの展開

言語聴覚士ってどんな仕事？

支援介助法　障害のある人への痛みを与えないパニック対応スキル
第1巻：基本編

支援介助法　障害のある人への痛みを与えないパニック対応スキル
第2巻：実践編

最強のふたり

ワンダー 君は太陽

ギフト  僕がきみに残せるもの

Peaceピース

わたしたちも地域の住民です。 ～当事者が語る「福祉のまち」～ 障がい者編

タイトル

見て知る介護特定疾病　動脈硬化性疾患 1

わかりやすい 職場で役立つ新しい手話DVD 労働に関する手話

気づき　～みんな何かできる～

タイトル

初めてのガイド

視覚障害者の生活の質を高めるガイドヘルパーってどんな仕事？

プロフェッショナル 仕事の流儀 盲導犬訓練士 多和田悟の仕事

ろう者のトリセツ聴者のトリセツ ろう者と聴者の言葉のズレ 1～３

手話の語彙 1～３

実践手話通訳ケース 披露宴 1

実践手話通訳ケース 告別式 2

青い鳥

チョコレートドーナツ

タイトル

障害者と補助犬の生活から学ぶやさしい気持ちいたわりの心 盲導犬編

手話で語る 動物シリーズ1～３
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図書リスト

障がい者福祉（分類：A27）

番号 書名 著編監修者 発行所 発行年

356
わかりやすい障害者権利条約
知的障害のある人の権利のため

長瀬　修 伏流社 2019

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　他 文研出版 2019

358 障害のある子の住まいと暮らし 親なきあとの準備 渡部　伸 主婦の友社 2020

359
私たちはふつうに老いることができない
高齢化する障害者家族

児玉　真美 大月書店 2020

360
「ちがい」がある子とその親の物語　1
ろう、低身長症、ダウン症の場合

アンドリュー
ソロモン　他

海と月社 2020

361
障害学は共生社会をつくれるか　人間解放を求める知
的実践　(熊本学園大学付属社会福祉研究所社会福祉
叢書)

堀　正嗣 明石書店 2021

363
尊厳なきバリアフリー
「心・やさしさ・思いやり」に異議あり!

川内　美彦 現代書館 2021

364
障害のある人の支援の現場探訪記　子育て・就労・生
活の支援や福祉ってどうなってるの！？

かなしろにゃんこ。他 学研教育みらい 2021

介助関連（分類：A27）

番号 書名 著編監修者 発行所 発行年

325 高齢者や障害者などへのサポートマニュアル 東京都社会福祉協議会
東京都社会福祉
協議会

2012

326 障害のある人たちの口腔のケア 栗木　みゆき クリエイツかもがわ 2014

335 ガイドヘルパー研修テキスト 全身性障害編 第2版 ガイドヘルパー技術研究会 中央法規出版 2015

362 介助の仕事　街で暮らす/を支える　(ちくま新書) 立岩　真也 筑摩書房 2021

当事者組織（セルフヘルプグループ）（分類：A271）

番号 書名 著編監修者 発行所 発行年

21
セルフヘルプ・グループとサポート・グループ実施ガ
イド　始め方・続け方・終わり方　新装版

高松　里 金剛出版 2009

22 障害ピアサポート  多様な障害領域の歴史と今後の展望 岩崎　香 中央法規出版 2019

社会参加（障がい者差別解消法）（分類：A272）

番号 書名 著編監修者 発行所 発行年

4
Q&A障害者差別解消法　わたしたちが活かす解消法
みんなでつくる平等社会

野村　茂樹　他 生活書院 2016

5
インクルーシブシアターを目指して
「障害者差別解消法」で劇場はどうかわるか

鈴木　京子 ビレッジプレス 2015

6 高齢ろう者の人生　障害者差別解消法 大矢　暹　他 文理閣 2016

生活環境（住宅・交通問題・移送サービス・福祉用具）（分類：A273）

番号 書名 著編監修者 発行所 発行年

177
福祉と住宅をつなぐ　課題先進都市・大牟田市職員の
実践

牧嶋　誠吾 学芸出版社 2021

178
目的別車椅子シーティングのススメ
「なぜそうすべきか」がわかる!

小原　謙一　他 診断と治療社 2021

障がい児福祉・教育（分類：A274）

番号 書名 著編監修者 発行所 発行年

149～153 リエゾン  こどものこころ診療所 　(モーニングKC) 1～5 竹村 優作　ヨンチャン 講談社 2020　2021
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障がい児福祉・教育（分類：A274）

番号 書名 著編監修者 発行所 発行年

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

156
子育ての村「むぎのこ」のお母さんと子どもたち　支
え合って暮らすむぎのこ式子育て支援・社会的養育の
実践

北川　聡子　他 福村出版 2021

157
絵で見てわかる!視覚支援のカード・教材100　 自分
で「できる!」を楽しく増やす

青木　高光　他 学研教育みらい 2021

就労・雇用（職業リハビリ）（分類：A275）

番号 書名 著編監修者 発行所 発行年

40
精神障害のある人の就労定着支援
当事者の希望からうまれた技法

天野　聖子　他 中央法規出版 2019

41
知的障害・発達障害の人たちのための
新・見てわかるビジネスマナー集

「新  見てわかるビジネ
スマナー集」企画編集委
員会

ジアース教育新社 2020

44
会社を変える障害者雇用
人も組織も成長する新しい職場づくり

紺野　大輝 新泉社 2020

45
9つの事例でわかる精神障害・発達障害のある人が活
躍する職場のつくりかた

ボーン  クロイド　他 中央法規出版 2021

46
障害者雇用の実務と就労支援
「合理的配慮」のアプローチ　3訂版

眞保　智子 日本法令 2021

障がい者ケアマネジメント・個別支援計画（分類：A276）

番号 書名 著編監修者 発行所 発行年

23 相談支援の実践力 これからの障害者福祉を担うあなたへ 福岡　寿 中央法規出版 2018

24 ソーシャルワークマインド 障害者相談支援の現場から 山下　香 瀬谷出版 2018

25 障害者相談支援従事者研修テキスト　初任者研修編 小澤　温 中央法規出版 2020

26
相談支援専門員のための実践事例集
支援の質を高める

埼玉県相談支援専門員協会 中央法規出版 2021

27
障害者支援のための相談支援専門員連携ハンドブック
「地域共生社会」時代のケアマネ必携

小澤　温 第一法規 2021

障害者総合支援法（分類：A277)

番号 書名 著編監修者 発行所 発行年

106 障害者総合支援法がよ～くわかる本 福祉行政法令研究会 秀和システム 2019

107
障害者総合支援法事業者ハンドブック　2020年版指
定基準編　人員・設備・運営基準とその解釈

中央法規出版 2020

108
障害者総合支援法事業者ハンドブック　2020年版報
酬編　報酬告示と留意事項通知

中央法規出版 2020

109
障害者総合支援法がよ～くわかる本　 第6版　(図解
入門ビジネス)

福祉行政法令研究会 秀和システム 2021

障がい者虐待（分類：A278)

番号 書名 著編監修者 発行所 発行年

4 障がいのある人の尊厳を守る 虐待防止マニュアル 大阪知的障害者福祉協会
大阪知的障害者福
祉協会

2010

6 障害者虐待 その理解と防止のために 宗澤　忠雄　他 中央法規出版 2012

8
障害者虐待対応の手引き 養護者・障害者福祉施設従
事者・使用者による虐待対応帳票・事例

日本社会福祉士会 中央法規出版 2016

9 障害者虐待防止の手引き（チェックリスト）　Ver.3 ―
全国社会福祉協
議会

2012

10
障害者虐待防止の研修のためのガイドブック（暫定
版）

―
全国社会福祉協
議会

2022

　　　　―

5 ページ



身体障がい（分類：A281）

番号 書名 著編監修者 発行所 発行年

111 奇跡の夢ノート 石黒　由美子 日本放送出版協会 2010

112 車いすのダンサー 神様がくれた生き直しのチャンス 奈佐　誠司 PHP研究所 2013

113 バリアフリーのその先へ！ 車いすの3.11 朝霧　裕 岩波書店 2014

114 車椅子インストラクターという仕事 岡野　善記　他 はる書房 2015

115 車イスホスト。 寺田　ユースケ 双葉社 2017

116
車イスの私がアメリカで医療ソーシャルワーカーに
なった理由(わけ)

上原　寛奈
幻冬舎メディアコン
サルティング 2018

117 車椅子の横に立つ人　障害から見つめる「生きにくさ」 荒井　裕樹 青土社 2020

脳性マヒ（分類：A2812）

番号 書名 著編監修者 発行所 発行年

27
脳性マヒ、ただいま一人暮らし30年
女性障害者の生きる闘い

本多　節子 明石書店 2005

29 お母さん、ぼくが生まれてごめんなさい 向野　幾世 扶桑社 2004

30 三重苦楽  脳性まひで、母で妻 大畑　楽歩 アストラ 2010

31 カニは横に歩く　自立障害者たちの半世紀 角岡　伸彦 講談社 2010

32
成人脳性マヒライフ・ノート
脳性マヒの二次障害実態調査報告

万歳　登茂子 クリエイツかもがわ 2013

33 在宅介護の25年 先天性脳性麻痺の兄と歩んだ歳月 藤野　絢 あっぷる出版社 2014

34 りすさんのちょっときいて 古舞　理恵 ほっとぽっと 2017

35 障害マストゴーオン! 福本　千夏 イースト・プレス 2019

36 ママになりたい……私の夢でした 山本　敦美 牧歌舎 2022

視覚障がい（点字・朗読）（分類：A2813）

番号 書名 著編監修者 発行所 発行年

97 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 2015

98 見えない私の生活術 新納　季温子 クリエイツかもがわ 2016

99 ここからはじめる点字・点訳のきほん 道村　静江 ナツメ社 2014

105 同行援護従業者養成研修テキスト 第3版 日本盲人会連合　他 中央法規出版 2014

106 正しく学ぼう　点字ブロックと白い杖・盲導犬 桜雲会 桜雲会 2018

107 伴走者 浅生　鴨 講談社 2018

108
いま、絶望している君たちへ
パラアスリートで起業家。2枚の名刺で働く

初瀬　勇輔 日本経済新聞出版社 2019

109
色弱の子どもがわかる本　家庭・保育園・学校ででき
るサポート術　コミックQ&A　増補改訂版

岡部　正隆　他 かもがわ出版 2020

聴覚障がい（手話）（分類：A2814）

番号 書名 著編監修者 発行所 発行年

160～166 聲の形　1～7 大今　良時 講談社
2013
2014

186 手話の本　 1

187 手話の本　 2

188 手話の本　 3

冬野　いちこ あすなろ書房 1991
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聴覚障がい（手話）（分類：A2814）

番号 書名 著編監修者 発行所 発行年

189 知っていますか？  聴覚障害者とともに一問一答 稲葉　通太　他 解放出版社 2007

190 親子で学ぼう!これならわかるはじめての手話 深海　久美子 メイツ出版 2004

191 湖北の手話
「湖国の手話」制作委員
会

滋賀県ろうあ協会 2002

192 桂福団治の手話で楽しむあいうえお 桂　福団治 どりむ社 2013

193 4コマまんがたつの家 たまき
岡山県聴覚障害者
福祉協会

2009

194 歩む 伊東雋祐  追悼集 伊東　恵司
新日本プロセス株
式会社

2006

195 授業拒否 ３声明に関する資料集
社団法人京都府聴覚障害
者協会

社団法人京都府聴
覚障害者協会

1968

196 聾史レポート集　第2集 近畿聾史研究グループ
近畿聾史研究グ
ループ

2012

197
自分を語る  みんなが語る 花房豊治さん、
花房ふさ子さんからなまぶ

ふくろうまなびあい文庫
編集委員会

ふくろうまなびあ
い文庫編集委員会

2015

198
これで合格!全国手話検定試験　5級 4級 3級 2級 準
1級 1級第14回全国手話検定試験解説集 2020

全国手話研修セン
ター

中央法規出版 2020

199
APD「音は聞こえているのに聞きとれない」人たち　 聴覚
情報処理障害〈APD〉とうまくつきあう方法

小渕　千絵 さくら舎 2020

200
難聴者と中途失聴者の心理学
聞こえにくさをかかえて生きる

今尾　真弓　他 かもがわ出版 2020

201
ろうの両親から生まれたぼくが聴こえる世界と聴こえ
ない世界を行き来して考えた30のこと

五十嵐　大 幻冬舎 2021

202
これで合格!全国手話検定試験　5級 4級 3級 2級 準
1級 1級　第15回全国手話検定試験解説集 2021

全国手話研修セン
ター

中央法規出版 2021

203
手話検定5・6・7級　覚えやすい単語カード付き改
訂新

― 梧桐書院 2012

204 U-CANのこれだけ！実用手話辞典 米内山　明宏 ユーキャン学び出版 2011

205
気持ちが伝わるはじめての手話 手の動きがすぐにマネでき
る「ミラー撮影」採用 新しい生活様式対応

谷　千春 主婦の友社 2021

206
ろう者と聴者の懸け橋に　「手話通訳士」兼「日本語
教師」の挑戦

鈴木　隆子 大月書店 2022

言語障がい（分類：A2815） 　

番号 書名 著編監修者 発行所 発行年

7 吃音 改訂版 都筑　澄夫 建帛社 2008

8 図解 やさしくわかる言語聴覚障害 小嶋　知幸 ナツメ社 2016

9 どもる体 ケアをひらく 伊藤　亜紗 医学書院 2018

10 絵でわかる言語障害　言葉のメカニズムから対応まで 毛束　真知子 学研 2002

11 吃音の世界 菊池　良和 光文社 2019

12 吃音　伝えられないもどかしさ 近藤　雄生 新潮社 2019

13 言語聴覚士になろう! みやの　ひろ 青弓社 2021

14
失語症からの言葉ノート  聴く、話す、読む、書く、
楽しみながら言葉がつながる

能勢　邦子　 コトコ 2021

知的障がい（分類：A282）

番号 書名 著編監修者 発行所 発行年

189
障害者グループホームと世話人
言葉と支援とが出会う風景の中で

宮本　秀樹 生活書院 2016
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知的障がい（分類：A282）

番号 書名 著編監修者 発行所 発行年

190
こうすればうまくいく!知的障害のある子どもの保育
イラストですぐにわかる対応法

水野　智美　他 中央法規出版 2018

191 旅行にいこう! 藤澤　和子　他 樹村房 2019

192
知的障害・自閉症のある人への行動障害支援に役立つ
アイデア集65例

林　大輔　他 中央法規出版 2020

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

194 家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった 岸田　奈美 小学館 2020

195
強度行動障害のある人の「暮らし」を支える 強度行動障害
支援者養成研修〈基礎研修・実践研修〉テキスト

全国地域生活支援
ネットワーク　他

中央法規出版 2020

重症心身障がい（分類：A2832）

番号 書名 著編監修者 発行所 発行年

7
いのち輝く　重症心身障害児（者）とともに
福祉の道を歩むあなたへ

戸次　義文 東銀座出版社 2014

9 重度障害児家族の生活  ケアする母親とジェンダー 藤原　里佐 明石書店 2006

10
みんな言葉を持っていた
障害の重い人たちの心の世界　改訂版

柴田　保之 オクムラ書店 2018

11
目からウロコの重度重複障害児教育
障害の重い子どもの担当教員必携!

松元　泰英 ジアース教育新社 2018

12 わたしの妹 髙田　美穂　他 クリエイツかもがわ 2019

脳障がい（分類：A2843）

番号 書名 著編監修者 発行所 発行年

57 高次脳機能障害のある人への復職・就職ガイドブック 齋藤　薫　他 中央法規出版 2017

58 脳は回復する 高次脳機能障害からの脱出 鈴木　大介 新潮社 2018

59 「てんかん」のことがよくわかる本 中里　信和 講談社 2015

60 てんかん支援Q&A 　 リハビリ・生活支援の実践 谷口　豪　他 医歯薬出版 2018

62 高次脳機能障害のある方と働くための教科書 石井　京子　他 日本法令 2020

63
高次脳機能障害の病態・ケア・リハがトータルにわか
る

浜松市リハビリテーショ
ン病院高次脳機能セン
ター

照林社 2021

社会保障（障がい年金）（分類：364）

番号 書名 著編監修者 発行所 発行年

363 社会保障制度　指さしガイド  2018年度版　第4版 いとう総研 日総研出版 2018

364
はじめて手続きする人にもよくわかる障害年金の知識
と請求手続ハンドブック　4訂版

高橋　裕典 日本法令 2018

365
外国人の医療・福祉・社会保障相談ハンドブック
移住者と連帯する全国ネットワーク 編

移住者と連帯する全国
ネットワーク

明石書店 2019

366
現場で役立つ!社会保障制度活用ガイド
ケアマネ・相談援助職必携

ケアマネジャー編集部　他 中央法規出版 2019

368
現場で役立つ!社会保障制度活用ガイド　ケアマネ・
相談援助職必携 2021年版

福島　敏之　他 中央法規出版 2021

雑誌リスト

所蔵年・所蔵巻

2017年4月号(No.526)～

2001年07月号 No.435～

　

実践みんなの特別支援教育（月刊実践障害児教育から改題）

リハビリテーション

学研プラス

鉄道身障者福祉協会

出版社雑誌名
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