
タイトル 著者名 出版者 出版年 資料バーコード

個人的な体験 大江健三郎／著 新潮社 1964 1100632387

わたしたちのトビアス セシリア=スベドベリ／編 偕成社 1978 1200215182

アルジャーノンに花束を ダニエル・キイス／著 早川書房 1979 1100132321

愛、深き淵より。 星野 富弘／著 立風書房 1981 1100444734

クシュラの奇跡 ドロシー・バトラー／著 のら社 1984 1101177085

さっちゃんのまほうのて たばたせいいち／[ほか]作 偕成社 1985 1200335634

自閉症だったわたしへ ドナ・ウィリアムズ／[著] 新潮社 1993 1100267432

蔵 宮尾 登美子／著 毎日新聞社 1993 1100379443

五体不満足 乙武 洋匡／著 講談社 1998 1101846036

太宰治全集 太宰 治／著 筑摩書房 1998 1101916854

今日の風、なに色? 辻井 いつ子／著 アスキー 2000 1106879289

アイ・ラヴ・フレンズ 大澤 豊／監修 文理閣 2001 1107082933

ぼくらはみんな生きている 坪倉 優介／著 幻冬舎 2001 1105592719

光とともに… 戸部 けいこ／著 秋田書店 2001 1107129718

博士の愛した数式 小川 洋子／著 新潮社 2003 1108149228

塙保己一とともに 堺 正一／[著] はる書房 2005 1108322130

自閉症の僕が跳びはねる理由 東田 直樹／著 エスコアール出版部 2007 1110182357
視覚障害者と晴眼者がコミュニケーションをとるためのガイド 桜雲会／編 桜雲会出版部 2008 1108483791

塙保己一とともに 堺 正一／[著] はる書房 2010 1108665504

天使がこの世に降り立てば 金澤 泰子／著 かまくら春秋社 2010 1108629567

世界文学全集 池澤 夏樹／個人編集 河出書房新社 2010 1108884394

こちらあみ子 今村 夏子／著 筑摩書房 2011 1108669761

中途障害者の心理と支援 柏倉 秀克／著 久美 2011 1108678002

砂の本 ホルヘ・ルイス・ボルヘス／著 集英社 2011 1111320360

沈黙のひと 小池 真理子／著 文藝春秋 2012 1110084876

英国王のスピーチ マーク・ローグ／著 岩波書店 2012 1110037221

さらさらさん 大野 更紗／著 ポプラ社 2013 1110125398

社会不満足 乙武 洋匡／著 中央法規出版 2014 1110403126

知のバリアフリー 嶺重 慎／編 京都大学学術出版会 2014 1110501002

命の響 舘野 泉／著 集英社 2015 1110435870

ちょっと不思議な絵本の時間おとなが読みあい語りあう Re～らぶ(高次脳機能障がい者を支援する会)／編 かもがわ出版 2015 1110529441

脳が壊れた 鈴木大介／著 新潮社 2016 1110803176

目に見えない世界を歩く 広瀬浩二郎／著 平凡社 2017 1110767041

平家物語 犬王の巻 古川日出男／著 河出書房新社 2017 1110731856

ブラインドメイク物語 大石華法／編著 メディカ出版 2017 1110862891

脳は回復する 鈴木大介／著 新潮社 2018 1110885090

四肢奮迅 乙武洋匡／著 講談社 2019 1111049241

手で見るいのち 柳楽未来／著 岩波書店 2019 1110964002

知のスイッチ 嶺重慎／編 岩波書店 2019 1110951405

触常者として生きる 広瀬浩二郎／著 伏流社 2020 1110924378

ユニバーサルデザインの基礎と実践 日本福祉のまちづくり学会身体と空間特別研究委員会／編 鹿島出版会 2020 1111065700

きらめく拍手の音 イギルボラ／著 リトルモア 2020 1111073480

ALSを生きる 谷川彰英／著 東京書籍 2020 1110727276

障害者と表現活動 川井田祥子／著 水曜社 2020 1110679196

当事者に聞く自立生活という暮らしのかたち 河本のぞみ／著 三輪書店 2020 1110723739
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障がい者だからって、稼ぎがないと思うなよ。 姫路まさのり／著 新潮社 2020 1110723655

胎児性水俣病患者たちはどう生きていくか 野澤淳史／著 世織書房 2020 1111205231

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／著 小学館 2020 1111322689

共に生きる金澤翔子 金澤泰子／文 芸術新聞社 2021 1111272595

はるの空 春日晴樹／著 ジアース教育新社 2021 1111099683

みんな水の中 横道誠／著 医学書院 2021 1111232029

目の見えない白鳥さんとアートを見にいく 川内有緒／著 集英社インターナショナル 2021 1111266274

デザインと障害が出会うとき Graham Pullin／著 オライリー・ジャパン 2022 1111296545

世界を手で見る、耳で見る 堀越喜晴／著 毎日新聞出版 2022 1111319149

世界はさわらないとわからない 広瀬浩二郎／著 平凡社 2022 1111308829
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