
令和2年7月吉日
ＰＴＡ本部

　 ＰＴＡ図書コーナーをご存じですか？　校長室横のソファーが設置してあるコーナーの一角に図書コーナーが
あります。障がい児者に関する書籍や資料、冊子、防災マニュアル（ピンクのファイル）などがあります。参考になる
情報もあるかと思います。機会がありましたら、ご活用ください。
書籍については貸し出しノートに記入のうえ貸し出しが可能です。貸し出し期間は７日間までです。
資料・冊子については、閲覧のみ可能です。

 ※　過去の講演会を録画したDVD、障がい児者に関するDVD・ビデオについては保護者控室
      にて貸し出ししております。

【書　籍】

番号 タイトル 出版社 著者・監修

16 障害を知る本①障害と私たちの社会 大月書店
茂木俊彦 監修
稲沢潤子　文

17 障害を知る本②ダウン症の子どもたち 大月書店
茂木俊彦 監修
稲沢潤子　文

18 障害を知る本③てんかんのある子どもたち 大月書店
茂木俊彦 監修
稲沢潤子　文

19 障害を知る本④ことばの不自由な子どもたち 大月書店
茂木俊彦 監修
稲沢潤子　文

20 障害を知る本⑤耳の不自由な子どもたち 大月書店
茂木俊彦 監修
稲沢潤子　文

21 障害を知る本⑥目の不自由な子どもたち 大月書店
茂木俊彦 監修
稲沢潤子　文

22 障害を知る本⑦自閉症の子どもたち 大月書店
茂木俊彦 監修
稲沢潤子　文

23 障害を知る本⑧ＬＤ（学習障害）の子どもたち 大月書店
茂木俊彦 監修
稲沢潤子　文

24 障害を知る本⑨知的なおくれのある子どもたち 大月書店
茂木俊彦 監修
稲沢潤子　文

25 障害を知る本⑩からだの不自由な子どもたち 大月書店
茂木俊彦 監修
稲沢潤子　文

26 障害を知る本⑪障害児を支える人びと 大月書店
茂木俊彦 監修
稲沢潤子　文

27
言葉のない子と、明日を探したころ
　　自閉児と母、思い出を語り合う

花風社 真行寺英子＋英司

29 なぜ伝わらないのか、どうしたら伝わるのか 大揚社 湯汲英史
30 ・・・のような気がする 新教出版社

31
Ｓ-ｐｌａｎｎｉｎｇ②　病院へいこう―けんこうにくらすため
に―

Ｓプランニング すずき　のぶよし

33
Ｓ-ｐｌａｎｎｉｎｇ④　こわいことも　あるけれど―グループ
ホームで暮らす―

Ｓプランニング すずき　のぶよし

34 飛翔　私のハードル 玄同社 内田　玲子
35 ヤンキー母校に生きる 文藝春秋 義家弘介
36 知的障害者の就労と社会参加 光生館 武田幸治・手塚直樹

37
伝え合いを考える　―発達障害をもつ子とそのコミュニ
ケーション特性とは―

かもがわ出版 倉持親優

60 お母さん、ぼくが生まれてごめんなさい 産経新聞社 向野幾世
62 出会えてよかった　絶対の差別の解消をめざして 言叢社 師康晴
63 ゆうきくんの海 三五館 山元加津子

64
さん　さん　さん
～幸せは、いろんなかたちでそこにある～

新風舎 佐々木志穂美

65 だれか、ふつうを教えてくれ！ 理論社 倉本智明

66
子どもの臨床からみた発達障害と子育て事情
発達障害専門医Dr．原の診察室の窓から

福村出版 原仁

ＰＴＡ図書コーナーにある書籍・資料一覧　（令和2年7月現在）



67 壁のむこうへ ―自閉症の私の人生― 学習研究社
スティーブン・ショア
森由美子訳

68
条例のある街―障害のある人もない人も暮らしやすい
時代に―

ぶどう社 野沢 和弘

69 ブレーメンの挑戦～新福祉論が目指すまちづくり ぎょうせい
ブレーメンの挑戦編集委
員会

70 「障害児なんだ、うちの子」って言えた、おやじたち ぶどう社 町田おやじの会
71 【図説】よくわかる障害者自立支援法 中央法規出版 坂本 洋一

72
無名の人　石井筆子 ―“近代”を問い歴史に埋もれた
女性の生涯

ドメス出版
一番ヶ瀬 康子、
河尾 豊司、 津曲 裕次

75 子どもが育つ魔法の言葉 PHP研究所
ドロシー・ロー・ノルト
石井千春訳

76
ママ、ひとりでするのを手伝ってね！ ―モンテッソーリ
の幼児教育―

講談社 相良敦子

77 幼児のちから ―モンテッソーリ教育の現場から― 静岡新聞社 松浦公紀

78
「ひとこと」を変えれば子どもはのびる　―見直したいう
かつな言葉、何気ない言葉

PHP研究所 海原純子

79 「ぼくたち　きょうだい児」
ＮＰＯ法人キッズエナ
ジー編

87 みんな一緒に IEPジャパン 日浦美智江

88 笑顔のメッセンジャー　―私が私でいられるしあわせ 文芸社 日浦美智江

90 大丈夫！すくすくのびたよ自閉っ子 花風社 竹島尚子

102 たすくメソッド①生活の基礎を身につける ジアース教育新社 齊藤宇開・渡邊倫　編著

103 たすくメソッド②手を育てる ジアース教育新社 齊藤宇開・渡邊倫　編著

105
気になる子どものできたが増える
体・手先の動き指導アラカルト

中央法規出版株式会社 笹田　哲

110 手綱，繋がる思い
ダイヤモンド・ビジネス企
画

113 自閉症の僕が跳びはねる理由 株式会社平河工業社 東田　直樹

114 続・自閉症の僕が跳びはねる理由 株式会社平河工業社 東田　直樹

115 跳びはねる思考 中央精版印刷株式会社 東田　直樹

118 自閉症の息子ダダくん11の不思議 小学館 奥平　綾子

119 障害者の経済学 東洋経済新報社 中島　隆信

120 デトックスで治す自閉症 中央アート出版社 阿部　博幸　監修

121
ことばをはぐくむ
発達に遅れのある子どもたちのために

ぶどう社 中川　信子

122
自閉症スペクトラムものがたり
-「心の理論」の不調を知るために-

考古堂 東條　惠

123
わかってほしい!気になる子
自閉症・ADHDなどと向き合う保育

学研 田中　康雄　監修

124
自然療法医学士　門馬先生の知って得するこぼれ話
パンチャカルマ解毒があなたを救う

エイル・パブリッシング 長野　久馬

125
うちの子ことばが遅いのかな・・・
言葉の通信編

ぶどう社 日高　庸晴　監修

126 特別支援教育のための精神・神経医学 学研
杉山　登志郎
原　仁[共著]

127
発達と障害を考える本⑥
ふしぎだね?知的障害のおともだち

ミネルヴァ書房 原　仁　監修

129
知的障害・発達と障害のある子どもの住まいの工夫
ガイドぶっく

中央法規出版株式会社
西村　顕
本田　秀夫



130 音楽療法　障害児の遊び＆コミュニケーション 明治図書 加藤　博之

131 えっくんと自閉症　ＡＢＡアメリカ早期療育の記録 グラフ社 末吉　景子

132 ポジティブ子育て　12のこころえ 主婦の友社 ますなが　りさ

133 家庭で無理なくできる　生活・学習４６ 学研 井上　雅彦　編著

134 自閉症のすべてがわかる本 講談社 佐々木　正美　監修

135 自閉症児の親のメンタルヘルス支援マニュアル

136 発達障害の子どもを伸ばす　魔法の言葉かけ 講談社
shizu
平岩　幹男

137 音楽療法士のための　ＡＢＡ入門 春秋社
中山晶・二俣泉・竹内康
二

138 家庭で無理なくできる　コミュニケーション課題３０ 学研
井上　雅彦　編著
藤坂　龍司　著

139 明日から使える自閉症教育のポイント ジアース教育新社
西川　公司　監修
筑波大学付属久里浜特別支援学
校　編著

140 こころをラクに あたまをクリアに ぶどう社 大林　泉

141 LGBTQを知ってますか? 図書印刷株式会社
日高　庸晴　監修
星野　慎二　ほか

142 大震災自閉っこ家族のサバイバル ぶどう社 高橋　みかわ編著

143 ありのままの子育て　自閉症の息子と共に・・① ぶどう社 明石　洋子著

144 自立への子育て　　自閉症り息子と共に・・② ぶどう社 明石　洋子著

145 お仕事がんばります　自閉症の息子と共に・・③ ぶどう社 明石　洋子著

146 障害児・者のいのちを守る ジアーヌ教育新社 加藤　勝博

147 心は天につながっている PHP研究所 金澤翔子書　金澤康子文

148 行動障害の理解と適切行動支援 ジアース教育新社
清水　直治　監訳
ゲラ　弘美　編訳

149 enjoy ist。かながわ ジアース教育新社 加藤　勝博

150 いっしょ 文芸社 岡部　俊行

151
障害のある子が将来にわたって受けられるサービスの
すべて

自由国民社 渡部　伸　監修

～コミック～
1 光とともに・・・ ―自閉症児を抱えて―　① 秋田書店 戸部　けいこ
2 光とともに・・・ ―自閉症児を抱えて―　② 秋田書店 戸部　けいこ
3 光とともに・・・ ―自閉症児を抱えて―　③ 秋田書店 戸部　けいこ
4 光とともに・・・ ―自閉症児を抱えて―　④ 秋田書店 戸部　けいこ
5 光とともに・・・ ―自閉症児を抱えて―　⑤ 秋田書店 戸部　けいこ
6 光とともに・・・ ―自閉症児を抱えて―　⑥ 秋田書店 戸部　けいこ
7 光とともに・・・ ―自閉症児を抱えて―　⑦ 秋田書店 戸部　けいこ
8 光とともに・・・ ―自閉症児を抱えて―　⑧ 秋田書店 戸部　けいこ
9 光とともに・・・ ―自閉症児を抱えて―　⑨ 秋田書店 戸部　けいこ
10 光とともに・・・ ―自閉症児を抱えて―　⑩ 秋田書店 戸部　けいこ
11 光とともに・・・ ―自閉症児を抱えて―　⑪ 秋田書店 戸部　けいこ
12 光とともに・・・ ―自閉症児を抱えて―　⑫ 秋田書店 戸部　けいこ
13 光とともに・・・ ―自閉症児を抱えて―　⑬ 秋田書店 戸部　けいこ
14 光とともに・・・ ―自閉症児を抱えて―　⑭ 秋田書店 戸部　けいこ

社会法人　日本発達障害福祉連盟



15 光とともに・・・ ―自閉症児を抱えて―　⑮ 秋田書店 戸部　けいこ
129 光とともに・・・ ―自閉症児を抱えて―　<別巻> 秋田書店 戸部　けいこ/作画 河崎芽衣

80 どんぐりの家　第一巻 小学館 山本おさむ

81 どんぐりの家　第二巻 小学館 山本おさむ

82 どんぐりの家　第三巻 小学館 山本おさむ

83 どんぐりの家　第四巻 小学館 山本おさむ

84 どんぐりの家　第五巻 小学館 山本おさむ

85 どんぐりの家　第六巻 小学館 山本おさむ

86 どんぐりの家　第七巻 小学館 山本おさむ

96 はだしの天使 ぶんか社
さがわれん
原案　脇坂友美

97 この星のぬくもり　自閉症児のみつめる世界 ぶんか社
曽根富美子
取材協力　森口奈緒美

98 奥田健次の出張カウンセリング スペクトラム出版社
奥田　健次 著
竹嶌　波 漫画

～絵本～

91 わたしのおとうと、へん…かなあ 評論社 マリ＝エレーヌ・ドルバル

92 イルカの子 主婦の友社 姫野ちとせ

93 十人十色なカエルの子 東京書籍 落合みどり

【資料・冊子】

番号 タイトル 発行元 著者・監修・編集

53 親のための虐待防止マニュアル　（２冊あり） ＮＰＯ法人ＰａｎｄＡ-J

56 防災マニュアル
港南台ひの特別支援学
校　防災安全支援係

130 平成３１年度～　コーディネーターだより
131 子どもといっしょに育てる住まい　知的・発達障害編 横浜市リハビリテーショ

センター　研究開発課

133 さぎょうしょインデックス２０１７
横浜市障害者地域作業
所連絡会

134 さぎょうしょインデックス２０１８
横浜市障害者地域作業
所連絡会

135 横浜市PTA創立７０周年記念誌 横浜市PTA連絡協議会

136 Active Age
認定ＮＰＯ法人横浜移動
サービス協議会

137 さぎょうしょインデックス２０１９
横浜市障害者地域作業
所連絡会


