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種別 No. 題名 著者 内容紹介
初版
年度

専門・研究 1001
ダウン症児の早期療育 (社)全国心身障害児福祉財団 中央愛育園での専門的な訓練指導の内容を具体的に紹介

1996

専門・研究 1002
小児内科�ダウン症候群 東京医学社 医学雑誌の特集、医学的問題点を夫々専門家が解説

1992

専門・研究 1003
ダウン症候群と療育の発展 V・D・Phd ワシントン法ドミトリーブ博士によるダウン症療育一般書

1992

専門・研究 1004
障害を持つ子のいる暮らし 毛利子来・山田眞・野辺明子 多種多様な障がい児との暮らしを辞典風に主として医者が執筆

1995

専門・研究 1005
ダウン症は病気じゃない 飯沼和三 「体質」ととらえて医療面で留意すべきこと等特徴を解説

1996

専門・研究 1006
子どもの心臓病はもう恐くない 龍野勝彦・森克彦・坂根悦子 榊原記念病院の医者が子どもの心臓病について検査・診断から心臓

手術の（仕方，費用）実際を詳しく解説
1985

専門・研究 1007
ボクのハートは優れもの�心臓病の手引き 松岡�優 子どもの心臓病の対処法、症状をわかりやすく解説した手引書

2002

専門・研究 1008
心疾患の診断と手術（改訂第4版） 新井達太 慈恵医大の心臓外科医が医師のために書いたガイドブック������★

1991

専門・研究 1009
ダウン症児の育ち方・育て方 安藤�忠 ダウン症児の療育を写真と図で示したもの

1985

専門・研究 1010
ダウン症のすべてがわかる本 池田由紀江監修 ダウン症理解のための本

2007

専門・研究 1011
ダウン症の子どもたち 茂木俊彦・池田由紀江・稲沢潤子 ダウン症の子ども、成人達の生活ぶりを分かりやすく紹介

1998

専門・研究 1012
ダウン症児の発達への早期介入の方法と

効果に関する教育・臨床心理学的研究

山下�勲 福岡教育大の著者の学位論文の集大成
1991
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専門・研究 1013
ダウン症児の発達と教育 池田由紀江 青年期までの発達の課題,指導法を示す

1992

専門・研究 1014
ダウン症児の早期教育プログラム 池田由紀江 6才までの子育てのポイントを示したもの

1991

専門・研究 1015
ダウン症の早期教育 高井俊夫 ダウン症児教育法のひとつ、ワシントン大学法

1994

専門・研究 1016
コミュニケーションの発達と指導プログラム 長崎勤・小野里美帆 発達に遅れを持つ乳幼児のコミュニケーション・ことばの力を評価し、

発達段階に応じた指導プログラムとかかわり方の援助
1996

専門・研究 1017
子どもの健康診断を考える 山田�真 だれのための体の管理か健康と健康診断を問い直そう

1986

専門・研究 1018
先天異常を理解する 塩田浩平・大泉純・飯沼和三 誰にでも起こる事として正しく理解するための専門知識を解説

1991

専門・研究 1019
精神発達遅滞児の心理と指導 山下�勲�・�鉢嶺清融 養育、保育、家庭教育、心理、教育指導臨床の実践に役立つ

1991

専門・研究 1020
(改版）自立するダウン症児たち ユニス・マックルーグ 社会的、身体的、精神的な発達を親がどの様に保障するか�������★

1995

専門・研究 1021
ようこそダウン症の赤ちゃん 日本ダウン症協会（JDS) ダウン症の本人と家族が、ありのままの暮らしを通して伝える命の

メッセージ。あたり前の普通の暮らしが100の物語としてまとまってい
る。

1999

専門・研究 1022
障害のある子って、どんな気持ち？一見て、聞い
て、
体験して、知ろう！

座間キャラバン隊 障害のある子のことを知るきっかけとなり、地域で障害のある子のこ

とを知る、伝えるという活動が広がっていく。
2009

専門・研究 1023
子どもを選ばないことを選ぶ

ーいのちの現場から出生前診断を問うー

大野明子 産科医である著者が、偏りのない情報、出生前診断を是としない情報、これから

子供を産もうとしている人達の幸福を脅かすことのない情報を提供している。
2003

専門・研究 1024
乳幼児のことば相談 幼児言語研究会 言語指導に関する疑問点をQ＆A形式でまとめたもの

1987

専門・研究 1025
心をことばにのせて 中川信子 豊かなコミュニケーションが心を育てそこからことばを育てる

1990

専門・研究 1026
ダウン症乳幼児の言語発達と早期言語指導 長崎�勤 表題の通り東京学芸大の著者の博士論文

1995

専門・研究 1027
ことばに探る心の不思議 子どもとことば研究会 子どものことばに長年関わってきた編者の想いの記録

1996

専門・研究 1028
ことばの遅い子 中川信子 1〜3才児を対象、ことばを育てるための参考書

1999



専門・研究 1029
ことばをはぐくむ 中川信子 聴能言語土の視点から『ことば』を話すための具体的な参考書

1986

専門・研究 1030
うちの子ことばが遅いのかな・・・ 言の葉通信／編 全国の「ことばが遅い子」の母親が悩みや思いを書きつづった「うちの

子の場合」
1999

専門・研究 1031
子どものこころとことばの育ち 中川信子 その子らしく、ゆっくり育てよう。言語聴覚士からの提言

2003

専門・研究 1032
ちゃんと人と付き合いたいー発達障害や人間関係に悩む 井澤信三、霜田浩信、小島道生、細川かお

り、橋本創一

人との関係におけるつまずきが障壁となっている発達障害のある人のための

ソ—シャルスキル・トレーニングをまとめている。
2008

専門・研究 1033
新ダウン症児のことばを育てる 池田由紀江・菅野敦 日頃の生活の中でことばの発達を促すプログラムの参考書

2010

専門・研究 1034
ダウン症児のことばを育てるー0歳からの生活の

中でー

池田由紀江・菅野敦 ダウン症の子供達にとって、最も困難領域である「ことばによるコミュニケーショ

ン」を0歳から学齢期にかけて育てる援助方法をまとめている。
1994

専門・研究 1035
遅れている子どもを育てる�『ことば』 山下勲・江藤モモヨ 図解入りで、子どもたちが楽しみながら学習できる指導書

1998

専門・研究 1036
ことばの発達を促す手作り教材 こどもとことばの発達問題研究会 執筆者はスピーチセラピスト、ことばの発達に遅れを持った子どもと気

軽に楽しく遊べる工夫された手作り教材を紹介
1990

専門・研究 1037
生と死の先端医療 生命操作を考える市民の会 今、「先端医療」の現場で何が起こっているのか、社会にどのような変

化を及ぼすかを示す本
1998

専門・研究 1038
出生前診断をめぐって 武谷雄二 雑誌「医学のあゆみ」の別冊、急展開する出生前診断の問題点

1995

専門・研究 1039
出生前診断�いのちの品質管理への警鐘 佐藤孝道 出生前診断の種類・適応・問題点について述べ障がいをもって生きる

事や出生前診断の将来を考える
1999

専門・研究 1040
ルポルタージュ�出生前診断 坂井律子 生殖医療についてのNHKETV特集のために取材したものを詳しく報

告、深刻な内容だが読みやすい
1999

専門・研究 1041
つくられる命 坂井律子・春日真人 クローン技術時代の精子・卵子はどこで作られて誰の手に渡り、やが

て親探しをするこどもは、対話にたどり着くのだろうか？
2004

専門・研究 1042
こうのとり追って 毎日新聞取材班 晩産化時代の妊娠・出産、まさかの不妊、不妊治療の光と影、

心でつながる親子
2013

専門・研究 1043
いのちがあやつられる時 毎日新聞社社会部 いま『いのち』に何が起こっているのか、生殖医療革命と倫理

1993

専門・研究 1044
受精卵診断と出生前診断 利光恵子 受精卵診断と出生前診断、日本と英米の導入の相違、受精卵

診断をめぐる論争
2012



専門・研究 1045
知っていますか？出生前診断�一問一答 優生思想を問うネットワーク 一問一答、優生思想を問うネットワーク編

2003

専門・研究 1046
染色体異常の出生前診断と母体血清マーカー

試験

佐藤孝道 出生前診断の実際及び倫理的問題についての解説
1996

専門・研究 1047
最近の出生前診断をめぐって 企画�平原史樹 週刊医学のあゆみ�Vol.246�No.2

2013

専門・研究 1048
赤ちゃんに先天異常が見つかった女性への看護 山中美智子 女性に寄り添う看護シリーズ③

2010

専門・研究 1049
出生前診断とわたしたち 玉井真理子・渡部麻衣子 新型出生前診断（NIPT)が問いかけるもの、相談の現場から

2014

専門・研究 1050
このままでいいなんていわないで！！ ファイヤーシュタイン・ランド イスラエルでのダウン症児英才教育の理論と実践

2000

専門・研究 1051
知的障害をもつ子とともに 親子工芸教室 知的障がいをもつ子とその親たちの手織教室、15年間の記録

1998

専門・研究 1052
ハンディキャップをもつ人の口の健康 大竹邦明 口腔衛生への具体的な工夫、衛生管理の方法等を紹介

1990

専門・研究 1053
自立生活ハンドブック6�すき 全日本手をつなぐ育成会 異性への関心を写真集で学べるように作られたもの

1998

専門・研究 1054
知的障害のある人の性とその周辺を理解する 全日本手をつなぐ育成会 支援者のためのガイドブック

2000

専門・研究 1055
障害のある子どもの性教育相談 角田�禮三 性の発達・しつけ・指導・教育の相談をQ＆Å形式で

1994

専門・研究 1056
ダウン症者の思春期と性 カナダ・ダウン症協会 ｢性」について本人にも理解できるように書かれている

2004

専門・研究 1057
大好きあそびみーつけた なのはな共同保育園 障がいを持つ子どものために簡単に作れる遊具や遊び方を紹介

1998

専門・研究 1058
ダウン症のためのATAメソッド 阿多義明 染色体異常症候群の正しい理解と能力開発訓練のための総合指導

書
1997

専門・研究 1059
おねしょの本 中村�孝 おねしょは親の悩みのタネ、でもこの本を読めばもう大丈夫

1988

専門・研究 1060
小さく生まれた赤ちゃん、

気がかりのある赤ちゃんのママ・パパへ

ひよこクラブ特別編集
2000



専門・研究 1061
統合教育の実践ー心と身体のバリアフリーを目

指して

山本和儀編著 教育あるべき姿を基軸とし障害児を中心に教育的立場から実践して

きた方々、当事者、家族の見解を集めたもの。
2002

専門・研究 1062
子どものねがい・子どものなやみ 白石正久 乳幼児から5、6歳までの発達と子育て

1998

専門・研究 1063
障害者ときょうだいー日本・ドイツの比較調査を

通し

三原博光 日本とドイツの比較調査をしてきょうだいたちが抱える悩みや家族支

援のあり方を考える
2000

専門・研究 1064
オレは世界で二番目か？ 広川律子編 しょうがい児のきょうだい・家族への支援をしょうがい者運動として問

題提起
2003

専門・研究 1065
障害乳幼児の発達と仲間づくり 全国保育問題研究協議会編 障がい乳幼児保育の実践例と子育てへの提言/保育園での生活ぶり

がよくわかる
2001

専門・研究 1066
知的障害児・者支援スタッフのための人権

ハンドブック（人権ガイドライン第3版）

東京都社会福祉協議会

知的発達障害部会人権擁護委員会

知的障がいのある人の福祉に携わる施設経営者、支援者が利用者

の立場でサービスの手がかりを確立していくためのハンドブック
2010

専門・研究 1067
利用者主体の家族援助 中野敏子・田澤あけみ 障がい児が家族と共に地域で普通に生活していくための支援とは

1995

専門・研究 1068
ダウン症候群児・者のヘルスケアマネジメント 岡本伸彦・巽純子監修 ダウン症児・者の支援にかかわる人のためのガイドブック

2010

専門・研究 1069
Dear.�Brother�＆�Sister

ー障がい児のきょうだいたちのホントの気持ちー

「障害を持つ子どもの父母のネット

ワーク愛知」�田中弘美

障がい児のきょうだいたちのホントの気持ち
2005

専門・研究 1070
「ぞうさんの部屋」の記録 古賀才子 「ぞうさんの部屋」に通ってきた子どもたちの成長の記録、手作りのお

もちゃパズルで楽しく遊びながら発達を促す
1986

専門・研究 1071
自分をまもる本

ーいじめ、もうがまんしないー

ローズマリー・ストーンズ著

小島希里訳

いじめってなぁに？いじめの仕組み、なぜいじめる自分を守るかしこい

方法までわかりやすく解説
1995

専門・研究 1072
あなたたちは「希望」である 丹羽淑子 著者のダウン症児・者への「愛」とかかわりの全ての記録

2004

専門・研究 1073
ダウン症ハンドブック（改訂版） 菅野敦・玉井邦夫・橋本創一・小島道

生編

家庭や学校・施設で取り組む療育・教育・支援プログラム
2013

専門・研究 1074
ダウン症ハンドブック 池田由紀江監修 子供から成人まで医療・教育・生活・支援態勢等ダウン症の事が何で

も分かる
2005

専門・研究 1075
不器用な子どもの動きづくり 飯嶋正博 長年「動作法」にとり込んできた著者による指導書・イラスト入り

2005

専門・研究 1076
知的障害者の退行の発見・予防・ケア 社団法人日本知的障害福祉連盟 青年期・成人期知的障がい者の退行の実態と原因、具体的なアプ

ローチ
2005



専門・研究 1077
こんなんええやん！ NPO法人ゆめ風基金 NPO法人ゆめ風基金の手による障がい者支援の防災ハンドブック・

実践事例集
2010

専門・研究 1078
ダウン症の子供がいきいきと育つことばとコミ
ニュケーションー家族と専門家のための実践ガ
イドブックー

リビー・クミン著、梅村浄ほか訳 家庭でコミュニケーションを育てるにはどういう方法があるか。また言
語療法士と協力して役に立つ知識の紹介等、わかりやすく紹介され
ている。

2011

専門・研究 1079
ダウン症の歴史 デイヴィッド・ライト

大谷�誠訳

近世から現代までのダウン症の歴史が5章に渡って紹介され、侮蔑

的な表現で扱っていた初期から・・・
2015

専門・研究 1080
あなたの街にも発達支援の場をー笑顔の子育て

「児童デイサービス」−

近藤直子編著 自冶体によって名前はいろいろだが、保育所や幼稚園に入る前の時
期の親子が、笑顔になれる楽しい保育の場の提供を目的とした「児
童デイサービス」の紹介

2004

専門・研究 1081
ダウン症のおともだち

発達と障害を考える本⑤ふしぎだね！

玉井邦夫監修 ダウン症の行動を通して、具体的にどんな障害なのかを紹介してい

る。
2005

専門・研究 1082
今からでも早くはない今でも遅くはない 全日本育成会 知的障がい者の保護者と支援にかかわる人に向けた就労に関して

1995

専門・研究 1083
働くために・働きつづけるために 全日本手をつなぐ育成会�発行 生活の質を高めるための就労にむけ、早くから準備をという手引書

2000

専門・研究 1084
ひとりだちするあなたに 手をつなぐ親の会 自立生活を送るために書かれた入門書

1991

専門・研究 1085
性・say・生 全日本手をつなぐ育成会 知的障がい者の本人向けのテキスト

2005

専門・研究 1086
自立生活ハンドブック⑫�自分をまもる 全日本手をつなぐ育成会 一人暮らしをして、通信販売、お金の管理、暴力、虐待、財産管理

2003

専門・研究 1087
自立生活ハンドブック⑪�ひとりだち 全日本手をつなぐ育成会 住まい、食生活、仕事、経済生活、暮らしを豊かに

2004

専門・研究 1088
遅れている子どもを育てる�『かず』�������遅れてい

る子どもを育てる�『ことば』

山下�勲・江藤モモヨ 長年の体験から書かれた「かず」を教える実践的指導書
1997

専門・研究 1089
わかりやすい障害者の権利条約 全日本手をつなぐ育成会 障害者の権利条約って何ですか？

2009

専門・研究 1090
助産雑誌⑦

助産師と会陰裂傷縫合

(株)医学書院 ダウン症のある子を授かったご家族に何をどのように伝えるか、

診療の場で親にどう伝えるか
2012

専門・研究 1091
ダウン症の友だち 吉田昌雄・川北敏晴監修 障害を知ろう-みんなちがってみんないい-3 ダウン症を理解するため

の本★
2005



専門・研究 1092
ダウン症�家族のまなざし JDS 伊藤忠青山アートスクエアでの写真展での紹介

2014

専門・研究 1093
ダウン症の人たちが充実した成人期を迎えるた

めに

近畿大学遺伝カウンセラー養成課程 思春期以降の心理支援、自立支援と就労支援、

生命の尊さと遺伝カウンセリング
2007

専門・研究 1094
障がいを理解するための絵本 平林あゆ子監修 障害のある子どもが登場する絵本を読み聞かせて子どもや親同士の

理解を深める
2011

専門・研究 1095
知的(発達)障害の退行マニュアルー退行の実態

と支援ー

社団法人

日本発達障害福祉連盟

退行した知的(発達)障害者の実態に、どのように支援できるかを、具

体的な事例を通して紹介している。
2010

専門・研究 1096
特別支援教育のプロとして子ども虐待を学ぶ 玉井邦夫 特別支援教育に必携！幼稚園から高校までの年齢軸に沿った具体策

が分かる
2009

専門・研究 1097
知的障害者の人権 松友�了 人権侵害の事例そして権利意識の定着と盛り上がりを複数の執筆者

が報告
1999

専門・研究 1098
すこやかのびのび子育てQ&A 発達協会 困ること、疑問等々、Q＆A形式で具体的に示す

1995

専門・研究 1099
おはよっ！ 社会福祉法人なごみかぜ ダウン症の女の子、福田幸子さんのおはなし

2013

専門・研究 1100
障害児の学校選択 宮永潔・羽生田博美 学校選択，学校生活で生ずる問題について具体的対策を網羅

1995

専門・研究 1101
講義�生命科学と法 岩志和一郎・増井徹・白井泰子・

長谷川知子・甲斐克則

早稲田大学大学院の法務研究科での講義をまとめたもので、命の仕

組みを多角的にとりあげている。
2008

専門・研究 1102
障害特性に応じた指導と自立活動 新井英晴 これからの知的障害者児教育では、障害やそれに基ずく困難を乗り

越えること、楽しく活動するということは矛盾するというものではないと
述べている。

2009

専門・研究 1103
奇跡のスイマーたち 横山�勝 知的ハンデを持つ子供達の水泳指導

2004

専門・研究 1104
特集�今あらためて診るダウン症 CLINICAL REHABILITATION⑥ 知的・運動発達障害とリハビリテーションについて

2011

専門・研究 1105
ダウン症児の赤ちゃん体操 藤田弘子 赤ちゃん体操を通してダウン症児の発達を促すための参考書�����★

1999

専門・研究 1106
自立するダウン症児たち ユニス・マックルーグ

藤田弘子・川島ひろ子訳

0歳から結婚・出産までの生活指導マニュアル
1991

専門・研究 1107
ダウン症の若者支援ハンドブック ジークフリード・M・プエスケル

ハリス淳子訳

学校から社会への移行期に準備しておきたいことすべて
2008



専門・研究 1108
ダウン症リハビリテーションガイド 山本良彦

2013

専門・研究 1109
わが子よ 共同通信社会部 2013年から1年かけて追い求めた出生前診断、生殖医療、養子縁

組のテーマをまとめたもの
2014

専門・研究 1110
ことばをはぐくむ 中川信子

専門・研究 1111
ダウン症児の心理と指導 水田善次郎�編著 第一編では、ダウン症児の知能、性格、物の見方、言語、運動、情

緒、家庭教育などに及び、第二編では、11名の母親の手記がまとめ
られてる。

1979

専門・研究 1112
ダウン症候群 塩野寛・門脇純一 染色体異常の中で最も頻度の高いダウン症候群について二人の専

門家が分担して、原因、診断、訓練、病因、免疫など各項目を詳しく
解説している。

1979

専門・研究 1113
ダウン症児と共に 小石隆常 1961年に誕生した次男がダウン症であったことから、育児期の訓

練、学齢期の諸問題、成人期の諸問題など多岐に亘って述べてい
る。

1978

専門・研究 1114

ダウン症の子どもの心を育てる 丹羽淑子・田中千穂子 母親とその方達を助力する人達のために書かれたもので、障害理解
に役立つことを預かっている。
14年間の発達相談の中から、ダウン症の子ども達に対する援助の仕
方、お母さん達の心の悩みなどが、述べられています

1991

手記・小説 2001
久夫の画集 福川久夫 38才で亡くなったダウン症の福川久夫さんの絵画と追悼の詩集

1984

手記・小説 2002
ぼくのお姉さん 丘�修三 作業所に通うダウン症の姉を弟の視点を通して養護学校教師が書い

たもの
1986

手記・小説 2003
サツキからの伝言 山尾謙二 ダウン症児の父となりダウン症に関する「定説」に疑問を持ち真の共

生にむけて独自の運動を繰り広げる
1986

手記・小説 2004
希望をありがとう 鹿島和夫 ダウン症の子どもと仲間たちの様子を担任教師が書いたもの

1987

手記・小説 2005
風の大将 玉木�功 ダウン症児椿祐一くん一家の生活を紹介

1989

手記・小説 2006
神様がくれた赤ん坊 宇都宮直子 不妊の後に授かった子がダウン症だった

1991

手記・小説 2007
君の名はオルガ ジュゼップ・M・E 作家の父が書いたダウン症の娘「オルガ」への手紙

1992

手記・小説 2008
詩集「花火」−ダウン症者と共に生きるー 青木英夫 ダウン症の長男を持つ父が家族との日常生活を詩集に

1992



手記・小説 2009
ディビッドの木 スタイデル・八重子 絵を描く表現活動から個性を発揮して成長する記録

1993

手記・小説 2010
二人三脚 諸岡綾子 ダウン症の娘との人生を短歌に綴った

1993

手記・小説 2011
てのひらのなかの命 加辺一彦vs玉井真理子 NICUにかかわる医師と障がい児の親がメールで生命について語る

1994

手記・小説 2012
瞬間をかさねて 玉井邦夫 障がい児とは？育てるとは？誰にも障がい児と暮らす力があると

1994

手記・小説 2013
知行とともに 徳田�茂 専門家として施設で働いていた著者がダウン症児の父となって

1994

手記・小説 2014
今どきしょうがい児の母親物語 ぽれぽれくらぶ 障がい児の母親として、自分、家族社会のこと等思いを語る

1995

手記・小説 2015
ランドセルいっぱいの宝もの 小林厚子 普通学級に通う和樹君の成長の記録

1995

手記・小説 2016
障害児もいる家族物語 玉井真理子 ダウン症児と3人の弟たちとの日々、働く母親の子育て奮戦記

1995

手記・小説 2017
ダウン症の妹と歩んで 小黒正夫 ダウン症の妹との生活の足跡

1995

手記・小説 2018
淳くんと愉快な仲間たち 島田志津代・川崎光子 淳くんの中1〜中3までの担任と母親の交換日記

1996

手記・小説 2019
まちの中の出会いの場 ぶどう社フォーラム編 障がい児の母親たちが地域で暮らし続けたいとの思いを活動実践

1996

手記・小説 2020
ダウン症のサラ ED・リーツ アメリカのダウン症児の育児記録。著者は少女時代を日本で

1996

手記・小説 2021
ヨッチくん一家のイギリス旅行記 安部玉恵 アパート暮らしを体験、福祉の実情の見聞録や珍道中の紹介

1996

手記・小説 2022
のんちゃん ただのゆみこ ダウン症の‘のんちゃん’が小学校普通級に入学してからの出来事を

友だちを通して書いた絵本
1996

手記・小説 2023
お地蔵さんと太陽 岡本佳子 ダウン症者の画集、絵本の出版や個展等活動を続けている

1996

手記・小説 2024
「障害児の親」ってけっこうイイじゃん ニコちゃん通信の会 障がい児を授かったおかげで人とのつながりの薄さを感じ「とっておき

の人生」をと願う母親たちのパワフルな手記
1997



手記・小説 2025
神様レイくんをありがとう 水越けいこ 歌手でもある著者がダウン症児麗良くんとの生活を綴る

1997

手記・小説 2026
周ちゃん、愛をありがとう 佐藤牧子 ダウン症の周くんを得てよりそう佐藤一家の愛の記録

1997

手記・小説 2027
おしゃべりな絵日記 アトリエエレマンプレザンの子どもたち 作者はダウン症などの知的障がいを持った人達、鋭く優しい感性を自

分のみつけた方法で表現した個性的な作品
1997

手記・小説 2028
星子が居る 最首�悟 視力障がいもあるダウン症の娘との共に生きる日々から社会全体に

目を向ける
1998

手記・小説 2029
猫の公園 中峯ゆかり・由美子 31才のダウン症のゆかりさんの七宝焼の詩と書

1997

手記・小説 2030
障害を持った友だちからの贈り物 ウエストリッジ小学校の生徒たち 障がいをもつ友達から学んだことを子どもたちが書いた（全ルビ付き）

1997

手記・小説 2031
しょうがい児の母親もバリアフリー 西浜優子 障がいを持つ子を産んだ働く女性たちの生き生きとした実像を伝え

たルポルタージュ
1999

手記・小説 2032
走り来れよ、吾娘よ 岩元甦子＋昭雄 ダウン症で四年制大学入学の岩元綾さん。娘の可能性を無限に信じ

て共に生きてきたご両親との軌跡
1998

手記・小説 2033
となりのしげちゃん 星川ひろ子 保育園での生活をすばらしい写真で見ることが出来ます

1999

手記・小説 2034
スマッジがいるから ナン・グレゴリー/作・ロン・ライトバーン

/絵
・岩元綾/訳

ひろわれた子犬のスマッジが人のこころを癒してくれた…���＊絵本
2001

手記・小説 2035
まーくんとつきぐみ 山口栄子 まーくんの幼稚園生活を描いた絵本

2000

手記・小説 2036
いい天気 高橋うらら 育子のお姉ちゃんの友子はダウン症という障がいをもって生まれてき

ました…
2001

手記・小説 2037
レイ君のネイビー色のランドセル 水越けいこ レイ君の成長をさわやかに綴る新しい家族の物語

2001

手記・小説 2038
神様がくれた赤ん坊�茉莉子は小学1年生 宇都宮直子 生きることはすごい！過酷な運命を乗り越える愛と感動のドキュメント

1998

手記・小説 2039
夢紡ぐ綾 岩元綾・岩元甦子 「パリに行きたい」夢を紡ぐ岩元綾さん母娘が綴る紀行

2001

手記・小説 2040
まみちゃんのハッピーロード 記録：甲斐真理子 ダウン症児と教師の学びあいの記録

2002



手記・小説 2041
淳くんと愉快な仲間たち 川崎光子 ダウン症児の母親たちの交換日記

1999

手記・小説 2042
こげよブランコもっと高く ゆうきえみ 「明子ははりきって学校に通いはじめた。でもみんなは明子のことを特

別扱いしたがる」子供向け童話
1994

手記・小説 2043
ダウンちゃん物語 藤野太郎・都 ダウン症である太郎くんの成長記録

2003

手記・小説 2044
小さな天使の贈り物 井上真理子 わが家に生まれてきてくれてありがとう。10年間の子育てを母親の日

記で
2003

手記・小説 2045
幸せを見つけて�ダウン症の子どもたち クローバーの会 父親主導の親の会による座談会、手記などで親の愛情・周囲の理解

の大切さを描く本
2003

手記・小説 2046
泰くんと一緒に 大嶋忠義 心身障がい者総合福祉施設「けやきの家」誕生までの記録

2003

手記・小説 2047
あほやけど、ノリオ 露の団六 昭31.10.27生まれのダウン症の兄とのエピソード

2004

手記・小説 2048
翼は翼なんだから 杉森津久美 TVドラマ「たったひとつのたからもの」を好演した杉森翼くんの母の

体験記
2005

手記・小説 2049
僕もピアノが弾けたよ 成田文忠 知的障がいのある子どもたちのピアノ教室の記録

2005

手記・小説 2050
サリー・花のような女の子 ビル・アンダーソン・古屋美登里訳 英国田園風景を描きカードの売上げで慈善事業に貢献した女性の2

6年の記録
2005

手記・小説 2051
ことば育ちは心育て 岩元昭雄・甦子・綾 ダウン症の女子大生岩元綾さんを育んだ父親の記録

2005

手記・小説 2052
ことばが生まれるとき 岩元�綾 ダウン症である自分を見つめて書き綴ったダウン症をもつ本人の詩

集
2012

手記・小説 2053
25人の夢はブーメランに乗って 前原通宏 知的に障がいをもつ若者25人の劇団員の全国公演成功までの記録

2005

手記・小説 2054
僕たちのブロードウェイ 若竹ミュージカル編著 東京学芸大学附属養護学校卒業生によるミュージカル活動、12年

間のまとめ
2005

手記・小説 2055
思い出貯金 中野てる子 ダウン症に加えて糖尿病のコントロールが必要な娘さんと家族の

38年間の旅行記
2007

手記・小説 2056
キティちゃんのリュック 藤本栄子 ダウン症児の子育て記録の中にお母さんのユニークな人生観もうか

がえる本
2001



手記・小説 2057
障害青年の自立と親の自立

あとはあんたの人生よ…

鈴木�勉編著 障がい児がもう子供ではなく大人になった時、親はどうすべきか・母

親ゼミナールの記録
2004

手記・小説 2058
翔子 金澤翔子�（解説�金澤泰子） ダウン症の女流書家が語った心温まる50の言葉

2012

手記・小説 2059
天使がこの世に降り立てば 金澤泰子 ダウン症の書家・金澤翔子を育てた母の日記

2010

手記・小説 2060
お母様大好き 金澤翔子 書と解説（母：泰子）

2014

手記・小説 2061
小さき花 鹿島祥造文�金澤翔子書 37枚の書に短い文が付いている

2010

手記・小説 2062
天使の正体 金澤泰子 ダウン症の書家、娘「金澤翔子」の物語

2008

手記・小説 2063
金澤翔子書品集 金澤翔子・金澤泰子 24編の作品と母親のコメント

2013

手記・小説 2064
金澤翔子の三日間 撮影：若原瑞昌 2009年3月6日、12月18日の密着撮影で見せる翔子さんの様子

2009

手記・小説 2065
愛にはじまるダウン症の女流書家と母の20年 金澤泰子/文 金澤翔子/書 ダウン症の人の持つ可能性に驚きます、この本に収められた書はす

ばらしい
2006

手記・小説 2066
メモリー・キーパーの娘 キム・エドワーズ・宮崎真紀訳 ダウン症で生まれた子供を死産と偽って養女に出したことから広がる

家族の苦悩の日々、アメリカの人気小説
2008

手記・小説 2067
Believe�僕たちは自分の目で見た、撮った 小栗謙一編著 スペシャルオリンピックスを撮った知的障がいのある映画クルーの記

録
2006

手記・小説 2068
光の子がおりてきた ポーラ・フォックス

2000

手記・小説 2069
いいんだよ、そのままで 佐藤肇・佐藤敬子 アトリエ・プレザンの先生とダウン症の画家たちの心温まるエッセイ

2009

手記・小説 2070
トゥエンティファースト 加藤達夫 ダウン症の妹が手術により健常者になったらどうなるか、という設定を

兄の視点から表現
2011

手記・小説 2071
よんなーそだて DS-okinawa ダウン症候群というキーワードでつながる子どもたちをとりまく

写真の数々
2015

手記・小説 2072
MAGIC�CANDY�DROP 松田幸久/文・黒田康子/絵・岩元綾/

訳

魔法のドロップのおかげでケンちゃんに、もう車椅子は不要 岩元綾さ

ん（鹿児島女子大英語英文科卒のダウン症の女性）
1999



手記・小説 2073
わが子がダウン症と告知された87人の「声」 やってみようプロジェクト リアルな心境、関係者に求められる対応、まずは知ってもらうこと

から始めたい
2013

手記・小説 2074
円山八十八ヶ所のおじぞうさま 岡本佳子 円山八十八か所のおじぞうさまの絵とおはなし

1992

手記・小説 2075
子育て手記�障がいだってスペシャル 内海邦一＆ケイプランニング編

2010

手記・小説 2077
今日を生きる 大平光代 40歳でダウン症の娘を出産したことから始まった新しい生き方

2009

手記・小説 2078
みんな大好き 日本ダウン症ネットワーク 障害児とその親・兄弟・施設関係者など161の手記を収録

2002

手記・小説 2079
ほんにおまへも�あの時は 安藤�忠編 18歳から37歳までの70人の青年男女の写真集

2009

手記・小説 2080
ダウン症者、家族が幸せに暮らすために 染色体障害児・者と支える会

（バンビの会）編

長崎を拠点に活動する小児科医と親たちの手記と専門医の視点
2011

手記・小説 2081
ちょっとだけ�さようなら！ 武田康男編 子どもを失うこと、家族の悲しみに寄り添うことを家族の立場から

医療の立場から考える
2002

手記・小説 2082
わたしだって、できるもん！ リンダ・リッレヴィーク文

井上勢津訳

13歳になったクリスティーネの家族・友だち・学校の写真集
2009

手記・小説 2083
運命の子（トリソミー） 松永正訓 短命という定めの男の子を授かった家族の物語

2013

手記・小説 2084
こすもすベーカリー物語 日本児童文学者協会編 7つの作品からなり、日本児童文学者協会、創立60周年記念出版

2008

手記・小説 2085
Happy�Birthday

大丈夫、生まれておいで

河崎芽衣 生まれてきた子はダウン症だった。誕生編・就労編
2014

手記・小説 2086
ユンタのゆっくり成長記 たちばなかおる 家族の絆と笑い満載、ゆっくり育つダウン症の男の子「ゆんた君」

2013

手記・小説 2087
たちばなさんちの長男坊 たちばなかおる ダウン症の長男を囲む家族の絆と笑いが満載の育児奮闘記

2014

手記・小説 2088
わたしたちのトビアス セシリア・スベドベリ ダウン症理解のための絵本

1978

手記・小説 2089
わたしたちのトビアス大きくなる ボー・スベドベリ ダウン症理解のための絵本

1979



手記・小説 2090
わたしたちのトビアス学校へ行く ボー・スベドベリ シリーズの三巻目。特殊学級に行くようになったトビアス、学校で、学

童保育所で、家庭で、どのように過ごしているか
1998

手記・小説 2091
フォアミセス(コミック） 秋田書店�河崎芽衣他 ダウン症児とその家族を描く感動作（月刊誌）

2014

手記・小説 2092
親から子へ伝えたい17の詩 ドロシー・ロー・ノルト

谷川俊太郎�他
2005

手記・小説 2093
わたしのおとうと、へん・・・かなあ M=H・ドルバル

おかだよしえ訳
2008

手記・小説 2094
「ホーホー」の詩ができるまで 信田敏宏

2015

手記・小説 2095
おどろう！みんなで手話ダンス 島田和子

2015

手記・小説 2096
ダンスチーム「ラブ�ジャンクス」 牧野アンナ

2015

手記・小説 2097
フォアミセス(コミック）⑧ 出生前診断が内容のコミック掲載

2015

手記・小説 2098
フォアミセス(コミック）⑨ 出生前診断が内容のコミック掲載

2015

手記・小説 2099
フォアミセス(コミック）⑩ 出生前診断が内容のコミック掲載

2010

手記・小説 2100
悲しみは生きる力となりて

ー障害児に学ぶー

今村善子・直
1983

手記・小説 2101
小さないのちの歌

ーダウン症とたたかった少年ー

高橋泰子
1981

手記・小説 2102
ぼくこんなにかしこくなった

ーダウン症児の教育記録ー

黒藪次男
1981

手記・小説 2103
こんとん君立ちなさい

ータロウ先生の特殊教育漂流ー

池田太郎
1983

手記・小説 2104
ダウン症児の子育て日記ー働きながらー 加藤登代子

1988

手記・小説 2105
ダウン症の子をもって 正村公宏

1983



手記・小説 2106
浜千鳥の歌

ー愛を求めてダウン症児の希望の友ー

岩居俊男
1984

手記・小説 2107
アイちゃんのいる教室 文・写真�高倉正樹 元気なアイちゃんの1年生の教室風景

2013

手記・小説 2108
アイちゃんのいる教室ー3年1組ー 高倉正樹

2015

手記・小説 2109

あんととうしゃんかあしゃんあんとみんな

─「アント」はダウン症の華子のありがとう

文/福井トシ子・神奈川県立湘南養護

学校の先生たち

絵/福井華子�写真/辻�史朗

2017

その他 3001
鈴の鳴る道＜花の詩画集＞ 星野富弘 事故で手足の自由を失い筆をくわえて描いた花々とエッセイ

2002

その他 3002
ほめて子育てトイレット・トレーニング 大友�昇 ほめながら排泄の自立を促す指導法入門

2000

その他 3003
はじめての特別なニーズ教育 高山佳子 援助の必要な子供の教育に携わる教師、親、学生、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱのため

の手引書
2003

その他 3004
やさしい隣人達 ロバート・パースキー、マーサ・パース

キー著

地域で暮らすということ。障がいを持って暮らす人達の未来が明るい

ものになってほしいという著者の願い
2006

その他 3005
ポーテージで育った青年たち 日本ポーテージ協会 子どもの成長を見守ってきた先生方の手記

2012

その他 3006
暗闇に星が輝くとき ダイアン・デュプイ 自分達の劇場“ホーム”を手にするまでの愛とユーモアの奮闘記

2009

その他 3007
福祉を変える経営 小倉昌男 「クロネコヤマトの宅急便」の生みの親が挑むノーマライゼイションの

道
2010

その他 3008
筆子その愛 山田火砂子、車取ウキヨ 「障がい者教育の母」と呼ばれた石井筆子の映画「筆子その愛」の小

説化
2012

その他 3009
輝いて今をいきいきと 清水直治監修

日本ポーテージ協会編著
1999



その他 3010
LLブックを届ける 藤澤和子・服部敦司

2010

その他 3011
‟でしゃばりおよね”の踏み出せば見えてくる 久保田美也子 育成会理事他多方面にわたりかかわってきた著者が過ごしてきた人

生を語る
2006

その他 3012
伝え上手な患者になる！ 平松�類

1999

その他 3013
ピア・カウンセリングという名の戦略 安積�遊歩・野上温子

1998

その他 3014
子は親を救うために「心の病い」になる 高橋和巳

1988

その他 3015
障害者の経済学 中島隆信 同情や単純な善悪論から脱し、経済学の冷静な視点から障害者の

本当の幸せを考える
2011

その他 3016
いでんサポートグループ ジョーン・O・ウェイス、ジェイン・S・マク

タ�長谷川知子監訳

産科医としての現場から、出生前診断を問う。障がいを持つ可能性

のある赤ちゃんが生まれたばかりのお母さんへの本
1983

その他 3017
パパとママが赤ちゃんに遊んでもらう本 ままとんきっず

1984

その他 3018
風にふかれて 丘�修三

1985

その他 3019
罪を犯した知的障がいのある人の弁護と支援 内田扶喜子・谷村慎介・原田和明・

水藤昌彦
2014

その他 3020
包丁なんかこわくないー料理編 ぶどう社

石井�葉編

精神の発達にハンデをもつ、子どもたちの生活指導シリーズ
1979

その他 3021
きれいだいすきー清潔編 ぶどう社

石井�葉編

精神の発達にハンデをもつ、子どもたちの生活指導シリーズ②
2008

その他 3022
街は大きな教室だ─外出編 ぶどう社

石井�葉編

精神の発達にハンデをもつ、子どもたちの生活指導シリーズ③
2004

その他 3023
聞こえのハンドブック NPO法人東京都中途失聴・難聴者協

会
1983

その他 3024
幼児難聴 鈴木篤郎・田中美郷

2002

その他 3025
いのちを産む 大野�明子

1996



その他 3026
この子がいる、しあわせ 松兼�功

1992

その他 3027
口唇・口蓋裂児者の幸せのために 口唇・口蓋裂友の会編

2005

その他 3028
お産サイドブックⅡ あんふぁん出版部編

2006

その他 3029
きょうだいは親にはなれない・・・けれど 全国障害者とともに歩む兄弟姉妹

の会�東京支部
2003

その他 3030
この子らとともに 中山文雄

1999

その他 3031
わかちあい、育てあう親の会 小林信秋

2010

その他 3032
特別支援教育のさんすう 小笠�毅

2014

その他 3033
知的障害者就労支援マニュアル�Q&A 社団法人日本知的障害福祉連盟 福祉施設などにおける就労支援担当者向けのノウハウ

2012

その他 3034
お姉ちゃんと同じ学校に通いたい！ 人にやさしい街づくりアドバイザーグ

ループ

様々な障がいをもつ子（ダウン症も含む）の学校選びのガイドブック
2013

その他 3035
子どもの「考える力」を引き出す魔法のひと言 星�一郎

2009

その他 3036
社会は障害のある人たちに何を期待しているか 西村�愛 生涯学習実践から知的の能力をめぐる問題を考える

2008

その他 3037
子どもの発達にあわせて教えるー食事編 公益社団法人発達協会編 イラストでわかるステップアップ

1999

その他 3038
いばら路を知りてささげし石井筆子の二つの人生 井出孫六 「鹿鳴館の華」から、日本の障害児教育・福祉の母へ

1999

その他 3039
花も花なれ�人も人なれ（ボランティアの私） 細川佳代子

2012

その他 3040
こころみ学園�奇跡のワイン 川本敏郎

1991

その他 3041
ADHD�これで子どもが変わる 司馬理英子

2013



その他 3042
ヒーローを待っていても世界は変わらない 湯浅�誠

2002

その他 3043
しろいくに 絵/村田清司�文/構成�田島征三 絵本。絵はダウン症をもつ村田清司さんが描いています。

2010

その他 3044
政権交代とインクルーシブ教育の行方 荒井裕樹×大野更紗

2003

その他 3045
廃墟の中の希望 野澤和弘

2008

その他 3046
育ててくれてありがとう 文・絵�葉祥明

2011

その他 3047
1/4の奇跡「強者」を救う「弱者」の話 山元加津子

2000

その他 3048
できることからはじめよう 都立中野養護学校PTA

2001

その他 3049
障害の重い子どものための授業づくりハンドブッ

ク

全国心身障害児福祉財団
2004

その他 3050
新しい自立活動の実践ハンドブック 全国心身障害児福祉財団

2010

その他 3051
こんなアートスペースがあったらいいな 日本障害者技術文化協会

2010

その他 3052
LET’S SPORTS 日本知的障害福祉連盟

1996

その他 3053
食事が変わる・歯肉が変わる 丸森英史・鈴木和子

2003

その他 3054
スタッフ・世話人のための�グループホーム

援助のポイント

障害のある人と援助者でつくる

日本グループホーム編
1999

その他 3055
イラスト版�子どものマナー
子どもとマスターする49の生活技術3

子どもの生活科学研究会編
2001

その他 3056 周産期の保健指導とケアQ&A 湘南鎌倉総合病院編 1999

その他 3057 薬の手引き（平成11年〜12年） 桝渕幸吉著 2009

その他 3058
のぶカンタービレ 辻井いつ子

1988



その他 3059 外反母趾を防ぐ・治す 井口�傑 2014

その他 3060
これがぼくらの五体満足 先天性四肢障害児父母の会

2013

その他 3061
アスペルガー症候群 岡田尊司

2009

その他 3062
障害者は、いま 大野智也 障がいのある人達が何を望んでいるか自立を阻む壁は何か等福祉・

教育・雇用の現状と課題を提示
1988

その他 3063
あたらしいほうりつの本 又村あおい 年金・福祉サービス・医療費等

2014

その他 3064
言葉あそびコミュニケーション 山本正志 自閉症の子の会話を育てる

2013


