
題名 著者･編集者など 発行など

｢あごら」28号 〈あごら〉運営会議 女による女のためのBＯＣ出版部

あし舟の声　胎児チェックに反対する「青い芝」神奈川県連
合会の戦い

横田弘　著 「青い芝」神奈川県連合会叢書
№2

あすを拓く～心身障害者とともに～ ＮＨＫ大阪放送局「心身障害者と
ともに」グループ

日本放送出版協会

雨あがりのギンヤンマたち 牧口一二　絵　吉田たろう 明石書店

ある母の声胎児ﾁｪｯｸに反対する「青い芝」神奈川県連合会
の戦い

横田宏 「青い芝」神奈川県連合会叢書
ﾊﾟｰﾄ②

依存からの脱出－「障害者」自立と福祉労働運動 現代書館

偽りよ死ね　脳性マヒ者の愛と戦いの記録 寺ノ門栄 ㈱参玄社

いのちの群れ 野本三吉 社会評論社

映像の原点シナリオ⑫

NHK社会福祉セミナー12月～３月 日本放送出版協会

NHK社会福祉セミナー4月～6月 日本放送出版協会

NHK社会福祉セミナー8月～7月 日本放送出版協会

炎群－障害者殺しの思想－ 横田宏 しののめ発行所

OSAKA街図 大阪車イスガイドマップをつくる
会学校ぐるみの障害児教育 編　宮崎隆太郎 ミネルヴァ書房

季刊　福祉労働０2～67（欠巻あり）

教育差別からの解放 高杉晋吾 三一書房

教育労働研究7 村田栄一　編集 社会評論社

共同作業所全国連絡会 共同作業所全国連絡会 ぶどう社

近代における日本と朝鮮－朝鮮問題入門－ 姜　在彦 株式会社すくらむ社

雲と天気 写真と文　飯田睦次郎 山と渓谷社

月間　地域闘争　特集　ともに生き認め合う世界 中廣健治 ロシナンテ社

月刊ちいきとうそう　今月の特集障害をわたしとあなたの事
として

㈱ロシナンテ社

月間福祉社会福祉関係施策資料集6 全国社会福祉協議会

原職復帰－小川闘争勝利の11年 東伸製鉄小川君の不当解雇を
撤回させる会

統一の旗新聞社

現代日本の差別構造 高杉晋吾 三一書房

現代福祉論批判 大谷強 現代書館

講座　日本の教育　教育諸潮流の批判　別巻 著者　西滋勝　高浜介二　他 新日本出版社

講座　日本の教育８　障害者教育 編　川合章・大槻 新日本出版社

厚生の指標　臨時増刊　国民の福祉の動向 財団法人厚生統計協会

厚生白書　婦人と社会保障 厚生省

厚生白書（平成元年度版）長寿社会における子ども、家庭、
地方

厚生省

厚生白書1991真のゆたかさに向っての社会システムの再
構築

厚生省

厚生白書昭和56年度版　国際障害者年－「完全参加と平
等」をめざして－

厚生省

康ちゃんの空 楠山忠之 創樹社

こどものとも、おとうさんといっしょ 作　白石清春　画　いまき　みち
西村繁男

福音館書店

ころび草　脳性麻痺者のある共同生活の生成と崩壊 横田宏 仮面社

差別構造の解体 高杉晋吾 三一書房

差別者のボクに捧げる 三宅一志 晩聲社

私的障害者運動史 二日市　安 たいまつ新書

地鳴り　村田拓小説集 村田拓 素人社

社会保障第2版 坂寄俊雄 岩波新書

就学時健康診断は子どものためか？

｢障害」ってなんだろう？どんどん 障害児教育　自主教材編集委
員会

障害原論 高野哲夫 ミネルヴァ書房

「障害児」観再考－[教育＝共育」試論 篠原睦治 明治図書出版株式会社

障害児教育創作教材あっそうかぁ 文　河野秀忠　絵　西村義彦 障害者問題総合誌「そよ風のよう
に街に出よう」編集部

障害児教育創作教材あっなあんだ 文　かわのひでただ　絵　にしむ
らよしひこ

障害者解放と労働運動 高杉晋吾 ㈱社会評論社

障害者教育研究第２号 編　大西問題を契機として障害
者の教育権を実現する会

現代ｼﾞｬｰﾅﾘｽﾞﾑ出版会

障害者雇用制度の確立をめざして 児島美都子　編 法律文化社

障害者殺しの思想 横田宏 JCA出版

障害者の解放運動 津田道夫 三一書房

障害者文庫２「だから人間なんだ」 遠藤滋 障害者の自主出版を応援する会

昭和50年度版厚生白書　これからの社会保障 厚生省



昭和52年度版厚生白書　高齢者社会の入口に立つ社会保
障

厚生省

昭和57年度厚生白書－高齢化社会を支える社会保障をめ
ざして－

厚生省　編 大蔵省印刷局

昭和58年度厚生白書－新しい時代の潮流と社会保障－ 厚生省　編 大蔵省印刷局

昭和59年版　厚生白書 厚生省

昭和60年版厚生白書　－長寿社会に向って選択する 厚生省

昭和61年版厚生白書　未知への挑戦－明るい長寿社会を
めざして

厚生省

昭和62年度版厚生白書　社会保障を担う人々－社会サー
ビスはこう展開する

厚生省

昭和63年度版厚生白書－新たな高齢者像と活力ある長寿･
福祉社会をめざして　厚生省創設50周年記念号

厚生省　編 財団法人厚生統計協会

自立するダウン症児たち 著者　ｺﾆｽ・ﾏｯｸﾙｰｶﾞ　訳者　藤
田弘子

ﾒﾃﾞｨｶ出版

すぐ役立つ社会保険・労働保険の届出と手続き 日本実業出版社

生協と共同作業所　はたらく障害者とともに 藤本文朗　編 かもがわ出版

1984年版　政府刊行物等総合目録

セロひきのゴーシュ 宮沢賢治　作　茂田井武　画 福音館書店

双書/解放教育の実践２　部落解放の教育運動 解放教育研究会 亨有堂印刷所

KSKそよ風のように街に出よう0～20 編　そよ風のように街に出よう編
集部

障害者問題資料センター

KSKそよ風のように街に出よう創刊号 編　そよ風のように街に出よう編
集部

障害者問題資料センター

〈大学生活と障害者問題〉を語り合う　なんで？みんなの問
題なんやろ！

著者　相原秀多　牧口一二 編集工房ノア

｢ちびくろサンボ」絶版を考える 径書房

design for independent living architectural press

「同和」保育の基礎理論 編　大阪同和保育連絡協議会 解放出版社

どの子も地域の学校へ、養護学校の義務化はごめんだ、 東京｢54年度養護学校義務化」
阻止共闘会議　編

拓殖書房

知行とともに　ダウン症児の父親の記 徳田茂 川島書房

匂うがごとく梅谷明子の場合 河野秀忠　編著 長征社

日本障害児教育史 荒川勇 福村出版㈱

kskネットわぁーく　№1～№20 関西障害者定期刊行物協会
発行脳性マヒ者の生活と労働（その4）軌跡　青い芝の会－ある

脳性マヒ者運動のあゆみ
若林克彦 極光印刷㈱

はせがわくんきらいや 長谷川集平 すばる書房

八王子養護学校の思想と実践　どの子も一緒の教育を 小島靖子・小福田史男　編 明活図書出版株式会社

｢80年代」第十三号 ｢80年代｣編集委員会 野草社

反教育シリーズⅩⅠ知能公害 渡部淳 現代書館

犯罪白書（昭和57年版) 法務省法務総合研究所

「福祉」が人を殺すとき 寺久保光良 あけび書房株式会社

福祉機器用品年鑑1987 時事通信社　編

｢福祉と人権」総合誌・あくしょん第八号 （社）大阪府総合福祉協会

福祉の本　出版目録1989 社会福祉法人全国社会福祉協議
会福祉労働　11 現代書館

福祉労働　第8号 現代書館

福祉労働　第9号 現代書館

福祉労働者のための社会科学入門 真田是　編 法律文化社

ふつうのがっこにいきたいんや 編　大阪教育を考える会 風媒社

ふれあいガイドマップ 大阪ふれあいキャンペーン実行
委員会

昭文社

別冊・解放教育　差別とたたかう文化　特集－被差別大衆
の生活と文化－｢障害」者
別冊宝島26　メディアの作り方　すぐに役立つ編集・印刷ﾊﾝ
ﾄﾞﾌﾞｯｸ

ｼﾞｬｯｸ出版局

松谷みよ子　あかちゃんの　いないいない　ばあ 瀬川康男　画　松谷みよ子　文 童心社

みんな一緒に学校へ行くんや「普通」学級で学ぶ「障害」児
教育の実践

大阪15教職員組合連絡会　編 現代書館

森の叫び[精神障害者の詩魂と夢想] 編　玉木一平 (有)批評社

雇入から退職まで　労働基準法の手続 労働省労働基準局監督課 信行社

やませみ君の原発なんかいらないよ 反原発ヤマセミの会

養護学校義務制阻止論批判 全国障害者問題研究会全国事
務局

全国障害者問題研究会出版部

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 砂原茂一 岩波書店

私は女 岸田美智子　金満里 長征社

私も学校へ行きたい－教育を奪われた障害者の叫び 著者　岩楯恵美子　編集者「岩
楯恵美子学校へ入る会」

拓殖書房


