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著者著者著者著者････編集者編集者編集者編集者などなどなどなど
SSK青い芝
ＳＳＫ青い芝No,112 編　全国青い芝の会総連合会
赤堀さんは無実だ！赤堀差別裁判糾弾パンフNo,1 関東赤堀さんと共に闘う会

「新しい自立生活の挑戦」－第2回ケア付住宅研究会
報告集-

大阪青い芝の会　中部障害者解放センター

1977　あらくさ あらくさ共働作業所
怒りが鉄柵をつきぬけた 編　金井康治君の転校実現三月行動実行

委員会
今自立の時　障害者の自立を考える連続セミナー第5
回

障害者の自立を考える連続セミナー実行委
員会

今自立の時　障害者の自立を考える連続セミナー第1
回

障害者の自立を考える連続セミナー実行委
員会

ウィル作業所新設記念パンフレット
1978年度運動方針（案） 全石油ゼネラル石油精製労働組合
SGKパンフ障害者学生交流会 SGKパンフ障害者学生交流会
えんぴつの家
老いてどこに住む－智恵おくれ障害者の老後を考える

おおさか　小さな親切
大阪青い芝創刊号
大阪青い芝の会結成15周年記念第12回定期大会報
告集
大阪地域精神医療を考える会　会報等3号 大阪地域精神医療を考える会事務局

大阪の養護教育　昭和56年度 大阪府教育委員会
大阪府地域福祉推進計画（ファインプラン）
大阪府福祉基金だより 大阪府民生部社会課･地域福祉推進室
～親子で語ろう反原発～げんしりょくはつでんとめて
改訂版労働パンフ　障害者の労働をめぐる問題の基
礎資料

労働小委員会

ガイドヘルパー物語－直彦サンが通うの巻－知的障
害者に自立生活を！介護を！
体の不自由な人びとの福祉 監修　厚生省社会局更生課
川口市に生きる場をつくる運動 ｢障害者｣の生きる場をつくる会
｢考える会」運動学習会用パンフNo,１
関西社会福祉共闘パンフNo,１ 関西社会福祉共闘
4･23関西春の陣・太陽の広場報告 原発いらん　大阪労働者の会
機関紙「炎」１
機関紙「炎」２
機関紙「炎」４
機関紙「炎」５
機関紙「炎」６
機関紙「炎」７
機関紙「炎」８
機関紙「炎」９
機関紙「炎」号外?
機関紙「炎」号外81
機関紙「炎」号外83
機関紙「炎」号外84
季刊障害者問題研究10号 全国障害者問題研究会
絆　第2号　第3回大会報告集 全国｢精神病」者集団
KSK　No,2共生の理論
ＫＳＫ共生の理論No,４
共同作業所における事務処理の手引き
くらしのほほ絵みノート
車ｲｽの中東頼子さんを小学校の教師に！ 車ｲｽの教師をつくる会



車いすプレイガイドまっぷinたかつき 車いすプレイガイドマップＩＮたかつき刊行委
員会

ケア付き住宅を考える｢ケア付住宅」研究会報告書・資
料集
国際障害者年1981　テーマ完全参加と平等　関係資
料集No,２

国際障害者年推進本部

国際障害者年さいたま最終年のつどい　資料集 国際障害者年さいたま最終年のつどい実行
委員会

国際障害者年堺市における長期計画
国障年大阪セミナー　ポスト「障害者の10年」障害者
運動の課題と展望を探る基調資料集

国障年大阪連絡会議

92国障年大阪セミナー～今後の地域拠点活動と制度
改革～基調・資料集
国障年大阪セミナーin90　90年代の福祉の動向を見
据え、障害者運動の展望を切り拓こう！基調資料集

国障年大阪連絡会議

国障年大阪連続セミナー第4回「作業所生きる場」～
地域拠点の今後の役割を考える～基調資料集

国障年大阪連絡会議

国障年大阪連続セミナー第5回「社会的自立をめざす
総合計画」～90年代の運動と政策を考える～基調資
料集

国障年大阪連絡会議

国障年大阪連絡会生活部会活動交流パンフレット’92

92　7/9国障年大阪連絡会総決起集会＆デモ行進

6月18日国障年連続セミナー　職場から地域から考え
よう　重度障害者の労働　基調資料集

「国連･障害者の10年」中間年連続イベント ｢国連･障害者の10年」中間年イベント中央
実行委員会

「54年度養護学校義務化」を阻止しよう　全ての障害
児を校区の養護学級に入れよう学習パンフレットNo,1

54年度養護学校義務化阻止共闘会議　全
国障害者解放運動連絡会議関西ブロック

「54年度養護学校義務化」を阻止しよう　全ての障害
児を校区の養護学級に入れよう学習パンフレットNo,2

54年度養護学校義務化阻止共闘会議　全
国障害者解放運動連絡会議関西ブロック

54年度養護学校義務化阻止闘争総括集 全国障害者解放運動連絡会議出版部
ＫＳＫ　communities No,１～№９(欠巻あり） 大阪障害者情報センター
communities　創刊準備号 大阪障害者情報センター
ゴリラNo,２
ゴリラNo,３
KSＫ殺したんじゃねえもの　野田事件/青山正さんに
あたりまえの無罪を
コロニー解体　創刊号 関西障害者解放委員会
コロニー解体　第２号 関西障害者解放委員会
財団活動に関する広報誌助成財団No,４
堺障害者作業所　なかまたちのフェステバル 堺障害者作業所「なかまたちのフェステバ

ル」実行委員会
堺南通所授産所5年のあゆみ1985,7～1990,6
KSK支える　大阪支部設立記念誌
さざなみ創刊号
三月全国行動で金井康治君の年度内転校を実現しょ
う「確認書」不履行の経過報告･資料集

編　金井康治君の完全転校実現実行委員
会

3年Ｔ組梅谷尚司 尚司くんの富中入学を実現し、みんなで教
育を考える会



実践にゆたかさと見通しを　共同作業所全国連絡会
第12回（滋賀）全国集会レポート集

シナリオ　さよならCP 72疾走プロダクション作品
｢障害」ってなんだろう？どんどんマニュアル 障害児教育自主教材編集委員会
障解研機関紙No,３　邂逅
｢障害者」解放通信No,38 関西｢障害者」解放委員会
1976、12「障害者」３氏就労闘争1975~1976 豊中市への障害者3氏の就労闘争を支援す

る会
障害者解放原論－序論－ 障害者問題資料センター・リボン社出版委
障害者からの証言
障害者からの証言No,４　自立のあしあと　野中忠夫氏
追悼特集
障害者差別からの解放
障害者地域活動ホームをめぐって　お元気ですか 財団法人横浜市在宅障害者援護協会

障害者の自立促進から見た公的介護保障のあり方

障害者の地域自立生活－グループホームと自立生活
センターを中心に－
障害者の労働情報パンフ　OUT労 障害者労働問題交流会（ＳＲＫ）
障害者福祉研究会紀要Ⅰ 障害者福祉研究会
90障害者福祉のしおり－ちえおくれの人たちのために
89障害福祉のしおり－からだの不自由な人たちのた
めに－
90障害福祉のしおり－からだの不自由な人たちのた
めに－
91障害福祉のしおり－からだの不自由な人のために
尚司くんの資料　福祉労働より（byお母ちゃん）　「養護
学校へはもう絶対にやらない」3号　｢義務化から一
年、尚司の場合」6号
尚司くんの富中入学を実現し、みんなで教育を考える
会事務局
尚ちゃんも富中生 尚司君の富中入学を実現しみんなで教育を

考える会
昭和61年度堺市障害者福祉市民講座「障害者と地域
福祉」について共に考えましょう
昭和61年度堺市障害福祉市民講座 堺市民生局福祉部
昭和61年度第一回人権啓発リーダー養成講座受講者
募集要項
自立生活NOW’91
自立生活のあゆみ７　さまざまな取り組みから学んで
自立生活の確かな一歩を－グループホームと今後の
課題－'89年度研究報告書　大阪市ケア付住宅研究
会

編集　尾上浩二

自立生活ホーム「トークハイム」を拠点とした重度障害
者の地域自立に関する研究　ブランチシステムの展開

自立トレーニング
87自立トレーニング　大交流キャンプ報告集
自立につながるなんてうそや－費用徴収について－
社会福祉法人悠紀会　身体障害者通所授産施設
にっこり作業所
自立へ向って－障害者に関する政府の法律・事業の
評価および立法上の勧告－（翻訳）

全米障害者評議会　国際障害者年日本推
進協議会

しろつめ草－ある女性障害者の生活史 久保寛子
生活ハンドブックNo,１障害者の地域生活Ｑ&Ａ生活要
求一斉調査実行委員会生活小委員会

日本脳性マヒ者協会大阪青い芝の会

ＳＳＫ全障連No,１１



ＳＳＫ全障連No,２
ＳＳＫ全障連No,３
ＳＳＫ全障連No,４
ＳＳＫ全障連No,５
ＳＳＫ全障連No,８
ＳＳＫ全障連No,臨時号
全障連結成大会基調報告(案）資料集 全国障害者解放運動連絡会議

全障連第10回全国交流記念大会　基調レポート集

ＫＳＫ全障連第10回全国交流記念大会報告集

ＫＳＫ全障連第12回全国交流大会基調（案）　分科会
基調(案）･レポート集

全国障害者解放運動連絡会議

全障連第2回交流大会基調報告（案） 全国障害者解放運動連絡会議

全障連第３回交流大会分科会レポート集 全障連

全障連第5回交流大会レポート集 全障連
全障連第2回交流大会分科会レポート集 全障連

第12回県連青年部定期大会 部落解放同盟奈良県連合会青年部
第12回全国集会滋賀要綱資料 共同作業所全国連絡会
第２回文部省闘争をかちとろう！54年度養護学校義
務化阻止全国総決起集会　'78　1/22　基調報告集
資料　統計
6･10第4回全国「精神障害者」交流集会基調（案）討論
資料
大学における障害者問題 楠敏雄
大障研　２ 大阪｢障害者｣教育研究会
大障研　創刊号 大阪｢障害者」教育研究会
第2回記念大会ソーシャルハウス「さかい」－生みの苦
しみ育ての喜び－
第二回自立生活問題研究全国集会基調資料集

建てよう　大阪エーゼット福祉工場 大阪エーゼット福祉工場設立準備委員会
地域福祉総合推進プラン研究報告　ふれあい福祉セ
ンター計画
デフ・パペットシアター　ひとみファミリー劇場おかぐら
人形劇　わんぱくスサノオの大蛇退治
点訳のてびき入門編 日本盲人社会福祉施設協議会　点字図書

館部会
富中から柳生への道標－牧場建設をめざす「障害者」
と仲間たち－
富中に行きたいねん！ 尚司くんの富中入学を実現し、みんなで教

育を考える会
共に生きる社会をめざして－障害者対策に関する大
阪府長期計画
豊中の教育ＶＯＬ１
ながさわかよこってどんな人？
波に漂う浮草だより 生野・障害者サロン｢浮草の会」
日本脳性マヒ者協会　大阪青い芝の会　関西青い芝
の会連合会機関紙臨時号特集和歌山県立身体障害
者福祉センター糾弾闘争報告集

ニュース社会福祉 堺市社会福祉職員組合
人間に違いはない「障害」者解放への視点 枚方市職労　青年部
走れエロス－優生保護法改悪阻止！を闘うために－
臨時特別号
SSKQ飛翔No,１



SSKQ飛翔No,１０
SSKQ飛翔No,１１
SSKQ飛翔No,１４
SSKQ飛翔No,２
SSKQ飛翔No,22
SSKQ飛翔No,３
SSKQ飛翔No,４
SSKQ飛翔No,５
SSKQ飛翔No,６
SSKQ飛翔No,７
SSKQ飛翔No,９
陽の丘
福祉事務所～その現実と課題　堺市鳳福祉事務所
山本正憲
福祉センター通信
福祉のてびき（障害者・児編）
92福祉のてびき－ちえおくれの人のために－
91福祉のてびき-ちえおくれの人のために－
福祉のてびき-ちえおくれの人のために－
ふれあい　第4回障害をもつ仲間と共に歩む 和泉若者の集い
ふれあい、まなびあい、生きがい－みんなで考える豊
かなまちづくり
憤怒もてこの闇を切り裂け 兵庫県スモンの会　兵庫モノホルム薬禍を

告発する会
米国の障害者雇用白書－危機的状況 社団法人ゼンコロ
保安処分の現状とその問題－４・２４保安処分ｼﾝﾎﾟｼﾞｭ
ｳﾑ報告集－
母子保健法改悪に反対しよう
母子保健法改悪に反対しよう、「母子保健法改悪を許
すな！12・14全国総決起集会」用パンフレット

母子保健法に反対し、母子保健のあり方を
考える全国連絡会

HOT COMMUNICATION　第1号
ボランティアのしおり
松川紀代子自立生活10周年記念集
みーちゃん入ったよ！〈武内創源ちゃん公立保育所入
所〉報告集

たけのこ会

「未熟児網膜症」による失明をなくす為に 徳島未熟児網膜症裁判を支援する会
「未熟児網膜症児」の自立に向けて 徳島未熟児網膜症裁判を支援する会
｢みちことオーサ｣泉州地区上映報告集
やったネⅡ身障会館1989年度活動記録 和泉市立身体障害者解放会館
やっぱり福祉はあかん 兵庫青い芝
やんぐ瓦版
優生保護法改悪とたたかうために ｢優生保護法改悪＝憲法改悪と闘う女の会」
雄飛vol14 大阪市立大学
養護学校はもういやだ！Ｖｏｌ３ 54年度養護学校義務化阻止兵庫県共闘会
よりよき指導者をめざして－｢国際障害者年」特集－ 人権啓発推進大阪協議会

リボン社通信自由へNo,２
リボン社通信自由へNo,３ 障害者問題資料センターリボン社
わが怒りを知れ、闘いに人を見つめて、障害者の自立
と解放に向けて　兵庫青い芝の会闘争報告集創刊号

和歌山県立身体障害者福祉センター糾弾闘争報告集
（改定）機関紙臨時号

日本脳性まひ者協会関西青い芝の会連合
会

私の30年 S46


