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むすびえの
こども食堂白書

「逃げおくれた」伴走者
分断された社会で人とつながる

地域インフラとしての定着をめざして

NPO 法人 抱樸 理事長
東八幡キリスト教会 牧師

湯浅 誠 編
全国こども食堂支援センター・
むすびえ 著
ご注文
Ｂ５判・180 頁
定価 2750 円（本体 2500 円＋税）
ISBN978-4-907582-25-8

レーベル『ミライのパスポ』

奥田知志

著

ご注文
四六判・288 頁
定価 2200 円
（本体 2000 円＋税）
ISBN978-4-907582-22-7

冊

冊

人の数だけ、
思い描いている生き方や社会のあり方がある

こちら、発達障害の世界より

めんどくさい本屋

自分の地域をつくる

難波寿和 著
定価 1870 円（本体 1700 円＋税）
978-4-907582-20-3
ご注文

双子のライオン堂・店主 竹田信弥 著
定価 1870 円（本体 1700 円＋税）
978-4-907582-21-0
ご注文

菅原和利 著
定価 1870 円（本体 1700 円＋税）
978-4-907582-24-1
ご注文

生きやすく生きることを求めて

ワーク・ライフ・プレイ ミックス

100 年先まで続ける道

冊

シリーズ『発達障害の子の子育て相談』
①思いを育てる、自立を助ける【２刷】

ご注文

伊藤久美 著
定価 1650 円（本体 1500 円＋税）
978-4-907582-08-1

ご注文

性の悩みやとまどいに向き合う【３刷】
伊藤修毅 編
“ 人間と性 ” 教育研究協議会障害児・者サークル 著
定価 1650 円（本体 1500 円＋税） 978-4-907582-10-4

冊
ご注文

高山恵子・平田信也 著
定価 1650 円（本体 1500 円＋税）
978-4-907582-15-9

たすけあい大田はせさんず 著
定価 880 円（本体 800 円＋税）
978-4-907582-13-5

冊

ご注文

冊

実践に学ぶ特別支援教育

ご注文

ASD 児を中心とした情緒障害教育の成果と課題、
そしてこれからの姿
水野薫 編／ ASD 教育実践研究会 著
定価 3850 円（本体 3500 円＋税）
978-4-907582-14-2

〈日本語版〉＆〈中国語版〉介護職員養成シリーズ１

ご注文
〈日本語版〉

定価 3410 円（本体 3100 円＋税） 978-4-907582-01-2
〔中国語版：定価 7700 円（本体 7000 円＋税） 978-4-907582-04-3〕

〈中国語版〉

〈日本語版〉＆〈中国語版〉介護職員養成シリーズ２
チェックシートと DVD で見える！ 介護技術

ご注文
〈日本語版〉

テキストと DVD で学ぶ！ 介護用語 新人介護職員育成編

定価 5500 円（本体 5000 円＋税） 978-4-907582-02-9
〔中国語版：定価 8800 円（本体 8000 円＋税） 978-4-907582-05-0〕

〈中国語版〉

【貴店名】
冊

高山恵子・平田信也 著
定価 1650 円（本体 1500 円＋税）
978-4-907582-16-6

冊
冊

冊
冊

冊
ご注文

ご注文

支援教室「ほっと」の実践録
山根ひろ子 著
定価 2420 円（本体 2200 円＋税）
978-4-907582-17-3

実践！ストレスマネジメントの心理学
冊

ご注文

進学・就労を見据えた子育て、職業生活のサポート
梅永雄二 著
定価 1980 円（本体 1800 円＋税） 978-4-907582-11-1

かがやけ！ ASD キッズ

ご注文

人工呼吸器とあたりまえの日々
バクバクの会 著
定価 1980 円（本体 1800 円＋税）
978-4-907582-19-7

冊

理解と対処と生かし方【２刷】
白石雅一 著
定価 1980 円（本体 1800 円＋税） 978-4-907582-09-8

⑥キャリア支援
冊

ご注文

恐れず言おう、それは「正当な要求」です！
海津敦子 著
定価 1980 円（本体 1800 円＋税） 978-4-907582-07-4

④こだわり行動
冊

⑤性と生の支援

成年後見準備ノート
わたしのこれから

②就学の問題、学校とのつきあい方
冊

③学校と家庭で育てる生活スキル

ありのままの自分で人生を変える
挫折を生かす心理学

幼少期からの育ちをサポートする
【第１期・全６巻】

ご注文

明石洋子 著
定価 1980 円（本体 1800 円＋税）
978-4-907582-06-7

バクバクっ子、街を行く！

冊

冊

ご注文

冊

【ご担当者様】

冊

