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1
あした死ぬかもよ?
　　: 人生最後の日に笑って死ねる27の質問

ひすいこたろう
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

159||HI 110198398
岐阜県稀少難病

友の会(くぬぎの会)

2
「孤独」は消せる。
　　: 私が「分身ロボット」でかなえたいこと

吉藤 健太朗 サンマーク出版 289.1||YO 110198396
岐阜県難病団体

連絡協議会

3
生と死をつなぐケア
　　宅老所よりあいの仕事

下村 恵美子 雲母書房 369.263||SH 110164782
(公社)日本てんかん協会

岐阜県支部　(波の会)

4
わたしが障害者じゃなくなる日
　　: 難病で動けなくてもふつうに生きられる世の中のつくりかた

海老原 宏美 旬報社 369.27｜｜EB 110198032 -

5
難病患者運動
　　「ひとりぼっちの難病者をつくらない」滋賀難病連の歴史

葛城　貞三 生活書院 369.27｜｜ＫＡ 110198818 -

6
知のスイッチ
　　: 「障害」からはじまるリベラルアーツ

嶺重 慎／
広瀬 浩二郎／村田 淳 編

岩波書店 369.27||MI 110196420 -

7 2人の障がい者社長が語る  絶望への処方箋
佐藤 仙務
恩田 聖敬

左右社 369.27||SA 110191123
日本ALS協会
岐阜県支部

8 なぜ人と人は支え合うのか : 「障害」から考える 渡辺 一史 筑摩書房 369.27||WA 110196569
岐阜県難病団体

連絡協議会

9 メイク・ア・ウィッシュ夢の実現が人生を変えた 大野 寿子 KADOKAWA 369.4||ON 110191447 -

10 明日この世を去るとしても、今日の花に水をあげなさい 樋野　興夫 幻冬舎 490.14||HI 110195184
岐阜県難病団体

連絡協議会

11 ささえあい : 二十五年のあゆみ
岐阜県稀少難病
友の会(くぬぎの会) 編

 岐阜県稀少難病
友の会(くぬぎの会)

493.11||GI 130009476
岐阜県稀少難病

友の会(くぬぎの会)

12 快をささえる難病ケアスターティングガイド 河原 仁志／中山 優季 編 医学書院 493.11||KA 110187592 -

13
難病医療専門員による難病患者のための
難病相談ガイドブック

吉良 潤一 編 九州大学出版会 493.11||KI
110159547
110160038

-

14
指定難病テキスト
　　: 概要から診断基準まで110の疾病, 第1次実施分

社会保険出版社編集部 社会保険出版社 493.11||SH 110194100 -

15
指定難病テキスト
　　: 概要から診断基準まで110の疾病, 第2次実施分

社会保険出版社編集部 社会保険出版社 493.11||SH 110194101 -

16
生きててよかった
　　: 膠原病とともに

古結 芳子 エピック 493.14||KO 110198461
岐阜県稀少難病

友の会(くぬぎの会)

17
泣いてばかりいられない
　　: 混合型血管奇形の患者と家族の手記

混合型血管奇形の
難病指定を求める会 編

みらい 493.24||KO 110164281
岐阜県稀少難病

友の会(くぬぎの会)

18 肝疾患運動療法ハンドブック 西口 修平 メディカルレビュー社 493.47||NI
110206068
130046713

岐阜県肝炎の会
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19 リウマチ歳時記 山中 寿
幻冬舎
メディアコンサルティング

493.6||YA 110198397
(公社)日本リウマチ
友の会　岐阜支部

20
しあわせの王様
　　: 全身麻痺のALSを生きる舩後靖彦の挑戦　【増補新装版】

舩後 靖彦
寮 美千子

ロクリン社 493.64||FU 110198395
岐阜県難病団体

連絡協議会

21
生きるチカラ
　　: 筋ジストロフィーの演歌歌手木田俊之の半生

木田 俊之　著
伊藤進司　取材・文

人間社 493.64||KI 110191485 -

22
手のひらから広がる未来
　　: ヘレン・ケラーになった女子大生

荒美 有紀 朝日新聞出版 493.73||AR 110196135 -

23
レシピにたくした料理人の夢
　　: 難病で火を使えない少年

百瀬 しのぶ 文 汐文社 493.73||MO 110191478 -

24
でも、生きてるし、今日も恋してる。
　　: 難病女子の婚活ライフ

大橋 グレース 愛喜恵 宝島社 493.73||OH 110188014 -

25
難病患者になりましたっ!
　　: 漫画家夫婦のタハツセーコーカショーの日々

岡田 がる 朝日新聞出版 493.73||OK 110191475 -

26
難病患者の恋愛・結婚・出産・子育て
　　: 若年性パーキンソン病を生きる患者と家族の物語

秋山 智 編著 あっぷる出版社 493.74||AK 110190112 -

27
プラダー・ウィリー症候群
　　: 先天性疾患による発達障害のことがわかる本

長谷川 知子 監修 講談社 493.94||HA 110156952 -

28
18トリソミーの子どもたち
　　: 出会えた奇跡をありがとう

Team18 編 水曜社 493.94||TE 110196446 -

29
ぼくを少しだけ分かってほしい
　　: 'ねえぼくってそんなにこまった子なの?そんなに…'
　　: プラダー・ウィリー症候群(PWS)の絵本 　【増補改訂版】

アイヨシユーコ　作・絵
PWS協会新潟「有志の会」
考古堂書店 (発売)

911.56||AI 110198253 -

30
顔ニモマケズ
　　: どんな「見た目」でも幸せになれることを証明した9人の物語

水野 敬也 文響社 916||MI 110189234 -

31
死なないでいること、生きるということ
　　: 希少難病遠位型ミオパチーとともに

中岡 亜希
学研パブリッシング
学研マーケティング (発売)

916||NA 110165994 -

32
ぼくが前を向いて歩く理由 (わけ)
　　: 事件、ピック病を超えて、いまを生きる

中村 成信 中央法規出版 916||NA 110194179 -

33
希望をかごに詰め込んだ子供たち
　　: プラダー・ウィリー症候群のわが子とともに

中村 昌代 編
東京図書出版
リフレ出版 (発売)

916｜｜NA 110191484 -

34
毎日が奇跡
　　: 半身麻痺の妻が難病ALSの夫を自宅で介護した八年間

根本 あや子
パレード
星雲社 (発売)

916||NE 110190126 -

35 生きてるだけで100点満点! 奥山 佳恵 ワニブックス 916||OK 110184978 -

36
未闘病記
　　: 膠原病、「混合性結合組織病」の

笙野 頼子 講談社 916SH 110182108 -

37
わたしはいまとてもしあわせです
　　: 難病のともだちからあなたへ

大住 力 編
相野谷 由起 絵

ポプラ社 E||WA 110185993 -


