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ことばに障害のある子どもたちの訓練に欠かせないドリルブック

構音訓練に欠かせない単語と文を多数収録（単語：約8500，文：約2300）．
単語は，名詞に限らず動詞・形容詞等も精選し，訓練にひろがりを持たせること
が可能．文は対象者を考慮し，親しみやすく，かつ訓練に有用な文を掲載．ま
た，訓練に活用できるかわいいイラストを140点収録．
充実した「使用の手引き」により，日本語語音の音声学的特徴や構音器官につい
ても理解できる．

● 定価3,300円（本体3,000円＋税10％） 
B5・226頁 
ISBN978-4-7639-3042-2

定
番
書

構音訓練のための 
ドリルブック 改訂第2版

本書の特徴
使用の手引き

日本語語音の音声学的特徴や構音
器官についてを解説し，必要な知
識を得ることができる．

単語・文リスト
構音訓練に欠かせない単語を約
8500，文を約2300収録．

豊富なイラスト
構音訓練に活用しやすい語・句・文のヒント

対象者に応じて，本書収録の語・文以外も活用するため
のヒントをまとめている．

● 価格4,950円（本体4,500円＋税10％）
CD-ROM・ケース入り，使用マニュアル付属
ISBN978-4-7639-3053-8

ことばの教室，特別支援学校，施設，病院
発売早々大きなご反響をいただいています！

※�収録されている「単語」と「文」は，書籍（『構音訓練のためのドリル
ブック�改訂第2版』）と同一ですが，書籍に収録されている「使用の手引
き」や「イラスト」は収録されていません．

●対応OS：�Windows�10／Windows�8.1／Windows�7／�
Windows�Vista

●動作に必要なシステム（CPU，メモリ）：上記のOSが動作する環境
●�プリントの表示に対応するMicrosoft�Wordのバージョン：2007以降
●�ご利用いただく際には，CD-ROMドライブまたはDVD-ROMドライブが接続
されたパソコンが必要です．

●  『構音訓練のためのドリルブック 改訂第2版』に収録されている
「単語」と「文」のすべての内容をCD-ROMに収め，リストから使用
したい単語や文を自由に選ぶことでオリジナルのプリント用データ
（Microsoft Word形式）を作成することができるパソコン用ソフト
ウェアです．

●  ソフトウェアの起動方法は，「パソコンにインストールする方法」と
「インストールせずにCD-ROMから直接起動する方法」を選ぶこと
ができます．パソコンへのソフトウェアのインストールができない環
境でも，使用可能です．

子どもにあったオリジナルプリントを簡単につくることができる

構音訓練のためのドリルブック
［プリント作成ソフト］改訂第2版

準拠

プリントを印刷

使用したい音をクリック
クリックするだけなので操作は簡単です．

使用したい単語（文）を選択
単語や文の配列は，〈書籍版〉と同一です．
単語と文を混在させたり，複数の音のリストから
単語や文を選んだりすることもできます．

プリントの内容を確認
単語や文の順序の移動や削除が可能です．

岡崎恵子・船山美奈子●編著
今井智子・大平章子・加藤正子・川田順子・竹下圭子・三浦真弓・山下夕香里●著

カバー写真をクリックしていただくと、弊社ホームページにて詳細情報をご覧いただけます

CD-ROMCD-ROM
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● 定価3,300円（本体3,000円＋税10％） 
B5・250頁 
ISBN978-4-7639-2135-2

現場でのニーズの高まりを見据え，第２部「家庭・保育園・幼稚園・学校生活での支援」を新設．
第１部「子どもの行動を理解するために」，第３部「感覚統合療法について」では質問を大幅に増補
し，子どもの抱える発達上の問題を
日頃の行動の中から読み取り，子
どもが必要としている援助を考えて
いく際の知識を幅広く解説．第４部
「感覚統合と脳のしくみの話」では
感覚統合理論の基礎になる脳の働
きをふまえ，感覚統合の発達が子
どもの学習や自尊心の育成にどの
ように関係するかまでを説明．発達
障害の臨床に携わる人々，保育・
教育関係者にとって，いっそう理解
しやすい内容になっている．

豊富なイラストとともに保護者の質問にセラピストが具体的に答える

監修●土田玲子
編集●石井孝弘・岡本武己

子どもの理解と援助のために

感覚統合Q&A
改訂第2版

療育に携わる人のためのガイドブック

今村亜子●著

● 定価2,420円（本体2,200円＋税10％）　A5・148頁　ISBN978-4-7639-3051-4

構音障害のある子どもに携わる教育，福祉，医療の現場で必要とされ
る知識について，①基礎知識を確認するためのQ&A（例：「音声記号
について教えて下さい」「うさぎの「ウ」の音声は，[ɯ]ですか？ それと
も[u]ですか？」「音素表記について教えて下さい」「音節とモーラ（拍）
について教えて下さい」ほか），②「こんなとき，どう書けばよいのか」と
いう疑問にこたえる実際の記録方法，③臨床に役立つエピソード（「小
学4年生．聞き手○，本人×，および聞き手×，本人○という不一致を
伝えた例」ほか）を通して，分かりやすく解説している．

[　]と/　/ の使い分けがわかる！

「きこえ」と「ことば」の問題の
原因と援助方法がわかる本

Q&A
きこえとことばの
相談室
キャサリン L. マーティン●著／長谷川靖英●訳

50の質問とアドバイス

子どもたちの成長過程で直
面する可能性があるさまざ
まな「きこえ」と「ことば」に
関する問題を50のＱ＆Ａ形
式で紹介．保護者・援助者
の視点に立った質問と，そ
れに対する専門家によるア
ドバイスを豊富に示す．

● 定価2,200円（本体2,000円＋税10％）　A5・176頁 
ISBN978-4-7639-3040-8

主な内容
◆私の子どもは上手によくしゃべります。でも最近ことばが
つかえはじめていることに気がつきました。心配した方が良
いのでしょうか？ ◆男の子と女の子では、ことばのつかえや
すさに違いがありますか？ ◆しゃべり方がなめらかでなくな
ったり、ことばがつかえてしまう原因は何ですか？ ◆なめら
かでないしゃべり方やことばのつかえは遺伝しますか？ ◆ほ
とんどの音を構音できるようになるのは何歳ぐらいですか？
◆構音の能力と感音難聴との間には何か関係はありますか？
◆聞こえと聴覚情報の処理の違いは何ですか？ ◆聴覚の情
報処理の問題は、学校での活動にどんな影響を及ぼします
か？ ◆子どもの語彙を増やすために親にできることはありま
すか？ ◆声の障害の第一の原因は何ですか？ ◆私の子ども
は声帯結節と診断されました。これは声にどのような影響を
与えますか？

感覚統合療法の提唱者自身が，
感覚統合が子どもの発達にとっ
ていかに重要かを，両親や専門
外の人々にわかりやすく解説し
た一冊．

● 定価4,180円（本体3,800円＋税10％） 
A5・290頁　ISBN978-4-7639-2003-4

子どもの発達と
感覚統合
A. J. Ayres●著／佐藤　剛●監訳

感覚統合をわかりやすく解説

構音訓練に役立つ
音声表記・音素表記
記号の使い方ハンドブック

好評書

第1章 ● Ｑ＆Ａ　音声記号について教えて下さい／構音障害臨床で観察された音声を記号で正確に書き写す
ことはできますか？／日本語の母音「ア」を音声記号で[a]と書いていいですか？／うさぎの「ウ」の音声は，[ɯ]ですか？ 
それとも[u]ですか？／音素表記について教えて下さい／音節とモーラ（拍）について教えて下さい／異音や相補分布につ
いて教えて下さい／「構音」と「調音」は同じですか？　ほか
第2章 ● こんなとき，どう書く？ 現場で取り組む日々の記録　構音訓練での音の書き方／初回面接のケース報告を簡潔
に書いてみよう／系統的構音訓練の各段階のまとめ方
第3章 ● 臨床に役立つ7つのエピソード　4歳児．聞き手×の指摘によって，本人○の音が実は×だったことに気づいた
例／5歳児．聞き手×，本人○のズレについてつぶやいた例／小学4年生．聞き手○，本人×，および聞き手×，本人○と
いう不一致を伝えた例　ほか
付録1 ミニマル・ペアを用意しよう／付録2 非語を活用して課題をつくろう／付録3 語末音節抽出課題の作り方／付録4 自己産出音声
に対する他者と自分の語音知覚の一致を確かめる課題の作り方

主な目次

包括的な視野から特別支援教育を考える必携テキスト

❻

全般的な知的機能に遅れがない
にもかかわらず，読み書きに問題
を示すこの障害の理解のため
に，親・教師に向けて書かれた
入門書．必要とされる具体的な
援助方法を，アドバイスを含めて
わかりやすく解説．

●  定価2,090円（本体1,900円＋税10％）　A5・176頁 
ISBN978-4-7639-4004-9

読み書き障害の克服
ディスレクシア入門
B. Hornsby●著
苧阪直行・苧阪満里子・藤原久子●共訳

ディスレクシアの克服に向けて❺ ❼

❹❸
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医療・教育・福祉・法制度とい
う異なる分野にまたがって行われ
ている支援の力を結集し，子ども
の育ちを個人のライフスパン，共
に生きていく社会という大きな視
点から連携して継続的に支援す
るための体制をづくりと必須の
知識とその技術を集成．

精神科医であり「受動型」の自閉
症である著者が，30代にして診
断を受け0歳から生き直し始め
るまでの自らの経験を，分析的
視点を交えて綴った貴重な記録．
人から理解されることの言葉にな
らない大切さが伝わる．

● 定価5,280円（本体4,800円＋税10％） 
B5・512頁　ISBN978-4-7639-2131-4

● 定価1,980円（本体1,800円＋税10％） 
A5・160頁　ISBN978-4-7639-4008-7

発達支援学 その理論と実践
育ちが気になる子の子育て支援体系

無限振子
精神科医となった自閉症者の声無き叫び

加藤正仁・宮田広善●監修／全国児童発達支援協議会●編集

Lobin H.●著

特別支援教育の未来像を提案

「適応」で失ったのは本当の私

● 定価3,740円（本体3,400円＋税10％） 
A4・164頁・2色刷　ISBN978-4-7639-1077-6

リハビリテーション脳科学の第一線で活躍する著者による「人間発達学」の教科書．発達を複数
の視点から理解する方法を，豊富な図版とともにわかりやすく解説している．発達学の教科書で
手薄だったブレインサイエンスの理論的根拠も漏れなく解説．さらに，基礎的な知識から最先端
の知識まで，読者の興味を引きつける幅広い内容のコラムが充実している．小児医療，小児看
護，保育，特別支援教育に携わる人々にとっても汎用的に活用できる教科書である．

発達を観察し，理解する力を養うために─
「人間発達学」のこれからの潮流をとらえた新しい教科書！

森岡　周●著

人間発達学レクチャー
発達を学ぶ

「人間発達学」教科書の新しい潮流

運動と動作と行為
認知と言語
情動と社会性

著者は幼い頃からわからないまま必死に「普通」に振る舞おうとしては躓き，傷つき，自分を否
定し続けてきた．行動パターンを蓄積し，人と距離をとることで，一見，「立派に」学校へ通い就
職をし，結婚し子どもを育てる．しかしその努力が，ようやく自分が属せると思った発達障害の
診断を受けることを難しくしてしまう…．「気が遠くなるほど」行った「自分分析」に加え，自分と
タイプの違うアスペルガー症候群の娘と定型発達の息子を育てるなかで自分なりに解釈した
「特性」についても記している．外に出ない（出せない）彼女の経験と自分分析からは，医療
者・支援者・教育者が考慮すべきことも拾い上げることができ，示唆に富む一冊．

わかりにくい発達障害者の理解につながる当事者の手記
目立つ遅れも，周りとのトラブルもなく，本人は「生きにくさ」や「困り感」を訴えない．
とてもわかりづらく，本人はとても生きづらい……

●定価1,650円（本体1,500円＋税10％）　A5・156頁　ISBN978-4-7639-4013-1

どうして普通にできないの！
こだま　ちの●著

スポーツがもつポジティブな力を知る

当事者の声を知り，理解と支援を豊かに

「かくれ」発達障害女子の見えない不安と孤独

子どもの手の発達の理解の仕方
とそこから導き出される具体的な
練習方法．
発達のもっとも中心的な能力で
ある，手のスキル向上と治療に
ついて書かれた、本格的なガイド
ブック．

● 定価3,740円（本体3,400円＋税10％） 
B5・208頁　ISBN978-4-7639-2066-9

ハンドスキル
手・手指スキルの発達と援助
Jane-Case-Smith，Charlane Pehoski●編著
奈良進弘・仙石泰仁●監訳

“不器用”に練習方法はあるの？

本書は，人間とその社会との成
り立ちをコミュニケーションとい
う観点から解説，さらに従来のコ
ミュニケーション理解からさらに
一歩進み，人間の脳機能の進化
が飛躍的に発達させた人間行動
の特徴として捉え直し，そのオー
トポイエティックな働きとして人
間の意識や社会づくりまで解説．

● 定価3,740円（本体3,400円＋税10％） 
A4・140頁　ISBN978-4-7639-1083-7

コミュニケーションを学ぶ
ひとの共生の生物学
森岡　周●著

コミュニケーション科学の現在

◆姿勢変換および動作のシークエンスとして観察する方法　背臥位から観察する運動発達─寝返りを含
む─／腹臥位から観察する運動発達─四つ這い移動を含む─／座位から観察する運動発達／立位から観察する運動発
達／gross motor skillから観察する運動発達／fine motor skillから観察する運動発達
◆知性の生成のプロセスとして観察する方法　空間知覚とボディーイメージの発達から観察する知性の発達／言語の
発達から観察する知性の発達／知能の発達から観察する知性の発達
◆自己形成と社会性の獲得のプロセスから観察する方法─ライフサイクル論─　感情の獲得プロセスから観察する社会
性の発達／共同注意・自己認知・心の理論の獲得プロセスから観察する社会性の発達／道徳倫理的行動の発達から観
察する社会性の発達／ライフサイクルとアイデンティティ
◆観察結果のマトリクス的統合─発達を複眼的に捉える思考法─　各種発達検査の概要／発達の複眼的観察方法　●誕
生から頸定までのステージ　●能動的な外界探索および意図の共有　●体験に基づいた既知のシェマの更新プロセス　
●豊かに生き得るための運動─認知─社会性の相互作用　●大人は子どもの行動の変化に気づけているか？

主な目次

好
評
書

発達を
　複数の視点 から

理解する

パラアスリート（障害者アスリート）の背中を押し，支えてきた義肢装具士や理学療法
士，特別支援学校教諭ら10名の言葉と選手たちの述懐を通して，その真摯な姿を浮き
彫りにした新しいスポーツノンフィクション．誰もが日々，誰かに支えられていることを思
い出させ，さまざまな生き方について考えるきっかけを与えてくれる．全国各地の図書
館でも紹介された，東京2020パラリンピックを前に読んでほしい1冊．

選手たちの努力の源にいるのは 
どんな人たちなのか

● 定価3,080円（本体2,800円＋税10％） 
A5・330頁 
ISBN978-4-7639-6026-9

好評書宮崎恵理●著希望をくれた人
パラアスリートの背中を押したプロフェッショナル

2020年度改訂教科書（小学6年生国語）
に掲載されました！
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http://www.kyodo-isho.co.jp/cgi-local/search.cgi?id=book&isbn=978-4-7639-1083-7
http://www.kyodo-isho.co.jp/cgi-local/search.cgi?id=book&isbn=978-4-7639-6026-9


「自分で食べたいな」の支援に向けて

実践的な音楽療法のためのガイ
ドブック．障害毎の機能的・生活
上の問題を示し，音楽療法が問
題の何を改善するのかを示しま
す．専門家と音楽療法士が互い
の専門性のメリットを示すこと
で，音楽療法をさらに活用する
方法を提案．

● 定価4,180円（本体3,800円＋税10％） 
A4・160頁・付録楽譜4色刷 
ISBN978-4-7639-1064-6

治療的音楽活動のススメ
山崎郁子●著

問題改善のための音楽の活用法

沖縄の漁師（海人）と海辺の暮らしを撮り続ける写真家，
古谷千佳子さんの作品世界を通して，人と人，人と自然
の繋がりを生み出す脳の社会的な働きを浮き彫りにする
ユニークな教材．

森岡　周・古谷千佳子●著／写真●古谷千佳子

● 定価3,850円（本体3,500円＋税10％） 
A4変形・118頁　ISBN978-4-7639-1061-5

音楽はどのようにして生み出されてくるかをテー
マに，長年アンサンブル活動を続けてきた音楽家
と対話し，身体と道具（楽器）によって音楽を創り
出す脳の仕組みについて解説．

森岡　周・齊藤佐智江・猿渡紀子・飯島多恵●著

● 定価4,180円（本体3,800円＋税10％） 
A4変形・144頁　ISBN978-4-7639-1063-9

音楽CD付録

脳を学ぶ第一歩となる必要不可欠な知識を解説．鉛筆に
よるなぞり描き用の脳のイラスト，日本で初の脳のペーパ
ークラフト化に挑戦した紙工作作家による本格的な脳の
工作モデルを付録．2色刷でいっそうわかりやすくなった．

森岡　周●著／紙工作モデル作製●ごとうけい

● 定価3,740円（本体3,400円＋税10％） 
A4・142頁・2色刷　ISBN978-4-7639-1073-8

脳を学ぶ
「ひと」とその社会がわかる生物学

改訂第2版 脳を学ぶ❷
写真家，古谷千佳子さんとの対話

脳を学ぶ❸ アンサンブル・グループ
「ブーケ・デ・トン」との対話

森岡 周の脳レクチャー・シリーズ
脳のことを知るためには，脳の何について知りたいのかという興味が必要です．さまざ
まな表現活動の現場で活躍している人々や，臨床に取り組む人々と出会い，そうした
人々との対話を通して，脳を学ぶためのいくつもの視点を浮き彫りにしていきます．

脳を学ぶための
楽しい
教材シリーズ

脳の紙工作付録

子どもにも活用できることばの訓練教材集

竹内愛子●編集／石坂郁代・今村恵津子・渋谷直樹・武石　源・中村京子・細川惠子●著

失語症訓練のための
ドリル集

基礎的な問題から日常コミュニケーションまで幅広く使用できる課
題を豊富に収録．各巻毎に明確な目標を設けることで，巻を追う
ごとにステップアップしていく仕組みとなっている．各ドリルは，
　● 課題の目的・ドリル使用時の手続き・ヒントの出し方・実施
に際しての留意点・応用訓練法などを解説した，具体的な
「オリエンテーション」ページ

　● ミシン目による切り離しが可能
　●学習用に，名前・日付欄を大きく配置
　● ことばと連動した豊富な語彙イラスト（名詞・動詞・形容詞）
約300点

など，使いやすく編集されている．

ことばの専門家による訓練教材集として
絶大な支持を集める人気のドリル集

全9巻

〈全9巻〉
第1巻　語想起（名詞）の改善をめざす
●定価3,960円（本体3,600円＋税10％）　A4・258頁
第2巻　意味・音韻面から語想起（名詞）の改善を

めざす
●定価3,960円（本体3,600円＋税10％）　A4・258頁
第3巻　動作・状態を表す語（動詞・形容詞・形容動詞）

の改善をめざす
●定価3,960円（本体3,600円＋税10％）　A4・232頁
第4巻　漢字・仮名の改善をめざす
●定価3,960円（本体3,600円＋税10％）　A4・240頁

第5巻　文構成の改善をめざす
●定価3,520円（本体3,200円＋税10％）　A4・176頁
第6巻　長い文の理解の改善をめざす
●定価3,080円（本体2,800円＋税10％）　A4・102頁
第7巻　文作成と難しい語句の改善をめざす
●定価3,520円（本体3,200円＋税10％）　A4・196頁
第8巻　難しい内容表現の改善をめざす
●定価3,080円（本体2,800円＋税10％）　A4・144頁
第9巻　日常コミュニケーションの改善をめざす
●定価3,960円（本体3,600円＋税10％）　A4・232頁

豊富な
オリエンテーション

A4判
ミシン目で切り離し可能
語彙イラスト約300点
名前・日付欄付

訓練教材
＋

第一線で活躍する言語臨床家と
その周辺領域で先進的な研究・
臨床を実践する専門家が書き下
ろしたシリーズ．
新しい理論と方法でレベルアップ
を図るための実践的なテキスト．

第1巻　言語発達遅滞（品切）

第2巻　吃音
●定価3,300円（本体3,000円＋税10％）
B5・132頁　ISBN978-4-7639-3022-4

第3巻　脳性麻痺
●定価3,850円（本体3,500円＋税10％）
B5・210頁　ISBN978-4-7639-3023-1

第4巻　運動性構音障害
●定価3,520円（本体3,200円＋税10％）
B5・182頁　ISBN978-4-7639-3024-8

第5巻　失語症
●定価3,850円（本体3,500円＋税10％）
B5・210頁　ISBN978-4-7639-3025-5

第6巻　口蓋裂・構音障害
●定価4,180円（本体3,800円＋税10％）
B5・220頁　ISBN978-4-7639-3026-2

第7巻　聴覚障害
●定価4,400円（本体4,000円＋税10％）
B5・294頁　ISBN978-4-7639-3027-9

アドバンスシリーズ
コミュニケーション障害の
臨床
日本聴能言語士協会講習会実行委員会●編集

きこえとことばの障害を深く知ろう

全7巻

子どもとその家族・援助者に向
けて，愉しく食べるために気をつ
けたいポイントをイラストとともに
59のQ&Aで具体的に解説．わ
かりやすいイラストで食事にまつ
わる生活全般に対する注意点を
コンパクトにまとめた．

● 定価1,980円（本体1,800円＋税10％） 
B5・104頁　ISBN978-4-7639-4006-3

愉しく食べる
食事に個別の配慮と援助を必要とする
こどもさんとその家族の方へ
野藤弘幸・藤井敏江・長谷川理惠・櫻庭　修●著

⓯

⓲
⓳

⓰

⓱

http://www.kyodo-isho.co.jp/cgi-local/search.cgi?id=book&isbn=978-4-7639-1064-6
http://www.kyodo-isho.co.jp/cgi-local/search.cgi?id=book&isbn=978-4-7639-1061-5
http://www.kyodo-isho.co.jp/cgi-local/search.cgi?id=book&isbn=978-4-7639-1063-9
http://www.kyodo-isho.co.jp/cgi-local/search.cgi?id=book&isbn=978-4-7639-1073-8
http://www.kyodo-isho.co.jp/cgi-local/search.cgi?id=book&isbn=978-4-7639-3028-6
http://www.kyodo-isho.co.jp/cgi-local/search.cgi?id=book&isbn=978-4-7639-3022-4
http://www.kyodo-isho.co.jp/cgi-local/search.cgi?id=book&isbn=978-4-7639-4006-3


番号 定価(税込) 注文冊数 ↓
1 4,950
2 3,300
3 2,420
4 2,200
5 2,090
6 4,180
7 3,300
8 3,740
9 3,740
10 3,740
11 3,080
12 5,280
13 1,650
14 1,980

3,960
3,960
3,960
3,960
3,520
3,080
3,520
3,080
3,960

16 4,180
17 1,980

3,300
3,850
3,520
3,850
4,180
4,400
3,740
3,850
4,180

　名称：

◇定価は、消費税率｢10%｣のものです。　◇発送方法、到着日時の指定はできません。　◇全国の書店でもお取り寄せが可能です。　

　発達支援学：その理論と実践 -育ちが気になる子の子育て支援体系-

　無限振子 -精神科医となった自閉症者の声無き叫び-

　読み書き障害の克服 -ディスレクシア入門-

書名
　構音訓練のためのドリルブック [プリント作成ソフト] CD-ROM
　構音訓練のためのドリルブック　改訂第2版

　Q&A きこえとことばの相談室

　希望をくれた人 -パラアスリートの背中を押したプロフェッショナル-

　構音訓練に役立つ 音声表記・音素表記 記号の使い方ハンドブック

　感覚統合Q&A　改訂第2版 -子どもの理解と援助のために-
　子どもの発達と感覚統合

　発達を学ぶ -人間発達学レクチャー-
　コミュニケーションを学ぶ -ひとの共生の生物学-
　ハンドスキル -手・手指スキルの発達と援助-

　どうして普通にできないの！ -｢かくれ｣発達障害女子の見えない不安と孤独-

15

18 　第④巻　運動性構音障害

　　　　　　　　　　　　　　★アドバンスシリーズ　コミュニケーション障害の臨床★　 　　　　※第①巻=品切

　第⑤巻　失語症

　第③巻　動作・状態を表す語（動詞・形容詞・形容動詞）の改善をめざす

★失語症訓練のためのドリル集★
　第①巻　語想起（名詞）の改善をめざす
　第②巻　意味・音韻面から語想起（名詞）の改善をめざす

　第③巻　脳性麻痺

　第⑥巻　口蓋裂・構音障害
　第⑦巻　聴覚障害

　第⑤巻　文構成の改善をめざす

　第②巻　吃音

　第④巻　漢字・仮名の改善をめざす

　第⑥巻　長い文の理解の改善をめざす

19 　脳を学ぶ②　写真家、古谷千佳子さんとの対話
　脳を学ぶ③　アンサンブル・グループ｢ブーケ・デ・トン｣との対話

　脳を学ぶ　改訂第2版 -｢ひと｣とその社会がわかる生物学-

フリガナ

ＦＡＸ送信先：００３３--３３８８１１８８--２２８８４４７７

電話：03-3818-2846　　FAX：03-3818-2847　　Email：kyodo-se@fd5.so-net.ne.jp2021.8

通 信 欄

郵 便 番 号 　〒　　　　　　　　　-

お 名 前

　第⑦巻　文作成と難しい語句の改善をめざす
　第⑧巻　難しい内容表現の改善をめざす
　第⑨巻　日常コミュニケーションの改善をめざす

*個人情報の取り扱いについて* お預かりした個人情報は、ご注文に関する連絡、弊社刊行物のご案内に利用させていただきます。お客様の同意なく、この目的をこえて利用することはありません。

〔お問い合わせ先〕 協同医書出版社 営業・販売部　　〒113-0033 東京都文京区本郷3-21-10 浅沼第2ビル4階

　治療的音楽活動のススメ
　愉しく食べる -食事に個別の配慮と援助を必要とするこどもさんとその家族の方へ-

★ご 勤 務 先★
※お届け先に 【自宅】を選択の場合 は、

必ずご記入 ください。

ご 連 絡 先 　電話：　　　　　　 　　-  （　　　　　 　 　　）  -
　電話：　　　　　　　　　　-
　　　　（　　　　 　 　　） -

★【お届け先】の情報は、
すべてご記入ください★

未記入部分のお問い合わせをする場合がございます。 （協同医書出版社 営業・販売部）

ご 住 所

　□　勤務先　　　／　　　□　自宅　　　　←　※どちらかにチェック ☑ をお願いします。

★注文書の有効期限：
2021年12月10日（金）まで★

★　「第54回 日言研大会」 書籍注文書　★

◆支払い方法：後払い(郵便振替)　◆発送方法：メール便,レターパック等(納品書,請求書,郵便振替用紙 同梱)
①【こちらの注文書を使用して】 ＋ ②【当社に直接ご注文】 いただいた方に限り、◆送料：サービス(無料)


