
発達障がい関係図書･ＤＶＤ紹介
2020年 6月現在

大阪市社会福祉研修・情報センター2階、図書・資料閲覧室では、福祉に関する図書、

DVD・ビデオ、雑誌等を2週間以内に返却可能な方であれば、無料で借りることができます。

資料に関する電話でのお問合せは、06-4392-8233です。

【開室は月～土（祝除く）9:30～1７:00】

図書紹介

◆『ゆうくん』

髙田美穂・いっしょにね!! 文 yoridono 絵 ／

クリエイツかもがわ ／ 2019年

◆『あの子の発達障害がわかる本 5

知ってほしい発達障害とこころのふしぎ』
田中 哲 監修 ／ ミネルヴァ書房 ／ 2019年

◆ 『知的障害・発達障害の人たちのための

新・見てわかるビジネスマナー集』
「新 見てわかるビジネスマナー集」企画編集委員会

編著 ／ ジアース教育新社 ／ 2020年

耳も目も悪くないけれど、ママの目を見ず、笑いもし

ない、自閉症のゆうくん。ある日、ママの電話の最中

、ゆうくんが家からいなくなり…。幼稚園・小学校な

どで活動する「出前紙芝居」から生まれた、実話をも

とにした絵本。

面接の前に準備しておくこと、働き始めてから気をつ

けること、仕事をするときに心がけること…。知的障

害者・発達障害者に向けて、ビジネスマナーをわかり

やすく解説する。職場での具体的な配慮と支援の事例

も紹介。

「みんなと同じことができない」「思ったようにいか

ない」「学校に行くのがつらい」小学校でよくある場

面ごとに、こころの不調や病気の背景を解説して、み

んなで協力し、助け合える方法を考えます!

(A2841-231) 

(A2841-227) 

(A275-41) 
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DVDリスト

障がい者福祉（分類：D-7-1)

番号 分 制作年

22 64 2008

34 32 2016

35 33 2016

発達障がい（ADHD/LD)（分類：D-7-4）

番号 分 制作年

19 50 2007

20 45 2009

21 55 2009

23 50 2009

24 36 2009

25 36 2009

26 32 2007

28 27 2010

29 60 2013

30 85 2013

31 112 2013

32 70 2013

33 70 2013

34 78 2015

35 32 2007

36 28 2007

37 58 2014

38 70 2015

39 35 2011

40 45 2011

発達障がい（ADHD/LD)（分類：D-7-5）

番号 分 制作年

7 60 2007

32 105 2013

図書リスト

障がい児福祉・教育（分類：A274）

番号 書名 著編者名 出版者 出版年

130
教室の困っている発達障害をもつ子どもの理解と認知的アプ
ローチ 非行少年の支援から学ぶ学校支援

宮口　幸治 明石書店 2017

131
1日5分！教室で使えるコグトレ
困っている子どもを支援する認知トレーニング122

宮口　幸治 東洋館出版 2016

広汎性発達障害のこどもたちの理解と支援 就学前編

親と教師のための自閉症の人が求める支援 よくわかる自立のためのアイデア
基本編 基礎からわかる構造化　1

親と教師のための自閉症の人が求める支援 よくわかる自立のためのアイデア
実技編 構造化と再構造化のしかた　2

親と教師のための自閉症の人が求める支援 よくわかる自立のためのアイデア
実践編 自立のための構造化　3

発達障害の人の可能性を広げよう！  人間関係を変えるコミュニケーション

支援介助法 障害のある人への痛みを与えないパニック対応スキル 第1巻：基本編

支援介助法 障害のある人への痛みを与えないパニック対応スキル 第2巻：実践編

君が僕の息子について教えてくれたこと

なぜ伝わらないのか、どうしたら伝わるのか　児童編
知的障害を持つ子とのゆたかなコミュニケーションを求めて

なぜ伝わらないのか、どうしたら伝わるのか　成人編
知的障害を持つ子とのゆたかなコミュニケーションを求めて

DVDで学ぶビジネススキル・マナースキル 発達障害者の就労支援

障害児への専門的指導法

発達障害と虐待 ～教育現場で何かを感じたら～ 第１巻 気づきとその理解のために

発達障害と虐待 ～教育現場で何かを感じたら～ 第２巻 適切な対応のために

障害を学ぶ 　当事者に学ぶエンパワーメントの実際

タイトル

発達障害を抱えて 幼児期から青年期まで　1

発達障害を抱えて 社会人になって　2

発達障害の子を持つ母親たち 障害を告げられたとき

LD･ADHD・高機能自閉症等の理解と支援
ソーシャルスキルトレーニング

LD･ADHD・高機能自閉症等の理解と支援
読むこと・書くことに困難のある子どもへの理解と支援

LD･ADHD・高機能自閉症等の理解と支援
聞く・話す・算数に困難のある子どもへの理解と支援

タイトル

生まれてくれて、ありがとう 3人の発達障害児と共に

タイトル

発達障害の理解と支援 わかり合うって、素敵だね！

合理的配慮～知的障害・発達障害のある人への自立のためのコミュニケーション
支援～ 第１巻

合理的配慮～知的障害・発達障害のある人への自立のためのコミュニケーション
支援～ 第２巻
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障がい児福祉・教育（分類：A274）

番号 書名 著編者名 出版者 出版年

132 起立性調節障害の子どもの正しい理解と対応 改訂 田中　英高 中央法規出版 2017

133 起立性調節障害の子どもの日常生活サポートブック 改訂 田中　英高 中央法規出版 2017

134
放課後等デイサービスハンドブック　子どもたちのゆたかな育
ちのために

障害のある子ど
もの放課後保障
全国連絡会

かもがわ出版 2017

135
発達障害の子どもたちのためのお仕事図鑑　子どもたちの
「やってみたい!」を引き出すキャリア教育

梅永　雄二　他 唯学書房 2017

136 障害のある子を支える放課後等デイサービス実践事例集
全国児童発達支
援協議会

中央法規出版 2017

137 障害のある子を支える児童発達支援等実践事例集
全国児童発達支
援協議会

中央法規出版 2017

138
障害がある子どもの文・文章の理解の基礎学習  文をつくる 文
章の内容がわかる

宮城　武久 学研プラス 2018

139 だけどだいじょうぶ 「特別支援」の現場から 農中　茂徳 石風社 2018

140 あかんくない みきの穂なみ　他 ぶどう社 2018

141 ワンダー R  J  パラシオ　他 ほるぷ出版 2015

142 もうひとつのワンダー R  J  パラシオ　他 ほるぷ出版 2017

143
障害のある子が将来にわたって受けられるサービスのすべて
備えて安心

渡部　伸 自由国民社 2019

障害者就労（雇用）（分類：A275）

番号 書名 著編者名 出版者 出版年

35
コミックでわかる特例子会社の仕事の進め方　ドコモが実践す
る発達障害者・知的障害者の理解と対応策

宮尾　益知　他 河出書房新社 2018

38 発達障害の人の「就労支援」がわかる本 梅永　雄二 講談社 2019

40
精神障害のある人の就労定着支援
当事者の希望からうまれた技法

天野　聖子 中央法規出版 2019

41
知的障害・発達障害の人たちのための
新・見てわかるビジネスマナー集

「新 見てわか
るビジネスマ
ナー集」企画編
集委員会

ジアース教育新社 2020

発達障がい（分類：A2841）

番号 書名 著編者名 出版者 出版年

185
親子で理解する発達障害進学・就労準備の進め方 高校・大学進
学、そして就職へ子どもの自立・自活への不安を減らす本

鈴木　慶太 河出書房新社 2016

189 発達障害者と自動車運転 免許の取得と教習のためのQ&A 梅永　雄二　他
エンパワメン
ト研究所

2016

192 自閉症と感覚過敏　特有な世界はなぜ生まれ、どう支援すべきか? 熊谷　高幸 新曜社 2017

194 コーヒーはぼくの杖　発達障害の少年が家族と見つけた大切なもの 岩野　響 三才ブックス 2017

195
発達障害の子どもの「できる」を増やす提案・交渉型アプロー
チ 叱らないけど譲らない支援

武田　鉄郎 Gakken 2017

196 ぼくはアスペルガー症候群 権田　真吾 彩図社 2011

197 隠れアスペルガーという才能 吉濱　ツトム ベストセラーズ 2016

198 発達障害の子どもたち、「みんなと同じ」にならなくていい。 長谷川　敦弥他 SBクリエイティブ 2016

199
最新図解自閉症スペクトラムの子どもたちをサポートする本理
解を深め、支援する

榊原　洋一 ナツメ社 2017

200 ADHDの子の育て方のコツがわかる本 本田　秀夫　他 講談社 2017

201
発達が気になる子へのスモールステップではじめる生活動作の
教え方

鴨下　賢一 中央法規出版 2018
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発達障がい（分類：A2841）

番号 書名 著編者名 出版者 出版年

202 発達障害のある高校生・大学生のための上手な体・手指の使い方 笹田　哲 中央法規出版 2018

204
ちょっとしたことでうまくいく発達障害の人が会社の人間関係
で困らないための本

對馬　陽一郎　他 翔泳社 2018

205 発達障害と少年犯罪 田淵　俊彦 新潮社 2018

206
自閉スペクトラム症の理解と支援
子どもから大人までの発達障害の臨床経験から

本田　秀夫 星和書店 2017

207
発達障がい児の感覚を目覚めさせる運動発達アプローチ
タイプ別やる気スイッチが入る運動あそび

森嶋　勉　他 合同出版 2018

208 拝啓、アスペルガー先生:マンガ版 異才の出張カウンセラー実録 奥田　健次 飛鳥新社 2015

210 発達障害の子の「会話力」を楽しく育てる本 藤野　博 講談社 2018

211 見えない違い　私はアスペルガー
ジュリー・ダ
シェ

花伝社 2018

212 ブラックジャックによろしく　大人のADHD編 佐藤　秀峰
日本イーライ
リリー

2018

213 発達障害に生まれて　自閉症児と母の17年 松永　正訓 中央公論社 2018

214
自傷・他害・パニックは防げますか？
二人称のアプローチで解決しよう！

廣木　道心　他 花風社 2018

215
発達障害の人の「片づけスキル」を伸ばす本　アスペルガー、
ADHD、LD…片づけが苦手でもうまくいく！

村上　由美 講談社 2018

216
発達障害の子の遂行機能「何度言ったらわかるの?」を「でき
た!」に変える上手な伝え方 ― グズグズ・ソワソワ・イライラ
を解消するちょっとした工夫

本多　和子 学研プラス 2018

217 発達障害グレーゾーン 姫野　桂 扶桑社 2019

218 最新図解女性の発達障害サポートブック 本田　秀夫　他 ナツメ社 2019

219 職場の発達障害 　 自閉スペクトラム症編 太田　晴久 講談社 2019

220
こうすればうまくいく!自閉症スペクトラムの子どもの保育
イラストですぐにわかる対応法

水野　智美　他 中央法規出版 2017

221
あの子の発達障害がわかる本　1
ちょっとふしぎ自閉スペクトラム症ASDのおともだち

内山　登紀夫
ミネルヴァ書
房

2019

222
あの子の発達障害がわかる本 　2
ちょっとふしぎ学習障害LDのおともだち

内山　登紀夫
ミネルヴァ書
房

2019

223
あの子の発達障害がわかる本　3
ちょっとふしぎ注意欠如・多動症ADHDのおともだち

内山　登紀夫
ミネルヴァ書
房

2019

224
TEACCHプログラムに基づく自閉症児・者のための自立課題
アイデア集 　身近な材料を活かす95例

林　大輔　他 中央法規出版 2019

225
あの子の発達障害がわかる本　4
ちょっとふしぎ吃音・チック・トゥレット症候群のおともだち

藤野　博
ミネルヴァ書
房

2019

226 サイド・トラック 　 走るのニガテなぼくのランニング日記
ダイアナ ハーモ
ン アシャ－

評論社 2018

227
あの子の発達障害がわかる本　5
知ってほしい発達障害とこころのふしぎ

田中　哲
ミネルヴァ書
房

2019

228 職場の発達障害　ADHD編 太田　晴久 講談社 2019

229 施設職員ABA支援入門　行動障害のある人へのアプローチ 村本　浄司 学苑社 2020

230
「発達障害」だけで子どもを見ないでその子の「不可解」を理
解する

田中　康雄 SBクリエイティブ 2019

231
ゆうくん　ハンディのある子とない子と大人たちの楽しい出会
いの会いっしょにね

高田　美穂
クリエイツか
もがわ

2019
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