
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

40 22 2019

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

ゆめ風中学生プロジェクト　いのちと防災を考える ゆめ風基金　防災

発達障がい関係図書･ＤＶＤ紹介
2021年 7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

◆『今すぐ使える!特別支援アイデア教材50

大塚特別支援学校の実践からうまれた作り方・

活用法』

佐藤 義竹 他 著 ／ 合同出版 ／ 2020年

◆『空気が読めなくてもそれでいい。

非定型発達のトリセツ』
細川 貂々 水島 広子 著 ／ 創元社 ／ 2020年

★子どものできることや課題にあわせて、実践の現場で使える

教材です。

★教材の背景にあるねらいにも注目！毎日の指導に役立ちます。

★材料・つくり方・活用の流れやアドバイスを見開きで紹介。

★目の前の子どもたちにあわせて、どんどんアレンジして

ください。

いろんな“苦手”は、「非定型」からきている?!「非定型発達」と

診断された漫画家・細川貂々。それはいわゆる病名のつく「発達

障害」ではないが、日常さまざまな生きづらさを抱える「グレー

ゾーン」だった。

(A274-148)

(A2864-146)

1 ページ



DVDリスト

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

41 48 2019

42 28 2019

43 38 2019

図書リスト

障がい児福祉・教育（分類：A274）

番号 書名 著編者名 出版社 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

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

自閉症とともに  自閉症の理解と支援　第3巻　自閉症の人を支援する

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

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

自閉症とともに  自閉症の理解と支援　第1巻　自閉症とともに生きる

自閉症とともに  自閉症の理解と支援　第2巻　自閉症の人を理解する

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

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

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
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障がい児福祉・教育（分類：A274）

番号 書名 著編者名 出版社 出版年

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

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

144
子育ての村ができた!発達支援、家族支援、共に生きるために
向き合って、寄り添って、むぎのこ37年の軌跡

北川　聡子　他 福村出版 2020

145 特別支援学校教諭になるには　（なるにはBOOKS 　66） 松矢　勝宏　他 ぺりかん社 2020

146 障がいのある子が「親亡き後」に困らないために今できること 鹿野　佐代子 他 PHP研究所 2020

147 マンガでわかる境界知能とグレーゾーンの子どもたち 宮口　幸治　他 扶桑社 2020

148
今すぐ使える!特別支援アイデア教材50
大塚特別支援学校の実践からうまれた作り方・活用法

佐藤　義竹　他 合同出版 2020

障害者就労（雇用）（分類：A275）

番号 書名 著編者名 出版社 出版年

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

44
会社を変える障害者雇用
人も組織も成長する新しい職場づくり

紺野　大輝 新泉社 2020

発達障がい（分類：A2841）

番号 書名 著編者名 出版社 出版年

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
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発達障がい（分類：A2841）

番号 書名 著編者名 出版社 出版年

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

233
発達障害&グレーゾーン子育てから生まれた楽々かあさんの伝
わる!声かけ変換

大場　美鈴 あさ出版 2020

234 発達障害のウソ　専門家、製薬会社、マスコミの罪を問う 米田　倫康 扶桑社 2020

235
発達障害のある子どもと周囲との関係性を支援する　コミュニ
ケーション支援のための6つのポイントと5つのフォーカス

野口　晃菜　他 中央法規出版 2020

236
発達障害サバイバルガイド 　「あたりまえ」がやれない僕らが
どうにか生きていくコツ47

借金玉 ダイヤモンド社 2020

237
発達障害最初の一歩　お友だちとのかかわり方、言葉の引き出
し方、「療育」の受け方、接し方

松永　正訓 中央公論新社 2020

238
おうちでタッチケア「ぐるーみん」
発達障害の子どもの体と心をほぐすプログラム
（学研のヒューマンケアブックス）

三宮　華子 学研教育みらい 2020

239 発達障害・知的障害のための合理的配慮ハンドブック 土橋　圭子　他 有斐閣 2020

240
家庭と保育園・幼稚園で知っておきたい
DCD発達性協調運動障害　（発達障害お悩み解決ブック　4）

伊藤　祐子 ミネルヴァ書房 2021

241  発達障がい専門誌きらり。  Vol.10 朝倉　美保　他 みのりの森 2019

242 発達障がい専門誌きらり。  Vol.11 朝倉　美保　他 みのりの森 2020

243 発達障がい専門誌きらり。  Vol.12 朝倉　美保　他 みのりの森 2021

244
応用行動分析に基づくASD〈自閉スペクトラム症〉の人のコ
ミュニケーション支援　当事者の不安を解消する「7つ道具」
とアセスメント

今本　繁 中央法規出版 2021

245 発達障害支援につなげる包括的アセスメント 萩原　拓 金子書房 2021

保育（分類：A40）

番号 書名 著編者名 出版社 出版年

298
教師・親のための子ども相談機関利用ガイド
もうひとりで悩まないで! 　 4訂版

小林　正幸　他 ぎょうせい 2020

300
子育てベスト100　「最先端の新常識×子どもに一番大事なこ
と」が1冊で全部丸わかり

加藤　紀子 ダイヤモンド社 2020

その他

番号 書名 著編者名 出版社 出版年

Ａ2864-145
マンガでわかる愛着障害
自分を知り、幸せになるためのレッスン

岡田　尊司　他 光文社 2019

A2864-146 空気が読めなくてもそれでいい。　非定型発達のトリセツ
細川　貂々
水島　広子

創元社 2020
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