
発達障がい関係図書･ＤＶＤ紹介
2022年 7月現在

◆『大人の発達障害 話し相手の目を3秒以上

見つめられない人が読む本』

加藤 俊徳 著 ／ 白秋社 ／ 2021年

◆『発達障害「グレーゾーン」その正しい理解と

克服法』
岡田 尊司 著 ／ SBクリエイティブ ／ 2022年

◆『子育ての村「むぎのこ」のお母さんと子どもたち

支え合って暮らすむぎのこ式子育て支援・社会的

養育の実践 』
北川 聡子 他 編著 ／ 福村出版 ／ 2021年

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（日・祝除く）9:30～1７:00】

図書紹介

こだわり症・執着症、疑似ＡＤＨＤ、社会的コミュ障

…。発達障害未満でありながら、ときに障害を抱えた

人よりも深刻な困難に陥りやすい「グレーゾーン」。

その生きづらさの正体と対策をわかりやすく解説。

(A274-156)

(A2841-246)

「脳の見る力」を鍛えれば「大人の発達障害」は改

善する！ 「大人の発達障害」の正確な自己診断法と、

日常生活で実践できる「脳番地トレーニング」を解

説する。症状が改善した人の実例も掲載。

子どもと親の「困り感」に寄り添う村・むぎのこ。支

援を受けた当事者の語りを通して、むぎのこ式実践と

は何なのか、その意味と現代社会におけるこれからの

子ども・子育て支援、障害福祉、児童福祉の課題と可

能性を考える。

(A2841-247)
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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

17 50 2012

22 64 2008

34 32 2016

35 33 2016

番号 分 発行年

15
16
17

40
31
31

2006

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

番号 分 発行年

D-13-3-36 91 2018

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

その他

タイトル

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

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

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

発達障害の子を持つ母親たち 障害を告げられたとき

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

ぼくと魔法の言葉たち

発達障害を抱えて 社会人になって　2

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

タイトル

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

生まれてくれて、ありがとう 3人の発達障害児と共に

発達障害を抱えて 幼児期から青年期まで　1

まず、知ることからはじめましょう　障がいのこと

発達障がい（ADHD/LD)（分類：D-7-4）

子どもの精神医学の理解　子どもの精神医学の基礎知識 1　発達障害圏の疾患 2
精神病圏および神経症圏の疾患 3

障害児への専門的指導法
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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 発行年

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

149 リエゾン　こどものこころ診療所　1 (モーニングKC) 竹村　優作　他 講談社 2020

150 リエゾン　こどものこころ診療所　2 (モーニングKC) 竹村　優作　他 講談社 2020

151 リエゾン　こどものこころ診療所　3 (モーニングKC) 竹村　優作　他 講談社 2020

152 リエゾン　こどものこころ診療所　4 (モーニングKC) 竹村　優作　他 講談社 2021

153 リエゾン　こどものこころ診療所　5 (モーニングKC) 竹村　優作　他 講談社 2021

155
みんなとおなじくできないよ
障がいのあるおとうととボクのはなし

湯浅　正太　他
日本図書セン
ター

2021

156
子育ての村「むぎのこ」のお母さんと子どもたち
支え合って暮らすむぎのこ式子育て支援・社会的養育の実践

北川　聡子　他 福村出版 2021

障害者就労（雇用）（分類：A275）

番号 書名 著編者名 出版社 発行年

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

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

45
9つの事例でわかる精神障害・発達障害のある人が活躍する職場
のつくりかた

ボーン  クロイ
ド　他

中央法規出版 2021

46
障害者雇用の実務と就労支援 「合理的配慮」のアプローチ
3訂版

眞保　智子 日本法令 2021

発達障がい（分類：A2841）

番号 書名 著編者名 出版社 発行年

218 最新図解女性の発達障害サポートブック 本田　秀夫 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
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発達障がい（分類：A2841）

番号 書名 著編者名 出版社 発行年

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
242
243

発達障がい専門誌きらり。  Vol.10　Vol.11　 Vol.12 朝倉　美保　他 みのりの森
2019
2020
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

246 大人の発達障害　話し相手の目を3秒以上見つめられない人が読む本 加藤　俊徳 白秋社　 2021

247 発達障害「グレーゾーン」　その正しい理解と克服法(SB新書) 岡田　尊司
SBクリエイ
ティブ

2022

248
発達障がい児支援がワンランクアップする315の工夫
児発・放デイの現場で実践されている子ども視点の対応策

山本　登志哉　他 合同出版 2022

その他

番号 書名 著編者名 出版社 発行年

A27-364
障害のある人の支援の現場探訪記　子育て・就労・生活の支援や
福祉ってどうなってるの！？(学研のヒューマンケアブックス)

かなしろにゃん
こ。　他

学研プラス 2021

A273-168
知的障害・発達障害のある子どもの住まいの工夫ガイドブック
危ない！困った！を安全・安心に

西村　顕 中央法規出版 2016

A471-53
生きづらさの生き方ガイド　不登校・ひきこもり・発達障害・
LGBTQ+ 本人・家族の本音と困りごと別相談先が分かる本

大橋　史信　他 日本法令 2021

雑誌リスト

雑誌名 出版社 所蔵年・所蔵巻 所蔵

― 実践みんなの特別支援教育（月刊実践障害児教育） 学研プラス 2017年4月 継続
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