
書名 著者
1 光とともに　（１） 戸部けいこ
2 光とともに　（２） 戸部けいこ
3 光とともに　（３） 戸部けいこ
4 光とともに　（４） 戸部けいこ
5 光とともに　（５） 戸部けいこ
6 光とともに　（６） 戸部けいこ
7 光とともに　（７） 戸部けいこ
8 光とともに　（８） 戸部けいこ
9 光とともに　（９） 戸部けいこ
10 光とともに　（１０） 戸部けいこ
11 光とともに　（１１） 戸部けいこ
12 光とともに　（１２） 戸部けいこ
13 光とともに　（１３） 戸部けいこ
14 光とともに　（１４） 戸部けいこ
15 光とともに　（１５） 戸部けいこ
16 読んで学べるＡＤＨＤのペアレントトレーニング シンシア・ウィッタム
17 怠けてなんかない！ディスレクシア 品川裕香
18 アスペルガー症候群の子育て　２００のヒント ブレンダ・ボイド
19 みんなに知ってもらいたい発達障害 平岩幹男
20 図解よくわかるＬＤ（学習障害） 上野一彦
21 ２歳で言葉がない子・増えない子「様子を見る」のは危険です 金子保
22 ちゃんと人とつきあいたい エンパワメント研究所
23 ＡＤＨＤ・アスペ系ママ　へんちゃんのポジティブライフ 笹森理絵
24 そうだったのか！発達障害　 斗希典娑
25 障害をもつ「きょうだい」を支える　お母さん・お父さんのために 遠矢浩一
26 私たち発達障害と生きています 森高明　その他
27 発達障害の子とハッピーに暮らすヒント 堀内祐子　柴田美恵子
28 発達障害者支援の現状と未来図 市川宏伸
29 発達障害の人の就活ノート 石井京子
30 思いっきり支援ツール 武蔵博文　高畑庄蔵
31 ことばをはぐくむ　発達に遅れのある子どもたちのために 中川信子
32 健診とことばの相談 中川信子
33 教室で行う特別支援教育３ 月森久江
34 教室で行う特別支援教育６ 月森久江
35 発達障害の豊かな世界 杉山登志郎
36 発達障害の子どもたち 杉山登志郎
37 ＡＤＨＤの臨床 石川元
38 スペクトラムとしての軽度発達障害Ⅰ 石川元
39 アスペルガー症候群を究めるⅡ 石川元
40 アスペルガー症候群　歴史と現場から究める 石川元
41 ＡＤＨＤ薬物療法の新時代 石川元
42 発達障害のある子の保育の手だて 佐藤暁
43 特別支援教育コーディネーターの手引き 佐藤暁
44 子どもをつなぐ学級づくり 佐藤暁
45 保幼小が連携する特別支援教育 佐藤暁
46 自閉症児のための絵で見る構造化 佐々木正美
47 自閉症児のための絵で見る構造化　パート２ 佐々木正美
48 発達障害のある子の困り感に寄り添う支援 佐藤暁
49 見て分かる困り感に寄り添う支援 佐藤暁
50 自閉症児の困り感に寄り添う支援 佐藤暁
51 子どもも教師も元気が出る授業づくり実践ライブ 佐藤暁
52 発達障害と家族支援　家族にとって障害とは何か 中田洋二郎
53 発達障害が引き起こす二次障害へのケアとサポート 斎藤万比古
54 発達の気がかりな子どものほめ方しかり方 山口薫
55 ふしぎだね！？自閉症のおともだち 内山登紀夫
56 ふしぎだね！？アスペルガー症候群のおともだち 内山登紀夫
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56'B （新版）ふしぎだね！？アスペルガー症候群のおともだち 内山登紀夫　阿部陽子　諏訪利明

57 ふしぎだね！？ＬＤのおともだち 内山登紀夫
58 ふしぎだね！？ＡＤＨＤのおともだち 内山登紀夫
59 ふしぎだね！？ダウン症のおともだち 玉井邦夫
60 ふしぎだね！？知的障害のおともだち 原仁
61 ふしぎだね！？身体障害のおともだち 日原信彦
62 ふしぎだね！？言語障害のおともだち 牧野泰美
63 ふしぎだね！？聴覚障害のおともだち 倉内紀子
64 ふしぎだね！？視覚障害のおともだち 千田耕基
65 ふしぎだね！？てんかんのおともだち 原仁
66 発達って障害ってなんだろう？ 日原信彦
67 発達障害と子育てを考える本①からだの療育 日原信彦
68 発達障害と子育てを考える本②ことばの療育 佐竹恒夫
69 発達障害と子育てを考える本③ゆびの療育 日原信彦
70 発達障害と子育てを考える本④きく・みる・かんじるの療育 内山登紀夫
71 ＡＤ/ＨＤのすべてがわかる本 市川宏伸
72 自閉症のすべてがわかる本 佐々木正美
73 ことばの遅れのすべてがわかる本 中川信子
74 アスペルガー症候群のすべてがわかる本 佐々木正美
75 ＬＤのすべてがわかる本 上野一彦
76 知的障害のことがよくわかる本 有馬正高
77 アスペルガー症候群の子どもを育てる本　学校編 佐々木正美
78 アスペルガー症候群の子どもを育てる本　家庭編 佐々木正美
79 ＡＤ/ＨＤ・ＬＤがある子どもを育てる本 月森久江
80 発達障害がある子どもを育てる本　中学生編 月森久江
81 思春期のアスペルガー症候群 佐々木正美
82 大学生の発達障害 佐々木正美
83 大人のアスペルガー症候群 佐々木正美
84 大人のＡＤ/ＨＤ 田中康雄
85 アスペルガー症候群　就労支援編 佐々木正美
86 おとうさん・おかあさん　はじめの一歩だよ アスペ・エルデの会
87 みんなちがってみんないい アスペ・エルデの会
88 わたしはわたし　ボクはボク アスペ・エルデの会
89 いろんな気持ち アスペ・エルデの会
90 おとなになる女の子たちへ アスペ・エルデの会
91 読書感想文のためのワークブック　社会読み物編 アスペ・エルデの会
92 読書感想文のためのワークブック　科学読み物編 アスペ・エルデの会
93 読書感想文のためのワークブック　物語編 アスペ・エルデの会
94 どうすればいい？こんなときあんなとき アスペ・エルデの会
95 きちっと君の練習帳（１） アスペ・エルデの会
96 きちっと君の練習帳（２） アスペ・エルデの会
97 みつけて　おしえて　やってみよう アスペ・エルデの会
98 気分は変えられる アスペ・エルデの会
99 お母さん・お父さんの子育て頭の整理法　かんたん！トライアル アスペ・エルデの会
100 ともだちとおしゃべりするってたのしいね アスペ・エルデの会
101 あらたな発見・ここからスタート アスペ・エルデの会
102 自分らしさをみつけるために アスペ・エルデの会
103 男子用ワークブック・かっこいい男性になるための１０＋αのおとなルール アスペ・エルデの会
104 リラクセーション・ワークブック　リラックスのしかたおぼえよう アスペ・エルデの会
105 子育て支援講座ワークブックベーシックコース・子育てが楽しくなる５つの魔法 アスペ・エルデの会
106 感覚過敏って何だろう？このイヤな感覚どうしたらいいの？ アスペ・エルデの会
107 明日の子どもたちのために アスペ・エルデの会
108 こだわり行動への対処法　こだわり行動攻略ＢＯＯK アスペ・エルデの会
109 アスペハート　ｖｏｌ．１３ アスペ・エルデの会
110 アスペハート　ｖｏｌ．１４ アスペ・エルデの会
111 アスペハート　ｖｏｌ．１５ アスペ・エルデの会
112 アスペハート　ｖｏｌ．１６ アスペ・エルデの会
113 アスペハート　ｖｏｌ．１７ アスペ・エルデの会
114 アスペハート　ｖｏｌ．２０ アスペ・エルデの会



115 アスペハート　ｖｏｌ．２１ アスペ・エルデの会
116 アスペハート　ｖｏｌ．２２ アスペ・エルデの会
117 アスペハート　ｖｏｌ．２３ アスペ・エルデの会
118 アスペハート　ｖｏｌ．２４ アスペ・エルデの会
119 アスペハート　ｖｏｌ．２５ アスペ・エルデの会
120 アスペハート　ｖｏｌ．２６ アスペ・エルデの会
121 １３歳のハローワーク アスペ・エルデの会
122 困った子は困っている子 大和久勝
123 発達障害に気がつかない大人たち 星野仁彦
124 片づけられない女たち サリ・ソルデン
125 子どもの心の病気がわかる本（健康ライブラリー） 市川宏伸
126 自閉症・アスペルガー症候群「自分のこと」のおしえ方 吉田友子
127 （図解大安心シリーズ）ササッとわかる最新「ＡＤＨD」対処法 榊原洋一
128 （図解大安心シリーズ）ササッとわかるアスペルガー症候群との接し方 榊原洋一
129 （図解大安心シリーズ）ササッとわかる「大人のアスペルガー症候群」との接し方 加藤進昌
130 ワークブック①怒りのコントロール トニー・アトウッド
131 ワークブック②不安のコントロール トニー・アトウッド
132 のび太・ジャイアン症候群②ＡＤＨＤこれで子どもが変わる 司馬理英子
133 のび太・ジャイアン症候群④ＡＤＨDとアスペルガー症候群 司馬理英子
134 のび太・ジャイアン症候群⑤家族のＡＤＨＤ・大人ＡＤＨDお母さんセラピー 司馬理英子
135 きみもきっとうまくいく キャスリーン・ナド＆エレン・ディクソン

136 お片づけセラピー 桜井公子　袋居司
137 発達が気になる子のサポート入門 阿部利彦
138 高機能広汎性発達障害 杉山登志郎
139 ぼくのアスペルガー症候群 ケネス・ホール
140 アスペルガー的人生 リアン・ホリデー・ウィリー
141 さあ、どうやってお金を稼ごう？ デイル・Ｓ・ブラウン
142 広汎性発達障害の子どもたち 辻井正次
143 アスペルガー当事者が語る特別支援教育 高森明
144 一緒にいてもひとり カトリン・ベントリー
145 うわわ手帳と私のアスペルガー症候群 高橋紗都　高橋尚美
146 高機能自閉症児を育てる 高橋和子
147 あなたがあなたであるために ローナ・ウイング
148 ガイドブック　アスペルガー症候群 トニー・アトウッド
149 高機能自閉症アスペルガー症候群入門 内山登紀夫　水野薫　吉田友子

150 高機能自閉症・アスペルガー症候群「その子らしさ」を生かす子育て 吉田友子
151 アスペルガー症候群がわかる本 クリストファー・ギルバーグ
152 どう関わる？思春期・青年期のアスペルガー障害 京都ひきこもりと不登校の家族会

153 アスペルガー症候群 岡田尊司
154 発達障害に気づかない大人たち 星野仁彦
155 そだちの科学No１３ 滝川一廣
156 依存症の真相 星野仁彦
157 地域保健活動のための発達障害の知識と対応 平岩幹男
158 特別支援教育コーディネーターの手引き 佐藤暁
159 自閉症児のためのＴＥＡＣＣＨハンドブック 佐々木正美
160 講座　子どもの診療科 杉山登志郎
161 作文ワーク　上級１ 横山浩之
162 自閉っ子、こういう風にできてます！ ニキ・リンコ　藤家寛子
163 自閉っ子、こういう風にできてます！　自立のための身体づくり ニキ・リンコ 藤家寛子 岩永竜一郎

164 自閉っ子、こういう風にできてます！　自立のための環境づくり ニキ・リンコ 藤家寛子 岩永竜一郎

165 ADHDの明日に向かって　　認めあい・支えあい・赦しあうネットワークをめざして 田中康雄
166 軽度発達障害のある子のライフサイクルに合わせた理解と対応 田中康雄
167 発達支援のむこうとこちら 田中康雄
168 アスペルガーを生きる子どもたちへ 佐々木正美
169 完全図解　アスペルガー症候群 佐々木正美　梅永雄二
170 わが子が発達障害と診断されたら 佐々木正美　諏訪利明　日戸由刈

171 子ども虐待という第四の発達障害 杉山登志郎
172A 大人の生活完全ガイド　　アスペルガー症候群 辻井正次　杉山登志郎　望月葉子

173 発達障害のある子どもができることを伸ばす！幼児編 辻井正次　杉山登志郎



174 発達障害のある子どもができることを伸ばす！学童編 辻井正次　杉山登志郎
175 発達障害のいま 杉山登志郎
176 発達障害　境界に立つ若者たち 山下成司
177 発達障害　母たちの奮闘記 山下成司
178 怒りをコントロールできない子の理解と援助　　教師と親のかかわり 大河原美以
179 トラウマ返し　　子どもが親に心の傷を返しに来るとき 小野修
180 イラスト版　　気持ちの伝え方　コミュニケーションに自信がつく４４のトレーニング 高取しづか
181 もしかして、うちの子、発達障害かも！？ 岡田俊
182 発達障害とことばの相談～子どもの育ちを支える言語聴覚士のアプローチ～ 中川信子
183 ササッとわかる「自閉症」の子どもの育て方 山崎晃資
184 被害者のこころ加害者のこころ～子どもをめぐる３０のストーリー～ 藤原正範
185 チックとトゥレット症候群がよくわかる本 星加明徳
186 よくわかる！LD（学習障害）とADHD（注意欠陥多動性障害）の正しい理解と最新知識 金澤治
187 まさか！うちの子アスペルガー？～セラピストMママの発達障害コミックエッセイ～ 佐藤エリコ
188 実録４コママンガ　そうだったのか！発達障害２　こうすればできるモン 斗希典娑
189 発達障害が引き起こす不登校へのケアとサポート 斎藤万比古
190 「発達障害のわが子」と向き合う本 司馬理英子
191 アスペルガーの人はなぜ生きづらいのか？大人の発達障害を考える 米田衆介
192 自閉症の生徒が親と教師に知ってほしいこと エレン・ノットボム
193 思春期以降の理解と支援～充実した大人の生活へのとりくみと課題と支援～ 辻井正次　氏田照子
194 発達障害でつまづく　人うまくいく人 備瀬哲弘
195 みんなのためのルールブック ロン・クラーク
196 あたりまえだけど、とても大切なこと ロン・クラーク
197 学生相談と発達障害 高石恭子　岩田淳子
198 活かそう！発達障害脳 長沼睦雄

200 楽しい毎日を送るためのスキル 辻井正次
201 ＬＤ・ADHD・アスペルガー症候群、高機能自閉症の人たち自身の声こんなサポートがあれば① 梅永雄二
202 ＬＤ・ADHD・アスペルガー症候群、高機能自閉症の人たち自身の声こんなサポートがあれば② 梅永雄二
203 新版ADHDとアスペルガー症候群 司馬理英子
204 どうして他人とうまくやれないの？ 司馬理英子
205 発達障害の人の就活ノート 石井京子
206 発達障害の人のビジネススキル講座 石井京子
207 発達障害児者の防災ハンドブック 新井英靖・金丸隆太　他

207A 発達障害児者の防災ハンドブック 新井英靖・金丸隆太　他
208 仕事がしたい！発達障害がある人の就労相談 梅永雄二
209 発達障害は生きづらさをつくりだすのか 田中康雄
210 発達障害うちの子将来ど～なるのっ？ かなしろにゃんこ
211 アスペルガー症候群の人の仕事観 サラ・ヘンドリックス
212 高校生の発達障害 佐々木正美
213 じょうずなつきあい方がわかるLD　学習障害の本 宮本信也
214 ケース別　発達障害のある子へのサポート実例集　中学校編 上野一彦　渡辺圭太郎
215 イラスト版　こころのコミュニケーション　子どもとマスターする４９の話の聞き方・伝え方 子どものコミュニケーション研究会

216 高機能自閉症・アスペルガー障害・ADHD・LDの子のSSTの進め方 田中和子　岩佐亜紀
217 イラスト版　発達障害児の楽しくできる感覚とからだの発達をうながす生活の工夫とあそび 太田篤志
218 あの人はなぜ相手の気持ちがわからないのか 加藤進昌
219 発達障害の子どもを理解する 小西行郎
220 発達障害に気づかない大人たち（職場編） 星野仁彦
221 「空気が読めない」という病　大人の発達障害の真実 星野仁彦
222 それって、大人のADHDかもしれません 星野仁彦
223 発達障害を見過ごされる子ども認めない親 星野仁彦
224 発達障害と呼ばないで 岡田尊司
225 ADHDとアスペルガー症候群　のび太・ジャイアン症候群３ 司馬理英子
226 クラスで気になる子の支援 ズバッと解決ファイル 達人と学ぶ！特別支援教育・教育相談のワザ 阿部利彦
227 あったか絆づくり　　～問題行動を防ぐ！ほめ方・しかり方・かかわり方～ 岩佐嘉彦・松久眞実
228 ママたちが見つけた大切なこと　発達障がい児の子育て 佐々木正美
229 読み書き障害のある子どもへのサポート　Q&A 河野俊寛
230 子育てと健康25　 育てにくい子にはわけがある 木村順

斎藤清二　西村優紀美
水野薫　吉永崇史　桶谷文哲発達障害のある高校生への大学進学ガイド199



231 発達障害の子を理解して上手に育てる本　（幼児編） 木村順
232 健康ライブラリー　イラスト版　　発達障害の子を育てる本　　ケータイ・パソコン活用編 中邑 賢龍・近藤武夫
233 教えてのばす！　発達障害をかかえた子ども　～幼児期のABAプログラム～ 宍戸恵美子
234 応用行動分析学から学ぶ　子ども観察力＆支援力養成ガイド 平澤紀子
235 自閉症へのABA入門　親と教師のためのガイド シーラ・リッチマン　井上雅彦・奥田健次

236 マンガでわかる　よのなかルール 横山浩之
237 大人も知らない「本当の友だち」のつくり方 松本啓子
238 叱りゼロで「自分からやる子」に育てる本 奥田健次
239 大人の発達障害 備瀬哲次
240 もしかして私、大人の発達障害かもしれない！？ 田中康雄
241 人材紹介のプロが答える　発達障害の人が働くためのQ&A 石井京子・池嶋貫二
242 図解よくわかる　思春期の発達障害 中山和彦・小野和哉
243 図解よくわかる　大人の発達障害 中山和彦・小野和哉
244 ちゃんと知りたい　　大人の発達障害がわかる本 備瀬哲次
245 ちょっとしたスペースで発達障がい児の脳と感覚を育てる　かんたん運動 森嶋勉
246 障がいのある子との遊びサポートブック　達人の技から学ぶ楽しいコミュニケーション 藤野博・奥田健次・藤本禮子

247 イラスト版　１０歳からの性教育　子どもとマスターする５１の性のしくみと命のだいじ 高柳美知子　教育研究会
248 見てわかる社会生活ガイド集 編集企画プロジェクト
249 コミック会話　自閉症など発達障害のある子どものためのコミュニケーション支援法 キャロル・グレイ
250 中学・高校における　LD・ADHD・高機能自閉症等の指導　自立をめざす生徒の学習・メンタル・進路指導 拓殖雅義・秋田喜代美
251 新版　発達障害児のための支援制度ガイドブック 市川宏伸
252 発達障害・不登校のための新しい学びの場２０１２ 田口教育研究所
253 発達障害・不登校のための新しい学びの場２０１３ 田口教育研究所
254 発達障害白書　２０１４年版 日本発達障害連盟編
255 自閉症スペクトラム障害 平岩幹男
256 発達障害の子どもと生きる 松為信雄
257 愛着障害　～　こども時代を引きずる人々　～ 岡田尊司
258 自閉症感覚　～　かくれた能力を引きだす方法　～ テンプル・グランディン
259 子どもの才能チェックBOOK　得意ジャンルが見つかる・伸ばせる 野添絹子
260 タブレットPC・スマホ時代の子どもの教育 中邑 賢龍・近藤武夫
261 自閉症の子どものためのABA基本プログラム２　家庭で無理なく楽しくできるｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ課題３０ 藤坂龍司
262 自閉症スペクトラムとこだわり行動への対処法 白石雅一

263 人間関係でちょっと困った人＆発達障害のある人のためのサポートレシピ５３
橋本創一・横田圭司
小島道生・田口禎子

264 自閉症スペクトラムなど発達障害がある人とのコミュニケーションのための１0のコツ 坂井聡
265 発達障害のある子どもができることを伸ばす！　～思春期編～ 杉山登志郎・辻井正次
266 アスペルガーのパートナーのいる女性が知っておくべき２２の心得 ルディ・シモン
267 アスペルガーと定型を共に生きる　～危機から生還した夫婦の対話～ 東山伸夫・東山カレン
268 発達障害に気づかなかったあなたが自分らしく働き続ける方法 高山恵子
269 発達障害の子ども　お金のこと親が亡くなった後のこと 平野厚雄
270 アスペルガー症候群のある子どものための新キャリア教育 本田秀夫・日戸由刈
271 ちゃんと知りたい大人の発達障害がわかる本（増補改訂版） 備瀬哲弘
272 発達が気になる子のための自立・就労トレーニング 田中和代・野村昌宏
273 ピア・サポート力がつくコミュニケーションワークブック 岡田倫代
274 健康ライブラリーイラスト版　パニック障害 渡辺登

274A 健康ライブラリーイラスト版　パニック障害 渡辺登
275 健康ライブラリーイラスト版　社会不安障害のすべてがわかる本 貝谷久宣
276 健康ライブラリーイラスト版　依存症のすべてがわかる本 渡辺登
277 健康ライブラリーイラスト版　境界性パーソナリティ障害のことがよくわかる本 牛島定信
278 健康ライブラリーイラスト版　リストカット・自傷行為のことがよくわかる本 林直樹
279 健康ライブラリーイラスト版　強迫性障害のすべてがよくわかる本 原田誠一
280 健康ライブラリーイラスト版　非定型うつ病のことがよくわかる本 貝谷久宣
281 健康ライブラリーイラスト版　（入門）うつ病のことがよくわかる本 野村総一郎
282 こころのライブラリーイラスト版うつ病の人の気持ちがわかる本　NPO法人地域精神保健福祉機構（コンボ） 大野裕
283 健康ライブラリーイラスト版　統合失調症　正しい理解と治療法 伊藤順一郎

こころのライブラリーイラスト版　統合失調症の人の気持ちがわかる本　
NPO法人地域精神保健福祉機構（コンボ）

285 プロチチ　（１） 逢坂みえこ
286 プロチチ　（２） 逢坂みえこ

284 伊藤順一郎



287 プロチチ　（３） 逢坂みえこ
288 プロチチ　（４） 逢坂みえこ
289 発達障害の子を育てる５８のヒント 小林みやび
290 自閉っ子　深読みしなけりゃうまくいく ニキ・リンコ
291 俺ルール！自閉は急に止まれない ニキ・リンコ
292 どならない子育て 伊藤徳馬
293 ＡＤＨＤなど発達障害のある子の本当の支援　おっちょこちょいにつけるクスリ ＮＰＯ法人えじそんくらぶ高山恵子

294 「はずれ先生」にあたったとき読む本 立石美津子
295 通常学級でできる！特別なニーズをもつ子どものための算数授業サポート 赤塚邦彦

297 自閉症スペクトラムとこだわり行動への対処法 白石雅一
298 シーン別アスペルガー会話メゾット 司馬理英子
299 自立をかなえる！＜特別支援教育＞ライフスキルトレーニング実践ブック 梅永雄二
300 健康ライブラリー発達障害の子のコミュニケーション・トレーニング　　会話力をつけて友達といい関係をつくろう 有光興記
301 健康ライブラリー発達障害の子のビジョン・トレーニング　視覚を鍛えて読み書き・運動上手に！ 北出勝也
302 健康ライブラリー発達障害の子どもを伸ばす魔法の言葉掛け ｓｈｉｚｕ　平岩幹男
303 新・だれにも聞けないなやみ相談の本　４・学校をもっと楽しく！ 佐々木正美・春日井敏之
304 ペアレント・メンター活動ハンドブック 井上雅彦・吉川徹・加藤香
305 気になる子どものできた！が増える書字指導ワーク１　字を描くための見る力・認知能力編 笹田哲
306 気になる子どものできた！が増える書字指導ワーク２　ひらがなの書き方編 笹田哲
307 発達障害といじめ　いじめに立ち向かう１０の解決策 キャロル・グレイ
308 健康ライブラリー　あかちゃんの発達障害に気づいて・育てる完全ガイド 黒澤礼子
309 新しい発達と障害を考える本⑤　なにがちがうの？自閉症の子の見え方・感じ方 内山登紀夫・伊藤久美
310 新しい発達と障害を考える本⑥なにがちがうの？アスペルガー症候群の子の見え方・感じ方内山登紀夫・尾崎ミオ
311 新しい発達と障害を考える本⑦なにがちがうの？ＬＤ（学習障害）の子の見え方・感じ方 内山登紀夫・杉本陽子
312 新しい発達と障害を考える本⑧なにがちがうの？ＡＤＨＤ（注意欠陥多動性障害）の子の見え方・感じ方 内山登紀夫・高山恵子
313 カンタ 石田衣良
314 子どもの「１０歳の壁」とは何か？ 渡辺弥生
315
316 発達障害を乗りこえる 竹内吉和
317 ヒューマンケアブックス新・発達が気になる子のサポート入門 阿部利彦
318 お母さん・障がいの子どもを応援しますよ 渡邉幸義
319 障害のある子の親である私たち　その解き放ちのために 福井公子
320 改訂　子ども虐待と発達障害　発達障害のある子ども虐待への援助手法 渡辺隆
321 ドキュメント　発達障害と少年犯罪 草薙厚子
322 こころライブラリー　発達障害と生きる　どうしても「うまくいかない」人たち 岩波明
323 再非行少年を見捨てるな　試験観察からの再生を目指して 岡田行雄・廣田邦義・安西敦

324 発達障害児の思春期と二次障害予防のシナリオ 小栗正幸
325 自閉症者が語る人間関係と性 グニラ・ガーランド

327 メグさんの女の子・男の子からだＢＯＯＫ メグ・クックリング

329 プロフェッショナル仕事の流儀　人生に迷わない３６の極意 ＮＨＫプロフェッショナル制作班

330 子どもに障害をどう説明するか 相川恵子・仁平義明
331 我、自閉症に生まれて テンプル・クランディン
332 不思議なふしぎなおともだち 谷口泰子
333 跳びはねる思考～会話のできない自閉症の僕が考えていること～ 東田直樹
334 発達障害グレーゾーン　まったり息子の成長日記 アンダンテ
335 ずっと生きづらかった私だからこそわかる　アスペルガーの子の「本当の気持ち」 アズ直子
336 子どものミカタ　不登校・うつ・発達障害・思春期以上・病気未満のつきあい方 山登敬之
337 不登校になったら最初に読む本 小林高子
338 学校へ行く意味・休む意味 滝川一廣
339 大人のアスペルガーがわかる～他人の気持ちを想像できない人たち～ 梅永雄二
340 境界性パーソナリティー障害 岡田尊司
341 愛着崩壊～子どもを愛せない大人たち～ 岡田尊司
342 なぜいつも似たような人を好きになるのか 岡田尊司

イラスト版　発達に遅れのある子どもと学ぶ性のはなし
子どもとマスターする性のしくみ・いのちの大切さ

328 伊藤修毅

アスペルガー症候群　思春期からの性と愛326
ジェリー・ニューポスト
メアリー・ニューポート

発達障害の子どものための体育の苦手を解決する本
「できた！」のよろこびが子どもの自信とやる気を育む

296 西園一也

自閉症という謎に迫る研究最前線報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金沢大学子どものこころの発達研究センター　　　　　　　　　　　



343 不安障害の子どもたち 近藤直司
344 これでわかる発達障害のある子の進学と就労 松為信雄・奥住秀之
345 発達障害のある人の大学進学　どう選ぶかどう支えるか 高橋知音
346 発達障害の人が長く働き続けるためにできること 五十嵐良雄
347 ことばの力を伸ばす考え方・教え方　話す前から一・二語文まで 湯汲英史
348 親子で楽しめる発達障害のある子の感覚あそび・運動あそび 秦野悦子
349 発育・成長・生活の「困った」を解消する子どもの発達障害/家族応援ブック/家族だけで悩まないで 高貝就
350 きっとうまくいく。子どもの発達支援ペアレントトレーニング実践ガイドブック 福田恭介
351 発達障害の子の脳を育てる運動遊び　柳沢運動プログラムを活用して 柳沢弘樹
352 発達障害の親子ケア　親子どちらも発達障害だと思ったときに読む本 宮尾益知
353 会話力をつけて友達といい関係をつくろう発達障害の子のコミュニケーショントレーニング 有光興記
354 「小１プロブレム」解決ハンドブック 月森久江
355 ６～１２歳　発達が気になる子を理解して上手に育てる本「小学校で困ること」を減らす親子遊び⑩ 木村順
356 なぞらずにうまくなる　子どものひらがな練習帳 永田紗戀・桂聖
357 具体的な対応がわかる気になる子の偏食 徳田克己・西村実穂・水野智美

358 図解　やさしくわかるパーソナリティ障害　正しい理解と付き合い方 牛島定信
359 図解　やさしくわかる認知行動療法　治療の流れと活用のしかた 福井至・貝谷久宣
360 いじめられない仲間はずれにされない子に育てる　真っ先に読むＡＤＨDの本 司馬理英子
361 いじめられない仲間はずれにされない子に育てる　真っ先に読むアスペルガー症候群の本 司馬理英子
362 発達障害の子どもが伸びる　ほめ方・しかり方・言葉かけ 塩川宏郷
363 日本版ＷＩＳＫ－ＩＶによる発達障害のアセスメント代表的な指標パターンの解釈と事例紹介
364 健康ライブラリーコミック版　僕はアスペルガー症候群 長谷川知子
365 まんが発達障害のある子の世界　ごもっくんは自閉症スペクトラム障害　ＡＳＤ 大橋ケン
366 湯神くんにはともだちがいない　１ 佐倉準
367 湯神くんにはともだちがいない　２ 佐倉準
368 湯神くんにはともだちがいない　３ 佐倉準
369 湯神くんにはともだちがいない　４ 佐倉準
370 湯神くんにはともだちがいない　５ 佐倉準
371 湯神くんにはともだちがいない　６ 佐倉準
372 ニトロちゃん　みんなと違う　発達障害の私 沖田×華
373 ガキのためいき　１ 沖田×華
374 ガキのためいき　２ 沖田×華
375 ガキのためいき　３ 沖田×華
376 毎日やらかしてます　アスペルガーで漫画家で 沖田×華
377 ますます毎日やらかしてます　アスペルガーで漫画家で 沖田×華
378 マンガで分かる心療内科　１３ ゆうきゆう
379 発達障害の子の立ち直り力　「レジリエンス」を育てる本 藤野博　日戸由刈

379A 発達障害の子の立ち直り力　「レジリエンス」を育てる本 藤野博　日戸由刈
379B 発達障害の子の立ち直り力　「レジリエンス」を育てる本 藤野博　日戸由刈
380 続　発達がわかれば子どもが見える　保育のプロが教える妊娠から４歳までの子育て術 乳幼児保育研究会
381 発達障害と司法　非行少年の処遇を中心に 浜井浩一　村井敏邦
382 性の問題行動をもつ子どものためのワークブック 宮口幸治　川上ちひろ
383 不登校ひきこもりこころの道案内　今日からできる具体的対応法 金馬宗昭
384 旦那さんはアスペルガー　アスペルガーとカサンドラ 野波ツナ
385 シーラという子　虐待されたある少女の物語 トリイ・ヘイデン
386 自閉症スペクトラム　１０人に１人が抱える「生きづらさ」の正体 本田秀夫
387 発達障害のある人の就活成功バイブル 小宮善継
388 発達障害の自分の育て方 岩本友規
389 大人のアスペルガー　ビジネスシーン別会話メソッド 司馬理英子
390 発達障害のわたしのこころの声　生活・仕事で困っている理由＆困らない工夫 星野あゆみ
391 発達障害に気づかない母親たち 星野仁彦
392 カサンドラ妻の体験記　～心の傷からの回復～ 西城サラヨ（田中康雄）
393 学習障害三代おそろい 松本三枝子
394 発達障害の子育てに悩む　タイプ別ママの教科書 山本登喜子
395 家庭ですべきこと・してはいけないこと　発達障害の改善と予防 澤口俊之
396 自閉症・発達障害を疑われたとき・疑ったとき 平岩幹男
397 発達が気になる子の心に届く　叱り方・ほめ方　小学校編 上野一彦　小林玄
398 学研のヒューマンブックス　はじめての療育　わかって安心！　発達障害の子どもとの上手なかかわり方 藤原里美
399 発達障害の薬物療法 杉山登志郎



400 健康ライブラリー　イラスト版　自閉症スペクトラムがよくわかる本 本田秀夫
401 発達障害のある子を理解して育てる本 田中哲　藤原里美
402 学校では教えてくれない大切なこと⑤　カッコよくなりたい はかまた０２
403 学校では教えてくれない大切なこと⑥　友だち関係　気持ちの伝え方 藤美沖
404 アスペルガー症候群のある子どものための新キャリア教育 本田秀夫　日戸由刈
405 具体的な対応がわかる　気になる子の偏食 徳田克己　西村実穂　水野智美

406 健康ライブラリー　イラスト版　発達障害がある子どもの進路選択　ハンドブック 月森久江
407 発達障害がある子のためのおうちでできる就学準備 道城裕貴　寺口雅美
408 特別支援教育がわかる本④　「発達障害？」と悩む保護者のための気になる子の就学準備 内山登紀夫　湯泉美雪
409 湯神くんには友達がいない（８） 佐倉準
410 発達障害がある子どもの未来は希望に満ちている 内匠敬人　内匠良子
411 児童精神医学にもとづく　乳幼児の発達障害「解体新書」 十一元三　水原尚子
412 親子で理解する発達障害　進学・就労準備の進め方 鈴木慶太
413 はじめてのインクルーシブ　保育場面で考える５０のアイデア 柴崎正行　大田俊己
414 子どもの発達を促すタッチングケア 松田ちから
415 自閉症日常生活おたすけじてん 成沢真介
416 タイガーと呼ばれた子　愛に飢えたある少女の物語 入江真佐子
417 発達障害児とその家族を支える　香川県丸亀市の挑戦 あいざわいさお

417A 発達障害児とその家族を支える　香川県丸亀市の挑戦 あいざわいさお
418 ピア・サポート力がつくコミュニケーションワークブック 岡田倫代
419 子どものメンタルヘルスチェックシート 岡田倫代　中土井芳弘　藤川愛

419A 子どものメンタルヘルスチェックシート 岡田倫代　中土井芳弘　藤川愛

420 もしかして、うちの子、発達障害かも！？ 岡田俊
421 子育てが楽になる心理学　母親が一人で抱え込まないための工夫とヒント 山口まみ
422 立石流　子どもも親も幸せになる　発達障害の子の育て方 立石美津子
423 発達障害＆グレーゾーンの３兄妹を育てる母のラクラク笑顔になる１０８の子育て法 大場美鈴
424 発達障害のある子の育ちの支援　家族と子どもを支える 辻井政次
425 読んで学べるＡＤＨＤのペアレントトレーニング　むずかしい子にやさしい子育て シンシアウィッタム
426 発達障害のある子の父親ストーリー立場やキャリア、生き方の異なる１４人の男性が担った父親のかかわり アスペ・エルデの会
427 自閉症スペクトラムの子のソーシャルスキルを育てる本　幼児・小学生編 本田秀夫
428 自閉症スペクトラムの子のソーシャルスキルを育てる本　思春期編 本田秀夫
429 ＬＤの子の読み書き支援がわかる本 小池俊英
430 赤ちゃん～学童期　発達障害の子どもの心がわかる本 笠原麻里
431 女の子の発達障害　思春期の心と行動の変化に気づいてサポートする本 宮尾益知　
432 アカデミック国語を学習する　発達障害のある子どものためのたすくメゾット３ 斉藤宇開　渡邉倫　大久保直子

433 生きるのが面倒くさい人　回避性パーソナリティ障害 岡田尊司
434 発達障害のある大学生への支援 高橋知音
435 発達障害の人の転職ノート 石井京子
436 発達障害者と自転車運転　免許の取得と教習のためのＱ＆Ａ 梅永雄二
437 家庭でマスター！小学生のスマホ免許　こんな時どうする！？　クイズ式で身につくネットトラブル護身術 遠藤美季
438 家庭でマスター！中学生のスマホ免許　依存・いじめ・炎上・犯罪・・・ＳＮＳのトラブルを防ぐ　新・必修スキル 遠藤美季
439 スマホ・パソコン・ＳＮＳ　よく知ってネットを使おう！こどもあんぜん図鑑 藤川大祐
440 発達障害児のためのＳＳＴ スーザン・ウイリアムス・ホワイト

441 発達障害白書２０１７年度版（ＣＤ－ＲＯＭ付き） 日本発達障害連盟
442 発達１４７　子ども理解とアセスンメント
443
～ アスペハート　　　　２６号　～　４２号 辻井政次
451
452 ＣＤブック発達障害のピアニストからの手紙　どうして、まわりとうまくいかないの？ 野田あすか
453 発達障害の僕が輝ける場所をみつけられた理由 栗原類
454 湯神くんには友達がいない７ 佐倉準
455 湯神くんには友達がいない９ 佐倉準
456 湯神くんには友達がいない１０ 佐倉準
457 光とともに・・・　～自閉症児を抱えて～ 戸部けいこ
458 光輝くあしたへ　『光とともに』が遺したもの 河崎芽衣
459 Happy Birthday大丈夫、生まれておいで『光とともに・・・』が遺したもの 河崎芽衣
460 発達障害うちの子、障害どーなるのっ！？ かなしろにゃんこ
461 キレる私をやめたい～夫をグーで殴る妻をやめるまで～ 田房永子



463 マンガでわかりやすい　うつ病の認知行動療法 大野裕（マンガ今谷鉄桂）
464 健康ライブラリーイラスト版　認知行動療法のすべてがわかる本 清水栄司
465 （新版）健康ライブラリーイラスト版　双極性障害のことがよくわかる本 野村総一郎
466 トランジェンダーの心理学（多様な性同一生の発達メカニズムと形成） 佐々木掌子
467 合理的配慮から支援計画作成まで学校における場面緘黙への対応 高木潤野
468 自己肯定感塾（子どもに関わる全ての大人たちへ） きとう愛
469 ぴっかりさんの愛情アドバイス　心を抱きしめると子育てが変わる 萩原光
470 アスピーガールの心と体を守る性のルール デビ・ブラウン
471 自閉スペクトラム症の理解と支援 本田秀夫
472 学研のヒューマンケアブックス（発達障害の子どもの「できる」を増やす）提案・交渉型アピローチ 武田鉄郎
473 改訂版　ソーシャルスキルトレーニング絵カード＜指導事例集＞ こどばと発達の学習室M
474 発達障害の子どもを伸ばす魔法の言葉かけ shizu
475 うちの子はADHD　（反抗期で超たいへん！） かなしろにゃんこ
476 発達性読み書き障害の息子がいます　うちの子は字が書けない 千葉リョウコ
477 生きづらいと思ったら親子で発達障害でした モンズースー
478 生きづらいと思ったら親子で発達障害でした（入園編） モンズースー
479 うちの火星人（５人全員発達障がいの家族を守るための“取扱説明書” 平岡禎之
480 発達障がいの子どもが自分らしい大人になる１０歳からの準備６０ スマートキッズ療育チーム
481 発達障害の子の子育て相談２　就学の問題・学校とのつきあい方 梅津敦子
482 発達障害の子の子育て相談６　キャリア支援 梅津雄二
483 発達障害を仕事に活かす 星野仁彦
484 （ADHDタイプの〔部屋〕〔時間〕〔仕事〕の整理術）「片づけられない！」「間に合わない！」がなくなる本 司馬理英子
485 ぼくはアスペルガーなお医者さん 畠山昌樹
486 会社の中の発達障害（いつも嫌なことを言う上司、いつも迷惑をかける部下） 星野仁彦
487 「大人のADHD」のための段取り力 司馬理英子
488 発達障害の子のためのハローワーク 鈴木慶太・飯島さなえ
489 ちょっとしたことでうまくいく　発達障害の人が上手に働くための本 對馬陽一郎
490 発達障害の子どもたちのためのお仕事図鑑 梅永雄二
491 大人の自閉症スペクトラムのためのコミュニケーション・トレーニング・マニュアル 加藤進昌
492 実践！ストレスマネジメントの心理学 高山恵子
493 ありのままの自分で人生を変える 高山恵子・平田信也
494 そらをとびたかったペンギン　だれもが安心して存在できる社会へ 申ももこ（絵・はやしみこ）
495 もっと知ろう発達障害の友だち③　LDの友だち 上野一彦
496 自閉症スペクトラム症の子どものための認知行動療法ワークブック トニー・アトウッド マイケル・ガーネット

497 友だち作りの科学（社会性に課題のある思春期・青年期のためのSSTガイドブック） エリザベス・Aローガソン
498 臨床心理学１０１　レジリエンス 石垣琢磨
499 発達性協調運動障害　親と専門家のためのガイド 宮原資英

501 気になる子もいっしょに体育ではじめる学級づくり 阿部利彦・清水由・川上康則

502 気になる子の体育　つまづき解決BOOK　授業で生かせる実例５２ 阿部利彦
503 マンガでわかる　発達障害の僕が羽ばたけた理由 栗原類
504 湯神くんにはともだちがいない⑪ 佐倉準
505 湯神くんにはともだちがいない⑫ 佐倉準
506 子どもの敏感さに困ったら読む本 長沼睦雄
507 マンガでわかる　私ってアスペルガー！？ アズ直子
508 生きづらいと思ったら親子で発達障害でした（入学準備編） モンズースー
509 拝啓アスペルガー先生（異彩の出張カウンセラー実録） 奥田健次
510 友だち幻想　人と人との（つながり）を考える 菅野仁
511 発達障害　生きづらさを抱える少数派の「種族」たち 本田秀夫　
512 自閉症の世界　多様性に満ちた内面の真実 スティーブ・シルバーマン
513 自閉症を生きた少女　１小学校編 天咲心良
514 自閉症を生きた少女　２思春期編 天咲心良
515 １５歳のコーヒー屋さん　発達障害のぼくにできることからぼくにしかできないことへ 岩野響
516 どろだんご　発達障害と共に生きる 瑠璃真依子
517 発達障害に生まれて 松永正訓
518 子育てで一番大切なこと　愛着形成と発達障害 杉山登志郎

462 ダウン症ハンドブック（改訂版）
菅野敦・玉井邦夫
橋本創一・小島道生

鴨下賢一・池田千紗
小玉武志・高橋知義

発達が気になる子の脳と体をそだてる感覚あそび500



519 はじまりは愛着から　人を信じ自分を信じる子どもに 佐々木正美
520 「育てにくい子」と感じたときに読む本 佐々木正美
521 発達障害　うちの子、人づきあいだいじょーぶ！？ かなしろにゃんこ
522 史上最強　図解よくわかる発達心理学 林洋一
523 わが子の発達障害告知を受けた父親への「引継書」 白山宮市
524 発達障害児へのライフスキルトレーニングLST 平岩幹男
525 発達がわかれば子どもが見える 田中真介
526 学研のヒューマンブックス　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本多和子
527 発達障害の可能性がある子どもの保護者支援 木曽陽子
528 ペアレント・メンター入門講座　発達障害の子どもをもつ親が行う親支援 井上雅彦ほか
529 苦手が「できる」にかわる！発達が気になる子への生活動作の教え方 立石加奈子・中島そのみ　
530 最新版　アスペルガー・ADHD発達障害シーン別解決ブック 司馬理英子
531 発達障害の夫に振り回されないために　カサンドラのお母さんの悩みを解決する本 宮尾益知
532 発達障害の薬物療法 杉山登志郎
533 吃音のことがよくわかる本 菊池良和
534 レイン　雨を抱きしめて アン・M・マーティン
535 シロクマが家にやってきた！ マリア・ファラー
536 イラスト版　子ども認知行動療法①　だいじょうぶ自分でできる心配の追いはらい方ワークブッドーン・ヒューブナー
537 ぼくはスーパーヒーロー　アスペルガー症候群の男の子のはなし メラニー・ウォルシュ
538 心のお医者さんに聞いてみよう　この先どうすればいいの？１８歳からの発達障害 宮尾益知
539 発達１４７　特集子ども理解とアセスメント 田中康雄・田中千穂子（他）

540 発達障害白書　２０１９年版 日本発達障害連盟
４７７A 生きづらいと思ったら親子で発達障害でした モンズースー
４７８A 生きづらいと思ったら親子で発達障害でした　入園編 モンズースー
541 発達障害でも働けますか？ 座波淳
542 発達障害の人の就労支援がわかる本 梅永雄二
543 ＡＤＨＤとともに生きる人たちへ　医療からみた「生きづらさ」と支援 田中康雄
544 不登校・ひきこもりの９割は治せる　１万人を立ち直らせてきた３つのステップ 杉浦孝宜
545 「みんなの学校」から社会を変える　～障害のある子を排除しない教育への道～ 木村泰子　高山恵子
546 「みんなの学校」流　自ら学ぶ子の育て方 木村泰子
547 「ふつうの子」なんてどこにもいない 木村泰子
548 ＜発達障害＞気持ちが伝わるかわいがる子育て　スマホをおいてぼくをハグして！ 司馬理恵子
549 続　うちの火星人 平岡禎之
550 この先どうすればいいの？　１８歳からの発達障害 宮尾益知
551 発達障害のある女の子・女性の支援 川上ちひろ　木谷秀勝
552 女性の発達障害サポートブック 本田秀夫　植田みおり
553 摂食障害の子どもたち　家庭や学校で早期発見・対応するための工夫 髙宮静雄
554 発達障害児の偏食改善マニュアル 山根希代子　藤井葉子
555 あの子の発達障害がわかる本④　吃音・チック・トゥレット症候群のおともだち 藤野博
556 イラストでわかる　子どもの吃音サポートガイド 小林宏明
557 イラストでわかる　子どもの場面緘黙サポートガイド 金原洋治　高木潤野
558 社会的コミュニケーション発達が気になる子の育て方がわかる　ふれあいペアレントプログラム尾崎康子
559 愛着障害・愛着の問題を抱える子どもをどう理解し、どう支援するか？ 米澤好史
560 発達性トラウマ障害のすべて 杉山登志郎
561 子育てで一番大切なこと 杉山登志郎
562 「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
563 そのママでいい 田中康雄　橋口亜希子
564 発達障害＆グレーゾーンの小学生の育て方 井上雅彦
565 発達障害　　思春期からのライフスキル 平岩幹男
566 あなたの隣の発達障害 本田秀夫
567 はじめての研究生活マニュアル 西澤幹雄
568 職場の発達障害　ADHD編 太田晴久
569 ADHDの人の「やる気」マネジメント 司馬理英子
570 もしかして発達障害？子どものサインに気づく本 塩川宏郷
571 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 本多和子
572 ASD・ADHD・LD　発達障害の子どもが持っている長所に気づいて伸ばす本 宮尾益知
573 発達１６１ 滝川一廣　田中康雄(等）

574 そだちの科学No３２ 田中康雄　土屋明日香(等）

575 そだちの科学No３３ 田中康雄　土屋明日香(等）



576 発達障害の精神病理Ⅱ 青木省三　兼本浩祐(等）

577 発達障害の私の頭の中は忙しいけどなんだか楽しい なずな・松本　喜代隆
578 発達障害の早期療育とペアレント・トレーニング 上野良樹
579 もう、あばれない、かみつかない、さばけない ボー・ヘイルスコフ・エルヴェン

580 発達障害の子ものびのび暮らせる生活サポートブック 安倍陽子・幸田栄
581 ポストコロナの発達援助論 大久保悠
582 教えて発達障害・発達凸凹のこと 杉山登志郎・白柳直子
583 子どもの発達障害 本田秀夫
584 愛着障害・愛着の問題を抱える子どもをどう理解し、どう支援するか？ 米澤好史
585 興奮しやすい子どもには愛着とトラウマの問題があるのかも 西田泰子・中垣真通・市原眞記

586 発達が気になる子の子育てモヤモヤ解消ヒントブック NPO法人全国LD親の会
587 発達が気になる子の子育てお悩み相談Q＆A 公益社団法人発達協会
588 AⅮHⅮの子の育て方のコツがわかる本 本田秀夫・日戸由刈
589 マンガでわかる　精神論はもういいので怒らなくても子育てがらくになるしくみ教えてください 中島美鈴・あらいぴろよ
590 「私、子育て向いてないかも」がラクになる本 Joe
591 マンガでわかる　「すぐ不安になってしまう」が一瞬で消える方法 大嶋信頼・森下えみこ
592 マンガでやさしくわかる認知行動療法 玉井仁
593 （漫画）リエゾン　1巻 竹村優作・ヨンチャン
594 （漫画）リエゾン　2巻 竹村優作・ヨンチャン
595 （漫画）リエゾン　3巻 竹村優作・ヨンチャン
596 （漫画）リエゾン　4巻 竹村優作・ヨンチャン
597 （漫画）リエゾン　5巻 竹村優作・ヨンチャン
598 （漫画）リエゾン　6巻 竹村優作・ヨンチャン
599 （漫画）リエゾン　7巻 竹村優作・ヨンチャン

600
セルフコントロール力がつく自己理解・他者理解ワークブック
小学校編

岡田倫代
竹村理志・柴英里

601
セルフコントロール力がつく自己理解・他者理解ワークブック
中学校・高等学校編

岡田倫代
竹村理志・柴英里

602 学校の中の発達障害 本田秀夫

603 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
604 マンガでわかる！〝発達っ子″が見ている世界 南友介
605 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

606
マンガでわかる境界知能とグレーゾーンの子どもたち2
困っている子を見逃すな 宮口幸治

607
マンガでわかる境界知能とグレーゾーンの子どもたち3
生きづらい子を諦めない

宮口幸治

608 子どもも自分もラクになる　どならない練習 伊藤徳馬

609 読み書き障害（ディスレクシア）のある人へのサポート入門 河野俊寛・平林ルミ

610 ちょとしたことでうまくいく　発達障害の人が上手に勉強するための本 安田祐輔

611 マンガでわかる　ⅬＧBＴQ＋ パレットーク
612 図解でわかる　14歳からのⅬＧBＴQ＋ 社会応援ネットワーク
613 ケーキの切れない非行少年たち 宮口幸治
614 人はなぜ、愛するわが子を虐待するのか 大岡啓二

615 やさしくわかる！愛着障害　理解を深め、支援の基本を押さえる 米澤好史

616 ひとりでやらない　育児・介護のダブルケア 相馬直子・山下順子
617 子ども介護者　ヤングケアラーの現実と社会の壁 濱島淑恵
618 「ヤングケアラー」とは誰か」〝家族を気づかう“子どもたちの孤立 村上靖彦
619 （漫画）リエゾン　8巻 竹村優作・ヨンチャン
620 （漫画）リエゾン　9巻 竹村優作・ヨンチャン
621 （漫画）リエゾン　10巻 竹村優作・ヨンチャン
622 桜守のはなし 佐野藤右衛門



保護者からの提供

あ 自閉症のひとたちへの援助システム-ＴＥＡＣＣＨを日本でいかすには 朝日新聞厚生文化事業団
い ソーシャルスキル教育で子どもが変わる小学校 國分康孝
う 自閉症ガイドブック　シリーズ/乳幼児編 社団法人日本自閉症協会
え 高機能自閉症・アスペルガー症候群及びその周辺の子どもたち 尾崎洋一郎　草野和子
お ぼくのアスペルガー症候群　もっと知ってよぼくらのことを ケネス・ホール
か アスペルガー症候群と高機能自閉症の理解とサポート 杉山登志郎
き 高機能自閉症　アスペルガー症候群入門 内山登紀夫　水野薫　吉田友子

く アスペルガー症候群の子育て２００のヒント ブレンダ・ボイド
け がばいばぁちゃんの笑顔で生きんしゃい！ 島田洋七
こ 発達障害の子どもたち 杉山登志郎
さ 発達障害のいま 杉山登志郎
し 発達障害と思春期・青年期　生きにくさへの理解と支援 橋本和明
す 子ども虐待という第四の発達障害 杉山登志郎
せ 発達障害が引き起こす不登校へのケアとサポート 斎藤万比古
そ アスペルガー症候群・高機能自閉症の人のハローワーク テンプル・グランディン　ケイト・ダフィー

た 発達障害がある子どもを育てる本　中学生編 月森久江
ち 自閉症・アスペルガー症候群「自分のこと」のおしえ方 吉田友子
つ アスペハート　Ｖｏｌ．１８ アスペ・エルデの会
て ぼくのこと 長崎ＬＤ親の会（のこのこ）
と 発達の気になる子といっしょに　ココロとカラダほぐしあそび 二宮信一
な 障害児のためのコミュニケーション指導　ことばのストレッチ体操　発音・発語編 ことばのストレッチ研究所
に ちがうからこそ豊かに学びあえる　特別支援教育からインクルーシヴ教育へ 堀智晴
ぬ わがままといわれる子どもたち（自己中心性の原因と対応） 湯汲英史・石崎朝世・一松麻実子

ね わかってほしい！気になる子　自閉症・ＡＤＨＤなどと向き合う保育 田中康雄
の 保育　そこが知りたい！気になる子Ｑ＆Ａ 七木田敦
は 実録４コママンガ　そうだったのか！発達障害　わざとじゃないモン 斗希典裟
ひ 気づいてほしい！子どもの「いいところ」「発達障がい」が気になる子を伸ばす育て方 阿部利彦
ふ 発達障害　共生への第一歩　みんな違うだからいい 藤井茂樹・宇野正章
ま ソーシャル・ストーリー・ブック　書き方と文例 キャロル・グレイ

み パパのための発達障がい児ブック NPO法人　ﾌｧｻﾞｰﾘﾝｸ・

み 　　　　　　　　　〃 ｼﾞｬﾊﾟﾝﾒｲﾝﾏﾝﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

ビデオ

1 ＡＤＨＤ　注意欠陥・多動性障害 司馬理英子　他
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