
【発達障がい】

タイトル 著者 出版者 出版年 別置 請求記号１ 請求記号２ 請求記号３

天才と発達障害 岩波 明／著 文藝春秋 2019.4 141.1 ｲﾜﾅ 一般Ｓ

ＨＳＰと発達障害 高田 明和／著 廣済堂出版 2020.2 141.9 ﾀｶﾀ 一般

発達が気になる幼児の親面接 井上 雅彦／著 金子書房 2019.6 146.8 ｲﾉｳ 一般

発達障害のあなたが職場で長く働く方法 木津谷 岳／著 秀和システム 2020.2 Ay 366.2 ｷ ｽﾔ 一般

発達障害者の当事者活動・自助グループの「いま」と「これから」 高森 明／編著 金子書房 2020.4 369.28 ｺｳﾓ 一般

大人の発達障害の理解と支援 渡辺 慶一郎／編著 金子書房 2020.10 369.28 ﾜﾀﾅ 一般

発達障害のある子の相談・支援のキホン５２ 阿佐野 智昭／著 中央法規出版 2020.9 378 ｱｻ ﾉ 一般

あの子の発達障害がわかる本 １ 内山 登紀夫／監修 ミネルヴァ書房 2019.3 378 ｱﾉｺ-1 協力Ｊ

あの子の発達障害がわかる本 ２ 内山 登紀夫／監修 ミネルヴァ書房 2019.3 378 ｱﾉｺ-2 協力Ｊ

あの子の発達障害がわかる本 ３ 内山 登紀夫／監修 ミネルヴァ書房 2019.3 378 ｱﾉｺ-3 協力Ｊ

あの子の発達障害がわかる本 ４ ミネルヴァ書房 2019.6 378 ｱﾉｺ-4 協力Ｊ

あの子の発達障害がわかる本 ５ ミネルヴァ書房 2019.1 378 ｱﾉｺ-5 協力Ｊ

発達障害の子どもたちから教わった３５のチェンジスキル 阿部 利彦／著 合同出版 2020.7 378 ｱﾍ 一般

“うつ”“ひきこもり”の遠因になる発達障害の“二次障害”を理解する本 宮尾 益知／監修 河出書房新社 2020.10 378 ｳﾂﾋ 一般

発達障害のバリアを超えて 漆葉 成彦／編著 クリエイツかもがわ 2019.2 378 ｳﾙ ﾊ 一般

感覚統合の発達と支援 Ａ・ジーン・エアーズ／著 金子書房 2020.7 378 ｴｱｽ 一般

ＡＳＤ〈自閉症スペクトラム障害〉、ＡＤＨＤ、ＬＤ入園・入学前までに気づいて支援する本 宮尾 益知／監修 河出書房新社 2019.11 378 ｴｴｽ 一般

ＡＳＤ〈自閉症スペクトラム障害〉、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／監修 河出書房新社 2020.2 378 ｴｴｽ 一般

子どもの「コミュ障」 大井 学／著 金子書房 2020.6 378 ｵｵｲ 一般

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／著 あさ出版 2020.6 378 ｵｵﾊ 一般

発達障害から知る子育て 岡田 和美／著 マガジンランド 2019.8 378 ｵｶﾀ 一般

ふれあいペアレントプログラム 尾崎 康子／編著 ミネルヴァ書房 2019.9 378 ｵｻ ｷ 一般
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子どもの発達が気になったらはじめに読む発達心理・発達相談の本 加藤 弘通／著 ナツメ社 2019.7 378 ｶﾄｳ 一般

こんなときどうする？発達が気になる子への指導・支援Ｑ＆Ａ１００ 加藤 博之／著 明治図書出版 2020.5 378 ｶﾄｳ 一般

発達が気になる子の学校生活における合理的配慮 鴨下 賢一／編著 中央法規出版 2020.7 378 ｶﾓｼ 一般

子どもの心の受け止め方 川上 康則／著 光村図書出版 2020.3 378 ｶﾜｶ 一般

１０代のためのソーシャルシンキング・ライフ パメラ・クルーク／著 金子書房 2020.7 378 ｸﾙ ｸ 青少

発達障害に気づいて・育てる完全ガイド 黒澤 礼子／著 講談社 2018.8 ｺ9 378 ｸﾛｻ 一般

幼児期の発達障害に気づいて・育てる完全ガイド 黒澤 礼子／著 講談社 2019.9 378 ｸﾛｻ 一般

子どもの発達障害事典 原 仁／責任編集 合同出版 2019.2 378 ｺﾄﾓ 一般

子どもが発達障害といわれたら 中田 洋二郎／監修 中央法規出版 2019.8 378 ｺﾄﾓ 一般

発達が気になる子のイヤートレーニング 小松 正史／著 ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングスミュージックメディア部 2020.8 378 ｺﾏﾂ 一般

〈大人の発達障害〉アスペルガー症候群・ＡＤＨＤを解決するコツがわかる本 司馬 理英子／著 主婦の友インフォス 2018.3 378 ｼﾊ 一般

真っ先に読むＡＳＤの本 司馬 理英子／著 主婦の友社 2020.5 378 ｼﾊ 一般

心理学でわかる発達障害「グレーゾーン」の子の保育 杉山 崇／著 誠信書房 2019.7 378 ｽｷ ﾔ 一般

知ってラクになる！発達障害の悩みにこたえる本 鈴木 慶太／著 大和書房 2018.5 378 ｽｽｷ 一般

「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／著 ＳＢクリエイティブ 2019.12 378 ﾀﾅｶ 一般Ｓ

事例で学ぶ発達障害の法律トラブルＱ＆Ａ 鳥飼 康二／著 ぶどう社 2019.11 378 ﾄﾘｶ 一般

保育園・幼稚園のちょっと気になる子 中川 信子／著 ぶどう社 2020.2 378 ﾅｶｶ 一般

発達障害のある子どもと周囲との関係性を支援する 野口 晃菜／編著 中央法規出版 2020.7 378 ﾉｸﾁ 一般

発達障害の子の健康管理サポートブック 梅永 雄二／監修 講談社 2017.6 378 ﾊﾂﾀ 一般

発達障害がよくわかる本 本田 秀夫／監修 講談社 2018.1 378 ﾊﾂﾀ 一般

発達障害の子を育てる本 スマホ・タブレット活用編 中邑 賢龍／監修 講談社 2019.12 378 ﾊﾂﾀ 一般

発達障害 岡崎勝／編著 ジャパンマシニスト社 2019.2 ｺ9 378 ﾊﾂﾀ 一般

発達性協調運動障害〈ＤＣＤ〉 辻井 正次／監修 金子書房 2019.8 378 ﾊﾂﾀ 一般

発達障害＆グレーゾーンの小学生の育て方 井上 雅彦／監修 すばる舎 2020.1 ｺ9 378 ﾊﾂﾀ 一般

発達障害のある子と家族が幸せになる方法 原 哲也／著 学苑社 2018.9 378 ﾊﾗ 一般

発達障害 平岩 幹男／著 岩波書店 2019.11 378 ﾋﾗｲ 青少
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ロックで療育 ビリー諸川／著 人間と歴史社 2019.1 378 ﾋﾘﾓ 一般

発達障害児の偏食改善マニュアル 藤井 葉子／編著 中央法規出版 2019.9 378 ﾌｼｲ 一般

障害のある子どもへのサポートナビ 松浦 俊弥／著 北樹出版 2019.4 378 ﾏﾂｳ 一般

発達障害最初の一歩 松永 正訓／著 中央公論新社 2020.1 378 ﾏﾂﾅ 一般

無理なくできる！発達障害の子が伸びるいちにちいっぽの育て方 ｍｉｋｉ／著 学研プラス 2018.9 ｺ9 378 ﾐｷ 一般

不器用な子どもがしあわせになる育て方 宮口 幸治／著 かんき出版 2020.7 ｺ9 378 ﾐﾔ ｸ 一般

社会にはばたくための対人関係トレーニングサポート集 宮田 愛／著 ジアース教育新社 2020.2 378 ﾐﾔ ﾀ 一般

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／監修 主婦の友社 2020.4 ｺ9 378 ﾓｼｶ 一般

大人になった発達障害の仲間たち 森 マミ／著 いのちのことば社 2019.3 378 ﾓﾘ 一般

“気になる子”の気になる保護者 守 巧／編著 チャイルド本社 2020.9 378 ﾓﾘ 一般

知的障害 発達障害のある子の育て方 徳田 克己／監修 講談社 2020.4 378.6 ﾁﾃｷ 一般

発達障害白書 ２０２１年版 日本発達障害連盟／編 明石書店 2020.9 378.6 ﾊﾂﾀ 一般

大人の発達障害グレーゾーンの人たち 林 寧哲／監修 講談社 2020.8 493.7 ｵﾄﾅ 協力

おとなの発達障害 岩波 明／監修 光文社 2020.8 493.7 ｵﾄﾅ 一般Ｓ

「発達障害」とはなんだろう？ 石川 憲彦／著 ジャパンマシニスト社 2020.1 493.76 ｲｼｶ 一般

「大人の発達障害」トリセツのつくりかた 井上 真一郎／編著 中外医学社 2020.8 493.76 ｲﾉｳ 一般

医者も親も気づかない女子の発達障害 岩波 明／著 青春出版社 2020.6 493.76 ｲﾜﾅ 一般Ｓ

大人の“かくれ発達障害”が増えている 岩橋 和彦／著 法研 2017.6 493.76 ｲﾜﾊ 一般

ＡＳＤ〈アスペルガー症候群〉、ＡＤＨＤ、ＬＤ大人の発達障害 日常生活編 宮尾 益知／監修 河出書房新社 2017.1 493.76 ｴｴｽ 一般

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・ワークブック 加藤 進昌／監修 星和書店 2017.4 493.76 ｵﾄﾅ 一般

大人の発達障害 市橋 秀夫／監修 講談社 2018.11 493.76 ｵﾄﾅ 一般

最新図解大人の発達障害サポートブック 小野 和哉／著 ナツメ社 2017.5 493.76 ｵﾉ 一般

カサンドラのお母さんの悩みを解決する本 宮尾 益知／監修 河出書房新社 2018.9 493.76 ｶｻ ﾝ 一般

発達障害の内側から見た世界 兼本 浩祐／著 講談社 2020.1 493.76 ｶﾈ ﾓ 一般

発達障害のある女の子・女性の支援 川上 ちひろ／編著 金子書房 2019.3 493.76 ｶﾜｶ 一般

大人の発達障害に気づいて・向き合う完全ガイド 黒澤 礼子／著 講談社 2018.6 493.76 ｸﾛｻ 一般
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関係の病としてのおとなの発達障碍 小林 隆児／著 弘文堂 2018.7 493.76 ｺﾊﾔ 一般

私の夫は発達障害？ 真行 結子／著 すばる舎 2020.1 493.76 ｼﾝｷ 一般

発達障害の私が夫と普通に暮らすために書いているノート ななしのうい／著 Ｇ．Ｂ． 2019.8 493.76 ﾅﾅｼ 一般

大人の自閉スペクトラム症 備瀬 哲弘／著 ＳＢクリエイティブ 2017.12 493.76 ﾋｾ 一般Ｓ

「発達障害かも？」という人のための「生きづらさ」解消ライフハック 姫野 桂／著 ディスカヴァー・トゥエンティワン 2020.4 493.76 ﾋﾒﾉ 一般

発達障害チェックノート 福西 勇夫／著 法研 2020.9 493.76 ﾌｸﾆ 一般

オトナの発達障害大図解 藤田 潔／著 幻冬舎メディアコンサルティング 2017.9 493.76 ﾌｼﾀ 一般

会社の中の発達障害 星野 仁彦／著 集英社 2017.9 493.76 ﾎｼﾉ 一般

あなたの隣の発達障害 本田 秀夫／著 小学館 2019.2 493.76 ﾎﾝﾀ 一般

最新図解女性の発達障害サポートブック 本田 秀夫／著 ナツメ社 2019.3 493.76 ﾎﾝﾀ 一般

発達障害の基礎知識 宮尾 益知／著 河出書房新社 2017.9 493.76 ﾐﾔ ｵ 一般

大人の発達障害ってそういうことだったのか その後 宮岡 等／著 医学書院 2018.7 493.76 ﾐﾔ ｵ 一般

女性のための発達障害の基礎知識 宮尾 益知／著 河出書房新社 2020.8 493.76 ﾐﾔ ｵ 一般

大人の発達障害のための段取りノート術 吉濱 ツトム／著 宝島社 2018.1 493.76 ﾖｼﾊ 一般

ライフサイクルに沿った発達障害支援ガイドブック 齊藤 万比古／編集 診断と治療社 2017.6 493.76 ﾗｲﾌ 一般

おうちでタッチケア「ぐるーみん」 三宮 華子／著 学研教育みらい 2020.10 493.9 ｻ ﾝｸ 協力

月齢別発達が気になる子どもの早期療育・育児支援ガイドブック 岩井 正憲／編集 メディカ出版 2019.5 493.93 ｹﾂﾚ 一般

発達障害 崎濱 盛三／著 ミネルヴァ書房 2019.1 493.93 ｻ ｷ ﾊ 一般

シリーズ・症例が語る「発達障害」１ 崎濱 盛三／著 ミネルヴァ書房 2020.5 493.93 ｻ ｷ ﾊ-1 一般

シリーズ・症例が語る「発達障害」２ 崎濱 盛三／著 ミネルヴァ書房 2020.7 493.93 ｻ ｷ ﾊ-2 一般

発達障害をめぐる世界の話をしよう 関 正樹／著 批評社 2020.2 493.93 ｾｷ 一般

脳からわかる発達障害 鳥居 深雪／著 中央法規出版 2020.7 493.93 ﾄﾘｲ 一般

発達障害の臨床 横山 浩之／著 診断と治療社 2020.11 493.93 ﾖｺﾔ 一般
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タイトル 著者 出版者 出版年 別置 請求記号１ 請求記号２ 請求記号３

アスペルガー症候群に特化した就労支援マニュアルＥＳＰＩＤＤ 梅永 雄二／著 明石書店 2018.11 366.2 ｳﾒﾅ 一般

もういちど自閉症の世界に出会う エンパワメント・プランニング協会／監修 ミネルヴァ書房 2016.7 369.28 ﾓｳｲ 一般

アスペルガー症候群の大学生 ロレーヌ・Ｅ・ウォルフ／著 日本評論社 2017.2 378 ｳｵﾙ 一般

自閉症のきょうだいを育てたある家族の流儀 大石 明美／著 学事出版 2016.12 378 ｵｵｲ 一般

家庭と保育園・幼稚園で知っておきたいＡＳＤ自閉スペクトラム症 内山 登紀夫／監修 ミネルヴァ書房 2020.8 378 ｶﾃｲ 一般

アスペルガー症候群・ＡＤＨＤ子育て実践対策集 司馬 理英子／著 主婦の友社 2017.4 ｺ9 378 ｼﾊ 一般

〈大人の発達障害〉アスペルガー症候群・ＡＤＨＤを解決するコツがわかる本 司馬 理英子／著 主婦の友インフォス 2018.3 378 ｼﾊ 一般

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／著 主婦の友社 2019.2 ｺ9 378 ｼﾊ 一般

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／監修 講談社 2016.1 378 ｼﾍｲ 一般

ケースで学ぶ自閉症スペクトラム障害と性ガイダンス 田宮 聡／著 みすず書房 2019.2 378 ﾀﾐﾔ 一般

自閉症とアスペルガー症候群対応ハンドブック 仁平 説子／著 東北大学出版会 2018.5 378 ﾆﾍｲ 一般

自閉症過去・現在・未来 日本自閉症協会／編著 ジアース教育新社 2019.1 378 ﾆﾎﾝ 一般

自閉症もうひとつの見方 バリー・Ｍ・プリザント／著 福村出版 2018.7 378 ﾌﾘｻ 一般

自閉スペクトラム症児者の心の理解 別府 哲／著 全国障害者問題研究会出版部 2019.8 378 ﾍﾂﾌ 一般

ＲＰＭで自閉症を理解する ソマ・ムコパディエイ／著 エスコアール 2017.3 378 ﾑ ｺﾊ 一般

自閉症スペクトラム障害の性支援ハンドブック ケイト・レイノルズ／著 クリエイツかもがわ 2019.1 378 ﾚｲﾉ 一般

うちの子は育てにくい子 アマミモヨリ／文・絵 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016.1 ｺ9 378.6 ｱﾏﾐ 一般

真っ先に読むアスペルガー症候群の本 司馬理英子／著 主婦の友社 2015.3 378.6 ｼﾊ 一般

自閉症スペクトラム（アスペルガー症候群）の本 主婦の友社／編 主婦の友社 2015.8 ｺ9 378.6 ｼﾍｲ 一般

自閉症スペクトラムのある子を理解して育てる本 田中哲／監修 学研プラス 2016.4 378.6 ｼﾍｲ 一般

アスペルガーだからこそ私は私 白崎やよい／著 生活書院 2015.9 378.6 ｼﾗｻ 一般

大人のアスペルガーがわかる 梅永雄二／著 朝日新聞出版 2015.3 493.7 ｳﾒﾅ 一般Ｓ

アスペルガーと愛 マクシーン・アストン／著 東京書籍 2015.5 493.76 ｱｽﾄ 一般

アスペルガータイプの夫と生きていく方法がわかる本 宮尾 益知／監修 大和出版 2019.5 493.76 ｱｽﾍ 一般

【自閉スペクトラム症（ＡＳＤ）】
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自閉症スペクトラム障害とセクシュアリティ トニー・アトウッド／著 明石書店 2020.10 493.76 ｱﾄｳ 一般

ハイパーワールド 池上 英子／著 ＮＴＴ出版 2017.3 493.76 ｲｹｶ 一般

自閉症という知性 池上 英子／著 ＮＨＫ出版 2019.3 493.76 ｲｹｶ 一般Ｓ

事例でわかる思春期・おとなの自閉スペクトラム症 大島 郁葉／著 金剛出版 2019.7 493.76 ｵｵｼ 一般

ＡＳＤに気づいてケアするＣＢＴ 大島 郁葉／著 金剛出版 2020.10 493.76 ｵｵｼ 一般

カサンドラ症候群 岡田 尊司／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2018.1 493.76 ｵｶﾀ 一般Ｓ

自閉スペクトラム症 岡田 尊司／著 幻冬舎 2020.7 493.76 ｵｶﾀ 一般Ｓ

よくわかる女性のアスペルガー症候群 司馬 理英子／著 主婦の友社 2019.1 493.76 ｼﾊ 一般

大人の発達障害〈ＡＳＤ・ＡＤＨＤ〉シーン別解決ブック 司馬 理英子／著 主婦の友社 2020.12 493.76 ｼﾊ 一般

自閉症の世界 スティーブ・シルバーマン／著 講談社 2017.5 493.76 ｼﾙ ﾊ 一般Ｓ

対人関係がうまくいく「大人の自閉スペクトラム症」の本 宮尾 益知／監修 大和出版 2020.11 493.76 ﾀｲｼ 一般

〈自閉症学〉のすすめ 野尻 英一／編著 ミネルヴァ書房 2019.4 493.76 ﾉｼﾘ 一般

自閉症革命 マーサ・ハーバート／著 星和書店 2019.6 493.76 ﾊﾊﾄ 一般

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／著 東洋館出版社 2017.3 493.76 ﾌﾗｳ 一般

自閉症スペクトラム児の遊戯療法 古市 真智子／著 ナカニシヤ出版 2019.2 493.76 ﾌﾙ ｲ 一般

夫がアスペルガーと思ったとき妻が読む本 宮尾 益知／著 河出書房新社 2016.7 493.76 ﾐﾔ ｵ 一般

よくわかる大人のアスペルガー 梅永 雄二／監修 主婦の友社 2017.2 493.76 ﾖｸﾜ 一般

脳からみた自閉症 大隅典子／著 講談社 2016.4 493.93 ｵｵｽ 一般Ｓ

自閉症：ありのままに生きる ロイ・リチャード・グリンカー／著 星和書店 2016.3 493.93 ｸﾘﾝ 一般

これでわかる自閉スペクトラム症 市川 宏伸／監修 成美堂出版 2020.12 493.93 ｺﾚﾃ 一般

自閉症スペクトラムがよくわかる本 本田秀夫／監修 講談社 2015.6 493.93 ｼﾍｲ 一般

自閉症の僕の七転び八起き 東田直樹／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2015.6 493.93 ﾋｶｼ 一般

自閉症スペクトラム ＭＡＫＩＫＯ／著 日本文芸社 2016.3 493.93 ﾏｷ ｺ 一般

自閉症 村田豊久／著 日本評論社 2016.2 493.93 ﾑ ﾗﾀ 一般
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ＬＤ〈学習障害〉の子どもが困っていること 宮尾 益知／監修 河出書房新社 2019.9 378 ｴﾙ ﾃ 一般

ＬＤの「定義」を再考する 日本ＬＤ学会／監修 金子書房 2019.11 378 ｴﾙ ﾃ 一般

ＬＤ〈学習障害〉・ＡＤＨＤ〈注意欠如・多動性障害〉のある友だち 笹田 哲／監修 金の星社 2017.2 378 ｴﾙ ﾃ 児童

ＬＤ〈学習障害〉のある子を理解して育てる本 竹田 契一／監修 学研プラス 2018.7 378 ｴﾙ ﾃ 一般

ＬＤ〈学習障害〉の子どもが困っていること 宮尾 益知／監修 河出書房新社 2019.9 378 ｴﾙ ﾃ 一般

ＬＤの子の読み書き支援がわかる本 小池 敏英／監修 講談社 2016.9 378 ｴﾙ ﾃ 一般

ＬＤ学習症〈学習障害〉の本 宮本 信也／監修 主婦の友社 2017.4 378 ｴﾙ ﾃ 一般

学習障害のある子どもを支援する 宮本 信也／編 日本評論社 2019.1 378 ｶｸｼ 一般

ディスレクシア入門 加藤 醇子／編著 日本評論社 2016.6 378 ｶﾄｳ 一般

ＬＤのある子への学習指導 小貫 悟／編著 金子書房 2019.11 378 ｺﾇｷ 一般

学習障がいのある児童・生徒のための外国語教育 ジュディット・コーモス／著 明石書店 2017.1 378 ｺﾓｽ 一般

これでわかる学習障がい 小池 敏英／監修 成美堂出版 2019.7 378 ｺﾚﾃ 一般

宿題なんかこわくない 塚本章人／著 かもがわ出版 2014.1 378 ﾂｶﾓ 協力

アメリカの学習障害児教育 羽山 裕子／著 京都大学学術出版会 2020.3 378 ﾊﾔ ﾏ 一般

障害がある子どもの文字を読む基礎学習 宮城 武久／著 学研プラス 2016.12 378 ﾐﾔ ｷ 一般

読み書きが苦手な子どものための英単語指導ワーク 村上 加代子／著 明治図書出版 2018.2 378 ﾑ ﾗｶ 一般

もっと知ろう発達障害の友だち ３ 合同出版 2017.3 378 ﾓﾂﾄ-3 児童

吃音・難聴・読み書き障害の子へのＩＣＦに基づく個別指導 小林宏明／著 学事出版 2015.5 378.2 ｺﾊﾔ 一般

子どもの学びと向き合う医療スタッフのためのＬＤ診療・支援入門 玉井 浩／監修 診断と治療社 2016.5 493.93 ｺﾄﾓ 一般

クラタリング早口言語症 イヴォンヌ・ヴァンザーレン／著 学苑社 2018.7 496.9 ｳｱﾝ 一般

【学習障がい（ＬＤ）】
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「みんなの学校」から社会を変える 木村 泰子／著 小学館 2019.8 376.2 ｷ ﾑ ﾗ 一般Ｓ

あの子の発達障害がわかる本 ３ 内山 登紀夫／監修 ミネルヴァ書房 2019.3 378 ｱﾉｺ-3 協力Ｊ

ＡＤＨＤのコーチング 安藤 瑞穂／著 図書文化社 2019.12 378 ｱﾝﾄ 一般

ＡＳＤ〈アスペルガー症候群〉、ＡＤＨＤ、ＬＤお母さんが「コレだけ」は知っておきたい発達障害の基礎知識 宮尾 益知／監修 河出書房新社 2017.12 ｺ9 378 ｴｴｽ 一般

ＡＳＤ〈アスペルガー症候群〉、ＡＤＨＤ、ＬＤお母さんができる発達障害の子どもの対応策 宮尾 益知／監修 河出書房新社 2017.7 ｺ9 378 ｴｴｽ 一般

ＡＳＤ〈アスペルガー症候群〉、ＡＤＨＤ、ＬＤみんなといっしょにまなぶ・あそぶ発達障害のお友だち 宮尾 益知／監修 河出書房新社 2018.11 378 ｴｴｽ 一般

ボクはじっとできない バーバラ・エシャム／文 岩崎書店 2014.11 378 ｴｼﾔ 児童

ＡＤＨＤのある子を理解して育てる本 田中 康雄／監修 学研プラス 2016.8 ｺ9 378 ｴﾃｲ 一般

ＡＤＨＤの子の育て方のコツがわかる本 本田 秀夫／監修 講談社 2017.9 ｺ9 378 ｴﾃｲ 一般

親子で乗り越える思春期のＡＤＨＤ 宮尾 益知／監修 河出書房新社 2016.7 378 ｵﾔ ｺ 一般

家庭と保育園・幼稚園で知っておきたいＡＤＨＤ注意欠如・多動症 田中 康雄／監修 ミネルヴァ書房 2020.5 378 ｶﾃｲ 一般

スマホをおいて、ぼくをハグして！ 司馬 理英子／著 主婦の友社 2019.11 ｺ8 378 ｼﾊ 一般

真っ先に読むＡＤＨＤの本 司馬 理英子／著 主婦の友社 2020.5 378 ｼﾊ 一般

ＡＤＨＤ注意欠如・多動症の本 司馬 理英子／著 主婦の友社 2020.9 ｺ9 378 ｼﾊ 一般

スマホをおいて、ぼくをハグして！ 司馬 理英子／著 主婦の友社 2019.11 ｺ8 378 ｼﾊ 一般

真っ先に読むＡＤＨＤの本 司馬理英子／著 主婦の友社 2015.3 378 ｼﾊ 一般

ＡＤＨＤとともに生きる人たちへ 田中 康雄／著 金子書房 2019.5 378 ﾀﾅｶ 一般

イライラしない、怒らないＡＤＨＤの人のためのアンガーマネジメント 高山 恵子／監修 講談社 2016.11 493.73 ｲﾗｲ 一般

大人のＡＤＨＤ 岩波明／著 筑摩書房 2015.7 493.73 ｲﾜﾅ 一般Ｓ

ウルトラ図解ＡＤＨＤ 岩波 明／監修 法研 2018.4 493.73 ｳﾙ ﾄ 一般

ＡＤＨＤの人の「やる気」マネジメント 司馬 理英子／監修 講談社 2020.2 493.73 ｴﾃｲ 一般

ＡＤＨＤタイプの大人のための時間管理プログラムスタッフマニュアル 中島 美鈴／監修 星和書店 2020.12 493.73 ｴﾃｲ 一般

ＡＤＨＤの正体 岡田 尊司／著 新潮社 2020.4 493.73 ｵｶﾀ 一般

「大人のＡＤＨＤ」のための段取り力 司馬理英子／監修 講談社 2016.1 493.73 ｵﾄﾅ 一般

【注意欠如・多動症（ＡＤＨＤ）】

8



世界自閉症啓発デー・発達障害啓発週間ブックリスト 鳥取県立図書館 令和３年２月作成

「大人のＡＤＨＤ」のための片づけ力 司馬 理英子／監修 講談社 2018.4 493.73 ｵﾄﾅ 一般

あなたのツレはＡＤＨＤなんです メリッサ・オーロフ／著 柏書房 2016.5 493.73 ｵﾛﾌ 一般

ＡＤＨＤコンプレックスのための“脳番地トレーニング” 加藤 俊徳／著 大和出版 2020.7 493.73 ｶﾄｳ 一般

最新図解女性のＡＤＨＤサポートブック 榊原 洋一／著 ナツメ社 2019.12 493.73 ｻ ｶｷ 一般

最新図解ＡＤＨＤの子どもたちをサポートする本 榊原 洋一／著 ナツメ社 2019.3 493.73 ｻ ｶｷ 一般

よくわかる女性のＡＤＨＤ 司馬 理英子／著 主婦の友社 2020.3 493.73 ｼﾊ 一般

よくわかる大人のＡＤＨＤ〈注意欠如 多動性障害〉 司馬 理英子／著 主婦の友社 2017.2 493.73 ｼﾊ 一般

女性のＡＤＨＤ 宮尾益知／監修 講談社 2015.12 493.73 ｼﾖｾ 一般

成人ＡＤＨＤの認知行動療法 メアリー・Ｖ．ソラント／編・著 星和書店 2015.8 493.73 ｿﾗﾝ 一般

ＡＤＨＤでよかった 立入 勝義／著 新潮社 2017.1 493.73 ﾀﾁｲ 一般Ｓ

もしかして、私、大人のＡＤＨＤ？ 中島 美鈴／著 光文社 2018.9 493.73 ﾅｶｼ 一般Ｓ

大人のＡＤＨＤ臨床 中村和彦／編著 金子書房 2016.2 493.73 ﾅｶﾑ 一般

大人のＡＤＨＤワークブック ラッセル・Ａ．バークレー／著 星和書店 2015.8 493.73 ﾊｸﾚ 一般

ＡＤＨＤと多動性障害 ＴＯＢＩＡＳ ＢＡＮＡＳＣＨＥＷＳＫＩ／〔ほか著〕 日本小児医事出版社 2019.4 493.73 ﾊﾅｼ 一般

ＡＤＨＤ アネット・Ｕ．リッケル／著 金剛出版 2014.11 493.73 ﾘﾂｹ 一般

ＡＤＨＤの子どもたち 岩坂英巳／編著 合同出版 2014.6 493.93 ｲﾜｻ 一般

子どものＡＤＨＤ早く気づいて親子がラクになる本 宮尾益知／監修 河出書房新社 2016.3 ｺ9 493.93 ｺﾄﾓ 一般

ＡＤＨＤクロストーク 齊藤 万比古／著 中外医学社 2020.7 493.93 ｻ ｲﾄ 一般

わからなくても、こころはある 山登 敬之／著 日本評論社 2019.12 493.93 ﾔ ﾏﾄ 一般

ゆめみるハッピードリーマー ピーター・レイノルズ／ぶん・え 主婦の友社 2017.6 E ﾚｲﾉ 児童Ｈ
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もし部下が発達障害だったら 佐藤 恵美／〔著〕ディスカヴァー・トゥエンティワン 2018.3 336.4 ｻ ﾄｳ 一般

Ｑ＆Ａ発達障害・うつ・ハラスメントの労務対応 布施 直春／著 中央経済社 2020.1 336.4 ﾌｾ 一般

部下がアスペルガーと思ったとき上司が読む本 宮尾 益知／著 河出書房新社 2017.4 336.4 ﾐﾔ ｵ 一般

吃音と就職 飯村 大智／著 学苑社 2019.9 Ac 366.2 ｲｲﾑ 一般

人材紹介のプロがつくった発達障害の人の転職ノート 石井 京子／著 弘文堂 2016.11 366.2 ｲｼｲ 一般

人材紹介のプロがつくった働く発達障害の人のキャリアアップに必要な５０のこと 石井 京子／著 弘文堂 2018.11 366.2 ｲｼｲ 一般

発達障害のある方と働くための教科書 石井 京子／著 日本法令 2018.3 366.2 ｲｼｲ 一般

発達障害の人の雇用と合理的配慮がわかる本 石井 京子／著 弘文堂 2020.5 366.2 ｲｼｲ 一般

ＡＳＤ〈アスペルガー症候群〉、ＡＤＨＤ、ＬＤ職場の発達障害 宮尾 益知／監修 河出書房新社 2017.5 Ay 366.2 ｴｴｽ 一般

これからの発達障害者「雇用」 木津谷 岳／著 小学館 2018.5 366.2 ｷ ｽﾔ 一般

コミックでわかる「職場」のアスペルガー症候群 宮尾 益知／監修 河出書房新社 2019.5 366.2 ｺﾐﾂ 一般

障がい者の就活ガイド 紺野 大輝／著 左右社 2017.1 Ay 366.2 ｺﾝﾉ 一般

職場の発達障害 ＡＤＨＤ編 太田 晴久／監修 講談社 2019.11 366.2 ｼﾖｸ 一般

職場の発達障害 自閉スペクトラム症編 太田 晴久／監修 講談社 2019.4 366.2 ｼﾖｸ 一般

障害者雇用の実務と就労支援 眞保 智子／著 日本法令 2019.4 366.2 ｼﾝﾎ 一般

精神障害・発達障害のある方とともに働くためのＱ＆Ａ５０ 眞保 智子／編著 日本加除出版 2020.8 366.2 ｼﾝﾎ 一般

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 2020.1 366.2 ｼﾝﾐ 一般

現場発！知的・発達障害者の就労自立支援 髙原 浩／著 学事出版 2017.11 366.2 ﾀｶﾊ 一般

飼い殺しさせないための支援 髙原 浩／著 河出書房新社 2018.12 366.2 ﾀｶﾊ 一般

事例でわかる発達障害と職場のトラブルへの対応 谷原 弘之／著 法研 2018.5 366.2 ﾀﾆﾊ 一般

大丈夫、働けます。 成澤 俊輔／著 ポプラ社 2018.3 Am 366.2 ﾅﾘｻ 一般

“発達障害かもしれない人”とともに働くこと 野坂 きみ子／著 幻冬舎メディアコンサルティング 2020.9 366.2 ﾉｻ ｶ 一般

発達障害と仕事 発達障害者の自立・就労を支援する会／編 河出書房新社 2018.4 Ay 366.2 ﾊﾂﾀ 一般

発達障害の人が就職したくなる会社 河出書房新社 2018.6 366.2 ﾊﾂﾀ 一般

【進学、就職、仕事】
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発達障害の人の「私たちの就活」 河出書房新社 2018.8 Ay 366.2 ﾊﾂﾀ 一般

発達障害の人の「就労支援」がわかる本 梅永 雄二／監修 講談社 2019.3 366.2 ﾊﾂﾀ 一般

職場で出会うユニーク・パーソン 原 雄二郎／著 誠信書房 2017.5 366.2 ﾊﾗ 一般

ピアスタッフとして働くヒント 大島 巌／監修 星和書店 2019.9 Ay 366.2 ﾋｱｽ 一般

アスペルガー症候群の人の就労・職場定着ガイドブック バーバラ・ビソネット／著 明石書店 2016.8 366.2 ﾋｿﾈ 一般

まんがでわかる発達障害の人のためのお仕事スキル 鈴木 慶太／監修 合同出版 2019.11 366.2 ﾏﾝｶ 一般

発達障害を職場でささえる 宮木 幸一／著 東京大学出版会 2018.1 366.2 ﾐﾔ ｷ 一般

大人の発達障害と就労支援・雇用の実務 山下 喜弘／編著 日本法令 2018.3 366.2 ﾔ ﾏｼ 一般

つながる雇用を実現します！ 渡邉幸義／著 日本評論社 2015.9 366.2 ﾜﾀﾅ 一般

これで福祉と就労支援がわかる 結城 康博／著 書籍工房早山 2016.8 369 ﾕｳｷ 一般

よりよい暮らしのために ２０２０年版 鳥取県障害者就労事業振興センター／編 鳥取県障害者就労事業振興センター 2019.12 369.27 ﾖﾘﾖ 一般

人材紹介のプロがつくった発達障害の大学生のためのキャンパスライフＱ＆Ａ 石井 京子／著 弘文堂 2017.6 378 ｲｼｲ 一般

ＡＳＤ〈アスペルガー症候群〉、ＡＤＨＤ、ＬＤ女性の発達障害 就活 職場編 宮尾 益知／監修 河出書房新社 2019.3 378 ｴｴｽ 一般

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／監修 河出書房新社 2016.5 378 ｵﾔ ｺ 一般

高校・大学における発達障害者のキャリア教育と就活サポート 小谷 裕実／編著 黎明書房 2018.11 378 ｺﾀﾆ 一般

特別支援学校のキャリア教育 清水 浩／著 田研出版 2018.9 378 ｼﾐｽ 一般

発達障害のある大学生への支援 高橋 知音／編著 金子書房 2016.11 378 ﾀｶﾊ 一般

発達障害の子どもたちのためのお仕事図鑑 梅永 雄二／監修 唯学書房 2017.3 378 ﾊﾂﾀ 一般

発達障害の子のためのハローワーク 鈴木 慶太／監修 合同出版 2017.7 職 378 ﾊﾂﾀ 児童

発達障害の人が働くときに知っておきたい１０の基本 宮尾 益知／著 河出書房新社 2019.7 378 ﾐﾔ ｵ 一般

高次脳機能障害のある人への復職・就職ガイドブック 齋藤 薫／著 中央法規出版 2017.12 Ay 493.73 ｻ ｲﾄ 一般

この先どうすればいいの？１８歳からの発達障害 宮尾 益知／監修 大和出版 2018.11 493.76 ｺﾉｻ 一般

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／著 翔泳社 2017.5 Ay 493.76 ﾂｼﾏ 一般

発達障害を仕事に活かす 星野 仁彦／著 朝日新聞出版 2017.9 493.76 ﾎｼﾉ 一般Ｓ
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タイトル 著者 出版者 出版年 別置 請求記号１ 請求記号２ 請求記号３

つながらない生き方のススメ 松島 ちほ／著 青山ライフ出版 2019.5 146.8 ﾏﾂｼ 一般

今ひきこもりの君へおくる踏み出す勇気 吉濱 ツトム／著 ベストセラーズ 2019.8 367.6 ﾖｼﾊ 一般

１５歳のコーヒー屋さん 岩野 響／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2017.12 378 ｲﾜﾉ 青少

自閉症ガールひまわりさんの日常 坂井 聡／監著 少年写真新聞社 2016.5 378 ｻ ｶｲ 一般

心ひらくピアノ 土野 研治／著 春秋社 2019.9 378 ﾂﾁﾉ 一般

そのママでいい 橋口 亜希子／著 中央法規出版 2020.2 ｺ9 378 ﾊｼｸ 一般

自閉症の僕が跳びはねる理由 ２ 東田 直樹／〔著〕ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016.6 378 ﾋｶｼ-2 青少

発達障害サバイバルガイド 借金玉／著 ダイヤモンド社 2020.7 493.76 ｼﾔ ﾂ 一般

僕が手にいれた発達障害という止まり木 柳家 花緑／著 幻冬舎 2020.4 779.1 ﾔ ﾅｷ 一般

ヘン子の手紙 伊藤 のりよ／著 学研プラス 2018.7 916 ｲﾄｳ 一般

なんでもない日はとくべつな日 大谷 邦郎／編著 はる書房 2018.7 916 ｵｵﾀ 一般

息子の流儀と私 鎌倉 育子／著 竹林館 2016.9 916 ｶﾏｸ 一般

明日も、アスペルガーで生きていく。 国実 マヤコ／著 ワニブックス 2017.11 916 ｸﾆｻ 一般

こぼんちゃん日記 小亀 文子／著 クリエイツかもがわ 2017.5 916 ｺｶﾒ 一般

されど愛しきお妻様 鈴木 大介／著 講談社 2018.1 916 ｽｽｷ 一般

自閉症のうた 東田 直樹／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2017.5 ﾊﾄ 916 ﾋｶｼ 一般

うちの火星人 続 平岡 禎之／著 光文社 2019.3 916 ﾋﾗｵ-2 一般

発達障害だって大丈夫 堀田 あけみ／著 河出書房新社 2018.3 ｺ9 916 ﾎﾂﾀ 一般

イマイキテル自閉症兄弟の物語 増田 幸弘／著 明石書店 2017.7 916 ﾏｽﾀ 一般

金平糖 森口 奈緒美／著 遠見書房 2017.11 916 ﾓﾘｸ 一般

大人になってわかったディスレクシア 盛島 あ～べ／著 幻冬舎メディアコンサルティング 2017.4 ﾊﾄ 916 ﾓﾘｼ 一般

自閉症のぼくが「ありがとう」を言えるまで イド・ケダー／著 飛鳥新社 2016.1 ﾊﾄ 936 ｹﾀ 一般

ひとの気持ちが聴こえたら ジョン・エルダー・ロビソン／著 早川書房 2019.4 936 ﾛﾋｿ 一般

【手記など】
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タイトル 著者 出版者 出版年 別置 請求記号１ 請求記号２ 請求記号３

保育者のための防災ハンドブック 国崎 信江／著 ひかりのくに 2019.8 376.1 ｸﾆｻ 一般

災害に強いまちづくりは互近助の力 山村 武彦／著 ぎょうせい 2019.8 369.3 ﾔ ﾏﾑ 一般

福祉施設にできる災害時の利用者と地域の高齢者・障害者・子どもたちへの支援は…？ 東京都社会福祉協議会 2019.6 369 ﾌｸｼ 一般

障害者をしめ出す社会は弱くもろい 藤井 克徳／著 全国障害者問題研究会出版部 2017.8 369.27 ﾌｼｲ 一般

３・１１東日本大震災と「災害弱者」 藤野 好美／編 生活書院 2016.12 369.3 ｻ ﾝｲ 一般

発達障害児者の防災ハンドブック 新井英靖／編著 クリエイツかもがわ 2012.7 369.28 ｱﾗｲ 一般

「障がいのある子を守る」防災＆防犯プロジェクト 中井孝吉／編著 ジアース教育新社 2007.7 378 ﾅｶｲ 一般Ｈ

小学校低学年・家族・発達障害をもつ子・先生のための災害に負けない防災ハンドブック 堀清和／著 せせらぎ出版 2014.11 378 ﾎﾘ 一般Ｈ

子どもを守る防災手帖 ＭＡＭＡ－ＰＬＵＧ／編・著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016.8 ｺ8 369.3 ﾏﾏﾌ 一般

みんなの防災えほん 山村 武彦／監修 ＰＨＰ研究所 2017.8 369 ﾐﾝﾅ 児童

いのちと未来を守る防災 １ 鎌田和宏／監修 学研プラス 2016.2 369 ｲﾉﾁ-1 児童

いのちと未来を守る防災 ２ 鎌田和宏／監修 学研プラス 2016.2 369 ｲﾉﾁ-2 児童

いのちと未来を守る防災 ３ 鎌田和宏／監修 学研プラス 2016.2 369 ｲﾉﾁ-3 児童

いのちと未来を守る防災 ４ 鎌田和宏／監修 学研プラス 2016.2 369 ｲﾉﾁ-4 児童

いのちと未来を守る防災 ５ 鎌田和宏／監修 学研プラス 2016.2 369 ｲﾉﾁ-5 児童

保育者のための防災ハンドブック 国崎 信江／著 ひかりのくに 2019.8 376.1 ｸﾆｻ 一般

災害に強いまちづくりは互近助の力 山村 武彦／著 ぎょうせい 2019.8 369.3 ﾔ ﾏﾑ 一般

【災害時】
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タイトル 著者 出版者 出版年 登場人物 請求記号１ 請求記号２ 請求記号３

ぼくはスーパーヒーロー メラニー・ウォルシュ／作 岩崎書店 2017.1 ＡＳＤ E ｳｵﾙ 児童Ｈ

暗号のポラリス 中山智幸／著 ＮＨＫ出版 2015.11 ＬＤ913.6 ﾅｶﾔ 協力

ひっくりカエル！ あんべ ひろし／さく 小学館 2018.1 発達 E ｱﾝﾍ 児童Ｈ

ぼくはスーパーヒーロー メラニー・ウォルシュ／作 岩崎書店 2017.1 ＡＳＤ E ｳｵﾙ 児童Ｈ

すずちゃんののうみそ 竹山 美奈子／文 岩崎書店 2018.1 発達 E ﾀｹﾔ 児童Ｈ

レイン 雨を抱きしめて アン・Ｍ・マーティン／作 小峰書店 2016.1 ＡＳＤ 933 ﾏﾃｲ 協力Ｊ

発達凸凹なボクの世界 プルスアルハ／著 ゆまに書房 2015.9 発達 378 ﾌﾙ ｽ 児童

ホクはじっとできない バーバラ・エシャム／文 岩崎書店 2014.11 ADHD 378 ｴｼﾔ 児童

つながろ！ にがてをかえる？まほうのくふう 井上雅彦／監修 今井印刷 2014.1 発達 378 ｼﾏﾀ 児童

「障がい者」なんて、ひどくない？ タナカヒロシ／作 ベースボール・マガジン社 2014.1 ADHD 378 ﾀﾅｶ 児童

マルセロ・イン・ザ・リアルワールド フランシスコ・Ｘ．ストーク／作 岩波書店 2013.3 発達 933 ｽﾄｸ 児童

テンプル・グランディン自閉症と生きる サイ・モンゴメリー／著 汐文社 2015.2 ＡＳＤ 936 ﾓﾝｺ 児童

ぼくはここにいる 酒木保／訳 小峰書店 2013.6 ＡＳＤ E ﾚｲﾉ 児童Ｈ

モッキンバード ニキリンコ／訳 明石書店 2013.1 ＡＳＤ 933 ｱｽｷ 児童Ｈ

もじをよむのがにがてなんです 柳家 花緑／語り ほるぷ出版 2020.12 LD E ﾓｼｵ 児童Ｃ

～ＡＤＨＤ～おっちょこちょいのハリー 成沢 真介／文 少年写真新聞社 2020.6 ADHD 378 ﾅﾘｻ 児童Ｃ

【絵本・物語】 ※登場人物：発達…発達障がい ＡＳＤ…自閉スペクトラム症 LD…学習障がい ADHD…注意欠如多動症
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