
分類 小分類 番号 タイトル 著 機関
２分類 ２－１分類 1 自閉症ガイドブック１　乳幼児期編 社団法人日本自閉症協会
支援・指導 広汎性発達障害 2 自閉症ガイドブック２　学歴期編 社団法人日本自閉症協会
教育 （自閉症・ 3 自閉症ガイドブック４　成人期編 社団法人日本自閉症協会

ｱｽﾍﾟﾙｶﾞｰ障害な 4 自閉症ガイドブック別冊　海外 社団法人日本自閉症協会
5 アスペルガー症候群と高機能自閉症　青年期の社会性のために 杉山登志郎 学研のヒューマンケアブック

入門・ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ 6 アスペルガー症候群と高機能自閉症　理解とサポート 杉山登志郎 学研のヒューマンケアブック
7 高機能自閉症の子育てと療育・教育 高城寛志・星河美雪
8 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 中央法規
9 アスペルガー症候群・自閉症のあなたへ 東城恵子 考古堂

10 あなた自身のいのちを生きて グニラ・ガーランド クリエイツかもがわ
11 自閉症児・者の社会適応指導法 高木徳子 京都・法政出版
12 自閉症の人たちのライフステージ 横浜市自閉症児・親の会 ぶどう社
13 自閉症　成人期にむけての準備 パトリシア・ハウリン ぶどう社
14 自閉症スペクトラム　発達と理解 別府哲・奥住秀之・小渕隆司 全障研出版部
15 広汎性発達障害の子どもたち（高機能自閉症・アスペルガー症候群） 辻井正次 ブレーン社
16 自閉症入門　親のためのガイドブック バロン＝コーエン　ボルトン 中央法規
17 大学生の発達障害 佐々木正美・梅永雄二 講談社
18 高校生の発達障害 佐々木正美・梅永雄二 講談社
19 発達障害の理解と対応 五十嵐隆 中山書店
20 発達障害への心理療法的アプローチ 河合俊雄 創元社
21 こころライブラリー　　大人のアスペルガー症候群 佐々木正美・梅永雄二 講談社
22 こころライブラリー　　大学生の発達障害 佐々木正美・梅永雄二 講談社
23 こころライブラリー　　思春期のアスペルガー症候群 佐々木正美 講談社
24 こころライブラリー　　アスペルガー症候群　　就労支援編 佐々木正美・梅永雄二 講談社
25 こころライブラリー　　高校生の発達障害 佐々木正美・梅永雄二 講談社
26 こころライブラリー　　大人のＡＤ／ＨＤ 田中康雄 講談社
27 健康ライブラリー　　　子どもの発達障害と情緒障害 杉山登志郎 講談社
28 健康ライブラリー　　　ＡＤ／ＨＤのすべてがわかる本 市川宏伸 講談社
29 健康ライブラリー　　　パーソナリティ障害のことがよくわかる本 市橋秀夫 講談社
30 健康ライブラリー　　　自閉症のすべてがわかる本 佐々木正美 講談社
31 健康ライブラリー　　　ｱｽﾍﾟﾙｶﾞｰ症候群・高機能自閉症の子どもを育て 佐々木正美 講談社
32 健康ライブラリー　　　ＬＤ（学習障害）のすべてがわかる本 上野一彦 講談社
33 健康ライブラリー　　　拒食症と過食症 切池信夫 講談社
34 健康ライブラリー　　　発達障害に気づいて・育てる完全ガイド　赤ちゃ 黒澤礼子 講談社
35 健康ライブラリー　　　発達障害に気づいて・育てる完全ガイド　幼児期 黒澤礼子 講談社
36 健康ライブラリー　　　発達障害に気づいて・育てる完全ガイド　学童編 黒澤礼子 講談社
37 自閉症治療の到達点 太田昌孝・永井洋子 日本文化科学社
38 認知発達治療の実践マニュアル　　自閉症のStage別発達課題 太田昌孝・永井洋子 日本文化科学社
39 これでわかる　自閉症とアスペルガー症候群 田中康雄 成美堂出版
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40 健康ライブラリー　　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 講談社
41 あなたがあなたであるために　自分らしく生きるためのｱｽﾍﾟﾙｶﾞｰ症候 吉田友子 中央法規

２－１ｋ分類 1 実践　自閉症児の集団適応－社会的自立をめざす治療教育 小林重雄 学研
広汎性発達障害 2 自閉症研究－その到達点と展望 杉山登志郎 そだち園
（自閉症・ 3 幼児期における広範性発達障害 社会法人全国心身障害児福祉
ｱｽﾍﾟﾙｶﾞｰ障害な 4 自閉症児教育の再構築 阿部秀雄 学園社

5 自閉症の理解 佃一郎　監訳 学園社
6 アスペルガー障害がわかる本 田中康雄　監修 明石書店
7 自閉症の発達精神病理と治療 小林　龍児 岩崎学術出版
8 imago特集　自閉症 片倉信夫＋杉山登志郎 青土社
9 児童・青年期の広汎性発達障害 栗田広・畑中邦比古 社会法人全国心身障害児福祉

10 アスペルガー症候群とパニックへの対処法 冨田真紀監訳 東京書籍
11 高機能広汎性発達障害　アスペルガー症候群と高機能自閉症 杉山登志郎・辻井正次 ブレーン社
12 アスペルガー症候群と高機能自閉症 服巻繁・梅永雄二・服巻智子 エンパワメント研究所
13 アスペルガー症候群と感覚過敏症への対処法 萩原拓訳 東京書籍
14 あなた自身のいのちを生きて グニラ・ガーランド・中川弥生 クリエイツかもがわ
15 自閉症 中根晃 日本評論社
16 自閉症の言語治療 作田勉 金剛出版
17 高機能広汎性発達障害　アスペルガー症候群「その子らしさ」を生かす 吉田友子 中央法規
18 アスペルガー症候群と非言語性学習障害 ｷｬｻﾘﾝ･ｽﾁｭﾜｰﾄ著 榊原洋一 明石書店
19 自閉症とことばの成り立ち 小林　龍児 ミネルヴァ書房
20 自閉症からのメッセージ 熊谷高幸 講談社現代新書
21 自閉症の心の世界 フランシス・ハッペ 星和書店
22 高機能自閉症・ｱｽﾍﾟﾙｶﾞｰ症候群　「その子らしさ」を生かす子育て　改 吉田友子 中央法規

小分類 番号 タイトル 著 機関
２－２分類 1 ＡＤＨＤの子育て・医療・教育 楠木伸枝・岩坂英巳・西田清 クリエイツかもがわ
ＡＤＨＤ 2 ＡＤ／ＨＤ・ＬＤの発達と保育 西田清 クリエイツかもがわ
ＬＤ 3 ＡＤ／ＨＤ・ＬＤの発達と保育 西田清 クリエイツかもがわ

4 ＬＤ・ＡＤＨＤが輝く授業づくり 見晴台学園研究センター クリエイツかもがわ
5 ＬＤ児サポートプログラムーＬＤ児はどこでつまずくのか、どう教えるの 竹田契一 日本文化科学社
6 ふしぎだね？　ＬＤ（学習障害）のおともだち 内山登紀夫 ミネルヴァ書房

２－２ｋ分類 1 学習障害 高野清純・内山喜久雄 明書房
2 学習障害の診断と指導 伊藤隆二 岩崎学術出版

ＬＤ 3 ＬＤの領域別指導事例集 上野一彦・二上哲志・牟田悦 学研
4 ＬＤ児の指導法入門 鈴村健治・佐々木徳子 川島書店
5 学習障害児の教科指導 平山諭・津田誠一・田口貴 福村出版



6 ＬＤ－学習障害 森山良子・上村菊朗 医歯薬出版株式会社
7 学習障害児の教育 上野一彦・牟田悦子 日本文化科学者
8 多動と学習の障害 太田昌孝・牟田悦子 財団法人　安田生命社会事業団

小分類 番号 タイトル 著 機関
２－３分類 1 育てにくい子に悩む保護者サポートブック 高山恵子 学研
その他 2 つなげよう　　発達障害のある子どもたちとともに私たちができること 田中康雄 金剛出版
（発達障害全般 3 もしかして私、大人の発達障害かもしれない 田中康雄 すばる舎
発達協調運動障 4
高次脳機能障害
など）

２－３ｋ分類 1 発達障害の臨床 中根晃 金剛出版
発達障害 2 軽度発達障害児の理解と支援 降籏志郎 金剛出版

3 アスペルガー症候群と学習障害 榊原洋一 講談社＋α
4 言語障害 内須河洸 文部省認可通信教育

小分類 番号 タイトル 著 機関
２－４分類 1 わかってほしい！気になる子（自閉症・ＡＤＨＤ　保育） 田中康雄 学研
教育 2 発達障害と子供達（アスペｒがー症候群・自閉症・ボーダーラインチャイ 山崎晃資 講談社＋α 新書
特別支援教育 3 発達障害のある子の困り感に寄り添う支援 佐藤暁 学研
保育 4 個別教育計画のための　はじめての特別なニーズ教育 高山佳子 川島書店

5 特別支援教育の光と陰 越野和之 全国障害者問題研究会出版部
6 アメリカの軽度発達障害児教育 清水貞夫 クリエイツかもがわ
7 図解　学習の基礎をつくる１００の遊び 川村秀忠 学研
8 気になる子がぐんぐん伸びる授業 品川裕香　高山恵子 小学館
9 気になる子も過ごしやすい園生活のヒント あすなろ学園 学研

10 通常学級での特別支援教育のスタンダード 東京都日野市 東京書籍
11 応用行動分析で特別支援教育が変わる 山本淳一　池田聡子 図書文化
12 特別支援教育　ソーシャルスキルマニュアル 上野一彦　岡田智 明治図書

２－４ｋ分類 1 図解　学習の基礎をつくる１００の遊び 川村秀忠 学研
教材 2 障害児の発達と遊び 川添邦俊　長原光児 ぶどう社
学校 3 軽度発達障害・無気力・不登校のために　新しい学びの場 田口教育研究所 日本論評社

4 特殊教育用語辞典 第一法規
5 弘済学園の教材とその活用法 飯田雅子　三島卓穂 学研
6 こうすればできる：問題行動対応マニュアル 長澤正樹　関戸英紀　松岡 川島書店

小分類 番号 タイトル 著 機関
２－５分類 1 ＬＤ・ＡＤＨＤへのソーシャルスキルトレーニング 小貫悟　名越斉子　三和彩 日本文化科学社



（トレーニング 2 軽度発達障害児のためのＳＳＴ事例集 五十嵐一枝 北大路出版
サポートなど） 3 読んで学べるＡＤＨＤのペアレントトレーニング シンシア・ウィッタム著 明石書店

4 ソーシャルストーリーブック キャロル・グレイ編著 クリエイツかもがわ
5 自閉症療育ハンドブック（TEACCHプログラムに学ぶ） 佐々木正美 学研
6 自閉症のトータルケア（TEACCH） 佐々木正美 ぶどう社
7 自閉症のトータルケア　支援すると支援するということ（TEACCH） 朝日新聞厚生文化事業団
8 自閉症のひとたちへの援助システム（TEACCH） 朝日新聞厚生文化事業団
9 自閉症の人のライフサポート（TEACCH） 梅永雄二

10 青年期自閉症へのサポート（TEACCH） 佐々木正美　梅永雄二 岩崎学術出版
11 自閉症のTEACCH実践 佐々木正美 岩崎学術出版
12 自閉症のTEACCH実践２ 佐々木正美 岩崎学術出版
13 コミック会話　自閉症など発達障害児のコミュニケーション支援 キャロル・グレイ　門眞一郎 明石書店
14 サポートブックの作り方・使い方 丸岡玲子 おめめどう自閉症サポート企画

15 自閉症の子どもを持つ親のためのペアレントメンター・ハンドブック
ｱﾝ･ﾊﾟｰﾏｰ＋服巻智子＋江
口寧子

ASDヴィレッジ出版

16 自閉症の子どもたちの生活を支える－すぐに役立つ絵カード作成デー 服巻繁 エンパワメント研究所
17 家庭で無理なく楽しくできる生活・学習課題４６ 井上雅彦 学研
18 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 井上雅彦　　藤坂龍司 学研
19 発達障害の子の感覚遊び　運動遊び 木村順 講談社
20 発達障害の子の育て方がわかる　ペアレント・トレーニング 上林靖子 講談社
21 ケア会議の技術 野中隆　　高室成幸　上原久 中央法規
22 子育てに活かす　ABAハンドブック 三田地真実　岡村章司 三田地真実　　岡村章司
23 感覚統合を生かしてたのしく学習 佐藤和美 かもがわ出版
24 多職種連携を高める　チームマネジメントの知識とスキル 篠田道子 医学書院

２－５ｋ分類 1 認知発達治療の実践マニュアル 太田昌孝　永井洋子 日本文化科学社
2 障害児の発達臨床とその課題 宇佐川　浩 学苑社

3 感覚と運動の高次化と自我発達 宇佐川　浩
社会福祉法人　全国心身障害児
福祉財団

※　原則的に来所にて貸し出しと返却ができる方に限らせていただいております。
※　貸し出し期間は1ヶ月間です。
※　貸し出し中の図書もありますのでご了承ください。


