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発達障害の特性・サイン・症例

ADHD注意欠如・多動症の本　本人も周囲も楽
になりのびのび生きていける

司馬 理英子／著 主婦の友社 2020.9 378/ｼﾊ20/ 0015379969

発達障害はなぜ誤診されるのか 岩波 明／著 新潮社 2021.2 493.76/ｲﾜ21/ 0015742901

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 2022.2 493.76/ｵｶ22/ 0015483050

発達障害のある人の「ものの見方・考え方」　「コミュニ
ケーション」「感情の理解」「勉強」「仕事」に役立つヒント 高岡 佑壮／著 ミネルヴァ書房 2021.11 493.76/ﾀｶ21/ 0015963259

神経発達症/発達障害のサインと判定法　適切
な支援につなげるために

橋本 圭司／著 三輪書店 2019.11 493.76/ﾊｼ20/ 0015141518

「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20/ 0015357221

発達障害チェックノート　自分が発達障害かも
しれないと思っている人へ

福西 勇夫／著 法研 2020.9 493.76/ﾌｸ20/ 0015581952

「発達障害」とはなんだろう?　真の自尊ルネッ
サンスへ

石川 憲彦／著
ジャパンマシ
ニスト社

2020.10 493.937/ｲｼ21/ 0015616634

脳からわかる発達障害　多様な脳・多様な発
達・多様な学び

鳥居 深雪／著 中央法規出版 2020.7 493.937/ﾄﾘ20/ 0015145386

発達障害の悩みに答える一問一答　生き難い
私はもしかしてASD?それともADHD?

宮尾 益知／著 河出書房新社 2020.12 493.937/ﾐﾔ21/ 0015704034

“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 2020.9 498.8/ﾉｻ21/ 0015395551

赤ちゃんの発達障害に気づいて・育てる完全ガ
イド　対象:0歳～3歳

黒澤 礼子／著 講談社 2021.12 L493.937/ｸﾛ22/ 0016037475

大人の発達障害

おとなの発達障害　診断・治療・支援の最前線 岩波 明／監修 光文社 2020.8 493.76/ｲﾜ20/ 0015564404

大人の発達障害<ASD・ADHD>シーン別解決
ブック　最新版

司馬 理英子／著 主婦の友社 2020.12 493.76/ｼﾊ21/ 0015678089

大人の発達障害の真実　診断、治療、そして認
知機能リハビリテーションへ

傳田 健三／著 誠信書房 2021.2 493.76/ﾃﾝ21/ 0015731706

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 2020.8 493.76/ﾊﾔ20/ 0015564339

お父さんが発達障害とわかったら読む本　子どもの
面倒を見ない。お母さんとの会話が少ない

宮尾 益知／監修 河出書房新社 2021.2 493.76/ﾐﾔ21/ 0015742836

　　　　　※　リストはテーマに関連する本の一部です。
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子どもの発達障害

うちの子、個性の塊です　自閉症9歳女児を育
てる母の、育児の悩み解決のヒント

SAKURA／著 すばる舎 2020.7 378.8/ｻｸ20/ 0015538903

ママのピンチを救う本　わが家はみんなADHD!? 司馬 理英子／著 主婦の友社 2021.1 378.8/ｼﾊ21/ 0015425168

発達障害の子どもに自立力をつける本 高山 恵子／監修 講談社 2022.4 378.8/ﾀｶ22/ 0016083826

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/ﾀﾅ20/ 0015313950

LD<学習障害>の子どもが困っていること　親子
で理解するLDの本

宮尾 益知／監修 河出書房新社 2019.9 378/ﾐﾔ19/ 0015049117

子どもの「コミュ障」　発達障害のもう一つの顔 大井 学／著 金子書房 2020.6 493.937/ｵｵ20/ 0015339765

小児科医が伝えたい言葉の遅れが改善する方法
自閉症スペクトラム、アスペルガー症候群と診断さ
れた子どもが回復

片岡 直樹／著 現代書林 2020.6 493.937/ｶﾀ20/ 0015324346

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

三宮 華子／著 学研教育みらい 2020.10 493.937/ｻﾝ20/ 0015628050

発達障害への理解と支援

多職種連携を支える「発達障害」理解　ASD・
ADHDの今を知る旅

土居 裕和／編著 北大路書房 2021.3 378.8/ﾄｲ21/ 0015763063

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 2019.1 378.8/ﾐﾔ19/ 0014598148

発達障害いきいきサポート　子どもから大人ま
で、支援のために知ってほしいこと

石崎 朝世／編著
冨山房インター
ナショナル

2022.3 493.76/ｲｼ22/ 0016067951

発達障害支援のためのケースBOOK
ヴィヒャルト千
佳こ／著

幻冬舎メディアコン
サルティング 2020.4 493.76/ﾋﾋ20/ 0015361157

発達障害は食事でよくなる　腸から脳を整える
最新栄養医学

溝口 徹／著 青春出版社 2019.9 493.76/ﾐｿ19/ 0015037021

発達障害支援に生かす適応行動アセスメント
セリーン・A.ソー
ルニア／著

金子書房 2021.9 493.937/ｿﾙ21/ 0015924962

看護師・医療スタッフのための発達障害傾向の
ある子どもの診療サポートブック

坪見 利香／著 診断と治療社 2020.12 493.937/ﾂﾎ21/ 0015686884

発達障害の子どもの自己肯定感をはぐくむ本　親だ
からできる“二次障害を防ぐ”8つのサポート

宮尾 益知／監修 大和出版 2021.8 493.937/ﾐﾔ21/ 0015882491

発達障害に関連するＤＶＤ

青年期、成人期の発達障害者支援1　　発達障
害を知っていますか?

中島映像教材
出版(製作)

[201‐] V369/ｾ/1 0200195410

発達障害者のライフスキル支援理論編　　社会
への扉 ライフスキルの必要性

中島映像教材
出版

[2012] V369/ﾊ/ 0200195436

発達障害の理解と支援　わかり合うって、素敵
だね!

アローウィン(製
作)

[2008.6] V378/ﾊ/ 0200186849

☆お探しの資料が見つからない時は、カウンターでおたずねください。　自然科学班
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