
■大人の発達障害
書　　　　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

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／ほか著 弘文堂 2013.2 366.2/ｲ

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／ほか著 弘文堂 2016.11 366.2/ｼﾞ

人材紹介のプロがつくった発達障害の人の内定
ハンドブック

石井京子／ほか著 弘文堂 2015.12 366.2/ｼﾞ

発達障害 岩波明／著 文芸春秋 2017.3 493.7/ｲ

ＡＳＤ〈アスペルガー症候群〉、ＡＤＨＤ、ＬＤ女性の
発達障害

宮尾益知／監修 河出書房新社 2017.3 493.7/ｴ

あなたのツレはＡＤＨＤなんです
メリッサ・オーロフ／
著

柏書房 2016.5 493.7/ｵ

大人の発達障害の特性を活かして自分らしく生き
る！

星野仁彦／監修 日東書院本社 2014.12 493.7/ｵ

「大人のＡＤＨＤ」のための段取り力 司馬理英子／監修 講談社 2016.1 493.7/ｵ

よくわかる大人のＡＤＨＤ〈注意欠如／多動性障
害〉　最新版

司馬理英子／著 主婦の友社 2017.2 493.7/ｼ

大人の発達障害〈アスペルガー症候群・ＡＤＨＤ〉
シーン別解決ブック

司馬理英子／著 主婦の友社 2015.3 493.7/ｼ

女性のＡＤＨＤ 宮尾益知／監修 講談社 2015.12 493.7/ｼﾞ

女性のアスペルガー症候群 宮尾益知／監修 講談社 2015.3 493.7/ｼﾞ

大人の発達障害 備瀬哲弘／著 マキノ出版 2009.3 493.7/ﾋﾞ

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 2017.3 493.7/ﾌﾞ

発達障害に気づかない母親たち 星野仁彦／著
ＰＨＰエディター
ズ・グループ

2016.2 493.7/ﾎ

夫がアスペルガーと思ったとき妻が読む本 宮尾益知／ほか著 河出書房新社 2016.7 493.7/ﾐ

産業医と発達障害の人のキャリア＆ライフＢＯＯ
Ｋ

石井京子／ほか著 弘文堂 2015.7 498.8/ｻ

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／監修 講談社 2014.11 498.8/ﾊ

そだちの科学　no.２６
そだちからみたおとなの発達障害

日本評論社 2016.4
雑誌

館内閲覧

ウィルあいち情報ライブラリー資料リスト　2017.8

　　◆発達障害とは
　　発達障害はいくつかのタイプに分類されており、自閉症、アスペルガー症候群、注意欠如・多動性障害
　（ADHD）、学習障害、チック障害などが含まれます。生まれつきの特性で、「病気」とは異なります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参考：厚生労働省HP　「知ることからはじめよう　みんなのメンタルヘルス」

発達障害を理解、支援する



こころの科学　１７４
自閉症スペクトラム

日本評論社 2014.3
雑誌

館内閲覧

こころの科学　１７１号
成人期の発達障害

日本評論社 2013.9
雑誌

館内閲覧

■子どもの発達障害
書　　　　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

イラスト版発達に遅れのある子どもと学ぶ性のは
なし

伊藤修毅／編著 合同出版 2013.10 378/ｲ

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

発達障害＆グレーゾーンの３兄妹を育てる母の
毎日ラクラク笑顔になる１０８の子育て法

大場美鈴／著 ポプラ社 2016.1 378/ｵ/

発達障がいと思春期 門野晴子／著 柘植書房新社 2013.4 378/ｶ

特別支援教育のプロとして子ども虐待を学ぶ 玉井邦夫／著 学研 2009.2 378/ﾀ

自閉症ガールひまわりさんの日常 成沢真介／著
少年写真新聞
社

2016.5 378/ﾅ

発達障害の子どもたちのためのお仕事図鑑
梅永雄二／ほか監
修

唯学書房 2017.3 378/ﾊ

自閉症の僕が跳びはねる理由 東田直樹／著
エスコアール出
版部

2007.2 378/ﾋ

自閉症の僕が跳びはねる理由２ 東田直樹／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016.6 378/ﾋ

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

ＡＳＤ〈アスペルガー症候群〉、ＡＤＨＤ、ＬＤ女の子
の発達障害

宮尾益知／監修 河出書房新社 2016.10 493.9/ｴ

発達障害－ＬＤとＡＤＨＤがよくわかる本　最新版 金沢治／著 主婦と生活社 2011.8 493.9/ｶ

思春期のアスペルガー症候群 佐々木正美／監修 講談社 2008.11 493.9/ｼ

チックはわざとじゃないんだ マル・レスター／著 大月書店 2015.11 K 493/ﾜ

ぶきっちょとはちがうんだ
モーリーン・ブーン／
著

大月書店 2016.3 K 493/ﾜ

ＡＤＤとＡＤＨＤ
ジュディス ピーコック
／著

大月書店 2005.2 Ｔ493/ｼﾞ

そらをとびたかったペンギン 申ももこ／作 学苑社 2017.7 E/ｼ

こころの科学　１９４
チックとトゥレット症

日本評論社 2017.7
雑誌

館内閲覧

■体験談
書　　　　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

毎日が天国
自閉症だったわたしへ

ドナ・ウィリアムズ／
著

明石書店 2015.1 289.3/ｳ

当事者が語る結婚・子育て・家庭生活 服巻智子／編著
クリエイツかもが
わ

2009.4 369.2/ﾄ



ギフティッド・チャイルド 門野晴子／著 十月舎 2009.3 378/ｶ

星の国から孫ふたり
バークレーで育つ「自閉症」児

門野晴子／著 岩波書店 2005.5 378/ｶ

走れ！児童相談所 安道理／著
アイエス・エヌ株式
会社コミュニティ・パ
ブリッシング事業部

2016.8 913.6/ｱ

晴れときどきアスペルガー 今村志穂／作 講談社 2009.2 913.6/ｲ

アスペルガーですが、妻で母で社長です。 アズ直子／著 大和出版 2011.5 916/ｱ

マンガ版親子アスペルガー 兼田絢未／原作 合同出版 2012.3 916/ｶ

どうして普通にできないの！
「かくれ」発達障害女子の見えない不安と孤独

こだまちの／著
協同医書出版
社

2017.4 916/ｺ

私と三人息子は発達障害です。何か？ 笹森理絵／著 広済堂出版 2013.12 916/ｻ

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／著 明石書店 2009.1 916/ｻ

旦那（アキラ）さんはアスペルガー　　シリーズ 野波ツナ／著 コスミック出版
2011～
2016

916/ﾉ

発達障害のわたしのこころの声 星野あゆみ／著 学研教育出版 2015.8 916/ﾎ

発達障害の君を信じてる 堀田あけみ／著 河出書房新社 2011.1 916/ﾎ

発達障害だって大丈夫 堀田あけみ／著 河出書房新社 2007.1 916/ﾎ

光とともに… １～１５、別巻 戸部けいこ／著 秋田書店
2001～
2016

C/ﾄ

モッキンバード
キャスリン・アースキ
ン／著

明石書店 2013.1 Ｔ933/ｱ

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
児童

289/ｸﾞ

書　　　　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

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／ほか著 河出書房新社 2017.4 336.4/ﾐ

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 2017.5 366.2/ｴ

大人の発達障害と就労支援・雇用の実務 山下喜弘／監修 日本法令 2015.8 366.2/ｵ

人材紹介のプロが教える発達障害の人が活躍す
るためのヒント

石井京子／ほか著 弘文堂 2014.11 366.2/ｼﾞ

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

対馬陽一郎／著 翔泳社 2017.5 366.2/ﾂ

　◆発達障害者支援法  http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/04/tp0412-1b.html（厚生労働省）
　　平成17年4月に「発達障害者支援法」が施行され、それぞれの障害特性やライフステージに応じた支援を
　国・自治体・国民の責務として法律で定められました。
　　                                                                                  参考：発達障害情報・支援センターHP

■発達障害をサポートする



家族心理学年報　２９
発達障害と家族支援

本家族心理学会／
編集

金子書房 2011.6 367.3/ｶ

「母がストレス！」と思ったら読む本 司馬理英子／著 大和出版 2014.9 367.3/ｼ

改正発達障害者支援法の解説
発達障害の支援を考
える議員連盟／編著

ぎょうせい 2017.2 369.2/ｶ

子育て支援のための保育カウンセリング 滝口俊子／編著 ミネルヴァ書房 2015.10 376.1/ﾀ

発達障害のある子と家族のためのサポートＢＯＯ
Ｋ　小学生編

岡田俊／著 ナツメ社 2012.10 378/ｵ

発達障害のある子と家族のためのサポートＢＯＯ
Ｋ　幼児編

岡田俊／著 ナツメ社 2012.10 378/ｵ

障害のある子どもの理解と親支援 小川英彦／ほか編著 明治図書出版 2005.12 378/ｼ

自閉症スペクトラムの少女が大人になるまで
シャナ ・ニコルズ／
ほか著

東京書籍 2010.6 378/ｼﾞ

特別支援教育のプロとして子ども虐待を学ぶ 玉井邦夫／著 学研 2009.2 378/ﾀ

発達障害が引き起こす二次障害へのケアとサ
ポート

斉藤万比古／編著 学研 2009.9 378/ﾊ

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 2017.5 493.7/ｵ

社会福祉士・精神保健福祉士になるには 田中英樹／ほか著 ぺりかん社 2011.3 T 366.2

特別支援学校教師になるには 松矢勝宏／ほか編著 ぺりかん社 2010.5 T 366.2

こころの科学　１９５号
職場の発達障害

日本評論社 2017.8
雑誌

館内閲覧

こころの科学　１８７号
学習障害を支援する

日本評論社 2016.5
雑誌

館内閲覧

障害や生きづらさを抱えた女性への子育て支援
２０１３年度

ダルク女性ハウス／
著

ダルク女性ハウ
ス

2015.1
団体

369.4/ﾀﾞ

　　　　　　　発行：愛知県女性総合センター　情報ライブラリー

　　 ◆発達障害の支援機関
　　〇発達障害情報・支援センター　国立障害者リハビリテーションセンター
　　　　http://www.rehab.go.jp/ddis/
　　　　発達障害に関するガイドブック、研修資料、啓発ポスター等が掲載されています。
　　〇あいち発達障害者支援センター
　　　　http://www.pref.aichi.jp/hsc/asca/
　　　　愛知県外にお住まいの方は、お住まいの都道府県の発達障害者支援センター等へご相談下さい。
　　〇名古屋市発達障害者支援センター　「りんくす名古屋」　★名古屋市にお住いの方
　　　　http://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/22-5-2-0-0-0-0-0-0-0.html

※インターネットのアドレスは2017.8現在のものです。

◆◇◆ ウィルあいち情報ライブラリー 案内 ◆◇◆

●貸出数・貸出期間 図書：10冊 視聴覚資料：３点 １５日以内

●利用時間：火～日曜 ９：00～19：00 電話：052-962-2510


