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著者 出版社

1-1 DSM‐IV‐TR 精神疾患の診断・統計マニュアル
American Psychiatric Association　著

高橋三郎／大野裕／染矢俊幸　訳
医学書院

1-2 Diagnostic And Statistical Manual Of Mental Disorders, 5th Edition: DSM-5 American Psychiatric Association　著　 Amer Psychiatric Pub

1-3 DSM‐5対応 神経発達障害のすべて (こころの科学Special Issue) 連合大学院小児発達学研究科/森則夫/杉山登志郎　編 日本評論社

1-4 精神疾患診断のエッセンス―DSM‐5の上手な使い方 アレン・フランセス著・大野裕／中川敦夫／柳沢圭子　訳 金剛出版

1-5 軽度発達障害の心理アセスメント―WISC‐IIIの上手な利用と事例 上野一彦／海津亜希子／服部美佳子　編 日本文化科学社

1-6 日本版WAIS‐IIIの解釈事例と臨床研究 藤田和弘／前川久男／大六一志／山中克夫 編 日本文化科学社

1-7 ICD‐10 精神および行動の障害―臨床記述と診断ガイドライン 融道男, 小見山実, 大久保善朗,中根允文,岡崎祐士 (翻訳) 医学書院

1-8 DSM‐5 ケースファイル
Ｊｏｈｎ　Ｗ．Ｂａｒｎｈｉｌｌ／〔編集〕　高橋三郎／監訳　塩入

俊樹／訳　市川直樹／訳
医学書院

1-9 精神科治療学 Vol.35増刊号 2020年10月〈特集〉児童・青年期の精神疾患治療ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 星和書店

1-10 はじめての精神科 春日 武彦 医学書院

1-11 障害学生支援入門：合理的配慮ぼための理論と実践 桑原斉 (著), 中津真美 (著), 垣内千尋 (著), 熊谷晋一郎 (著) 金子書房

2-1 大学教職員のための大学生のこころのケア・ガイドブック　―　精神科と学生相談からの15章 福田真也　著 金剛出版

2-2 新版 大学生のこころのケア・ガイドブック　精神科と学生相談からの17章 福田真也　著 金剛出版

2-3 障害者の権利条約と日本―概要と展望
長瀬修（東京大学）/東俊裕（熊本学園大学）/川島聡

（東京大学）編
生活書院

2-4 合理的配慮  対話を開く，対話が拓く 川島 聡,飯野 由里子, 西倉 実季, 星加 良司 著 有斐閣

2-5 本人主体の個別支援計画ワークブック ICF活用のすすめ
大阪障害者センター／ ICFを用いた個別支援計画策定プログ

ラム開発検討会
かもがわ出版

2-6 特別支援教育におけるICFの活用 Part3 独立行政法人 国立特別支援教育総合研究所 編著 ジアース教育新社

2-7 相談援助職の記録の書き方―短時間で適切な内容を表現するテクニック 八木亜紀子　著 中央法規出版

2-8 エッセンシャルズ　心理アセスメントレポートの書き方 D.P.フラナガン／A.S.カウフマン　著・上野一彦　監訳 日本文化科学社

2-9 公認心理師必携 精神医療・臨床心理の知識と技法 下山晴彦／中嶋義文　編集 医学書院

2-10 公認心理師の職責 野島一彦　著 遠見書房

2-11 心理学概論 繁桝 算男　著　 遠見書房

2-12 臨床心理学概論 野島 一彦　著 遠見書房

2-13 こころの病を診るということ 私の伝えたい精神科診療の基本 青木省三 (著) 医学書院

2-14 こころの科学 172号 : 暴力の心理 青木省三 (著), 宮岡等 (著), 斎藤環 (著) 日本評論社

2-15 今日の治療薬2020  浦部　晶夫(編集)島田　和幸(編集)川合　眞一(編集) 南江堂

2-16 「繊細さん」の本 武田友紀 飛鳥新社

2-17 学生相談と発達障害 高石恭子、 岩田淳子 学苑社

2-18 SNSｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ･ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸハンドブック 杉原 保史 、 宮田 智基 誠信書房

2-19 SNSｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ･ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ ケースブック 宮田 智基, 畑中 千紘他 誠信書房

2-20 学生相談ハンドブック 日本学生相談学会 学苑社

2-21 よくわかる 大学における障害学生支援 竹田 一則 ｼﾞｱｰｽ教育新社

2-22 多分そいつ、今ごろﾊﾟﾌｪとか食ってるよ。 Jam サンクチュアリ出版

2-23 つまらない日も楽しくなるスヌーピー チャールズ M. シュルツ (著), 谷川俊太郎 (翻訳) 祥伝社新書

2-24 いつもいっしょのスヌーピー チャールズ M. シュルツ (著), 谷川俊太郎 (翻訳) 祥伝社新書

2-25 きっと大丈夫と思えるスヌーピー チャールズ M. シュルツ (著), 谷川俊太郎 (翻訳) 祥伝社新書

2-26 励まされたいときのスヌーピー チャールズ M. シュルツ (著), 谷川俊太郎 (翻訳) 祥伝社新書

2-27 ついてないとき心が晴れるスヌーピー チャールズ M. シュルツ (著), 谷川俊太郎 (翻訳) 祥伝社新書

2-28 気持ちが楽になるスヌーピー チャールズ M. シュルツ (著), 谷川俊太郎 (翻訳) 祥伝社新書

2-29 悩んだときに元気が出るスヌーピー チャールズ M. シュルツ (著), 谷川俊太郎 (翻訳) 祥伝社新書

3-1 発達障害支援必携ガイドブック 下山晴彦／村瀬嘉代子　編 金剛出版

3-2 発達障害のある学生支援ガイドブック 独立行政法人 国立特殊教育総合研究所　編著 ジアース教育新社

3-3 臨床心理学第13巻第4号‐特集 対人援助職の必須知識 発達障害のアセスメントを知る （定期刊行物） 金剛出版

3-4 ライブ講義 発達障害の診断と支援 内山登紀夫 著 岩崎学術出版社

3-5 発達障害の理解と支援のためのアセスメント 前川久男／梅永雄二／中山健　編 日本文化科学社

3-6 子どもから大人への発達精神医学　自閉症スペクトラム・ADHD・知的障害の基礎と実践 本田秀夫　著 金剛出版

3-7 学生相談と発達障害 高石恭子／岩田淳子　編著 学苑社

3-8 臨床心理学第14巻第1号―発達障害の理解と支援 （定期刊行物） 金剛出版

3-9 精神科臨床サービス 第14巻4号〈特集〉成人の発達障害を支援する II （定期刊行物） 星和書店

3-10 障害者問題研究 第35巻第１号 特集：大学における特別な教育的ニーズへの対応 障害者問題研究編集委員会 (著) 全国障害者問題研究会

3-11 障害者問題研究 第43巻第2号―季刊 特集:大学における発達障害学生の発達保障 障害者問題研究編集委員会 (著) 全国障害者問題研究会

3-12
発達障害医学の進歩29 発達障害支援の今日的トピックス

～薬物療法の潮流、現代を生きる生活への支援
日本発達障害連盟　日本発達障害学会

公益社団法人　日本発達障

害連盟

3-13 発達障害医学の進歩29

3-14 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

3-15 発達障害の人のビジネススキル講座 石井京子 (著), 池嶋貫二 (著) 弘文堂

3-16 オトナの発達障害大図解 ASDとADHDの基礎知識から社会復帰の方法まで 藤田 潔 (著), 古川 修 (著), 森脇 正詞 (著) 幻冬舎

3-17 ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が会社の人間関係で困らないための本 對馬陽一郎 (著), 安尾真美 (著), 林寧哲 (監修) 翔泳社

3-18 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),  林寧哲 (監修) 翔泳社

3-19 ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に暮らすための本 村上 由美 (著) 翔泳社

3-20 発達障害のある人の就活成功バイブル 小宮 善継 (著) 幻冬舎

3-21 発達障害と仕事 宮尾益知 (編集), 発達障害者の自立・就労を支援する会 (編集) 河出書房新社

3-22 発達障害の人が就職したくなる会社: 発達障害者の自立・就労を支援する本2 発達障害者の自立・就労を支援する会 (監修), 宮尾益知 (監修) 河出書房新社

3-23 発達障害の人の「私たちの就活」: 発達障害者の自立・就労を支援する本3 宮尾益知 (監修), 発達障害者の自立・就労を支援する会 (編集) 河出書房新社

3-24 大人の発達障害を診るということ: 診断や対応に迷う症例から考える 青木 省三 (著) 医学書院

3-25 発達障害の子どもを伸ばす魔法の言葉かけ shizu (著), 平岩 幹男 (監修) 講談社

3-26 発達障害当事者研究　―　ゆっくりていねいにつながりたい (シリーズ ケアをひらく) 綾屋紗月／熊谷晋一郎　著 医学書院

1 障害全般　診断・検査 

2 障害全般　カウンセリング・その他

3 発達障害

障害学生支援室　書籍一覧

書籍名



3-27 私たちは生きづらさを抱えてる 姫野 圭　著 医学書院

3-28 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　著 ソフトバンク新書

3-29 自閉症スペクトラム障害の診断・評価必携マニュアル
スリーン ソールニア・パメラ ヴェントーラ　著

黒田美保・辻井正次　監訳
東京書籍

3-30 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 本田 秀夫 (監修), 日戸 由刈 (監修) 講談社

3-31 アスパーガール ルディ・シモン　著 医学書院

3-32 自閉症の脳を読み解く どのように考え、感じているのか
テンプル・グランディン (著), リチャード・パネク (著), 中尾 ゆかり (翻

訳)
NHK出版

3-33 アスペルガー症候群の大学生
ロレーヌ・Ｅ・ウォルフ／著　ジェーン・ティアーフェルド・ブラウン／著　Ｇ・ルー

ス・クキエラ・ボルク／
日本評論社

3-34 発達障害の僕が 輝ける場所を みつけられた理由 栗原 類　著 KADOKAWA

3-35 発達障害と大学進学　子どもたちの進学の夢をかなえる親のためのガイド アン・パーマー　著・服巻 智子　翻訳 クリエイツかもがわ

3-36 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 編著 金子書房

3-37 発達障害のある大学生のキャンパスライフサポートブック―大学・本人・家族にできること 高橋 知音　著 学研教育出版

3-38 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, 池嶋貫二,高橋知音 弘文堂

3-39 大学生の発達障害 監：佐々木正美　監：梅永雄二 講談社

3-40 発達障害の人が活躍するためのヒント 石井京子／池嶋貫二／ 林哲也 ／村上由美 著 弘文堂

3-41 発達障害の人が働くためのQ&A 石井　京子 著・ 池嶋　貫二 著 弘文堂

3-42 人事担当者のための 発達障害の人の面接・採用マニュアル 石井京子, 池嶋貫二, 林哲也 弘文堂

3-43
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

『発達障害の人の就活ノートⅡ』完全版
石井京子, 池嶋貫二, 佐藤智恵 弘文堂

3-44 アスペルガー症候群 就労支援編 監：佐々木正美　監：梅永雄二 講談社

3-45 精神障害者枠で働く―雇用のカギ  里中 高志 (著) 中央法規出版

3-46 発達障害の人の「私たちの就活」 発達障害者の自立・就労を支援する会 、 宮尾益知 河出書房新社

3-47 障がい者の就活ガイド  紺野大輝 (著) 左右社

3-48 働く人のこころのケア・ガイドブック 福田 真也 金剛出版

4-1 全盲の僕が弁護士になった理由 大胡田誠　著 日経BP社

5-1 大学ノートテイク支援ハンドブック
日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク

情報保障評価事業グループ
人間社

5-2 聴覚障害学生をサポートする　大学ノートテイク入門 吉川あゆみ,太田晴康,広田典子,白澤真弓 人間社

6-1 〈同性愛嫌悪(ホモフォビア)〉を知る事典 ルイ=ジョルジュ・タン　著 明石書店

6-2 先生と親のための LGBTガイド: もしあなたがカミングアウトされたなら 遠藤 まめた　著 合同出版

6-3 職場のLGBT読本:「ありのままの自分」で働ける環境を目指して 柳沢正和, 村木真紀, 後藤純一　著 実務教育出版

6-4 LGBTsの法律問題Q&A 大阪弁護士会 　著 ＬＡＢＯ 

6-5 性分化疾患ケースカンファレンス 大阪府立母子保健総合医療センター編 診断と治療社

6-6 LGBTだけじゃ、ない！「性別」のハナシ 新井祥 著 ぶんか社

6-7 性同一性障害と戸籍 (プロブレムQ&A) 針間克己, 大島俊之, 野宮亜紀, 虎井まさ衛, 上川あや 　著 緑風出版

6-8 求愛・性行動と脳の性分化 －愛－ 小林 牧人, 小澤 一史 , 棟方 有宗　著 裳華房

6-9
Beyond Monogamy: Polyamory and the Future of Polyqueer Sexualities

(Intersections: Transdisciplinary Perspectives on Genders and Sexualities)
Mimi Schippers (著) New York Univ Pr

6-10 Asexuality and Sexual Normativity: An Anthology Mark Carrigan, Kristina Gupta,Todd G. Morrison (編集) Routledge

6-11 日常生活に埋め込まれたマイクロアグレッション デラルド・ウィン・スー 明石書店 

7-1
決定版！特別支援教育のためのタブレット活用

今さら聞けないタブレットPC入門
金森　克浩　著 ジアース教育新社

7-2 大学生　学びのハンドブック 世界思想社編集部 世界思想社

7-3 アカデミック・スキルズ(第2版)――大学生のための知的技法入門 佐藤望 (著), 湯川武 (著), 横山千晶 (著), 近藤明彦 (著) 慶應義塾大学出版会

7-4 書くだけで人生が変わる自己肯定感ﾉｰﾄ 中島輝 SBｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ

7-5 学びを結果に変えるアウトプット大全 樺沢紫苑 ｻﾝｸﾁｭｱﾘ出版

4 視覚障害

7 その他

自閉症スペクトラム

ADD

大学進学・大学生活

就労関連

5 聴覚障害

6 LGBT関連


