
特別支援教育の本棚

書名 著者名 請求記号

1 よくわかる発達心理学 第2版 (やわらかアカデミズム・「わかる」 無藤隆 [ほか] 編 143||318イ

2 読んでわかる教育心理学 (ライブラリ読んでわかる心理学:5) 多鹿秀継 [ほか] 共著 371.4||832

3 子どもの発達に共感するとき : 保育・障害児教育に学ぶ 木下孝司著 376.11||724

4 子どものすがたとねがいをみんなで : 排除しない学校づくり

湯浅恭正, 越野和之, 大阪

教育文化センター編/柴田

昭二 [ほか] 執筆

378||1171

5
ライフサイクルに沿った発達障害支援ガイドブック : 知ってほしい

乳幼児から大人までのADHD・ASD・LD

齊藤万比古, 小枝達也, 本

田秀夫編集
378||1505

6 キーワードブック特別支援教育 : インクルーシブ教育時代の基礎知 玉村公二彦 [ほか] 編著 378||1517

7
子どもの「ねがい」と授業づくり (自閉症児・発達障害児の教育目

標・教育評価:1)

三木裕和, 越野和之, 障害

児教育の教育目標・教育

評価研究会編著

378||1536||1

8
「行動障害」の共感的理解と教育 (自閉症児・発達障害児の教育目

標・教育評価:2)

三木裕和, 越野和之, 障害

児教育の教育目標・教育

評価研究会編著

378||1536||2

9 人間を大切にするしごと : 特別支援教育時代の教師・子ども論 三木裕和著 378||1560

10 子どもが見えてくる実践の記録 竹沢清著 378||1582

11 自閉スペクトラム症児者の心の理解 別府哲著 378.8||327

12 やさしく学ぶからだの発達 [Part1] 林万リ監修 493.91||33

13 運動発達と食べる・遊ぶ (やさしく学ぶからだの発達:Part2) 林万リ監修 493.91||33||2

書名 著者名 請求記号

14 発達心理学への招待 : 人間発達をひも解く30の扉 新版 柏木惠子 [ほか] 著 143||309ア

15 生涯発達心理学 : ガイドライン 二宮克美 [ほか] 編 143||325

16 悩む力 姜尚中著 159||116

17
教育心理学 : より充実した学びのために 第2版 (コンパクト新心理

学ライブラリ:7)
多鹿秀継著 371.4||835

18 テキスト障害児保育 新版 近藤直子[ほか] 378||916

19 自閉症児者の発達と生活 : 共感的自己肯定感を育むために 別府哲著 378||1033

入門

初級

「読んでわかる」とある名の通り、教育の場において営まれている活動を、心理学の成果を適

用することによって理解していく教育心理学。ぜひ教師を目指す皆さんには最初に読んでいた

だきたい一冊です。

自閉スペクトラム症のある人たちは、「人の心を理解することが苦手である」という障害のな

い人からみた一方向的な見方に対する反省を導いてくれる一冊。自閉スぺクトラム症のある人

の心の理解を通して、人とのふれあいや分かり合いの大切さを教えられるお勧めしたい本で

す。

障害のある子を困った子として捉えられていませんか？本章に登場するアキラも一見するとそ

う見えてしまう。アキラの小学校入学から卒業までの6年間を辿りながら、子も教師も、そして

保護者も共に成長していく過程を追った貴重な記録。教師を目指す皆さんに必ず手に取って読

んでいただきたい一冊です。

新しい学習指導要領にも対応したキーワードブック、見開き2ページで簡潔に特別支援教育のこ

とがまとめられた入門書として、最適な一冊。ここからはじまる特別支援教育と名付けたい一

冊です。



書名 著者名 請求記号

20 保育者のためのテキスト障害児保育 改訂版 近藤直子 [ほか] 編 378||1115

21 子どもに学んで語りあう 茂木俊彦著 378||1117

22 読みとけば見えてくる自閉症児の心と発達
熊本勝重著/越野和之, 大

阪教育文化センター編
378||1168

23
特別支援教育の基礎・基本 : 共生社会の形成に向けたインクルーシ

ブ教育システムの構築 新訂版

国立特別支援教育総合研

究所著
378||1458

24
小学校・中学校通常の学級の先生のための手引き書 : 通級による指

導を通常の学級での指導に生かす

国立特別支援教育総合研

究所編著
378||1482

25 発達障害の子どもたち (講談社現代新書:1922) 杉山登志郎著 378||1483

26 思春期をともに生きる : 中学校支援学級の仲間たち
加藤由紀著/越野和之, 大

阪教育文化センター編
378||1535

27 どうして?教えて!自閉症の理解 奥住秀之著 378||1548

28 障害児と教育 (岩波新書:新赤版 131) 茂木俊彦著 378||1579

29 障害児と教育 (岩波新書:新赤版 131) 茂木俊彦著 378||1579ア

30 教育実践は子ども発見 竹沢清[著] 378||1581

31 障害児教育という名に値するもの : 子ども、教師、家庭をつなぐ実 三木裕和著 378||1583

32 ゼロから学ぶ障害のある子ども・若者のセクシュアリティ 伊藤修毅著 378||1584

33 障害児教育を考える (岩波新書:新赤版 1110) 茂木俊彦著 378||1585

34 発達障害と向きあう : 子どもたちのねがいに寄り添う教育実践

青木道忠, 越野和之, 大阪

教育文化センター編/宮本

郷子 [ほか] 執筆

378||1589

35
学校コンサルテーションを進めるためのガイドブック : コンサルタ

ント必携 (特教研:B-217. 学校コンサルテーションブック:その1)

国立特別支援教育総合研

究所編著
378||1591||1

36 聴覚障害児の発音・発語指導 : できることを、できるところから 永野哲郎著 378.2||77

37
PDCAサイクルをつくる「活動分析」と「評価」 (肢体不自由教育に

おける子ども主体の子どもが輝く授業づくり:[1])
飯野順子編著 378.3||38

38 知的障害特別支援学校の自立活動の指導
全国特別支援学校知的障

害教育校長会編著
378.6||565

39 学習指導要領Q&A特別支援教育[知的障害教育]
全国特別支援学校知的障

害教育校長会編著
378.6||570ア

40
自閉症スペクトラムとは何か : ひとの「関わり」の謎に挑む (ちく

ま新書:1053)
千住淳著 493.76||35

41
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

(ソフトバンク新書:219)
本田秀夫 [著] 493.76||48

42
優生学と人間社会 : 生命科学の世紀はどこへ向かうのか (講談社現

代新書:1511)
米本昌平 [ほか] 著 498.2||8

書名 著者名 請求記号

43 発達心理学 (現代心理学シリーズ:7) 山本利和編 143||301ア

44
「育てられる者」から「育てる者」へ : 関係発達の視点から (NHK

ブックス:938)
鯨岡峻著 143||324

45 発達心理学 1 無藤隆, 子安増生編 143||326

46
発達心理学特論 (放送大学大学院教材:8940266-1-0711. 教育開発

プログラム/臨床心理プログラム)
内田伸子, 氏家達夫編著 143||328ア

47 発達心理学 : 心の謎を探る旅 長谷川真里著 143||343

48 いのちを選ばないで : やまゆり園事件が問う優生思想と人権 藤井克徳 [ほか] 編 369.27||213

49 生きたかった : 相模原障害者殺傷事件が問いかけるもの 藤井克徳 [ほか] 編 369.27||214

50
べてるの家の「非」援助論 : そのままでいいと思えるための25章

(シリーズケアをひらく)
浦河べてるの家著 369.28||20

51 べてるの家の「当事者研究」 (シリーズケアをひらく) 浦河べてるの家著 369.28||21

52 治りませんように : べてるの家のいま 斉藤道雄 [著] 369.28||22

中級

初級



53 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 福田真也著 377.9||110

54 子どもの真実に出会うとき 竹沢清著 378||731

55 障害児教育方法の探究 : 課題と論点 2刷 渡辺健治, 清水貞夫編著 378||874ア

56 障害児の発達理解と教育指導 : 「重症心身障害」から「軽度発達障 玉村公二彦著 378||898ア

57 重症児の発達と指導 細渕富夫著 378||975

58 障害児の心理 佐藤泰正編著 378||1045

59 教育と保育のための発達診断 白石正久, 白石恵理子編 378||1050

60 障害臨床学 増補版 中村義行, 大石史博編 378||1051

61 インクルーシブ教育の本質を探る 荒川智, 越野和之著 378||1114

62 自閉症の理解と発達保障
奥住秀之, 白石正久編著/

黒田吉孝 [ほか] 著
378||1116

63
キャリア教育の充実と障害者雇用のこれから : 特別支援学校におけ

る新たな進路指導
尾崎祐三, 松矢勝宏編著 378||1140

64
病気の子どものガイドブック : 特別支援学校の学習指導要領を踏ま

えた : 病弱教育における指導の進め方

全国特別支援学校病弱教

育校長会編著
378||1149

65 学校のカタチ : デュアルシステムとキャリア教育 森脇勤著 378||1151

66 キーワードブック・特別支援教育の授業づくり : 授業創造の基礎知 渡邉健治 [ほか] 編著 378||1165

67 学校経営と特別支援教育 全国特別支援教育推進連 378||1284

68
思春期を生きる発達障害 : こころを受けとるための技法 (花園大学

発達障害セミナー:2)

竹田契一 [ほか] 著/橋本

和明編
378||1300||2

69
ぼく、字が書けないだけど、さぼってなんかいない : 発達障害

「LD、ADHD、アスペルガー症候群」の読み書き困難

滋賀大キッズカレッジ手

記編集委員会編
378||1415

70 新時代の知的障害特別支援学校の音楽指導
全国特別支援学校知的障

害教育校長会編著
378||1453

71 発達障害の臨床心理学 (叢書実証にもとづく臨床心理学:6) 東條吉邦 [ほか] 編 378||1457

72
ICF (国際生活機能分類) 活用の試み : 障害のある子どもの支援を中

心に

国立特殊教育総合研究所,

世界保健機関編著
378||1459

73 重症児の授業づくり 三木裕和, 原田文孝著 378||1479

74 障害のある子どもの教育目標・教育評価 : 重症児を中心に

三木裕和, 越野和之, 障害

児教育の教育目標・教育

評価研究会編著

378||1480

75
できる!をのばす行動と学習の支援 : 応用行動分析によるポジティブ

思考の特別支援教育
山本淳一, 池田聡子著 378||1481

76 特別支援教育に生きる心理アセスメントの基礎知識 滝吉美知香, 名古屋恒彦編 378||1491

77
知的障害教育の本質 : 本人主体を支える : 小出進著作選集 (植草学

園ブックス. 特別支援シリーズ:1)
小出進著 378||1518||1

78
今日からできる!通常学級ユニバーサルデザイン : 授業づくりのポイ

ントと実践的展開 (植草学園ブックス. 特別支援シリーズ:2)
佐藤愼二編著 378||1518||2

79 障害は個性か : 新しい障害観と「特別支援教育」をめぐって 茂木俊彦著 378||1580

80 現代の特別ニーズ教育 日本特別ニーズ教育学会 378||1586

81 特別支援教育の基礎・基本 2020
国立特別支援教育総合研

究所著作
378||1587

82 子どもに文化を教師にあこがれと自由を 越野和之著 378||1588

83
自立活動の理念と実践 : 実態把握から指導目標・内容の設定に至る

プロセス 改訂版
古川勝也, 一木薫編著 378||1590

84 知的障害特別支援学校のICTを活用した授業づくり
全国特別支援学校知的障

害教育校長会編著
378||1592

85 視覚障害指導法の理論と実際 : 特別支援教育における視覚障害教育 鳥山由子編著 378.1||32

一通り知的障害のある子どもの教育について学んだ皆さんに、もう一度基本に立ち返って教育

の意味を考えさせてくれる一冊。歴史の過程で障害のある子どもの教育がどのように捉えられ

てきたのか。どの子どもにも大切にされる主体性が確保される教育と、本人主体の支援の本質

について丁寧に論じられている貴重な一冊としてお勧めしたい。



書名 著者名 請求記号

86
特別支援学校と障害児教育の専門性 : 大阪市立盲学校「センター

化」15年の挑戦 初版

越野和之, 青木道忠編/今

井理知子 [ほか] 著
378.1||34

87 視覚障害教育入門 青柳まゆみ, 鳥山由子編著 378.1||36

88 視覚障害教育入門 改訂版 青柳まゆみ, 鳥山由子編著 378.1||39

89 視覚障害教育入門 改訂版 青柳まゆみ, 鳥山由子編著 378.1||39

90 聴覚障害児の言語指導 : 実践のための基礎知識 改訂版 我妻敏博著 378.2||58

91 テキスト肢体不自由教育 : 子ども理解と教育実践 猪狩恵美子 [ほか] 編 378.3||34

92 特別支援教育に生かす病弱児の生理・病理・心理 初版 小野次朗 [ほか] 編著 378.4||32

93 病気の子どもの教育支援ガイド
国立特別支援教育総合研

究所編著
378.4||36

94
「知的障害のある子どもと共に学ぶ」を考える : 北欧の実践をふま

えて

国立特別支援教育総合研

究所編著
378.6||567

95 子どもからはじめる算数 : すべての子どもに学ぶ喜びを
麦の会, 品川文雄, 越野和

之著
378.8||323

96 障害医学概論 改訂版 松石竹志著 493||98

97
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 493.76||47

98 大人の発達障害ってそういうことだったのか 宮岡等, 内山登紀夫著 493.76||49

99 目で見る障害児医学 高木俊一郎[ほか]共編 493.9||58イ

100 こどもの病気の地図帳 鴨下重彦, 柳澤正義監修 493.9||88

101 お母さんのための児童精神医学 : 子どものこころの脳科学 根來秀樹著 493.937||237ア

102 わたしで最後にして : ナチスの障害者虐殺と優生思想 藤井克徳著 498.2||9

書名 著者名 請求記号

103 障害学への招待 : 社会、文化、ディスアビリティ 石川准, 長瀬修編著 369.27||167

104 障害学の主張 石川准, 倉本智明編著 369.27||187

105 障害児教育の歴史 中村満紀男, 荒川智編著 378.02||22ア

107 読み書きの苦手を克服する子どもたち : 「学習障害」概念の再構築 窪島務編著 378||905

108 「心の理論」以前の自閉症の障害評価と支援の基礎的研究 黒田吉孝著 378||1010ア

109 自閉症スペクトラム障害の子どもへの発達援助と学級づくり 楠凡之著 378||1123

110 21の実践から学ぶ臨床発達心理学の実践研究ハンドブック
臨床発達心理士認定運営

機構日本臨床発達心理士
378||1484

106 教育実践でつづる知的障害教育方法史 : 教育方法の展開と探究
全日本特別支援教育研究

連盟編
378.6||502

111 子どもの発達と診断 1, 乳児期前半
田中昌人, 田中杉恵著/有

田知行写真
493.91||13||1ア

112 子どもの発達と診断 2, 乳児期後半
田中昌人, 田中杉恵著/有

田知行写真
493.91||13||2ア

113 子どもの発達と診断 3, 幼児期 1
田中昌人, 田中杉恵著/有

田知行写真
493.91||13||3ア

114 子どもの発達と診断, 4 幼児期 2
田中昌人, 田中杉恵著/有

田知行写真
493.91||13||4ア

115 子どもの発達と診断 5, 幼児期 3
田中昌人, 田中杉恵著/有

田知行写真
493.91||13||5

116 注意欠如・多動症-ADHD-の診断・治療ガイドライン 第4版
ADHDの診断・治療指針

に関する研究会, 齊藤万比
493.937||274

堀田 千絵（教職大学院、図書館運営委員会委員、2020）

上級

中級


