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子どものこころのケア : 知りたいことがなんでも
わかる : SOSを見逃さないために 市川宏伸, 内山登紀夫, 広沢郁子編集 永井書店 2004.7 100108885 493.937||Ko特別支援教育をサポートするソーシャルスキルト
レーニング(SST)実践教材集 : Windows &

Macintosh対応CD-ROM付き (発達障害を考える :

心をつなぐ) 岡田智編著/中村敏秀 [ほか] 著 ナツメ社 2014.9 100122077 378||Ue||CD付

発達障害とその周辺の子どもたち : 発達促進の基
礎知識

尾崎洋一郎, 尾崎誠子著/草野和子イ
ラスト 同成社 2009.12 100118207 378||Oz

コミック会話 : 自閉症など発達障害のある子ども
のためのコミュニケーション支援法 キャロル・グレイ著/門眞一郎訳 明石書店 2005.5 100113789 378||Ka

自分とまわりのことがよくわかる本 : アスペル
ガーの子のためのワークブック

エレン・S.ヘラーコリン著/上田勢子
訳/中田洋二郎監修 大月書店 2007.7 110051354 378||Ko

発達障害の子の「イライラ」コントロール術 (健
康ライブラリー:スペシャル) 有光興記監修 講談社 2015.8 100121761 378||Ar

軽度発達障害の理解と対応 : 家族との連携のため
に (子育てと健康シリーズ:26) 中田洋二郎著 大月書店 2006.7 100119823 376.108||Ko||26

発達障害とその周辺の問題 (子どもの心の診療シ
リーズ:2)

齊藤万比古総編集/宮本信也, 田中康
雄責任編集 中山書店 2008.11 100119814 493.937||Ko||2

気になる子どもの保育ガイドブック : はじめて発
達障害のある子どもを担当する保育者のために 徳田克己, 田熊立, 水野智美編著 福村出版 2010.1 100118220 378||Ki

発達障害のある子の困り感に寄り添う支援 : 通常
の学級に学ぶLD・ADHD・アスペの子どもへの手
立て (学研のヒューマンケアブックス) 佐藤曉著 学研 2004.9 100108880 378||Sa

発達障がいを持つ子の「いいところ」応援計画 阿部利彦著 ぶどう社 2006.10 100113873 378||Ab

気になる子ども気になる保護者 : 理解と援助のた
めに 楠凡之著 かもがわ出版 2005.1 110048556 378||Ku

輝きMAX! : すべての子どもが伸びる特別支援教育
: LD・ADHD・アスペルガー症候群から、いじ
め・不登校・非行まで 品川裕香著 金子書房 2007.8 100113852 378||Sh
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おっちょこちょいにつけるクスリ : ADHDなど発
達障害のある子の本当の支援 : 家族の想い編 高山恵子編著 : えじそんくらぶ著 ぶどう社 2007.10 100113839 378||Oc

子どものトラウマと心のケア 藤森和美編 誠信書房 1999.6 100106590 146.8||Ko

子ども虐待と発達障害 : 発達障害のある子ども虐
待への援助手法 渡辺隆著 東洋館出版社 2007.2 100113456 369.4||Wa

またあの一日がはじまる : 児童虐待の真実 川越智子著/高橋正彦監修 ネコ・パブリッシング 2001.7 100111273 369.48||Ka

子ども虐待(いじめ)の防止力を育てる : 子どもの権
利とエンパワメント 新版 村本邦子, 西順子, 前村よう子著 三学出版 2004.8 100111267 369.48||Ko

子ども虐待と関連する精神障害 (子どもの心の診
療シリーズ:5) 本間博彰, 小野善郎編集 中山書店 2008.11 100119815 493.937||Ko||5

子ども虐待という第四の発達障害 (学研のヒュー
マンケアブックス) 杉山登志郎著 学研 2007.5 100113455 493.9||Su

キレやすい子の理解と対応 : 学校でのアンガーマ
ネージメント・プログラム 第7版 本田恵子著 ほんの森出版 2011.9 100119402 371.42||Ho

「いじめ」が終わるとき : 根本的解決への提言 芹沢俊介著 彩流社 2007.7 100113637 371.42||Se

聞く、話すあなたの心、わたしの気もち : いじめ
ない、いじめられない子どものためのコミュニ
ケーション 瀬川文子著 元就出版社 2004.6 100108854 379.9||Se

いじめ・いじめられる青少年の心 : 発達臨床心理
学的考察 (シリーズ荒れる青少年の心) 坂西友秀, 岡本祐子編著 北大路書房 2004.3 100113502 371.42||Sa

ヒトはなぜヒトをいじめるのか : いじめの起源と
芽生え (ブルーバックス:B-1556) 正高信男著 講談社 2007.6 100112926 404.08||Bu||1556

子どもの食物アレルギー : アトピーからぜんそく
まで。その最新知識と対策 (学研健康ブックス) 西間三馨〔編著〕 学研 1993.10 110005572 493.14||Ko
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こどものアトピー性皮膚炎 (お母さんシリーズ:2) 山本一哉著 日本小児医事出版社 1994.3 110007589 493.947||Ya

食物アレルギーの脅威 : もうひとつの医学 河野泉著 桐書房 1992.11 110003606 491.69||Ko

ふしぎだね!?自閉症のおともだち (発達と障害を考
える本:1) 諏訪利明, 安倍陽子編 ミネルヴァ書房 2006.3 100112941 378.08||Ha||1

ふしぎだね!?LD (学習障害) のおともだち (発達と
障害を考える本:3) 神奈川LD協会編 ミネルヴァ書房 2006.5 100112943 378.08||Ha||3

ふしぎだね!?ADHD(注意欠陥多動性障害)のおとも
だち (発達と障害を考える本:4) 高山恵子編 ミネルヴァ書房 2006.6 100112944 378.08||Ha||4

ふしぎだね!?知的障害のおともだち (発達と障害を
考える本:6) 原仁監修 ミネルヴァ書房 2007.2 100112946 378.08||Ha||6

ふしぎだね!?ダウン症のおともだち (発達と障害を
考える本:5) 玉井邦夫監修 ミネルヴァ書房 2007.2 100112945 378.08||Ha||5

ふしぎだね!?言語障害のおともだち (発達と障害を
考える本:8) 牧野泰美監修/阿部厚仁編 ミネルヴァ書房 2007.4 100112948 378.08||Ha||8

ふしぎだね!?身体障害のおともだち (発達と障害を
考える本:7) 日原信彦監修 ミネルヴァ書房 2007.4 100112947 378.08||Ha||7

発達凸凹なボクの世界 : 感覚過敏を探検する (子ど
もの気持ちを知る絵本:3) プルスアルハ著 ゆまに書房 2015.9 100121584 909.3||Pu

はっぴぃさん 荒井良二[著] 偕成社 2003.9 100110328 909.3||Ar

わたしのおとうと、 へん……かなあ (児童図書
館・文学の部屋)

マリ=エレーヌ・ドルバル作/おかだ
よしえ訳/スーザン・バーレイ絵 評論社 2001.9 100117530 909.3||Do

ありがとう、 フォルカーせんせい (海外秀作絵
本:6)

パトリシア・ポラッコ作・絵/香咲弥
須子訳 岩崎書店 2001.12 100118572 909.3||Po
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はせがわくんきらいや 長谷川集平著 ブッキング 2003.8 100115274 909.3||Ha

わたしいややねん 吉村敬子文/松下香住絵 偕成社 1980.10 100121881 909.3||Yo

かみさまからのおくりもの ひぐちみちこ [著] こぐま社 1984.9 100119387 909.3||Hi

わたしのいもうと (新編・絵本平和のために:5) 松谷みよ子文/味戸ケイコ絵 偕成社 1987.12 100109711 909.3||Ma

わかってほしい MOMO作/YUKO絵 クレヨンハウス 2003.12 100111275 369.48||MO

雨のにおい星の声 (えほん・こどもとともに) 赤座憲久ぶん/鈴木義治え 小峰書店 1987.12 100118595 909.3||Ak

さっちゃんのまほうのて たばたせいいち [ほか] 作 偕成社 1985.10 100115404 909.3||No

ウエズレーの国
ポール・フライシュマン作/ケビン・
ホークス絵/千葉茂樹訳 あすなろ書房 1999.6 100120131 909.3||Fl

いじめ問題を見過ごさない10のポイント!! 橋本治著 明治図書出版 2007.8 100113512 371.42||Ha

チャーリー・ブラウンなぜなんだい? : ともだちが
おもい病気になったとき

チャールズ・M.シュルツ作/細谷亮太
訳 岩崎書店 1991.10 110014907 909.03||Sc

恐竜の離婚 : 変わっていく家族のために (絵本シ
リーズ「パパとママが別れたとき…」:3)

ローリーン・クラスニー・ブラウン
文/マーク・ブラウン絵/日野智恵, 日
野健訳 明石書店 2006.9 100114842 909.3||Br||3

パパどこにいるの? : 離婚のお話 (絵本シリーズ
「パパとママが別れたとき…」:1)

ベス・ゴフぶん/スーザン・パールえ
/日野智恵, 日野健やく 明石書店 2006.9 100114843 909.3||Br||1

おうちがふたつ (絵本シリーズ「パパとママが別
れたとき…」:2)

クレール・マジュレル文 : カディ・
マクドナルド・デントン絵 : 日野智
恵 , 日野健訳 明石書店 2006.9 100114844 909.3||Br||2
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自分をまもる本 新版
ローズマリー・ストーンズ著/小島希
里訳 晶文社 2013.11 100120440 371.42||Ro

「いじめ」と幼児期の子育て : 「思いやり」を育
てる保育を : 親・保育者の責任と役割/平井信義,本
吉円子著 萌文書林 1996.5 100105057 376.1||Hi

教室の悪魔 : 見えない「いじめ」を解決するため
に

山脇由貴子著/ポプラクリエイティブ
ネットワーク編 ポプラ社 2006.12 110048558 371.42||Ya

子どものいじめと「いのち」のルール : いのちか
ら子育て・保育・教育を考える (創成社新書:34) 岡本富郎著 創成社 2009.8 500000675 S370||So||34

いじめ : のりこえるにはどうするか (ライブラリ思
春期の"こころのSOS":1) 詫摩武俊著 サイエンス社 1995.12 100108519 375.2||Ta

学校に行くのがつらいとき : いじめ・不登校・性
の悩み (心が元気になる本:3) 大河原美以監修 あかね書房 2008.3 100120184 146.82||Ko||3
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