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発達障害に関する新規配信タイトル 

著編者：内山 登紀夫 

同時1アクセス（本体） ¥18,150 

同時3アクセス（本体） ¥27,280 

冊子版ISBN 9784521745688  

発行年 2018 

商品コード 1026888951 

子ども・大人の 

発達障害 
診療ハンドブック 
―年代別にみる症例と発達障害データ集― 

発達障害は疾病ではなく特性であり、子どもから大人まで、 

生涯を通して切れ目なく支援が必要とされる。 

これまで小児と成人とで別々に論じられてきた発達障害を連続するものとして 

一つにまとめ、発達段階を追って問題点を浮き彫りにし、 

 的確な理解と適切な支援を教授するプラクティカルな書籍。 

「総説編」「症例編」「発達障害データ集」の３部構成にて、 

発達障害診療の実際に肉迫した。 

新刊 

（新刊ハイブリッドカタログ2018年2月号掲載） 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
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マンガでわかる発達障害特性&個性発見ガイド 福西 勇夫 法研 2018 9784865134094 ¥1,430 ¥4,290 1027049704 

こうすればうまくいく!ADHDのある子どもの保育  
―イラストですぐにわかる対応法― 

水野 智美 中央法規出版 2017 9784805854945 ¥3,520 ¥5,280 1025375417 

こうすればうまくいく!自閉症スペクトラムの子どもの保育  
―イラストですぐにわかる対応法― 

水野 智美 中央法規出版 2017 9784805855775 ¥3,960 ¥5,940 1026040617 

幻想としての<私> ―アスペルガー的人間の時代― 大饗 広之 勁草書房 2017 9784326299232 ¥8,360 ¥12,540 1024589460 

生活障害として診る発達障害臨床 田中 康雄 中山書店 2016 9784521744285 ¥10,890 ¥16,390 1022698931 

データで読み解く発達障害 平岩 幹男 中山書店 2016 9784521743714 ¥19,360 ¥29,040 1021588203 

発達障害事典 日本LD学会 丸善出版 2016 9784621300466 ¥66,000 ¥99,000 1023846026 

マンガでわかるアスペルガー症候群の人との 
コミュニケーションガイド 

福西 勇夫 法研 2016 9784865133035 ¥2,145 ¥6,490 1026546425 

発達障害のある子の育ちの支援 ―家族と子どもを支える― 辻井 正次 中央法規出版 2016 9784805854099 ¥3,960 ¥5,940 1025375415 

知的障害・発達障害のある子どもの住まいの工夫ガイドブック  
―危ない!困った!を安全・安心に― 

西村 顕 中央法規出版 2016 9784805853825 ¥5,280 ¥7,920 1022252404 

サイコパス・インサイド ―ある神経科学者の脳の謎への旅― 
ジェームス・ 
ファロン 

金剛出版 2015 9784772414074 ¥6,160 ¥12,320 1023033092 

発達障害の作業療法 基礎編 第2版 岩崎 清隆 三輪書店 2015 9784895905022 ¥7,920 ¥11,880 1018717637 

発達障害の作業療法 実践編 第2版 岩崎 清隆 三輪書店 2015 9784895905039 ¥8,360 ¥12,540 1018717638 

発達障害の運動療法  
―ASD・ADHD・LDの障害構造とアプローチ― 

新田 收 三輪書店 2015 9784895905220 ¥9,240 ¥13,860 1018717650 

マンガでわかる大人のADHDコントロールガイド 福西 勇夫 法研 2015 9784865132137 ¥1,760 ¥5,280 1026546398 

知的障害発達障害のある人への合理的配慮  
―自立のためのコミュニケーション支援― 

坂爪 一幸 かもがわ出版 2015 9784780307474 ¥3,960 ¥5,940 1017958320 

発達障害児とその家族を支える ―香川県丸亀市の挑戦― あいざわ いさお 学文社 2015 9784762025556 ¥7,920 ¥11,880 1018822776 

発達障害の疑問に答える （子どものこころと体シリーズ） 黒木 俊秀 
慶應義塾大学

出版会 
2015 9784766422368 ¥5,280 ¥7,920 1018858743 

発達障害の理解と対応 改訂第2版（小児科臨床ピクシス 2） 平岩 幹男 中山書店 2014 9784521739687 ¥16,940 ¥25,410 1019320657 

発達障害児の医療・療育・教育  改訂3版 松本 昭子 金芳堂 2014 9784765315999 ¥7,920 ¥11,880 1016411936 

「特別企画」自閉症スペクトラム （こころの科学 174） 本田 秀夫 日本評論社 2014 9784535140745 ¥4,398 ¥6,597 1023891557 

宿題なんかこわくない ―発達障害児の学習支援― 塚本 章人 かもがわ出版 2014 9784780307290 ¥2,860 ¥4,290 1017958307 

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 金剛出版 2013 9784772413312 ¥7,040 ¥14,080 1023033096 

成人期の発達障害 （こころの科学 171） 青木 省三 日本評論社 2013 9784535140714 ¥4,398 ¥6,597 1016907149 

子どもの発達障害家族応援ブック ―発育、成長、 
生活の「困った」を解消する : 家族だけで悩まないで!― 

高貝 就 法研 2013 9784879549488 ¥1,760 ¥5,280 1018937127 

無限振子 ―精神科医となった自閉症者の声無き叫び― Lobin H. 
協同医書 
出版社 

2011 9784763940087 ¥3,960 ¥5,940 1016388849 

自閉症児の教育マニュアル  
―決定版ロヴァス法による行動分析治療― 

イヴァ・ロヴァス ダイヤモンド社 2011 9784478004814 ¥33,000 ¥82,500 1022111655 

成人期の広汎性発達障害  
（専門医のための精神科臨床リュミエール 23） 

青木 省三 中山書店 2011 9784521732404 ¥18,920 ¥28,380 1016973346 

広汎性発達障害 ―自閉症へのアプローチ― 
（専門医のための精神科臨床リュミエール 19） 

市川 宏伸 中山書店 2010 9784521731339 ¥16,500 ¥24,750 1016973342 

発達障害者支援の現状と未来図  
―早期発見・早期療育から就労・地域生活支援まで― 

内山 登紀夫 中央法規出版 2010 9784805834268 ¥5,280 ¥7,920 1015293247 

脳からわかる発達障害  
―子どもたちの「生きづらさ」を理解するために― 

鳥居 深雪 中央法規出版 2009 9784805832257 ¥3,960 ¥5,940 1015293243 

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 中山書店 2008 9784521730721 ¥9,240 ¥13,860 1015185029 

よくわかる自閉症 ―「関係発達」からのアプローチ― 小林 隆児 法研 2008 9784879547002 ¥1,870 ¥5,610 1018933848 

自閉症の社会学 ―もう一つのコミュニケーション論―
（Sekaishiso seminar） 

竹中 均 
世界思想社 

教学社 
2008 9784790713586 ¥7,590 ¥15,180 1018867903 

発達障害の子どもたち ―いきいきとしたその世界― 細川 徹 中央法規出版 2003 9784805823590 ¥3,520 ¥5,280 1015293244 

発達障害の豊かな世界 杉山 登志郎 日本評論社 2000 9784535561557 ¥6,270 ¥9,405 1023990734 

自閉症と受容的交流療法 石井 哲夫 中央法規出版 1995 9784805813959 ¥8,800 ¥13,200 1015293241 
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