
No タイトル 著者・編集 出版社 出版年

1
自閉症スペクトラムの子どもが人とのかかわり方と感情のコントロール
を学べる５段階表活用事例集

カーリ・ダン・ブロン＆ミッツィ・カーティス スペクトラム出版社 2010

2 先生　親の目線でお願いします！ 海津　敦子 学研教育出版 2012

3
高機能自閉症・アスペルガー症候群「その子らしさ」を生かす子育て　
改訂版

𠮷田　友子 中央法規 2012

4 通常学級の授業ユニバーサルデザイン 全国特支連 日本文化科学社 2010

5 通常学級の特別支援 佐藤　慎二 日本文化科学社 2009

6 キャリア教育ガイドブック 国立特支研究所 ジアーズ教育新社 2011

7 キャリア教育の手引き 国立特支研究所 ジアーズ教育新社 2010

8 特別支援の算数教材（初級編　中級編） 緒方　明子 学研教育出版 2010

9 特別支援の国語教材（初級編　中級編　上級編） 緒方　明子 学研教育出版 2010

10 遊びの手引き 文部科学省
慶應義塾大学出版
会

2002

11 特別支援教育のカリキュラム開発力を養おう 湯浅　恭正 黎明書房 2008

12 特別支援教育コーディネーターの手引き 佐藤　曉 東洋館出版社 2009

13 よくわかる特別支援教育 湯浅　恭正 ミネルヴァ書房 2008

14 訪問教育の指導の実際 文部科学省
慶應義塾大学出版
会

1999

15 発達障害指導事典　第二版 小出　進 学習研究社 2002

16 特別支援教育の基礎・基本 国立特別支援教育総合研究所 ジアーズ教育新社 2009

17 発達障害支援グランドデザインの提案 国立特別支援教育総合研究所 ジアーズ教育新社 2009

18 自閉症教育実践マスターブック 国立特別支援教育総合研究所 ジアーズ教育新社 2009

19 ＩＣＦ及びＩＣＦ－ＣＹの活用 国立特別支援教育総合研究所 ジアーズ教育新社 2009

20 通級による障害児指導ガイド 心身障害児教育財団
心身障害児教育財
団

1996

21 場面緘黙Ｑ＆Ａ 角田　圭子 学苑社 2008

22 アセスメント＆サポートガイド 高橋　あつ子 ほんの森出版 2007

2014/1/4現在特別支援教育関連　＜図書＞

当センターの蔵書から特別支援教育に関連するものを随時紹介します。教科書センターにありますので、いつでもご覧ください。 



23 肢体不自由教育実践講座 全国肢体不自由養護学校長会 ジアーズ教育新社 2007

24 授業のユニバーサルデザイン　１ 授業のユニバーサルデザイン研究会 東洋館出版社 2013

25 授業のユニバーサルデザイン　２ 授業のユニバーサルデザイン研究会 東洋館出版社 2011

26 授業のユニバーサルデザイン　３ 授業のユニバーサルデザイン研究会 東洋館出版社 2011

27 授業のユニバーサルデザイン　４ 授業のユニバーサルデザイン研究会 東洋館出版社 2012

28 授業のユニバーサルデザイン　５ 授業のユニバーサルデザイン研究会 東洋館出版社 2012

29 福祉が人を弄んだとき－知的障害をもつジョンの人生史－ 西村　章次 ミネルヴァ書房 2006

30 「自立につながる力」を育てる教育システム 新潟大学教育人間科学部附属養護学校 明治図書 2006

31 通常学級での特別支援教育のスタンダード 東京都日野市 東京書籍 2013

32 もっと知りたい！自閉症のおともだち 内山　登紀夫・伊藤　久美 ミネルヴァ書房 2013

33 もっと知りたい！アスペルガー症候群のおともだち 内山　登紀夫・伊藤　久美 ミネルヴァ書房 2013

34 もっと知りたい！ＬＤ学習障害のおともだち 内山　登紀夫・神奈川ＬＤ協会 ミネルヴァ書房 2013

35 もっと知りたい！ＡＤＨＤ注意欠陥多動性障害のおともだち 内山　登紀夫・伊藤　久美 ミネルヴァ書房 2013

タイトル 内容（特集） キーワード 編集・出版 出版年

授業力＆学級統率力　１２ "遅れがちな子"に成功体験＝即効ウラ技
遊び感覚　親子で楽しむ冬休みレシピ　原因
別アプローチ

明治図書 2012.12

授業力＆学級統率力　８ 特別支援教育"有効な統率力"最新情報
校内研修必須テーマ　大人の発達障害？　
２学期初日プラン

明治図書 2012.08

教育研究　７ 特別支援教育の視点で授業を見直す
インクルーシブ教育　国語授業　友だちとの
学び　ユニバーサルデザイン

初等教育研究会 2012.07

実践障害児教育　１ 授業改善に役立つ学習評価
学習評価サイクル　生活意欲　フィッシュ
ボーン・ダイヤグラム

学研教育出版 2014.01

実践障害児教育　１２ 学習もやもやをスッキリさせる算数指導 たし算指導　分数指導　少数（百分率）指導 学研教育出版 2013.12

実践障害児教育　１１ ダウン症の特性に応じた指導のポイント
特徴と生涯をみすえた支援のポイント　土台
作り　チャレンジ精神

学研教育出版 2013.11

実践障害児教育　１０ やるなら今から　子どもたちを守る　防災教育
自助と共助　意思表示の重要性　あたりまえ
防災　地域と共に

学研教育出版 2013.10

実践障害児教育　９ ”いいところ”を積極的に生かす授業づくり
共生共有のユニバーサルデザイン　ありがと
う　いいとこさがし

学研教育出版 2013.09

実践障害児教育　８ 学習につまずく子どもの支援を見直そう 読み　書き　計算　自尊感情 学研教育出版 2013.08

特別支援教育関連　＜雑誌＞ 2014/1/4現在



実践障害児教育　７ 子どもの心の立ち直り力をサポートする
レジリエンス　支援ツール　感情の理解と調
整　仲間と二人組

学研教育出版 2013.07

実践障害児教育　６ 姿勢の悪さと動きの指導
感覚統合の視点で原因分析　Ｇボール　エコ
ロジカルセラピー

学研教育出版 2013.06

実践障害児教育　５ 言語・コミュニケーションの力
インリアル・アプローチ　大人のコミュニケー
ション能力

学研教育出版 2013.05

実践障害児教育　４ 子どもに合わせたお手軽教材づくり 100円ショップ大活用　生活・学習・運動 学研教育出版 2013.04

実践障害児教育　３ 自閉症スペクトラム児の人間関係形成プログラム
１分間スピーチ　ゲーム　ロールプレイ　自分
発見プロジェクト

学研教育出版 2013.03

実践障害児教育　２ 真・ライフスキルトレーニング
イベントの活用　個々の課題に応じた教材づ
くり

学研教育出版 2013.02

実践障害児教育　１ 外部専門家の専門性を指導に生かす
子どものアセスメント　つなぐ　特別支援コー
ディネーター

学研教育出版 2013.01

実践障害児教育　１２ 教科別の指導にキャリア教育を注ぎ込む
世の中の動きに気づく力　外出計画（算数
科）　言語化して自信に

学研教育出版 2012.12

実践障害児教育　１１ 再点検！子どもに届く評価・振り返り
子ども同士の評価　多様な評価　個別指導
とグループ指導

学研教育出版 2012.11

実践障害児教育　１０ 保護者とのコミュニケーション力をアップする
信頼関係　本音で語る　ロールプレイ　保護
者面談

学研教育出版 2012.10

実践障害児教育　９ 般化のための３つのアプローチ
多様な刺激サンプル　行動トラップ　シミュ
レーション指導

学研教育出版 2012.09

実践障害児教育　８ もっといい授業がしたい　授業改善のススメ
スパイラルアップ　指導方法の改善　授業内
容の改善

学研教育出版 2012.08

実践障害児教育　７ プールで楽しく運動発達
水中ムーブメント　教材教具を使って身体図
式を学習

学研教育出版 2012.07

実践障害児教育　６ 卒業後も楽しめる余暇活動
サークル活動　校外学習　学校図書館の活
動

学研教育出版 2012.06

実践障害児教育　５ 強度行動障害の壁を乗り越えよう
早期の対応　自傷行為　問題解決訓練　トー
クンエコノミー

学研教育出版 2012.05

実践障害児教育　４ 視覚的アプローチによる国語・算数・ＳＳＴの指導
書字指導　時計や長さの読み　場面の状況
や感情の理解

学研教育出版 2012.04

指導と評価　６ 通常学級における特別支援教育
応用行動分析学　Ｑ－Ｕ　教室でできる特別
支援教育

日本教育評価研究
会

2013.06

指導と評価　１１ 通常学級における特別支援教育（２）行動が気になる子どもたち
ユニバーサルデザイン　移行支援　チームで
援助

日本教育評価研究
会

2012.11



指導と評価　７ 通常学級における特別支援教育（１）学習困難な子どもたち
アセスメントと支援　学習障害　なめらかなつ
なぎ　校内体制づくり

日本教育評価研究
会

2012.07

特別支援教育研究　１２ 実践モデル　自閉症・情緒障害特別支援学級
知的障害　多様なニーズ　心の居場所　社
会生活学習

全日本特別支援教
育研究連盟

2013.12

特別支援教育研究　１１ 外部専門家との協働～指導方法等の充実・改善のために～
専門家との連携　授業づくりの充実　指導方
法の改善

全日本特別支援教
育研究連盟

2013.11

特別支援教育研究　１０ てんかんと学校教育
理解不足　正しい理解　学校あげての対応　
学校生活の充実

全日本特別支援教
育研究連盟

2013.10

特別支援教育研究　９ 「いま」を大切にし、確かに「つなぐ」キャリア教育
キャリア発達　主体性　組織的取組　教育活
動の見直し

全日本特別支援教
育研究連盟

2013.09

特別支援教育研究　８ 子どもにとって「分かる・できる」とは 授業づくり・環境づくりを考える
全日本特別支援教
育研究連盟

2013.08

特別支援教育研究　７ 生活単元学習を極める～子どもと教師の本気の活動～
領域・教科を合わせた指導　生きる力　自主
的・自発的

全日本特別支援教
育研究連盟

2013.07

特別支援教育研究　６ 共生社会をはぐくむ交流及び共同学習
教育課程上の位置づけ　一人一人の学習目
標や学習内容

全日本特別支援教
育研究連盟

2013.06

特別支援教育研究　５ 発達障害教育に対する今日的な課題
一人一人を理解した支援　インクルーシブ教
育システム

全日本特別支援教
育研究連盟

2013.05

特別支援教育研究　４ 新年度のアセスメント～子どもに寄り添い、実践を高める～ 好み　キャリア教育の視点　子ども理解から
全日本特別支援教
育研究連盟

2013.04

特別支援教育研究　３ 遊ぶ・遊ぼう・遊びの指導
領域・教科を合わせた指導　存分に遊ぶ　遊
びの発展　将来の自立・社会参加

全日本特別支援教
育研究連盟

2013.03

特別支援教育研究　２ 共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築への展望
生きる力　ライフステージへの支援　合理的
配慮

全日本特別支援教
育研究連盟

2013.02

特別支援教育研究　１ 知的障害教育におけるソーシャルスキル
合わせた指導　授業づくり　卒業後の生活に
学ぶ

全日本特別支援教
育研究連盟

2013.01

特別支援教育研究　１２ 高等部教育の今を考える
知的障害　軽度の生徒　教育課程　進路指
導　職業教育　生徒指導

全日本特別支援教
育研究連盟

2012.12

特別支援教育研究　１１ 先生のためのよくわかる児童福祉法等改正
福祉と教育の連携　個別の教育支援計画　
相談支援の充実

全日本特別支援教
育研究連盟

2012.11

特別支援教育研究　１０ 作業学習－今、そのよさと意義を再確認する－
全日本特別支援教
育研究連盟

2012.10

特別支援教育研究　９ 特別支援教育における防災・安全教育 危機管理　安心・安全　震災　避難訓練
全日本特別支援教
育研究連盟

2012.09

特別支援教育研究　８ インクルーシブな教育体制を視野に入れる
インクルーシブな教育システム　共生社会　
合理的配慮　障害者の権利に関する条約

全日本特別支援教
育研究連盟

2012.08

特別支援教育研究　７ 特別支援教育時代の知的障害教育課程を問う
インクルーシブ教育　教育目標「自立」　独自
性と普遍性

全日本特別支援教
育研究連盟

2012.07

特別支援教育研究　６ 自閉症児のコミュニケーション支援
コミュニケーションツール　社会への適応　自
己決定・自己判断

全日本特別支援教
育研究連盟

2012.06

特別支援教育研究　５ 特別支援学級への期待
全日本特別支援教
育研究連盟

2012.05

特別支援教育研究　４ 問題行動の理解と支援
見方の転換　子どものいいところ・よさ　授業
改善　４月のスタート

全日本特別支援教
育研究連盟

2012.04


