名寄市立大学図書館

パスファインダー

「発達障害」
developmental disorder

作成日：2011.7.14 更新日 : 2018.9.15
キーワード
精神遅滞 学習障害(LD) 発達性言語障害 発達性協調運動障害
注意欠陥（欠如）・多動性障害(AD/HD) 広汎性発達障害(PDD)
自閉症スペクトラム 発達障害者支援法 特別支援教育 特別支
援学校 特別支援学級 通級 認知特性 軽度発達障害

✎関連する授業
「障害児教育学」
「障害児の病理と心理」
「障害児教育方法論」
（社会福祉学科・教職課程）
「障がい児保育」
「子ども理解と教育相談」
「重複障害・発達障害の教育（社会保育学科）

〉〉
〉入門的な情報源〈〈
〈
そもそも「発達障害」とはどういうことなのか、まずは当事者やかかわっている人が書いた本を読んでみて
はどうでしょう。
【図書館等で所蔵している図書の一例】
資料情報
請求記号
配架場所
『怠けてなんかない！ディスレクシア～読む・書く・記憶するのが困難な LD の子どもた 378/S
3F
ち』 品川裕香 岩崎書店 2003
『怠けてなんかない！2 あきらめないー読む・書く・記憶するのが苦手な LD の人たち
の学び方・働き方』品川裕香 岩崎書店 2010
『発達障がいを持つ子の「いいところ」応援計画』阿部利彦 ぶどう社 2006 378/A
3F
『うちの子は字が書けない：発達性読み書き障害の息子がいます』千葉リョウコ
ポプラ社 2017
『まさか発達障害だったなんて「困った人」と呼ばれつづけて』
星野仁彦、さかもと未明 PHP 研究所 2014

378/C

3F

B493.76/
H

3F 新書

✎「発達障害」については 2005 年に制定された「発達障害者支援法」による定義がありますが、専門領域
による違いなどもあり、統一された概念・定義は、現在のところ明確ではありません。次のものは比較的
わかりやすく説明しています。辞書類は特に事情がない限り最新のものを見るようにしましょう。
資料情報
請求記号
配架場所
『LD・ADHD 等関連用語集 第 3 版』日本文化科学社 2011
R378.033/N
3F
『発達障害指導事典』学習研究社 2000
R378.033/K
3F
聞蔵ビジュアルⅡ」の「知恵蔵」も利用できます。
（インターネット・学内のみ）

〉〉
〉図書を探す〈〈
〈
「発達障害」について調べたい方向が決まったら、学内の関連図書を探しましょう。
■テーマの書架へ行って探す
【関連分野の分類番号】
369.27
障害者福祉
493.7
精神医学
373
教育政策・教育制度
493.937
小児の精神医学
378
障害児教育
■OPAC で探す
→「書名」に“発達障害”や“特別支援教育”などとキーワードを入れます。資料種別は「図書」に
して検索しましょう。
→配架場所が研究室の場合は、カウンターでご相談ください。
【図書館等で所蔵している図書の一例】
資料情報
請求記号
配架場所
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『発達障害とはなにか：誤解をとく』古荘純一 朝日新聞社 2016
493.937/F
2F
『つなげよう 発達障害のある子どもたちとともに私たちができること』 378/T
3F
田中康雄 金剛出版 2010
『発達障害の子どもたち』杉山登志郎 講談社 2007
B378/S
3F 新書
『発達障害の子どもと育つ 海ちゃんの天気今日は晴れ』
378/Y
3F
山岡小麦/マンガ・大和久勝/原案 クリエイツかもがわ 2012
『新・発達が気になる子のサポート入門 発達障害はオリジナル発達』
378/A
3F
阿部利彦 学研教育出版 2014
『こども、こころ学』石川憲彦 ジャパンマニシスト 2005
493.937/I
2F
→発達障害に限らず子どもの心の問題全般を扱っています。
本学にはない図書も探してみましょう。
●NDL-OPAC
国立国会図書館の蔵書目録です。国内で刊行されたほとんどの図書が検索できます。
●Webcat-Plus
「連想検索」で図書を検索できます。また、所蔵している図書館も表示されます。
●CiNii Books
「大学図書館の本をさがす」のところから日本の大学図書館の図書・雑誌を検索でき、
所蔵館も表示されます。
●新書マップ
入手しやすく入門的資料になりやすい新書を、テーマに基づいて探すことができます。
連想検索機能があり、キーワードなどから瞬時に関連図が作成されます

〉〉
〉雑誌・雑誌記事を探す〈〈
〈
テーマに関連した研究を進める上で、論文や雑誌記事は欠かせません。出版されるまでの時間が短いので
タイムリーな話題が掲載されています。
■実際の雑誌から関連記事を探す
【図書館で所蔵している関連雑誌】
資料情報
所蔵年
配架場所
Web 目次
『発達障害研究』日本発達障害学会/季刊
2013-現在 2F 東側
○ 全号
『実践障害児教育』学研/月刊
2004-現在 2F 東側
○ 2008『みんなのねがい』全国障害者問題研究会/月刊
1981-現在 2F 東側
○ 1997『LD,ADHD&ASD』明治図書/季刊
2006-現在 2F 東側
○ 2003＊2012 年 3 月までの誌名『LD&ADHD』
『特別支援教育の実践情報』明治図書/隔月刊
2006-現在 2F 東側
○-2000『特別支援教育』文科省初等中等教育局特別支援教育課/季刊
2007-現在 2F 東側
○ 2010『特別支援教育研究』東洋館出版社/月刊
2006-現在 2F 東側
○ 2009『障害者問題研究』全国障害者問題研究会/季刊
1981-現在 2F 東側
○ 2000『そだちの科学』日本評論社/年 2 回
2003-現在 2F 西側
○ 2003『発達』ミネルヴァ書房/季刊
1980-現在 3F 東側
○ 全号
『臨床心理学』金剛出版/隔月刊
2001-現在 3F 東側
○ 全号
『児童心理』金子書房/月刊
2011-現在 3F 東側
○ 1989→各号の目次をコピーしてまとめてあります。バックナンバーを探すのに便利です。
→“Web 目次”欄に○のあるものは、出版社サイトに目次や特集が掲載されています。
■雑誌記事や論文を探す
●CiNii…国内の学術雑誌・一般雑誌の論文や記事を検索できます。
→「発達障害」と入れて検索すると、次のような論文が表示されます。
（一例）
発達障害のある生徒に対する支援の在り方についての質的研究
橋爪順子、衣斐哲臣、谷尻 治、武田鉄郎
和歌山大学教職大学院紀要：学校教育実践研究 2, 169-177, 2018
機関リポジトリ
このように、CiNii-PDF オープンアクセス 機関リポジトリ J-STAGE というマークがついて
いれば、全文を読むことができます。
（有料のため見られないという例外もあります）
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＊上記のようなマークが無い場合～論文詳細画面の CiCiNii Books のアイコンをクリックすると
所蔵館が表示され、本学にある場合は「名寄市立大学図書館」が一番上にきます。その際、所蔵
範囲を確認しましょう。
●医中誌…国内の医学・薬学・看護学などの約 7000 誌の論文データベースです（同時アクセス数４）
→「発達障害」と入れて検索すると、次のような論文が表示されます。
（一例）
発達障害児童をもつ保護者は学校との関わりをどのように体験しているのか（原著論文）
Author: 平田祐太郎（鹿児島大学）
Source: 臨床心理学(1345-9171) 18 巻 2 号 Page229-240
所
このように、
また、

というマークがついていれば、所蔵がありますので、館内で複写ができます。
のマークがついていれば全文を読むことができます。

〉〉〉新聞記事を探す〈〈〈
最新のニュースや動向などは、新聞が重要です。読むことができる一般紙・専門紙は次のとおりです。
●原紙
資料情報
種類
所蔵範囲
朝日新聞
一般紙
過去 3 ヶ月程度
毎日新聞
一般紙
過去 3 ヶ月程度
北海道新聞
一般紙（ブロック紙）
過去 1 年程度
読売新聞
一般紙
過去 1 年程度
産経新聞
一般紙
過去 3 ヶ月程度
福祉新聞
専門紙
2005.4-現在
不登校新聞
専門紙
2005.4-現在
＊朝日新聞については、縮刷版の所蔵もあります。
（1948,1-2011.3）
●クリッピング版
特定のテーマに関連した新聞記事を集めた雑誌があります。
「発達障害」については次のものが役立ちます。
資料情報
所蔵範囲
配架場所
『切抜き速報 福祉ニュース 障害福祉編』ニホンミック
2006.4-現在
2F 東側
『切抜き速報保育と幼児教育版』ニホンミック
2004.4-現在
3F 東側

●新聞データベース
「聞蔵ビジュアルⅡ」
（学内のみ）～キーワード・日付などから検索できます。
→「発達障害」と入れて検索すると、次のような記事が見つかります。
（一例）
あなたの個性、大学で咲かせて 発達障害の新入生へ支援策
入学前に模擬授業【大阪】
2018 年 4 月 24 日 夕刊 1 社会 11 頁

〉〉
〉専門的な情報源・統計〈
〈〈
更に深くテーマを掘り下げるには、専門的な事典、白書や統計・法令などの情報源が役立ちます。また、
認知特性に関連しては、検査・測定等の専門書もあります。
【図書館で所蔵している資料の一例】
資料情報
請求記号
配架場所
『発達障害白書』日本発達障害福祉連盟《白書》
R378.6/H
３F
→年度ごとの最大の課題を特集化＋各分野の概況・動向。統計資料も豊富。
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『障害者総合支援六法』中央法規 “発達障害者支援”などの項目がありま
す。
《法令》
『障害百科事典』日本特殊教育学会/編 丸善 2013 《専門事典》
『発達障害ハンドブック』田巻義孝/著 文理閣 2014《専門事典》
『発達障害事典』明石書店 2011
《専門事典》
『心理測定尺度集Ⅳ 子どもの発達を支える「対人関係・適応」』
サイエンス社
《検査・測定資料》

R369.27/S

３F

R369.27/N
493.76/Ｔ
R493.76/A
140.7/S/4

３F
3F
３F
３F

〉〉
〉視聴覚資料〈〈
〈
DVD などの資料も参考になります。次のものは、いずれも館外貸出ができます。
資料情報
『LD・ADHD、高機能自閉症等の理解と支援』 医学映像教育センター 全５巻
1.気づきと理解
2.ソーシャルトレーニング
3.読むこと・書くことに困難にある子どもへの理解と支援
4.聞く・話す・算数に困難のある子どもへの理解と支援
5.行動・対人関係の困難への支援
『自閉症児の参加を促す支援』筑波大学特別支援センター 全 4 巻
1. 個別指導編 2.集団指導編-1 3.集団指導編-2 4.集団指導編-4
『アスペルガー症候群 異なる心』新宿スタジオ 2007

請求記号
D3/073
D3/074
D3/075
D3/076
D3/076
D3/053
-056
D3-187

〉〉
〉Web サイト〈
〈〈
関連サイトには次のようなものがあります。
●文部科学省 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/hattatu.htm
→「特別支援教育」についての教育施策などが掲載されています。学習指導要領については全文ダウン
ロードできます。
●発達障害情報・支援センター（国立障害者リハビリテーションセンター）
http://www.rehab.go.jp/ddis/
→発達障害に関する情報を本人・家族・支援者向けにわかりやすく提供しています。
●日本発達障害ネットワーク（JDD ネット） http://jddnet.jp/
→発達障害関係の団体・学会・研究会・親の会などの幅広いネットワークです。正会員 20 団体ほか、
エリア会員、サポート団体会員が紹介されています。
●国立特別支援教育総合研究所 http://www.nise.go.jp/cms/
→“障害のある子どもの教育の広場”には障害に応じた指導方法などが紹介されています。各都道府県
の特別支援教育センター等へのリンクがあります。
●はあとリンク http://www.prop.or.jp/challenged/open/heart/index.html
→国内・海外の障害教育・チャレンジド関連の情報を提供しています。

図書館にない資料を入手するには
■直接利用
所蔵している図書館を調べ（CiNii Books など）直接出向いて閲覧することができます。
★北海道地区大学図書館相互利用サービス…学生証を提示し、利用登録手続きをすると、閲覧や
館外貸出が可能です。（道内 39 大学 47 館）
★その他の大学図書館…おおむね、学生証の提示で閲覧が可能ですが、各大学図書館のホームページ
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で確認してから訪問しましょう。
＊「紹介状」が必要な場合は発行しますので、カウンターで申し込んでください。
★国立国会図書館…満 18 歳以上であれば誰でも利用できます。
★北海道立図書館…北海道内に居住している方・帰省先などがある方は誰でも利用できます。
■複写取り寄せ・現物貸借
他大学・国立国会図書館・道立図書館から、資料の複写物・図書現物を取り寄せることができます。
申込用紙に記入の上、申し込んでください。
＊国立国会図書館から借りた場合は、館内閲覧のみです。ご注意ください。
■リクエスト
要望があれば、購入します。リクエストカードに記入して申し込んでください。
＊絶版などの理由で購入できない場合もあります。

-5-

