
No. 資料コード 資料名 　著者名 　出版者 　請求記号

1 111664538 「助けて」が言えない 　松本 俊彦∥編 　日本評論社      146     /ﾀｽ      /        

2 111240008 いのちの電話 　ダイアン　アッカーマン∥著　清流出版      146.8   /ｱﾂ      /        

3 111346854 インタビュー臨床心理士 1 　津川　律子∥編 　誠信書房      146.8   /ｲﾝ      /1       

4 111346862 インタビュー臨床心理士 2 　津川　律子∥編 　誠信書房      146.8   /ｲﾝ      /2       

5 111478368 新・臨床心理士になるために 　日本臨床心理士資格認定協会∥監修　誠信書房      146.8   /ｼﾝ      /10      

6 111647103 心理カウンセラーをめざす人の本 　新川田 譲∥監修 　成美堂出版      146.8   /ｼﾝ      /19      

7 111499109 人生にいかすカウンセリング 　諸富 祥彦∥編 　有斐閣      146.8   /ｼﾞﾝ     /        

8 111434023 子は親を救うために「心の病」になる 　高橋 和巳∥著 　筑摩書房      146.8   /ﾀｶ      /        

9 111558243 もう、「あの人」のことで悩むのはやめる 　玉川 真里∥著 　サンマーク出版      146.8   /ﾀﾏ      /        

10 111573424 「自分の居場所がない」と感じたときに読む本 　水島 広子∥著 　かんき出版      146.8   /ﾐｽﾞ     /        

11 111005989 チャイルドラインで学んだ子どもの気持ちを聴くスキル 　山口 祐二∥著 　ミネルヴァ書房      146.8   /ﾔﾏ      /        

12 120548441 小さいことにくよくよするな！ 　リチャード　カールソン∥著　サンマーク出版      159     /ｶﾙ      /        

13 120397971 10歳の質問箱 　日本ペンクラブ「子どもの本」委員会∥編　小学館      159     /ｼﾞﾂ     /        

14 120421615 10歳の質問箱 続 　日本ペンクラブ「子どもの本」委員会∥編　小学館      159     /ｼﾞﾂ     /2       

15 120531256 悩みのタネ！ 　名取　弘文∥著 　雲母書房      159     /ﾅﾄ      /        

16 120541818 １０代ってムズカシイ！ 　ダイアン　マストロマリーノ∥原作　汐文社      159     /ﾏｽ      /        

17 111140372 自殺って言えなかった。 　自死遺児編集委員会∥編　サンマーク出版      368.3   /ｼﾞｻ     /        

18 111001541 自殺 　末井 昭∥著 　朝日出版社      368.3   /ｽｴ      /        

19 111327508 自殺対策ハンドブックQ&A 　本橋 豊∥編著 　ぎょうせい      368.3   /ﾓﾄ      /        

20 111365706 自殺 　森 省歩∥著 　ベストセラーズ      368.3   /ﾓﾘ      /        

21 120422175 精神保健福祉士の一日 　WILLこども知育研究所∥編著　保育社      369     /ｾｲ      /        

22 120377478 いじめのきもち 　村山 士郎∥編 　童心社      371     /ｲｼﾞ     /        

23 120606231 いじめ 　エレイン　スレベンス∥作 　大月書店      371     /ｽﾚ      /        

24 120607866 言いあらそい 　エレイン　スレベンス∥作 　大月書店      371     /ｽﾚ      /        

25 120560214 ひとりでがまんしないよ！ 　嶋崎　政男∥監修 　あかね書房      371     /ﾋﾄ      /        

26 120606843 からかい 　スティーブ　ピット∥作 　大月書店      371     /ﾋﾟﾂ     /        

27 120608583 ネットいじめ 　ロビン　マッケカーン∥作 　大月書店      371     /ﾏﾂ      /        

28 120606793 うわさ・かげぐち 　キャサリン　ロンディナ∥作 　大月書店      371     /ﾛﾝ      /        

29 110933504 見逃さないで!子どもの心のSOS 　明橋 大二∥著 　1万年堂出版      371.4   /ｱｹ      /        

30 111689261 いじめを本気でなくすには 　阿部 泰尚∥著 　KADOKAWA      371.4   /ｱﾍﾞ     /        

31 111008108 高校生・大学生のメンタルヘルス対策 　石川 瞭子∥編著 　青弓社      371.4   /ｲｼ      /        



32 111352043 Ｑ＆Ａ子どものいじめ対策マニュアル 　三坂　彰彦∥編著 　明石書店      371.4   /ｷﾕ      /        

33 111532636 現場で役立つスクールカウンセリングの実際 　村山 正治∥編 　創元社      371.4   /ｹﾞﾝ     /        

34 111538823 現場教師ができる「励ましカウンセリング」 　新垣 千鶴子∥編著 　学事出版      371.4   /ｹﾞﾝ     /        

35 111543120 子どもの自殺予防ガイドブック 　阪中 順子∥著 　金剛出版      371.4   /ｻｶ      /        

36 111652152 いじめ困った時の指導法40 　千葉 孝司∥著 　明治図書出版      371.4   /ﾁﾊﾞ     /        

37 111667036 死ぬんじゃねーぞ!! 　中川 翔子∥著 　文藝春秋      371.4   /ﾅｶ      /        

38 111339586 たった一人でがんばっている君へ 　中園　直樹∥著 　大和出版      371.4   /ﾅｶ      /        

39 111482543 10代の子をもつ親が知っておきたいこと 　水島 広子∥著 　紀伊國屋書店      371.4   /ﾐｽﾞ     /        

40 110984572 いじめ・自殺 　宮川 俊彦∥[著] 　ディスカヴァー・トゥエンティワン     371.4   /ﾐﾔ      /        

41 120634027 知ってほしい!子どもの「こころの病気」 1 　佐々木 正美∥監修 　岩崎書店      493     /ｼﾂ      /1       

42 120634035 知ってほしい!子どもの「こころの病気」 2 　佐々木 正美∥監修 　岩崎書店      493     /ｼﾂ      /2       

43 120634043 知ってほしい!子どもの「こころの病気」 3 　佐々木 正美∥監修 　岩崎書店      493     /ｼﾂ      /3       

44 120634050 知ってほしい!子どもの「こころの病気」 4 　佐々木 正美∥監修 　岩崎書店      493     /ｼﾂ      /4       

45 120634068 知ってほしい!子どもの「こころの病気」 5 　佐々木 正美∥監修 　岩崎書店      493     /ｼﾂ      /5       

46 120508379 うつ病 　ジュディス  ピーコック∥著 　大月書店      493     /ﾋﾟｺ     /        

47 111509220 うつ病のベストアンサー 　大野 裕∥監修 　主婦と生活社      493.7   /ｳﾂ      /        

48 111491809 うつ病の人の気持ちがわかる本 　大野 裕∥監修 　講談社      493.7   /ｳﾂ      /        

49 111012779 うつ病の人に言っていいこと・いけないこと 　有馬 秀晃∥監修 　講談社      493.7   /ｳﾂ      /        

50 111164232 うつ家族はどうしたらよいか 　西村 由貴∥監修 　池田書店      493.7   /ｳﾂ      /        

51 111396362 うつ病論 　高岡　健∥編 　批評社      493.7   /ｳﾂ      /        

52 111042776 うつ病の毎日ごはん 　功刀 浩∥著 　女子栄養大学出版部     493.7   /ｸﾇ      /        

53 111352340 うつ病の再発を防ぐ方法 　税所　弘∥著 　三五館      493.7   /ｻｲ      /        

54 111621538 自傷・自殺のことがわかる本 　松本 俊彦∥監修 　講談社      493.7   /ｼﾞｼ     /        

55 110969177 うつ病がよくわかる本 　鍋田 恭孝∥著 　日本評論社      493.7   /ﾅﾍﾞ     /        

56 111323838 「うつ」な人ほど強くなれる 　野口　敬∥著 　アスカ・エフ・プロダクツ     493.7   /ﾉｸﾞ     /        

57 111622239 女性のうつ病 　野田 順子∥著 　主婦の友社      493.7   /ﾉﾀﾞ     /        

58 110986932 うつを改善する食事力 　昇 幹夫∥著 　春陽堂書店      493.7   /ﾉﾎﾞ     /        

59 111211058 それでもパパは生きることにした 　風樹　茂∥著 　青春出版社      916     /ｶｻﾞ     /        

60 111644043 うちの子もいじめられました 　鈴木 真治∥著 　WAVE出版      916     /ｽｽﾞ     /        

61 110996295 仕事休んでうつ地獄に行ってきた 　丸岡 いずみ∥著 　主婦と生活社      916     /ﾏﾙ      /        

62 111224473 うつ病の妻と共に 　御木　達哉∥著 　書肆フローラ      916     /ﾐｷ      /        


