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1
ひきこもりでセカイが開く時 精神医学 爆笑問題のニッポンの教養 : 爆問
学問

太田光 田中裕二 斎藤講談社 2008/03

2 我働くゆえに幸あり? 教育社会学 爆笑問題のニッポンの教養 : 爆問学問 太田光 田中裕二 本田講談社 2008/11

3 弱いロボット シリーズケアをひらく 岡田美智男  著 医学書院 2012/09

4 わたくし的読書 ダ・ヴィンチブックス 大田垣晴子  著 メディアファク1999/04

5 うつと不安の認知療法練習帳 デニス・グリーンバーガ創元社 2001/12

6 恋愛の心理 神経質を人生に活かす 森田療法シリーズ 森田正馬  著 白揚社 1998/09

7 さびしさの授業 よりみちパン!セ 伏見憲明  著 理論社 2004/12

8
心が「きれい」になる医学 元気が出るマインド・ダイエット 講談社+アルファ
文庫

海原純子  [著] 講談社 2004/02

9 アタマにくる一言へのとっさの対応術 バルバラ・ベルクハン  草思社 2000/06

10
男は火星人女は金星人 すべての悩みを解決する恋愛相談Q&A Bloom
books

ジョン・グレイ  著 遠藤ソニー・マガジ2003/06

11 ディアマム Thank you for everything ブルーデイブック ブラッドリー・トレバー・ 竹書房 2001/07

12 「思いやり」の心理 自分が大きくなる人間関係の方法 PHP文庫 加藤諦三  著 PHP研究所 1993/08

13 「あなたを傷つける人」の心理 きずな喪失症候群 PHP文庫 加藤諦三  著 PHP研究所 2005/10

14 幸せ成功力を日増しに高めるEQノート ブログ人気No.1コーチが教える 野口嘉則  著 日本実業出版2006/02

15 「空気」の研究 文春文庫 山本七平  著 文藝春秋 1983/10

16 生きる言葉生かす言葉 Wide shinsho 斎藤茂太  著 新講社 2010/06

17 僕が妻を殴るなんて DV(ドメスティック・バイオレンス)加害者が語る 吉廣紀代子  著 青木書店 2001/06

18 あのとき、本当は… 封印された子どもたちの叫び 長谷川博一  編 樹花舎  星雲2004/10

19 生活保護3兆円の衝撃 NHKスペシャル 宝島SUGOI文庫 NHK取材班  著 宝島社 2013/07

20 魂の声リストカットの少女たち 私も｢リスカ｣だった 小国綾子  著 講談社 2005/05

21 子ども買春と国外犯処罰法 ケーススタディ ジェレミー・シーブルック明石書店 2001/12

22 セックスボランティア 河合香織  著 新潮社 2004/06

23 霧のなかの子 行き場を失った子どもたちの物語 トリイ・ヘイデン  著 入江早川書房 2005/04

24 あなたは、子どもに「死」を教えられますか? 空想の死と現実の死 ダナ・カストロ著 金塚貞作品社 2002/01

25 マンガでわかる基礎生理学 こやまけいこ  作画 ビーオーム社 2011/11

26 人体観の歴史 坂井建雄  著 岩波書店 2008/09

27 絵でわかる血液のはたらき 八幡義人  著 講談社 2004/01

28 食べることの意味を問い直す 物語としての摂食・嚥下 新田國夫 戸原玄 矢澤クリエイツかも2014/03

29 お尻とその穴の文化史 ジャン・ゴルダン オリヴ作品社 2003/08

30 ホルモンハンター アドレナリンの発見 石田三雄  著 京都大学学術2012/12

31 Woman女性のからだの不思議 上 ナタリー・アンジェ  著 中綜合社 2005/05

32 Woman女性のからだの不思議 下 ナタリー・アンジェ  著 中綜合社 2005/05

33 性差医学入門 女と男のよりよい健康と医療のために 貴邑冨久子  監修 荒木じほう 2003/01

34 三人目の子にご用心! 男は睾丸,女は産み分け 竹内久美子  著 文藝春秋 1998/08

35 脳はここまで解明された 内なる宇宙の神秘に挑む ウェッジ選書 合原一幸  編著 ウェッジ 2004/03

36 女は人生で三度、生まれ変わる 脳の変化でみる女の一生 ローアン・ブリゼンディー草思社 2008/08

37 いち・たす・いち 脳の方程式 中田力  著 紀伊國屋書店2001/09

38 脳の中の小さな神々 茂木健一郎  著 歌田明柏書房 2004/07

39 「におい」と「香り」の正体 プレイブックスインテリジェンス 外崎肇一  著 青春出版社 2004/05

40 記憶がウソをつく!  新装版 養老猛司 古舘伊知郎 中村守 2004/02

41
マンガでわかる神経伝達物質の働き ヒトの行動、感情、記憶、病気など、
そのカギは脳内の物質にあった!! サイエンス・アイ新書

野口哲典  著 ソフトバンクク2011/07

42 よくわかる病気のしくみ 北岡建樹  著 南山堂 2001/04

43 ウイルスと人間 岩波科学ライブラリー 山内一也  著 岩波書店 2005/05

44 そうなんだ!遺伝子検査と病気の疑問 モヤモヤを解決する33 桜井晃洋  著 メディカルトリ2013/07

45 人が病気で死ぬワケを考えてみた ねじ子の医療絵図 森皆ねじ子  著 主婦と生活社2014/11

46 マンガでわかる免疫学 = The Manga Guide to Immunology 河本宏  著 しおざき忍 オーム社 2014/06

47 ホメオパシー 新世紀の医学 ジョージ・ヴィソルカス  国際語学社 2002/04

48 病気だけど病気ではない 糖尿病とともに生きる生活世界 浮ヶ谷幸代  著 誠信書房 2004/07

49 被曝治療83日間の記録 東海村臨界事故 NHK取材班  著 岩波書店 2002/10

50 セックス依存症 その理解と回復・援助 パトリック・カーンズ  著中央法規出版2004/04
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51
知っておきたい「てんかんの発作」 アニメとイラストでわかるてんかんのす
べて

久保田有一  著 アーク出版 2014/03

52 対人恐怖の治し方 森田療法シリーズ 森田正馬  著 高良武久白揚社 1998/07

53 痴呆の介護に困ったら 痴呆を生きる大事な方のために 岸川雄介  著 ワールドプラン2003/10

54 100歳の美しい脳 アルツハイマー病解明に手をさしのべた修道女たち デヴィッド・スノウドン  著DHC 2004/06

55 アスペルガー読本 漫画でもわかる 井上敏明  編著 森野とメディカルレビ2008/09

56 All cats have asperger syndrome Kathy Hoopmann Jessica Kings2006

57
自閉症とサヴァンな人たち 自閉症にみられるさまざまな現象に関する考
察

石坂好樹  著 星和書店 2014/10

58 震える山 クールー、食人、狂牛病 ロバート・クリッツマン  法政大学出版2003/11

59 エイズ感染爆発とsafe sexについて話します 本田美和子  著 朝日出版社 2006/06

60 エイズの｢真実｣ 山口剛  著 集英社 1992/04

61 12歳命の輝き 薬害エイズで逝った兄弟 鈴木英二 坂上博  著 あすか書房 1997/10

62 病院におけるチャイルドライフ 子どもの心を支える“遊び”プログラム リチャード・H.トムソン ジ中央法規出版2000/09

63 問題行動と子どもの脳 浅野幸恵  著 築地書館 2004/05

64 しんちゃん 筋ジストロフィーの慎大郎君の日々 菊池和子  著・写真 草土文化 2001/03

65 子育てのやさしさ･むずかしさ 山岸稔  著 診断と治療社1992/10

66 不妊治療は日本人を幸せにするか 講談社現代新書 小西宏  著 講談社 2002/04

67 誰も書かなかった厚生省 水野肇  著 草思社 2005/07

68 富士見産婦人科病院事件 私たちの30年のたたかい 富士見産婦人科病院被一葉社 2010/06

69 医師は何をしたか 高齢の母を病院で亡くして 桐山やす子  著 ぴいぷる社 1999/08

70 市場原理が医療を亡ぼす アメリカの失敗 李啓充  著 医学書院 2004/10

71 禁煙外来の子どもたち 高橋裕子  著 東京書籍 2002/08

72 食卓の向こう側 1 こんな日常どう思いますか 西日本新聞ブックレット 西日本新聞社「食 くらし西日本新聞社2004/04

73 食卓の向こう側 2 「命」つなぐために 西日本新聞ブックレット 西日本新聞社「食 くらし西日本新聞社2004/05

74 病気になるサプリ 危険な健康食品 幻冬舎新書 左巻健男  著 幻冬舎 2014/07

75 塩麹と発酵食のレシピ おいしくてからだによく効く 白澤卓二 舘野真知子 アスペクト 2011/10

76 科学が死体に語らせる 驚異の法医学捜査最前線 マイクル・ベイデン マリ早川書房 2002/11

77 死体は生きている 上野正彦  著 角川書店 1990/09

78 死体は語る 上野正彦  著 時事通信社 1989/09

79 syunkonカフェごはん [1] e-mook 山本ゆり [著] 宝島社 2011/05

80 人生がときめく片づけの魔法 [1] 近藤麻理恵  著 サンマーク出2011/01

81 ツレと私の「たいへんだ!」育児 [1] 細川貂々 著 文藝春秋 2009/01

82 私の居場所はどこにあるの? 少女マンガが映す心のかたち 藤本由香里  著 学陽書房 1998/03

83 空っぽのアカラ 平岡茉莉コレクション 平岡茉莉  著 考古堂書店 1999/07

84 わたし、男子校出身です。 椿姫彩菜  著 ポプラ社 2008/06

85 ナイチンゲール 神話と真実 ヒュー・スモール  [著] みすず書房 2003/06

86 臓器農場 新潮文庫 帚木蓬生  著 新潮社 1996/08

87 ホタルの日記 わが子に伝える命の終章(エピローグ) 幻冬舎文庫 中村光代  〔著〕 永井照幻冬舎 2007/02

88 生きてるだけでなんくるないさ 玉元栄作  著 リブロアルテ 2009/07

89 地球生まれの異星人 自閉者として、日本に生きる 泉流星  著 花風社 2003/12

90 酔いがさめたら,うちに帰ろう。 鴨志田穣  著 スターツ出版2006/11

91 わが家の母はビョーキです [1] 中村ユキ [著] サンマーク出2008/11

92 わが家の母はビョーキです 2 家族の絆編 中村ユキ [著] サンマーク出2010/05

93 パパは楽しい躁うつ病 北杜夫 斎藤由香  著 朝日新聞出版2009/01

94 外見オンチ闘病記 顔が変わる病「アクロメガリー」 山中登志子  著 かもがわ出版2008/11

95 リーダーシップ&コミュニケーション対処術 こんな時どうする? 看護対人行動学研究会日総研出版 2000/11

96
ナースが疲れない・疲れさせない仕事術、教えます! 職務満足度+患者
サービス力がUPするポイント50 Smart nurse Books+

松村啓史 陣田泰子  編メディカ出版 2014/07

97
これから目指す人・働く人のための看護の仕事がわかる本 = The guide to
work of nursing

菱沼典子  編著 日本実業出版2013/06

98 また逢えるといいね ホスピスナースのひとりごと 楽しく看護する 田村恵子  著 学研 2001/03

99 6歳のお嫁さん 亡き娘から託された「いのちの授業」 鈴木中人  著 実業之日本社2009/01

100 傾聴とカウンセリング 川野雅資  著 関西看護出版2004/09


