
あやめ文庫目録 

番

号 
本の題名 著者／訳者 出版社 

1 安心して絶望できる人生 向谷地 生良 生活人新書 

2 心の原点 高橋 信次 三宝出版 

3 性格 相馬 均 中公新書 

4 「少女監禁」と「バスハイジャック」 月崎 時央 宝島社新書 

5 当事者主権 中西 正司、上野 千鶴子 岩波新書 

6 同上 同上 同上 

7 心病める人たちー開かれた精神医療― 石川 信義 岩波新書 

8 結婚の遺伝学 田中 克己 
講談社現代新

書 

9 人間の心を探究するー私と心理学― 宮城 音弥 岩波新書 

10 精神衛生管理―企業のなかの神経症 平井 富雄 中公新書 

11 異常の構造 木村 敏 
講談社現代新

書 

12 性格  －素質とのたたかいー 相馬 均 中公新書 

13    

14 社会的ひきこもり 終わらない思春期 斉藤 環 PHP 新書 

15 
生きるヒントー自分の人生を愛するため

の 12 章― 
五木 寛之 文化出版局 

16    

17 
精神障害回復者の職業的リハビリテイシ

ョン 
滝沢 武久 全家連 

18 
やっと本当の自分に出会えた 

統合失調症と生きる当事者・家族からの

メッセージ 

上森 得男 アルタ出版 

19 おんなの心くばり 清川 妙 主婦と生活社 

20 おんなの心くばり歳時記 清川 妙 主婦と生活社 

21 
怒りのダンス 人間パターンを変えるに

は 
園田 雅代 訳 誠信書房 

22 
誤診だらけの精神医療 

なぜ、精神障害は治らないのか 
西城 有朋 河出書房新社 

23 治療の場から見た分裂病 坂本 暢典 岩波書店 

24 彩流 精神分裂病の夫と三十年 山室 あかね 同時代社 

25 脳内薬品 酒井 和夫 リヨン社 

26 犠牲 わが息子・脳死の 11 日 柳田 邦男 文芸春秋 

27 分裂病の少女 デボラの世界 佐迫わか子、笠原 嘉 訳 みすず書房 

28 人はなぜ生きるか 井上 洋治 講談社 

29 脅迫障害からの脱出 リー・ベアー 晶文社 

30 正しい精神科のかかり方 月崎 時央 小学館 

31 徹子の部屋 黒柳 徹子 テレビ朝日 

32 家族のための統合失調症入門 白石 弘巳 河出書房新社 

33 しぐさの世界 身体表現の民族学 野村 雅一 NHK ブックス 

34 リトル チルドレン 吉田ルイ子 訳 ブロンズ新社 

35 感話集「精神的な生活」 原島 正 武蔵書院 

36 神を演じつづけた男 増野 肇,増野信子 訳 白揚社 



37 「死の医学」への序章 柳田 邦男 新潮社 

38 霞ヶ関の犯罪「お上社会」腐食の構造 本澤 二郎 ルベルテ出版 

39 坂東先生の教育講座 坂東 義教 テレビ朝日 

40 分裂病という名の幻想 武田 専 元就出版社 

41 
顔をなくした女（わたし）探しの精神病

理 
大平 健 岩波書店 

42 続 坂東先生の教育講座 坂東 義教 テレビ朝日 

43 髪の花 小林 美代子 講談社 

44 日本語リソースブック  ＪＳＰＡＣＣ 

45 ビー玉の記憶 徳永 純三郎 大空社 

46 分裂病の薬がわかる本 八木 剛平 全家連 

47 あなたの力が家族を変える 高森 信子 きつれ川 

48 人はなぜ、狂うのか？ 小田 晋 はまの出版 

49 精神病者の魂への道 小川 信男、船渡川佐知子 訳 みすず書房 

50 のらくらの楽園 岡本 太郎 訳 東京書籍 

51 家族のための統合失調症入門 白石 弘巳 河出書房新社 

52 
開かれてゆく心―自閉症児を育てた母親

の記録― 
中川 真理子 学苑社 

53 
新世紀国民の外交 桜田義孝の日本国外

交改革私案 
桜田 義孝 

中央公論出版

部 

54 ためらい 野崎 歓 訳 集英社 

55 カウンセリングと人間性 河合 隼雄 創元社 

56 ブーヘンブァルトのドーナル楢 新井田 良子 講談社出版 

57 
名前のない場所を探して ある青年の生

と死 
渡部 義和 東洋出版 

58 
ACT-K の挑戦 ACT がひらく精神医療･福

祉の未来 
高木 俊介 批評社 

59 ひきこもり救出マニュアル 斉藤 環 
教育史料出版

会 

60 統合失調症とのつきあい方 蟻塚 亮二 大月書店 

61 精神病はなおる 塩入 岡祐  

62 
分裂病のこころ 患者とともに生きる精

神保健をめざして 
安齋 三郎 日本評論社 

63 分裂病 引き裂かれた自己の克服 飯田 真,風祭 元 有菱閣選書 

64 
ビューテイフル・マインド天才数学者の絶

望と奇跡 
塩川 優 新潮社 

65 脳と人間 大人のための精神病理学 計見 一雄 三五館 

66 心と病との闘い そして 大石 洋一 文芸社 

67 アサーティブ・ウ～マン 園田雅代、中釜洋子 訳 誠信書房 

68 西野流呼吸法 西野 皓三 講談社 

69 精神分裂病の世界 宮本 忠雄 紀伊国屋書店 

70 開かれている病棟 石川 信義 星和書店 

71 治療の場から見た分裂病 坂本 暢典 岩波書店 

72 
精神分裂病のなおし方 分裂病がなおっ

た 
田島 昭 近代文芸社 

73 職場奪還への遠い道 寿生活観ノート 野本 三吉 田畑書店 

74 いのちの群れ 野本 三吉 社会評論社 

75 引き裂かれた自己 坂本健二、志貴春彦、笠原 嘉 みすず書房 



訳 

76 歩いてきた道・歩く道 標 哲郎 星和書店 

77 病めるときも 三浦 綾子 朝日新潮社 

78 そのままのあなたが素晴らしい 田中 信生 
ダイヤモンド

社 

79 親身に聞く 棚瀬 多喜雄 すぐ書房 

80 
心の病は脳の傷 

うつ病・統合失調症・認知症が治る 

話す人 松澤大樹 

田辺 功 薯 
西村書店 

81 覚えておきたい美しい日本語 柴田 武 角川書店 

82 分裂病入門 病める人々の理解 近藤 喬一 星和書店 

83 
日本復活 「壊す改革」から「つくる改

革へ」 
塩崎 恭久 

ブレジデント

社 

84 こころの病い 私たち 100 人の体験 ぜんかれん増刊号 全家連 

85 こころの病い 家族の体験 ぜんかれん増刊号 全家連 

86 ワーキングライフ 
大島巌、松為信雄、伊藤順一

郎 訳 
金剛出版 

87 家族のための精神分裂病入門 
クリストファーＳエイメイソン  

他 
星和書店 

88 生きている仲間 上巻 田口 義子 やどかり出版 

89 生きている仲間 下巻 田口 義子 やどかり出版 

90 精神科治療技法の上手な使いかた 中河原 通夫、久保田 正春 金剛出版 

91 
生かそう民なの財産 2000 年のひとひ

ら 
斉藤 良夫 さきよし 

92 引きこもりの理解と援助 
近藤直司、長谷川俊雄、藤本

信比古、川上正己 
萌文社 

93 こころの健康事典 町沢 静夫 朝日出版社 

94 ぼくは１２歳 高 史明、岡 百合子 筑摩書房 

95 
こころの病と生きる（体験からの 11 のメ

ッセージ） 
若林 菊雄 萌文社 

96 やむこころからの提言 吉松 和哉 やどかりの里 

97 生きている仲間 谷中 輝雄、田口 義子 やどかり出版 

98 日本の精神障害者ーその生活と家族― 
岡上和雄、大島 巌、荒井元

傅 

ミネルブァ書

房 

99 
アイコウボウ USA 

障害者とボランテア 13 年のあゆみ 
竹ノ内 睦子 萌文社 

100 個人誌 生活者 野本 三吉 社会評論社 

101 分裂病者と家族 高臣 武史 
岩崎学術出版

社 

102 
人と場をつなぐケア 

こころ病みつつ生きることへ 
外口 玉子 医学書院 

103 ち・い・き・へ！ 青野 敏夫 全家連 

104 ぼくたち きょうだい児 川本 茂、大川原千代子 
キッズエナジ

ー 

105 やさしい金融・財政論 林 芳正 長崎出版 

106 はれのちくもりーピアス物語― バベットしもじょう 樹心社 

107 こころの健康科学研究―現状と課題― 高橋 清久 

（財）精神・

神経科学振興

財団 



108 
こころのバリアフリー 

体験者からの 14 のメッセージ 
若林 菊雄 萌文社 

109 現代の精神保健 仙波純一、高橋祥友 
放送大学教育

振興会 

110 思春期サポートガイドブック かながわボランテアセンター 県社協 

111 監獄と人権 日本弁護士連合会議 日本評論社 

112 
心病む人への理解（家族のための分裂病

講座） 
遠藤 雅之、田辺 等 星和書店 

113 分裂病薬物治療の新時代 藤井 康男 
ライフ・サイ

エンス 

114 
条例のある街 障害のある人もない人も

暮らしやすい時代に 
野沢 和弘 ぶどう社 

115 心の病の相談室―家族の問いに答えるー 岡上 和雄 全家連 

116 精神科のくすりを語ろう 熊木 徹夫 日本評論社 

117 精神障害者の地域生活 牧野田 恵美子 一ツ橋出版 

118 リカバリーへの道 増野 肇 金剛出版 

119 
辰村泰治の七十年 時代の波にほんろう

された一人の精神障害者 
辰村 泰治 やどかり出版 

120 統合失調症（患者・家族を支えた実例集） 林 公一 保健同人社 

121 
ACT/ケアマネージメント・ホームヘルプ

サービス 
大島 巌 精神看護出版 

122 障害当事者が提案する地域ケアシステム ケアマネージメント研究会 
ヒューマン教

会 

123 こころの健康 2003 影山 隆之 大分看護大学 

124 こころの健康 2002 影山 隆之 同上 

125 こころのクリニック 東京都精神神経科診療所協会 

126 精神分裂病の薬物治療楽 八木 剛平 金原出版（株） 

127 抗精神病薬の「身体副作用」がわかる 長嶺 敬彦 大塚製薬（株） 

128 精神保健福祉白書 2009 版 白書委員会 中央法規 

129 早わかり改正労働基準法（改訂版） 労働省労働基準局 
労務行政研究

所 

130 障害者相談員活動事例集 日本身体障害者協会 
日本身体者障

害協会 

131 
家族会活動の歩み 東京つくし会の 30

年 
東京つくし会 

132 こころの科学・分裂病治療の現在 岡崎 祐士 日本評論社 

133 事例にみるうつ病の理解とケア 白石 弘巳、田上 美千佳 精神看護出版 

134 精神障害者はーホームヘルプの進め方 
大島 巌、平 直子、丸山 由

香 
日本印刷（株） 

135 
エキスパートコンセンサスガイドライン  

精神分裂病と双極性障害の治療 
大野 裕 

ライフサイエ

ンス 

136 精神分裂病の薬物療法 100 の Q&A 藤井 康男 星和出版 

137 事例にみるうつ病の理解とケア 白石 弘巳、田上 美千佳 精神看護出版 

138 こころの科学 日本の精神病院 仙波 恒雄、風祭 元 日本評論社 

139 
これだけは知っておきたいーアセスメン

ト 
石沢 雄司 星和書店 

140 舞 福祉のまち・かわさきガイド ガイドマップ委員会 市社協 

141 ＮＨＫ障害福祉社賞 実践記録入選集 ＮＨＫ厚生文化事業団 



142 かながわセルフヘルプ・グループ便覧 かながわボラセン 県社協 

143 精神科リハビリテイションケースブック 野田 文隆、寺田 久子 医学書院 

144 みんな一緒に生きている 増野 肇 やどかり出版 

145 
こころの回復力「つなが」でつかんだ「生

きる力」 
若林 菊雄 萌文者 

146    

147 ノイローゼ 宮城 音弥 
講談社現代新

書 

148 青年期 笠原 嘉 中公新書 

149 医者に治せない病気 重田 定義 新生運動 

150 生命の暗号 村上 和雄 サン 

151    

152 
厚生労働大臣様 統合失調症の治療の仕

組みを国で根本的に見直してください 
桐生 敦代 新生出版 

153    

154 ともし火 心の回復 吉田 美保子 文芸社 

155 手を洗うのが止められない（強迫性障害） 中村 苑子、木島由里子 訳 晶文社 

156 
生かそう民なの財産 2000 年のひとひ

ら 
斉藤 良夫 さきよし 

157 福祉制度のてびき 全家連 全家連 

158 就業支援の制度としくみ 全家連 全家連 

159 世界がもし 100 人の村だったら 池田 香代子  

160 家族のための統合失調症入門 白石 弘巳 河出書房新社 

161 いい文章の書き方 千本 健一郎 三笠書房 

162 統合失調症を持つ人への援助論 向谷地 生良 金剛出版 

163 心にとどくホームヘルプ 
三田 優子,平 直子,岡 伊

織 
全家連 

164 
生きてみようよ 

心の居場所で見つけた回復へのカギ 
松浦 幸子 

教育史料出版

会 

165    

166 きみも。心に神を感じるか 加賀 和宏 文芸社 

167 統合失調症からの回復を支える 白石 弘巳 星和書店 

168 
こころの医療宅配便 精神科在宅ケア事

始 
高木 俊介 文芸春秋 

169 べてるの家「当事者研究」 浦河べてるの家 医学書院 

170    

171 多飲症・水中毒 ケアと治療の新機軸 川上広人、松浦好徳 医学書院５ 

172 わが家の母はビョーキです 中村 ユキ 
サンマーク出

版 

173 
わが家の母はビョーキです２（家庭の絆

編） 
中村 ユキ 

サンマーク出

版 

174 統合失調症の人の気持ちがわかる本 伊藤 順一郎 講談社 

175 精神病院を捨てたイタリア捨てない日本 大熊 一夫 岩波書店 

176 実践ＳＳＴスキルアップ読本 土屋 徹 精神看護出版 

177 「当事者主体」的アプローチ 土屋 徹 精神看護出版 

178 精神科版 家族教室スタートアップ読本 土屋 徹 精神看護出版 

179 ひとりひとり 僕が撮った精神科病棟 大西 暢夫 精神看護出版 

180 つっちーの健康回復プログラム 土屋 徹 精神看護出版 



181 見えないけれど 観えるもの 藤井 克徳 やどかり出版 

182 統合失調症がよくわかる本 
Ｅフラー・トーリー、中井和

代、南光進一朗 
日本評論社 

183 
いのちの問答“あなた”に届けたい話し

のお布施 
藤沢 克己 幻冬舎 

184 １０代の子どものうつ病 症状と治し方 荒井 慎一 西東社 

185 
家族が知りたい統合失調症への対応Ｑ＆

Ａ 
高森 信子 日本評論社 

186 高森流コミュニケーションＱ＆Ａ 高森 信子 日本評論社 

187 愛の精神医学 野口 昌也 批評社 

188 まきこまれてしまう関係を変える 全家連編集委員会 全家連 

189 こうしてつきあう統合失調症 近藤 雅之 全家連 

190 よくわかる 統合失調症 白石 弘巳 主婦の友社 

191 
精神障害者と家族に役立つ社会資源ハン

ドブック 
NPO 法人全国精神保健福祉会連合会 

192 精神障害法 池原 毅和 三省堂 

193 心病む母が遺してくれたもの 夏苅 郁子 日本評論社 

194 統合失調症とのつきあい方 岡崎 祐士 日本評論社 

195 
統合失調症の人が知っておくべきこと突

然死から自分を守る 
NPO 法人コンボ 

196 
統合失調症とき合う 治療・リハビリ対

処の仕方 
伊藤 順一郎 保健同人社 

197 
 

統合失調症を生きる 

（NHK ほっとモーニング） 

NHK 未理解をなくそう「統合

失調症」制作班 
NHK 出版 

198 社員みんながやさしくなった 渡邊 幸義 かんき出版 

199 引きこもるという情熱 芹沢 俊介 雲母書房 

200 いじめが終わるとき 根本解決への提言 芹沢 俊介 彩流社 

201 
 

統合失調症からの回復を願う 

家族の１０の鉄則 
渡部 和成 星和書店 

202 統合失調症患者を支えて生きる家族たち 渡部 和成 星和書店 

203 統合失調症に負けない家族のコツ 渡部 和成 星和書店 

204 
統合失調症からの回復に役立つ治療と日

常生活のポイント 
渡部 和成 星和書店 

205 
精神医療ダークサイド 

ブラック精神科医たちの衝撃の実態 
佐藤美津典 講談社 

206 専門医に聞く アスペルガー症候群   

207 マンガでわかる！統合失調症 中村 ユキ、高森 信子 日本評論社 

208 ひとりひとり 大西 暢夫 精神看護出版 

209 
育つこと・育てること・家族にしてほし

いことしてほしくないこと 
日本子どもソーシヤル協会 

210 アスガーを生きる子供たちへ 佐々木正美 日本評論社 

211 アスペルガー症候群がわかる本 クリストファー・ギルバーグ 明石書店 

212 心病む母が遺してくれたもの 夏苅 郁子 日本評論社 

213 
精神障がい者の家族への暴力というＳＯ

Ｓ 
蔭山 正子 明石書店 

214 かちん むかッ ぐさッ 品川 博二 関西看護出版 

215 シナダス 
シナダスｽ編集委員会 

 監修 品川博二 
関西看護出版 



216 家族のための統合失調症 入門 白石 弘巳 河出書房新社 

217 心の病ときょうだいのこころ 滝沢 武久 松籟社 

218 統合失調症を悩まないで 渡部 和成 星和書房 

219 ソーウツ病 林 泰子 付け書房新社 

220 孤絶 読売新聞社会部 中央公論新社 

221 
精神障がい者の家族への暴力というＳＯ

Ｓ 
景山 雅子 明石書店 

    

    

 


