
あやめ文庫目録表 

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 訳 

船渡川 佐知子 
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 訳 

みすず書房 

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・認知賞が治る 
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 
     障害者とボランテァ 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 
かながわボランテァ

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口座） 
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 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 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 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 株式会社 
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 

株式会社 
日本評論社 

２０８ ひとりひとり 大西 暢夫 株式会社 
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ＳＯＳ 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 心と病ときょうだいの心 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「なぜ、助けを求められなかったか」                 読売新聞社会部 中央公論新社 

２２１ 障害者の家族への暴力という「SOS」 蔭山正子 明石書店 

２２２ 
漫画と図解でわかる 

障害のある子の将来のお金と生活 
渡部 伸 自由国民社 

２２３ ８０５０ 林 真理子 新潮社 

    

    

 


