
「ブルーな気持ちに寄り添う本」 ♦Young Generationコーナー
ミニ展示リスト♦
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書名 著者 出版者 請求記号

かがわ子ども・若者相談・支援機関ガイド
ブック

香川県健康福祉部子ども
政策推進局子ども政策課
／［編］

香川県健康福祉部子
ども政策推進局子ど
も政策課

36940/K69

どうしたらいいかわからない君のための人生
の歩きかた図鑑

石井 光太／著 日本実業出版社 36760/I22/

日本一醜い親への手紙 Create Media／編 dZERO 36730/C14

ザ・ママの研究 増補新版 信田 さよ子／著 新曜社 36730/N10/8-2

だいじょうぶ！親の離婚
ケント・ウインチェス
ター／著

日本評論社 36740/W7

ネット検索が怖い 神田 知宏／著 ポプラ社 0073/K75/2

君の悩みに答えよう 大野久ほか／編集 福村出版 1597/O6

中学生の悩みごと
高濱 正伸，大塚 剛史／
著

実務教育出版 1597/T9

ぼくらの未来のつくりかた 家入一真／著 双葉社 2891/I190/

「コミュ障」の社会学 貴戸 理恵／著 青土社 36145/K44/2

上手に「自分を守る」技術 片田 珠美／著 三笠書房 36145/K55/

人前で話すのが苦手な人が少しだけ楽に話せ
るようになる32のヒント

久保 純子／著 リンダパブリッシャーズ 36145/K60/

子どもにかかわる仕事 汐見稔幸／編 岩波書店 36629/S29/

この思いを聞いてほしい！ 池田香代子／編著 岩波書店 36700/I3/

世界の学び舎こんにちは！ 井上直也／文　写真 西村書店東京出版編集部 36760/I19/

生きる冒険地図 プルスアルハ／著 学苑社 36760/P6/

どうなってるんだろう?子どもの法律 山下 敏雅／編著 高文研 36760/Y26/

あなたの明日のために
全国少年警察ボラン
ティア協会

36870/A7/1-6

今、話したい「学校」のこと 藤原和博／著 ポプラ社 37040/F16/2

思春期サバイバル ここから探検隊／制作 はるか書房 37147/K15/

思春期サバイバル 2 ここから探検隊／制作 はるか書房 37147/K15/1-2

１０代のうちに知っておきたい折れない心の
作り方

水島広子／著 紀伊國屋書店 37147/M5

中学生になったら 宮下 聡／著 岩波書店 37630/M5/2

十代の選択 プロジェクトｉ／編 〔学研教育出版〕 37640/P1/

通信制高校のすべて 手島 純／編著 彩流社 37640/T3/4-2

世界一やさしい精神科の本 斎藤環，山登敬之／著 河出書房新社　 4937/S62/4

女子読みのススメ 貴戸理恵／著 岩波書店 9102/K263/

いじめられっ子の流儀
ケイト・コーエン・
ポージー／著

学苑社 37140/C3/

学校は行かなくてもいい 小幡 和輝／著 健康ジャーナル社 37140/O14/

不登校でも大丈夫 末富 晶／著 岩波書店 37140/S36

いじめから脱出しよう! 玉聞 伸啓／著 小学館 37140/T11/

相談・支援機関がわかる本

不登校・いじめ・ひきこもりに寄り添う本

家族の悩み

悩みに寄り添う本
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学校に行きたくない君へ 全国不登校新聞社／編 ポプラ社 37140/Z2/

いじめられている君へいじめている君へいじ
めを見ている君へ

朝日新聞社／編 朝日新聞出版 37145/A23/1-2

うわさ・かげぐち
キャサリン・ロンディ
ナ／作

大月書店 37145/G4/1-2

いじめ
エレイン・スレベンス
／作

大月書店 37145/G4/1-3

ネットいじめ
ロビン・マッケカーン
／作

大月書店 37145/G4/1-6

いじめの直し方 内藤朝雄／著 朝日新聞出版 37145/N23/2

自分をまもる本
ローズマリー・ストー
ンズ／著

晶文社 37145/S21/1-2

子どもとまなぶいじめ・暴力克服プログラム 武田さち子／著 合同出版 37145/T44/2

不登校・ひきこもりに効くブリーフセラピー
坂本 真佐哉，黒沢 幸
子／編

日本評論社 37410/S30

高校中退 杉浦孝宣／著 宝島社 37640/S15/

いじめ 村瀬 学／著 ミネルヴァ書房 4939/S89/1-2

15歳のコーヒー屋さん 岩野 響／著 KADOKAWA 2891/I208/

ヘン子の手紙 伊藤 のりよ／著 学研プラス 2891/I209/

生きづらさを抱えるきみへ withnews編集部／著 ベストセラーズ 37140/A14/

笑おうね生きようね 本多 正識／著 小学館 37140/H7/

黒板に描けなかった夢 濱口瑛士／著 ブックマン社 7231/H23/

僕の、生きる道 花園 直道／著 ロングセラーズ 7691/H7/

ぼくは泣かない 岩崎 夏海／監修 廣済堂出版 7837/I36/

生きる 小林 凛／著 小学館 9113/K218/4

学校へ行けなかった私が「あの花」「ここさ
け」を書くまで

岡田 麿里／著 文藝春秋 9127/O11

反抗の理由 欅流リ／著 文芸社 9160/K272/

僕が夫に出会うまで 七崎 良輔／著 文藝春秋 9160/N172

中学生へのドメスティック・バイオレンス予防啓発に関
する研究 須賀朋子／著 風間書房 36730/S52

ひきこもる心のケア 杉本賢治／編 世界思想社 36760/S38/

ひきこもり脱出支援マニュアル 田村毅／著 ＰＨＰ研究所 36760/T23/

なぜ若者はトイレで「ひとりランチ」をする
のか

和田秀樹／著 祥伝社 36760/W4/2

「若者支援」のこれまでとこれから
若者支援全国協同連絡会
／編

かもがわ出版 36760/W11/

半径１メートルの想像力 山崎鎮親／著 旬報社 36760/Y25/

いじめを生む教室 荻上 チキ／著 PHP研究所 37140/O15/

学校と暴力 今津孝次郎／著 平凡社 37145/I21/2

ヒトはなぜヒトをいじめるのか 正高信男／著 講談社 37145/M21/2

いじめ問題をどう克服するか 尾木直樹／著 岩波書店 37145/O15/8

起立性調節障害の子どもの日常生活サポートブック 田中 英高／著 中央法規出版 4939/T47/2-2

起立性調節障害がよくわかる本 田中英高／監修 講談社 4939/T47/3

いじめ、不登校、引きこもりなどの体験記

子ども・若者支援者向けの本
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