
主催：岐阜県精神保健福祉センター　　共催：岐阜県図書館　　　平成30年9月8日開催

「ひきこもり講座」　関連図書リスト
「ひきこもり講座」の講師・川北稔先生のご著書やその参考文献を中心に、9月8日まで1階・閲覧室に展示しています。
どの本も貸出できますので、ご利用ください。（講座の申込みは1階・第2カウンターで受付中）

No. 書名 著者名 出版者名 出版年 資料コード
1

（著作） 不登校・ひきこもりと居場所
忠井 俊明／編
著

ミネルヴァ書房 2006.12 371.4 タ 8141158002

2
（著作） 引きこもり狩り 芹沢 俊介／編 雲母書房 2007.1 371.4 ヒ 8133326453

3
（著作）

｢ひきこもり｣への社会学的アプ
ローチ

荻野 達史/編著 ミネルヴァ書房 2008.12 371.4 ヒ 8133779299

4 アイデンティティ・ゲーム 石川准/著 新評論 1992.9 143 イ 8130169563

5 若者が働くとき 熊沢 誠／著 ミネルヴァ書房 2006.2 366.02 ク 8133071200

6 若者の労働運動 橋口 昌治／著 生活書院 2011.3 366.6 ハ 8134001078

7
ドキュメント・長期ひきこもりの現
場から

石川 清／著 洋泉社 2017.3 367.6 イ 8134869390

8 ひきこもりの<ゴール> 石川 良子／著 青弓社 2007.9 367.6 イ 8133465994

9 「ニート」って言うな! 本田 由紀／著 光文社 2006.1 367.6 ニ 8133054362

10 希望のニート 二神 能基／著
東洋経済新報
社

2005.6 367.6 フ 8132882535

11
若者たちのコミュニケーション・
サバイバル

岩田 考／編 恒星社厚生閣 2006.3 367.6 ワ 8133133519

12
障害・病いと「ふつう」のはざま
で

田垣 正晋／編
著

明石書店 2006.8 369.2 シ 8133210574

13 漂流する発達障害の若者たち 高森 明／著 ぶどう社 2010.8 369.28 コ 8133977651

14 子ども虐待と発達障害 渡辺 隆／著 東洋館出版社 2014.3 369.49 ワ 8134447631

15 ひきこもり当事者と家族の出口
五十田 猛／編
著

子どもの未来社 2006.1 371.4 イ 8133077465

16 脱!ひきこもり 工藤 定次／著 ポット出版 2004.4 371.4 ク 8132604583

17 引きこもり 塩倉 裕／著
ビレッジセンター
出版局

2000.12 371.4 シ 8131807812

18 引きこもり 塩倉 裕／著 朝日新聞社 2003.1 371.4 シ 8132498696

19 引きこもるという情熱 芹沢 俊介／著 雲母書房 2002.5 371.4 セ 8134819076

20 はじめてのひきこもり外来
中垣内 正和／
著

ハート出版 2008.4 371.4 ナ 8133564025

21 変わりゆく思春期の心理と病理 鍋田 恭孝／著 日本評論社 2007.3 371.4 ナ 8141150677

22
どう関わる?思春期・青年期のア
スペルガー障害

京都ひきこもりと
不登校の家族会

かもがわ出版 2006.1 378 ド 8133042085

23 教えて私の「脳みそ」のかたち 岡野 高明／著 花風社 2002.12 493.7 オ 8132306948

24 「ひきこもり」救出マニュアル 斎藤 環／著 PHP研究所 2002.7 493.7 サ 8132221241

25 大人のアスペルガー症候群
佐々木 正美／監修，
梅永 雄二／監修 講談社 2008.8 493.76 オ 8133681747

26 思春期のアスペルガー症候群
佐々木 正美/監
修

講談社 2008.11 493.937 シ 8133761445
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27 「ひきこもり」経験の社会学 関水 徹平／著 左右社 2016.1 367.6 セ 8134722890

28 「大人の引きこもり」を救え! 廣岡 政幸／著 扶桑社 2017.3 367.6 ヒ 8134047970

29 家族幻想 杉山 春／著 筑摩書房 2016.1 371.4 ス 8134638132

30 何度でもやりなおせる
漆葉 成彦／編
著

クリエイツかもが
わ

2017.5 371.4 ナ 8134795063

31 ひきこもりの心理支援
日本臨床心理士
会／監修

金剛出版 2017.11 371.4 ヒ 8134877614

32 ひきこもる人と歩む
青木 道忠／編
著

新日本出版社 2015.2 371.4 ヒ 8134672724

33
地域におけるひきこもり支援ガ
イドブック

境 泉洋／編著 金剛出版 2017.1 367.6 サ 8134852947

34 ひきこもる心のケア 杉本 賢治／編 世界思想社 2015.8 367.6 ス 8134672662

35
ひきこもる子ども・若者の思いと
支援

春日井 敏之／
編

三学出版 2016.7 371.4 ヒ 8134877660

36 ひきこもる女性たち 池上 正樹／著 ベストセラーズ 2016.5 493.7 イ 8134811443

37 青年のひきこもり・その後 近藤 直司／著
岩崎学術出版
社

2017.11 493.7 コ 8134877623

38 ドキュメントひきこもり 池上 正樹／著 宝島社 2013.7 493.7 イ 8134823800

※このほかにも関連図書を所蔵しています。（蔵書検索でキーワード「ひきこもり」で検索）

　　★岐阜県精神保健福祉センター・ひきこもり地域支援センターのご案内

○所在地　岐阜市鷺山向井2563-18　岐阜県障がい者総合相談センター２階
○TEL　　　058-231-9724/ FAX：058-233-5133

※ブックリストに関するお問い合わせは岐阜県図書館まで
（岐阜市宇佐4-2-1　TEL：058-275-5111）
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岐阜県精神保健福祉センターは、県内における精神保健福祉活動の中核的機関として県民
の精神的健康の保持増進を図るとともに、こころの病の予防から精神障がい者の社会復帰
に至るまでの課題について、専門的かつ総合的に対応しています。
平成２８年６月には、センター内に、岐阜県在住のひきこもりに悩むご本人やご家族の方を対
象に、相談などを行う機関として、「ひきこもり地域支援センター」を開設しました。
ひきこもり地域支援センターでは、県内唯一の公的なひきこもり相談窓口として、これまでの
ご本人やご家族への支援のみならず、ひきこもり相談支援に携わる関係機関とともに、ご本
人やご家族のよりよい支援が行えるよう、県内の支援体制づくりに努めています。


