展示期間：2021年5月7日(金)～

2F企画展示

こころの病気は、種類・症状が様々です。
病気を正しく理解し、あなた自身や身近な人の「初期サイン」を見逃すことなく、
早期発見・回復に繋げてください。
自分の意思ではやめられなくなる「依存症」は、こころの病気の一つです。
依存症から回復するには、「止め続ける生活」を続けていく必要があります。
本を通して、薬物・ギャンブル・タバコ等の危険性を知る機会にもしてください。
書名等
心と付き合うための心理学 / 木下まゆみ著. -- 北樹出版, 2019.5.

配架場所
3F開架新体系

請求記号
140//KI46//6315

ポジティブ心理学 : 科学的メンタル・ウェルネス入門 / 小林正弥著. -- 講談社, 2021.1. -(講談社選書メチエ ; 742).
ひと目でわかる心のしくみとはたらき図鑑 / 小野良平訳. -- 創元社, 2019.8. -- (イラスト授
業シリーズ).
ポジティブ心理学入門 : 『よい生き方』を科学的に考える方法 / クリストファー・ピーターソ
ン著 ; 宇野カオリ訳. -- 春秋社, 2012.7.
アンガーマネジメント11の方法 : 怒りを上手に解消しよう / ロナルド T.ポッターエフロン, パ
トリシア S.ポッターエフロン著 ; 藤野京子監訳. -- 金剛出版, 2016.9.
悲しみとともにどう生きるか / 柳田邦男 [ほか] 著. -- 集英社, 2020.11. -- (集英社新書 ;
1045C).
繊細すぎてしんどいあなたへ : HSP相談室 / 串崎真志著. -- 岩波書店, 2020.5. -- (岩波ジュ
ニア新書 ; 919).
レジリエンス : こころの回復とはなにか / セルジュ・ティスロン著 ; 阿部又一郎訳. -- 白水社,
2016.12. -- (文庫クセジュ ; 1009).
トラウマとアディクションからの回復 : ベストな自分を見つけるための方法 / リサ・M・ナ
ジャヴィッツ著 ; 浅田仁子訳. -- 金剛出版, 2020.1.
スマートフォン依存症の正体 : オンライン後の「子ども」たち / 中井孝章著. -- 日本教育研究
センター, 2020.11.
みんなの発達! : ニューマン博士の成長と発達のガイドブック / フレド・ニューマン, フィリ
ス・ゴールドバーグ著 ; 茂呂雄二 [ほか] 訳. -- 新曜社, 2019.3.
これだけは知っておきたいPTSDとトラウマの基礎知識 / バベット・ロスチャイルド著 ; 久保
隆司訳. -- 創元社, 2015.8.
居るのはつらいよ : ケアとセラピーについての覚書 / 東畑開人著. -- 医学書院, 2019.2. -(シリーズケアをひらく).
自分のことがわかる本 : ポジティブ・アプローチで描く未来 / 安部博枝著. -- 岩波書店,
2017.9. -- (岩波ジュニア新書 ; 860).
健康的で清潔で、道徳的な秩序ある社会の不自由さについて / 熊代亨著. -- イースト・プレス,
2020.6.
アディクションと加害者臨床 : 封印された感情と閉ざされた関係 / 藤岡淳子編著. -- 金剛出版,
2016.1.
これならできる中小企業のメンタルヘルス・ガイドブック : 主治医の探し方、ストレスチェッ
クからリワークプログラムまで / 秋山剛, 大野裕編著. -- 金剛出版, 2018.9.
愛と執着の社会学 : ペット・家畜・えづけ、そして生徒・愛人・夫婦 / ましこ・ひでのり著. - 三元社, 2013.9.
自己語りの社会学 : ライフストーリー・問題経験・当事者研究 / 小林多寿子, 浅野智彦編 ; 牧野
智和 [ほか] 著. -- 新曜社, 2018.8.
一緒にいてもスマホ : SNSとFTF / シェリー・タークル著 ; 日暮雅通訳. -- 青土社, 2017.3.

3F開架新体系

140//KO12//6817

3F開架新体系

140//O67//9033

3F開架新体系

140//P45//6602

3F開架新体系

141.6//P85//4473

4F新書版

141.6//Y53//5318

4F新書版

141.94//KU88//3356

4F新書版

146.2//TI7//6592

3F開架新体系

146.8//N29//0498

3F開架新体系

146.8//N34//7828

3F開架新体系

146.8//N68//5680

3F開架新体系

146.8//R74//5492

3F開架新体系

146.8//TO23//3192

2F就職応援

159//A12//3057

4F開架新体系

304//KU35//3387

4F開架新体系

326.34//F65//0969

2F学生選書

336.48//A38//1260

4F開架新体系

361//MA64//2414

4F開架新体系

361.16//KO12//9604

4F開架新体系

361.454//TU6//7353

誰でもできる!アサーティブ・トレーニングガイドブック : みんなが笑顔になるために / 海原純 4F開架新体系
子著. -- 金剛出版, 2019.8.
ダイエット幻想 : やせること、愛されること / 磯野真穂著. -- 筑摩書房, 2019.10. -- (ちくま 4F新書版
プリマー新書 ; 336).
愛を言い訳にする人たち : DV加害男性700人の告白 / 山口のり子著. -- 梨の木舎, 2016.3.
4F開架新体系

361.454//U74//9966

親の依存症によって傷ついている子どもたち : 物語を通して学ぶ家族への援助 / ジェリー・
4F開架新体系
モー著 ; 水澤寧子訳. -- 星和書店, 2017.3.
つながりを煽られる子どもたち : ネット依存といじめ問題を考える / 土井隆義著. -- 岩波書店, 4F開架新体系
2014.6. -- (岩波ブックレット ; No.903).
逃避型ネット依存の社会心理 / 大野志郎著. -- 勁草書房, 2020.1.
4F開架新体系

367.3//MO14//1411

13歳、「私」をなくした私 : 性暴力と生きることのリアル / 山本潤著. -- 朝日新聞出版,
2017.2.

367.6//Y31//7429
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4F開架新体系

367.1//I85//7128
367.1//Y24//1716

367.6//D83//2146
367.6//O67//0246

書名等
配架場所
特別講義「ひきこもり大学」 : 当事者が伝える「心のトビラ」を開くヒント / ひきこもり大学 4F開架新体系
出版チーム編. -- 潮出版社, 2020.10.
ひきこもりのライフストーリー / 保坂渉著. -- 彩流社, 2020.4. -- (フィギュール彩 ; 2-3).
4F開架新体系

請求記号
367.68//H57//4398

ストーカー : 「普通の人」がなぜ豹変するのか / 小早川明子著. -- 中央公論新社, 2017.12. - (中公新書ラクレ ; 606).
ストーカーから身を守るハンドブック / エミリー・スペンス・アルマゲヤー著 ; 上田勢子訳. - 大月書店, 2014.9.
ギャンブル依存国家・日本 : パチンコからはじまる精神疾患 / 帚木蓬生著. -- 光文社,
2014.12. -- (光文社新書 ; 728).
「ストーカー」は何を考えているか / 小早川明子著. -- 新潮社, 2014.4. -- (新潮新書 ; 567).

4F新書版

368.6//KO12//5562

4F開架新体系

368.6//SP4//5285

4F新書版

368.63//H14//7160

4F新書版

368.64//KO12//1926

ダルク : 回復する依存者たち : その実践と多様な回復支援 / ダルク編. -- 明石書店, 2018.6.

4F開架新体系

368.81//D42//8057

ドラッグと分断社会アメリカ : 神経科学者が語る「依存」の構造 / カール・ハート著 ; 寺町朋
子訳. -- 早川書房, 2017.1.
つながりから考える薬物依存症 : 安心して失敗を語れる絆・居場所づくり / 岩室紳也, 松本俊
彦, 安藤晴敏著. -- 大修館書店, 2018.8.
薬物依存症 / 松本俊彦著. -- 筑摩書房, 2018.9. -- (ちくま新書 ; 1333-4 . シリーズケアを考
える).
下手くそやけどなんとか生きてるねん。 : 薬物・アルコール依存症からのリカバリー / 渡邊洋
次郎著. -- 現代書館, 2019.11.
介護するからだ / 細馬宏通著. -- 医学書院, 2016.6. -- (シリーズケアをひらく).

4F開架新体系

368.81//H33//6864

4F開架新体系

368.81//I94//9554

4F新書版

368.81//MA81//9641

4F開架新体系

368.86//W46//7542

4F開架新体系

369.26//H94//4021

タバコ広告でたどるアメリカ喫煙論争 / 岡本勝著 ; 広島大学大学院総合科学研究科編. -- 丸善 4F開架新体系
出版, 2017.12. -- (叢書インテグラーレ ; 016).
新しい今日を生きる人びと : 依存症からリカバリーへ地域福祉の方法と実践 / リカバリハウス 7F新体系
いちご著. -- あるほんと文芯房.
ネット依存症 / 樋口進著. -- PHP研究所, 2013.12. -- (PHP新書 ; 894).
4F新書版

369.81//O42//4563

挫折と向き合う心理学 : 青年期の挫折を乗り越えるための心の作業とその支援 / 安藤嘉奈子,
小沢一仁, 橋本和幸編. -- 福村出版, 2020.1.
大学生のためのメンタルヘルスガイド : 悩む人、助けたい人、知りたい人へ / 松本俊彦編. -大月書店, 2016.7. -- (シリーズ大学生の学びをつくる).
受動喫煙の環境学 : 健康とタバコ社会のゆくえ / 村田陽平著. -- 世界思想社, 2012.12.

4F開架新体系

371.47//A47//0248

4F開架新体系

377.9//MA81//3198

4F開架新体系

383.89//MU59//1680

やってくる / 郡司ペギオ幸夫著. -- 医学書院, 2020.8. -- (シリーズケアをひらく).

3F開架新体系

461.1//G94//4544

「こころ」はいかにして生まれるのか : 最新脳科学で解き明かす「情動」 / 櫻井武著. -- 講談
社, 2018.10. -- (ブルーバックス ; B-2073).
摘便とお花見 : 看護の語りの現象学 / 村上靖彦著. -- 医学書院, 2013.8. -- (シリーズケアを
ひらく).
在宅無限大 : 訪問看護師がみた生と死 / 村上靖彦著. -- 医学書院, 2018.12. -- (シリーズケア
をひらく).
知っていますか?薬物依存症一問一答 / 西川京子著. -- 解放出版社, 2014.2.

4F新書版

491.37//SA47//0219

3F開架新体系

492.9014//MU43//2496

3F開架新体系

492.993//MU43//3243

3F開架新体系

493.155//N83//8416

CRAFT薬物・アルコール依存症からの脱出 : あなたの家族を治療につなげるために / 吉田精
次, 境泉洋著. -- 金剛出版, 2014.11.
高機能アルコール依存症を理解する : お酒で人生を棒に振る有能な人たち / セイラ・アレン・
ベントン著 ; 伊藤真理, 会津亘, 水澤寧子訳. -- 星和書店, 2018.1.
CRAFT : 依存症者家族のための対応ハンドブック / ロバート・メイヤーズ, ブレンダ・ウォル
フ著 ; 渋谷繭子訳. -- 金剛出版, 2013.7.
ストレスのはなし : メカニズムと対処法 / 福間詳著. -- 中央公論新社, 2017.4. -- (中公新書 ;
2432).
大学生活、大丈夫? : 家族が読む、大学生のメンタルヘルス講座 / 梶谷康介著. -- 九州大学出
版会, 2020.9. -- (KUP医学ライブラリ ; 2).
眠りがもたらす奇怪な出来事 : 脳と心の深淵に迫る / ガイ・レシュジナー著 ; 高橋洋訳. -- 河
出書房新社, 2020.8.
メンタルヘルス時代の精神医学入門 : こころの病の理解と支援 / 松本卓也, 野間俊一編著. -ミネルヴァ書房, 2020.11.
14歳からの精神医学 : 心の病気ってなんだろう / 宮田雄吾著. -- 新版. -- 日本評論社,
2021.1.
睡眠障害 : 現代の国民病を科学の力で克服する / 西野精治 [著]. -- KADOKAWA, 2020.3. -(角川新書 ; [K-307]).
心を病んだらいけないの? : うつ病社会の処方箋 / 斎藤環, 與那覇潤著. -- 新潮社, 2020.5. -(新潮選書).
治したくない : ひがし町診療所の日々 / 斉藤道雄 [著]. -- みすず書房, 2020.5.

3F開架新体系

493.155//Y86//6673

3F開架新体系

493.156//B35//6323

3F開架新体系

493.156//ME95//0641

4F新書版

493.49//F77//8251

3F開架新体系

493.7//KA23//3611

3F開架新体系

493.7//L56//5094

3F開架新体系

493.7//MA81//4728

3F開架新体系

493.7//MI84//7124

4F新書版

493.7//N85//3089

3F開架新体系

493.7//SA25//2407

2F学生選書

493.7//SA25//6030

突然、感情を爆発させる人々 / 酒井和夫著. -- 洋泉社, 2017.4. -- (新書y ; 309).

4F新書版

493.7//SA29//8295
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367.68//H91//3658

369.81//R41//2887
371.42//H56//6186

書名等
配架場所
こころの病に挑んだ知の巨人 : 森田正馬・土居健郎・河合隼雄・木村敏・中井久夫 / 山竹伸二 4F新書版
著. -- 筑摩書房, 2018.1. -- (ちくま新書 ; 1303).
自分を傷つけてしまう人のためのレスキューガイド / 松本俊彦監修. -- 法研, 2018.2.
3F開架新体系

請求記号
493.7//Y45//5038

音楽療法はどれだけ有効か : 科学的根拠を検証する / 佐藤正之著. -- 化学同人, 2017.6. -(DOJIN選書 ; 74).
なぜ心は病むのか : いつも不安なひとの心理 / アルフレッド・アドラー著 ; 長谷川早苗訳. -興陽館, 2019.6.
僕らはそれに抵抗できない : 「依存症ビジネス」のつくられかた / アダム・オルター著 ; 上原
裕美子訳. -- ダイヤモンド社, 2019.7.
ぼくらの中の「トラウマ」 : いたみを癒すということ / 青木省三著. -- 筑摩書房, 2020.1. -(ちくまプリマー新書 ; 342).
やめられない : ギャンブル地獄からの生還 / 帚木蓬生著. -- 集英社, 2019.8. -- (集英社文庫 ;
[は32-11]).
依存症のすべて : 「やめられない気持ち」はどこから来る? / 廣中直行著. -- 講談社, 2013.9.
-- (こころライブラリー).
ギャンブル依存と生きる : 家族、支援者と生きづらさを乗り越えるために / 稲村厚著. -- 彩流
社, 2016.10.
なぜふつうに食べられないのか : 拒食と過食の文化人類学 / 磯野真穂著. -- 春秋社, 2015.1.

3F開架新体系

493.72//SA85//9496

3F開架新体系

493.74//A16//7412

3F開架新体系

493.74//A41//7798

4F新書版

493.74//A53//0323

3F文庫版

493.74//H14//0130

3F開架新体系

493.74//H71//4350

3F開架新体系

493.74//I53//4947

3F開架新体系

493.74//I85//8760

パニック障害と過呼吸 / 磯部潮著. -- 幻冬舎, 2012.7. -- (幻冬舎新書 ; 265 ; [い-18-1]).

4F新書版

493.74//I85//9245

493.72//J46//6320

彼女たちはなぜ万引きがやめられないのか? : 窃盗癖という病 / 河村重実著. -- 飛鳥新社,
B3出納
2013.4.
人はなぜ依存症になるのか : 自己治療としてのアディクション / エドワード・J・カンツィア 3F開架新体系
ン, マーク・J・アルバニーズ著 ; 松本俊彦訳. -- 星和書店, 2013.5.
人を信じられない病 : 信頼障害としてのアディクション / 小林桜児著. -- 日本評論社, 2016.7. 3F開架新体系

493.74//KA95//4786

共依存の倫理 : 必要とされることを渇望する人びと / 小西真理子著. -- 晃洋書房, 2017.9.

3F開架新体系

493.74//KO75//4096

強迫性障害に悩む人の気持ちがわかる本 / 原井宏明監修. -- 講談社, 2013.2. -- (こころライ
ブラリー : イラスト版).
惨事ストレスとは何か : 救援者の心を守るために / 松井豊著. -- 河出書房新社, 2019.10.

3F開架新体系

493.74//KY3//8213

3F開架新体系

493.74//MA77//7452

電車に乗れない人たち : パニック障害、不安と怖れがなくなる方法 / 松本桂樹著. -- 最新版. - 2F学生選書
- WAVE出版, 2019.7.
トラウマにふれる : 心的外傷の身体論的転回 / 宮地尚子著. -- 金剛出版, 2020.9.
3F開架新体系

493.74//MA81//8213

アディクションサイエンス : 依存・嗜癖の科学 / 宮田久嗣 [ほか] 編著. -- 朝倉書店, 2019.6. 3F開架新体系

493.74//MI84//5227

知っていますか?ギャンブル依存一問一答 / 西川京子著. -- 解放出版社, 2013.10.

3F開架新体系

493.74//N83//2985

依存症家族を支えるQ&A : アルコール・薬物・ギャンブル依存症家族のメッセージを添えて /
西川京子著. -- 解放出版社, 2018.4.
デザインされたギャンブル依存症 / ナターシャ・ダウ・シュール著 ; 日暮雅通訳. -- 青土社,
2018.7.
依存症からの脱出 : つながりを取り戻す / 信濃毎日新聞取材班 [編]. -- 海鳴社, 2018.2.

3F開架新体系

493.74//N83//6986

3F開架新体系

493.74//SC8//8210

3F開架新体系

493.74//SH59//5717

窃盗症 : クレプトマニア : その理解と支援 / 竹村道夫, 吉岡隆編集. -- 中央法規出版, 2018.5. 3F開架新体系

493.74//TA63//7389

依存症ビジネス : 「廃人」製造社会の真実 / デイミアン・トンプソン著 ; 中里京子訳. -- ダイ 3F開架新体系
ヤモンド社, 2014.10.
家族・援助者のためのギャンブル問題解決の処方箋 : CRAFTを使った効果的な援助法 / 吉田精 3F開架新体系
次著. -- 金剛出版, 2016.9.
ギャンブル依存症 : 当事者から学ぶその真実 / 吉岡隆編集. -- 中央法規出版, 2019.12.
3F開架新体系

493.74//TH6//5513

ボクはやっと認知症のことがわかった : 自らも認知症になった専門医が、日本人に伝えたい遺 2F学生選書
言 / 長谷川和夫, 猪熊律子著. -- KADOKAWA, 2019.12.
虐待的パーソナリティ : 親密な関係性における暴力とコントロールについての心理学 / ドナル 3F開架新体系
ド・G.ダットン著 ; 松井由佳訳. -- 明石書店, 2011.8.
サイコパスの真実 / 原田隆之著. -- 筑摩書房, 2018.4. -- (ちくま新書 ; 1324).
4F新書版

493.758//H36//5824

私たちは生きづらさを抱えている : 発達障害じゃない人に伝えたい当事者の本音 / 姫野桂著. - 3F開架新体系
- イースト・プレス, 2018.8.
良心をもたない人たちへの対処法 / マーサ・スタウト著 ; 秋山勝訳. -- 草思社, 2020.12.
3F開架新体系

493.76//H59//9760

断薬記 : 私がうつ病の薬をやめた理由 / 上原善広著. -- 新潮社, 2020.5. -- (新潮新書 ; 860). 4F新書版

493.76//U36//4999

統合失調症 / 村井俊哉著. -- 岩波書店, 2019.10. -- (岩波新書 ; 新赤版 1801).

493.763//MU41//7426
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4F新書版

493.74//KH//7362
493.74//KO12//6037

493.74//MI75//3719

493.74//Y86//4925
493.74//Y92//7652

493.76//D99//5622
493.76//H32//6544

493.76//ST7//6827

書名等
双極性障害 : 双極症I型・II型への対処と治療 / 加藤忠史著. -- 第2版. -- 筑摩書房, 2019.6. - (ちくま新書 ; 1415).
これだけは知っておきたい双極性障害 : 躁・うつに早めに気づき再発を防ぐ! / 加藤忠史監修. - 翔泳社, 2018.9. -- (ココロの健康シリーズ).
鬱は伝染(うつ)る。 : 最もありふれた精神疾患は、どのように蔓延ったのか、どうすれば食い
止められるのか / マイケル・D.ヤプコ著 ; 定政由里子訳. -- 北大路書房, 2020.8.
家族の力で拒食を乗り越える : 神経性やせ症の家族療法ガイド / マリア・ガンシー著 ; 荻原か
おり訳. -- 星和書店, 2019.9.
スマホが学力を破壊する / 川島隆太著. -- 集英社, 2018.3. -- (集英社新書 ; 0924I).

配架場所
4F新書版

請求記号
493.764//KA86//5040

2F学生選書

493.764//KO79//1101

3F開架新体系

493.764//Y59//3402

3F開架新体系

493.937//G19//9481

4F新書版

493.937//KA97//6391

発達障害の悩みに答える一問一答 : 生き難い私はもしかしてASD?それともADHD? / 宮尾益知
著. -- 河出書房新社, 2020.12.
インターネット・ゲーム依存症 : ネトゲからスマホまで / 岡田尊司著. -- 文藝春秋, 2014.12.
-- (文春新書 ; 995).
ゲーム・ネットの世界から離れられない子どもたち : 子どもが社会から孤立しないために / 吉
川徹著. -- 合同出版, 2021.2. -- (子どものこころの発達を知るシリーズ / 齊藤万比古, 市川宏
伸, 本城秀次監修 ; 10).
やりすぎの経済学 : 中毒・不摂生と社会政策 / ハロルド・ウィンター著 ; 河越正明訳. -- 大阪
大学出版会, 2020.1.
認知行動療法・禁煙ワークブック : Re-Freshプログラム / 原田隆之著. -- 金剛出版, 2014.4.

3F開架新体系

493.937//MI81//7606

4F新書版

493.937//O38//8472

3F開架新体系

493.937//Y89//7746

3F開架新体系

498//W77//0458

3F開架新体系

498.32//H32//0355

奇跡の呼吸力 : 心身がよみがえるトレーニング / 有吉与志恵著. -- 筑摩書房, 2013.7. -- (ち
くま新書 ; 1021).
コロナ不安に向き合う : 精神科医からのアドバイス / 藤本修著. -- 平凡社, 2020.9. -- (平凡
社新書 ; 954).
スタンフォードのストレスを力に変える教科書 / ケリー・マクゴニガル著 ; 神崎朗子訳. -- 大
和書房, 2019.10. -- (だいわ文庫 ; [304-2G]).
メンタルヘルスの理解のために : こころの健康への多面的アプローチ / 松本卓也, 武本一美編
著. -- ミネルヴァ書房, 2020.4.
メンタルヘルスを学ぶ : 精神医学・内科学・心理学の視点から / 村井俊哉, 森本恵子, 石井信子
編著. -- ミネルヴァ書房, 2015.4.
メンタルヘルスの道案内 : 現代を生きる30章 / 徳田完二, 竹内健児, 吉沅洪編. -- 北大路書房,
2018.12.
カフェイン大全 : コーヒー・茶・チョコレートの歴史から、ダイエット・ドーピング・依存症
の現状まで / ベネット・アラン・ワインバーグ, ボニー・K.ビーラー著 ; 真崎美恵子[ほか]訳.
-- 八坂書房, 2006.2.
七十二候の食薬レシピ : 心と体にスッと効く、ゆる漢方アドバイス / 大友育美著. -- 学研プラ
ス, 2020.10.
コロナ危機の社会学 : 感染したのはウイルスか、不安か / 西田亮介著. -- 朝日新聞出版,
2020.7.
「癒し」は科学で手に入る / 北岡哲子著. -- 幻冬舎ルネッサンス, 2014.8. -- (幻冬舎ルネッ
サンス新書 ; 101).
カジノ戦争 / 西澤信善著. -- 晃洋書房, 2018.5.

4F新書版

498.34//A78//9318

4F新書版

498.39//F62//4537

2F学生選書

498.39//MA15//5839

3F開架新体系

498.39//MA81//1886

3F開架新体系

498.39//MU41//2932

3F開架新体系

498.39//TO35//5734

3F開架新体系

498.55//W55//6619

2F学生選書

498.583//O86//5932

3F開架新体系

498.6//N81//3068

4F新書版

501.84//KI72//5231

4F開架新体系

673.94//N87//7897

徹底批判!!カジノ賭博合法化 : 国民を食い物にする「カジノビジネス」の正体 / 全国カジノ賭
博場設置反対連絡協議会編 ; 吉田哲也[ほか]共著. -- 合同出版, 2014.8.
悲しい曲の何が悲しいのか : 音楽美学と心の哲学 / 源河亨著. -- 慶應義塾大学出版会,
2019.10.
運動継続の心理学 : 快適自己ペースとポジティブ感情 / 橋本公雄, 斉藤篤司著. -- 福村出版,
2015.3. -- (熊本学園大学付属社会福祉研究所社会福祉叢書 ; 25).
図解本当はすごい「ラジオ体操」健康法 : 一番かんたんにできて、カラダによく効く! / ラジオ
体操研究会本文・構成. -- 中経出版, 2007.7.
ストレッチ・メソッド : 5つのコツでもっと伸びる体が変わる / 谷本道哉, 石井直方著. -- 高橋
書店, [2008.11].
誤作動する脳 / 樋口直美著. -- 医学書院, 2020.3. -- (シリーズケアをひらく).

2F学生選書

673.94//Z3//7109

3F開架新体系

761.1//G34//3171

3F開架新体系

780.14//H38//1914

3F開架新体系

781.4//R11//2473

3F開架新体系

781.4//TA88//9542

3F開架新体系

916//H56//2200

異なり記念日 / 齋藤陽道著. -- 第1版. -- 医学書院, 2018.7. -- (シリーズケアをひらく).

3F開架新体系

916//SA25//3193

「依存」する英米文学 / 森岡裕一, 堀恵子共編. -- 英宝社, 2008.8. -- (阪大英文学会叢書 ;
5).

3F開架新体系

930.4//MO62//0403
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