
 ２０２１年度 いじめ防止プロジェクト選定図書リスト 2022/ 3/31

タイトル・著者 配置場所 請求記号
1 #8月31日の夜に。 : 生きるのがつらい10代のあなたへ / NHK「ハートネットTV」編 いじめBP 371.42||N 69
2 「いじめ」や「差別」をなくすためにできること (ちくまプリマー新書:283) / 香山リカ著 いじめBP 371.42||Ka 98
3 「いじめ」をなくす! : 「BE A HERO」プロジェクトの挑戦 / IWA JAPAN著 いじめBP 371.42||I 92
4 「いじめ・自殺事件」の深層を考える : 岩手県矢巾町『いじめ・自殺』を中心として / 増田修治著 いじめBP 371.42||Ma 66
5 「いじめに対応できる学校」づくり : 法令だけではわからない子どもを守る実務ノウハウ / 藤川大祐著 いじめBP 371.42||F 58

6
「いじめ防止対策」と子どもの権利 : いのちをまもる学校づくりをあきらめない / 鈴木庸裕, 住友剛, 桝屋二郎編著
/葛岡道男 [ほか著] いじめBP 371.42||I 29

7 「いのち」と「愛」に着目する子育て (カイロスブックス:4) / 岡本富郎著 いじめBP 371.42||O 42
8 「ヤンチャな子ら」のエスノグラフィー : ヤンキーの生活世界を描き出す / 知念渉著 いじめBP 367.68||C 46
9 「学校に行きたくない」と子どもが言ったとき親ができること (ポプラ新書:212) / 石井志昂著 いじめBP 371.42||I 75

10 10歳の君に贈る、心を強くする26の言葉 : 哲学者から学ぶ生きるヒント / 岩村太郎著/千野エーイラスト いじめBP K15||I 94
11 10代の時のつらい経験、私たちはこう乗り越えました (MF comic essay) / しろやぎ秋吾著 いじめBP 371.42||Sh 89
12 5つの問題行動別「手に負えない思春期の子」への関わり方 / 土井高徳著 いじめBP 367.6||D 83
13 9月1日 : 母からのバトン / 樹木希林, 内田也哉子著 いじめBP 371.42||Ki 22
14 Aではない君と (講談社文庫:や61-9) / 薬丸岳 [著] いじめBP 913.6||Y 16
15 Faces : いじめをこえて / NHK「Faces」プロジェクト著 いじめBP 371.42||N 69
16 ある日、うちの子が学校に行かなくなったら / 鈴木あや著 いじめBP 371.42||Su 96
17 いい人ランキング / 吉野万理子著 いじめBP 913.6||Y 92
18 いじめ : 10歳からの「法の人」への旅立ち (思春期のこころと身体Q&A:2) / 村瀬学著 いじめBP 371.42||Mu 57

19
いじめ : いつわりの楽園 (小学館ジュニア文庫. Shogakukan Junior Bunko) / 武内昌美著/五十嵐かおる原案・イラ
スト いじめBP 913.6||Ta 67

20 いじめ : 叶わない望み (ちゃおコミックス) / 五十嵐かおる著 いじめBP 371.42||I 23
21 いじめ : 凍りついた教室 (ちゃおコミックス) / 五十嵐かおる著 いじめBP 371.42||I 23||7
22 いじめ : 光と影 (ちゃおコミックス) / 五十嵐かおる著 いじめBP 371.42||I 23||8
23 いじめ : タカラサガシ (ちゃおコミックス) / 五十嵐かおる著 いじめBP 371.42||I 23||9
24 いじめ : いびつな心 (ちゃおコミックス) / 五十嵐かおる著 いじめBP 371.42||I 23||10
25 いじめ : かりそめの教室 (ちゃおコミックス) / 五十嵐かおる著 いじめBP 371.42||I 23||11
26 いじめ : 心の傷跡 (ちゃおコミックス) / 五十嵐かおる著 いじめBP 371.42||I 23||12
27 いじめ : 願い叶う日まで (ちゃおコミックス) / 五十嵐かおる著 いじめBP 371.42||I 23||13
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28 いじめ : 涙の選択 (ちゃおコミックス) / 五十嵐かおる著 いじめBP 371.42||I 23||14
29 いじめ : 終わらないゲーム (ちゃおコミックス) / 五十嵐かおる著 いじめBP 371.42||I 23||15
30 いじめ : 冷たい手のひら (ちゃおコミックス) / 五十嵐かおる著 いじめBP 371.42||I 23||16
31 いじめ : 願いのかけら (ちゃおコミックス) / 五十嵐かおる著 いじめBP 371.42||I 23||17
32 いじめ : 旅立ちの朝 (ちゃおコミックス) / 五十嵐かおる著 いじめBP 371.42||I 23||18
33 いじめ : 心の中がのぞけたら : 漫画明日がくる 初版 7 / 本山理咲著 いじめBP 371.42||Mo 92||7
34 いじめ・虐待・体罰をその一言で語らない : 教育のことばを問い直す / 今津孝次郎著 いじめBP 371.42||I 46
35 いじめ・自殺ストップ作文集 / 再チャレンジ東京企画・編集 いじめBP 371.42||Sa 17
36 いじめ・不登校・虐待から大切なわが子を守る : いま、お父さん・お母さんにできること / 亀田秀子著 いじめBP 371.42||Ka 33
37 いじめ・不登校・虐待と向き合う支援と対応の実際 / 亀田秀子著 いじめBP 371.42||Ka 33
38 いじめ14歳のMessage (メッセージ) (小学館ジュニア文庫:[ジほ-3-1]) / 林慧樹著 いじめBP 913.6||H 48
39 いじめ2.0 : 新しいいじめとの戦い方 / 荒井隆一著 いじめBP 371.42||A 62
40 いじめからいのちを守る : 逃げろ、生きるため / 近藤卓著 いじめBP 371.42||Ko 73
41 いじめからは夢を持って逃げましょう! : 「逃げる」は、恥ずかしくない「最高の戦略」 / 長野雅弘著 いじめBP 371.42||N 16
42 いじめから子どもを守る : 教員×弁護士対話で解決 / 鬼澤秀昌, 篠原一生著 いじめBP 371.42||O 66
43 いじめから子どもを守る学校づくり : いますぐできる教師の具体策 / 高橋知己, 小沼豊著 いじめBP 371.42||Ta 33
44 いじめから脱出しよう! : 自分をまもる方法12か月分 / 玉聞伸啓著 いじめBP 371.42||Ta 78
45 いじめはなぜ起きるのか (NHK for School:いじめをノックアウト) / いじめBP K37||I 29||1
46 いじめが起きてしまったら (NHK for School) / いじめBP K37||I 29||2
47 いじめのない教室を目指して (NHK for School) / いじめBP K37||I 29||3
48 いじめで死なせない : 子どもの命を救う大人の気づきと言葉 / 岸田雪子著 いじめBP 371.42||Ki 57
49 いじめとひきこもりの人類史 (新潮新書:881) / 正高信男著 いじめBP 361.4||Ma 63
50 いじめと規範意識の社会学 : 調査からみた規範意識の特徴と変化 (佛教大学研究叢書:39) / 作田誠一郎著 いじめBP 371.42||Sa 52
51 いじめないで…自殺しないで… : 母親の手記に見る「赦しと和解」への道 / 佐藤陽子[ほか]著 いじめBP 916||Sa 85
52 いじめない力、いじめられない力 : 60の"脱いじめ"トレーニング付 / 品川裕香著 いじめBP 371.42||Sh 58

53
いじめに対する援助要請のカウンセリング : 「助けて」が言える子ども、「助けて」に気づける援助者になるため
に : 学校現場で役立つワーク&事例演習 / 本田真大著 いじめBP 371.42||H 84

54 いじめのある世界に生きる君たちへ : いじめられっ子だった精神科医の贈る言葉 / 中井久夫著 いじめBP 371.42||N 34
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55
いじめのこと (尾木ママと考える!ぼくらの新道徳. 1) (学習まんが小学生日記) / 尾木直樹指導・監修, 金田達也まん
が いじめBP K37||G 16||1

56 いじめのことばから子どもの心を守るレッスン / 堀田秀吾著 いじめBP 371.42||H 96
57 いじめの解決 教室に広場を : 「法の人」を育てる具体的な提案 / 村瀬学著 いじめBP 371.42||Mu 57
58 いじめの構造 (新潮新書:219) / 森口朗著 いじめBP 371.4||Mo 48
59 イジメの時間 1 (ACTION COMICS) / くにろう著 いじめBP 371.42||Ku 45||1
60 イジメの時間 2 (ACTION COMICS) / くにろう著 いじめBP 371.42||Ku 45||2
61 いじめの乗り越え方・防ぎ方 : 望ましい支援・指導の方法 / 江川玟成編著 いじめBP 371.42||E 29
62 いじめの政治学 (中井久夫集:6) / [中井久夫著] いじめBP 493.7||N 34
63 いじめの正体 : 現場から提起する真のいじめ対策 / 和田慎市著 いじめBP 371.42||W 12
64 いじめはなぜなくならないのか / 竹田敏彦 [ほか] 編 いじめBP 371.42||I 29
65 いじめられっ子の流儀 : 知恵を使ったいじめっ子への対処法 / ケイト・コーエン・ポージー著/冬崎友理訳 いじめBP 371.42||C 83
66 いじめを生む教室 : 子どもを守るために知っておきたいデータと知識 (PHP新書:1150) / 荻上チキ著 いじめBP 371.42||O 25
67 いじめを本気でなくすには / 阿部泰尚著 いじめBP 371.42||A 12
68 いじめ : 友だちという鎖 (小学館ジュニア文庫:[ジい-1-6]) / 武内昌美著/五十嵐かおる原案・イラスト いじめBP 913.6||Ta 67
69 いじめ : 勇気の翼 (小学館ジュニア文庫:ジい-1-9) / 武内昌美著/五十嵐かおる原案・イラスト いじめBP 913.6||Ta 67
70 いじめ : 女王のいる教室 (小学館ジュニア文庫:ジい-1-11) / 五十嵐かおる原案・イラスト/武内昌美著 いじめBP 913.6||Ta 67
71 いじめ-うつろな絆- (小学館ジュニア文庫) / 武内昌美著/五十嵐かおる原案・イラスト いじめBP 913.6||Ta 67
72 いじめ-闇からの歌声- (小学館ジュニア文庫:ジい-1-8) / 武内昌美著/五十嵐かおる原案・イラスト いじめBP 913.6||Ta 67
73 いじめ-引き裂かれた友情- (小学館ジュニア文庫) / 武内昌美著/五十嵐かおる原案・イラスト いじめBP 913.6||Ta 67
74 いじめ-過去へのエール- (小学館ジュニア文庫) / 武内昌美著/五十嵐かおる原案・イラスト いじめBP 913.6||Ta 67
75 いじめ-学校という名の戦場- (小学館ジュニア文庫) / 武内昌美著/五十嵐かおる原案・イラスト いじめBP 913.6||Ta 67
76 いじめ-希望の歌を歌おう- (小学館ジュニア文庫:ジい-1-10) / 武内昌美著/五十嵐かおる原案・イラスト いじめBP 913.6||Ta 67
77 いじめ-行き止まりの季節- (小学館ジュニア文庫) / 武内昌美著/五十嵐かおる原案・イラスト いじめBP 913.6||Ta 67
78 いじめ克服のために子どもと向き合う (Jibun kokoro books) / 杉山雅宏著 いじめBP 371.42||Su 49
79 いじめ困った時の指導法40 : WHYとHOWでよくわかる! / 千葉孝司著 いじめBP 371.42||C 42
80 いじめ指導24の鉄則 : うまくいかない指導には「わけ」がある / 吉田順著 いじめBP 375.2||Y 86
81 いじめ心の中がのぞけたら : 漫画明日がくる [1] / 本山理咲著 いじめBP 371.42||Mo 92||1
82 いじめ心の中がのぞけたら : 漫画明日がくる 2 / 本山理咲著 いじめBP 371.42||Mo 92||2
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83 いじめ心の中がのぞけたら : 漫画明日がくる 3 / 本山理咲著 いじめBP 371.42||Mo 92||3
84 いじめ心の中がのぞけたら : 漫画明日がくる 4 / 本山理咲著 いじめBP 371.42||Mo 92||4
85 いじめ心の中がのぞけたら : 漫画明日がくる 5 / 本山理咲著 いじめBP 371.42||Mo 92||5
86 いじめ心の中がのぞけたら : 漫画明日がくる 6 / 本山理咲著 いじめBP 371.42||Mo 92||6
87 いじめ退治します : 生徒・保護者・教員全員参加のいじめ問題解決ストーリー (シバブックス) / 山本善明著 いじめBP 371.42||Y 31
88 いじめ防止6時間プログラム : いじめ加害者を出さない指導 / 栗原慎二編著 いじめBP 371.42||Ku 61
89 いじめ防止の3R : すべての子どもへのいじめの予防と対処 / ロリ・アーンスパーガー著/冬崎友理訳 いじめBP 371.42||E 68
90 いじめ防止対策推進法全条文と解説 補訂版 / 坂田仰編 いじめBP 371.42||Sa 37
91 いじめ問題をどう克服するか (岩波新書:新赤版 1456) / 尾木直樹著 いじめBP 371.42||O 25

92
いじめ問題解決ハンドブック : 教師とカウンセラーの実践を支える学校臨床心理学の発想 / 山本奬, 大谷哲弘, 小関
俊祐著 いじめBP 371.42||Y 31

93 いじめ問題関係判決書の教材開発といじめ授業 : 構成要素を中心に / 新福悦郎著 いじめBP 371.42||Sh 69

94
いじめ予防スキルアップガイド : エビデンスに基づく安心・安全な学校づくりの実践 / 飯田順子 [ほか] 編著/山田
賢治 [ほか] 著 いじめBP 371.42||I 29

95 いつか記憶からこぼれおちるとしても (朝日文庫) / 江國香織著 いじめBP 913.6||E 44
96 うちの子もいじめられました : 「いじめ不登校」から「脱出」まで150日間の記録 / 鈴木真治著 いじめBP 371.42||Su 96
97 エンカウンターでいじめ対応が変わる : 教育相談と生徒指導のさらなる充実をめざして / 住本克彦編著 いじめBP 371.42||Su 62
98 おとなを動かす悩み相談クエスト : こども六法NEXT / 山崎聡一郎監修/森井ケンシロウ漫画/古城宏漫画原作 いじめBP 371.42||Ko 39

99
オルヴェウス・いじめ防止プログラム : 学校と教師の道しるべ / ダン・オルヴェウス [ほか] 著/オルヴェウス・い
じめ防止プログラム刊行委員会訳 いじめBP 371.42||O 71

100 きみは知らないほうがいい (文研じゅべにーる) / 岩瀬成子作/長谷川集平絵 いじめBP K91||I 96
101 ゲーム依存から子どもを取り戻す / 佐野英誠著 いじめBP 371.42||Sa 66
102 この自分で、どう生きるか。 : 不登校の自分×大人の自分 / 南雲明彦著 いじめBP 159.7||N 27
103 さらにあたりまえを疑え! (臨床教育学:2) / 遠藤野ゆり, 大塚類著 いじめBP 371||E 59||2

104 しっかり取りくもう!「モラル・コンパス」をもつ (シリーズ・道徳と「いじめ」:3) / 稲葉茂勝著/こどもくらぶ編
いじめBP K37||I 51||3

105 スクールカーストの闇 : なぜ若者は便所飯をするのか (祥伝社黄金文庫) / 和田秀樹著 いじめBP 367.61||W 12
106 スクールカーストの正体 : キレイゴト抜きのいじめ対応 (小学館新書:250) / 堀裕嗣著 いじめBP 371.42||H 87
107 ストレングス・トーク : 行動の問題をもつ子どもを支え・育てる / 井上祐紀著 いじめBP 371.42||I 55
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108 ドイツと日本いじめ予防 / 柳生和男編著・監訳/堤・ゲントナー・晴代翻訳/松本浩之著・監訳 いじめBP 371.42||Y 16
109 どう使うどう活かすいじめ防止対策推進法 第2版 / 第二東京弁護士会子どもの権利に関する委員会編 いじめBP 371.42||D 25
110 トラウマ返し : 子どもが親に心の傷を返しに来るとき : 新装版 / 小野修著 いじめBP 371.42||O 67
111 と見こう見 : 左見右見 : 長谷川美和子のカウンセリング : 相談者と共に歩んだ事例集 / 長谷川美和子著 いじめBP 371.42||H 36
112 ナイフ (新潮文庫:し-43-3) / 重松清著 いじめBP 913.6||Sh 28
113 ネットいじめの構造と対処・予防 / 加納寛子編著 いじめBP 371.42||Ka 86

114
ひきこもってみえてきたわたしの輪郭 : 心が自由になるヒント : 4人の若者による苦悩と葛藤の報告 / 京都ARU編
集部編著 いじめBP 367.68||Ky 6

115 ひきこもりからの脱出 : 石田一宏の子どもの発達論を読み解く / 石田かづ子, 石田一宏編・著 いじめBP 371.42||I 72
116 ファンタジーマネジメント : 支援者を呪縛する煩悩との対話 続 / 小栗正幸著 いじめBP 371.42||O 26
117 ブルーとオレンジ (講談社文学の扉) / 福田隆浩著 いじめBP 913.6||F 74
118 ヘヴン (講談社文庫:[か-112-3]) / 川上未映子 [著] いじめBP 913.6||Ka 94
119 ぼくが見つけたいじめを克服する方法 : 日本の空気、体質を変える (光文社新書:1058) / 岩田健太郎著 いじめBP 361.4||I 97
120 まんがでわかるヒトは「いじめ」をやめられない / かんようこ作画 いじめBP 361.4||Ma 43
121 やさしくナビゲート!不登校への標準対応 : どこの学校でもできる上手な不登校対応 / 田邊昭雄編著 いじめBP 371.42||Ta 83
122 りおくんのすすむみち : 学校に行けない君たちへ / かねしろみゆきさく・え いじめBP KP||Ka 54
123 わたしはヴァネッサと歩く : クラスのいじめを止めさせた、たった一つの行動 / ケラスコエット作・絵 いじめBP KP||Ke 56
124 育てにくい子の家族支援 : 親が不安・自責・孤立しないために支援者ができること / 高山恵子著 いじめBP 371.42||Ta 56
125 温室デイズ (角川文庫:15754) / 瀬尾まいこ [著] いじめBP 913.6||Se 76

126
学びの場は人それぞれ : 不登校急増の背景 (比較文化研究ブックレット:no. 19) / 吉村順子著/鶴見大学比較文化研
究所企画・編集 いじめBP 371.42||Y 91

127 学校、行かなきゃいけないの? : これからの不登校ガイド (14歳の世渡り術) / 雨宮処凛著 いじめBP 371.42||A 42
128 学校が子どもを殺すとき : 「教える側」の質が劣化したこの社会で (論創ノンフィクション:001) / 渋井哲也著 いじめBP 371.42||Sh 21

129 学校におけるいじめ : 国際的に見たその特徴と取組への戦略 / ピーター・K・スミス著/葛西真記子, 金綱知征監訳
いじめBP 371.42||Sm 5

130 学校に行きたくない君へ / 全国不登校新聞社編 いじめBP 371.42||Z 3
131 学校に行きたくない君へ 続 / 全国不登校新聞社編 いじめBP 371.42||Z3||2
132 学校は行かなくてもいい : 親子で読みたい「正しい不登校のやり方」 / 小幡和輝著 いじめBP 371.42||O 12
133 学校へ行けない僕と9人の先生 (Action comics) / 棚園正一著 いじめBP 371.42||Ta 85
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 ２０２１年度 いじめ防止プロジェクト選定図書リスト 2022/ 3/31

タイトル・著者 配置場所 請求記号
134 学校へ行けなかった僕と9人の友だち (ACTION COMICS) / 棚園正一著 いじめBP 371.42||Ta 85
135 学校を変えるいじめの科学 / 和久田学著 いじめBP 371.42||W 35
136 学校不適応感の心理学 : プロセスから捉えた予防的支援の構築のために / 鈴木美樹江著 いじめBP 371.42||Su 96
137 気持ちの伝え方 (学校では教えてくれない大切なこと:6. 友だち関係) / 藤美沖マンガ・イラスト いじめBP 361.45||G 16||6
138 虐待・いじめ・不登校の交流分析 : 親子と教師に役立つ心理学 / 江花昭一著 いじめBP 371.42||E 12
139 去られるためにそこにいる : 子育てに悩む親との心理臨床 / 田中茂樹著 いじめBP 371.42||Ta 84
140 居場所がほしい : 不登校生だったボクの今 (岩波ジュニア新書:884) / 浅見直輝著 いじめBP 371.42||A 86
141 教育経済学の実証分析 : 小中学校の不登校・高校における中途退学の要因分析 / 池本駿著 いじめBP 371.42||I 33
142 教育臨床論 : 教師をめざす人のために 増補新版 (サイコ・クリティーク:6) / 伊藤直樹編 いじめBP 371.42||I 89
143 教師が知らない「子どものスマホ・SNS」新常識 : 学校を変える可能性と危険性 / 藤川大祐著 いじめBP 371.42||F 58
144 教室内 (スクール) カースト (光文社新書:616) / 鈴木翔著 いじめBP 371.35||Su 96
145 現場発!失敗しないいじめ対応の基礎・基本 / 辻川和彦編著 いじめBP 371.42||Ts 42
146 考えよう・話しあおう! : いじめはなぜおこるのか? (シリーズ・道徳と「いじめ」:1) / 稲葉茂勝著 いじめBP K37||I 51||1
147 考え方のちがい (学校では教えてくれない大切なこと:11. 友だち関係) / 藤美沖マンガ・イラスト いじめBP 361.45||G 16||11
148 高校生のいじめの心理社会的要因と防止教育実践の評価 / 佐久間浩美著 いじめBP 371.42||Sa 45

149
今、子どもの不登校で悩んでいるあなたへ : 学校復帰率100% : 1,000人以上を復学に導いた不登校カウンセラーか
らのメッセージ / 上野剛著 いじめBP 371.42||U 45

150 最後まで読まれなかった「クリスマスの物語」 : 川崎市中学生いじめ自死事件調査報告書から / 渡邉信二著 いじめBP 371.42||W 46
151 罪の余白 (角川文庫:19118, [あ66-1]) / 芦沢央 [著] いじめBP 913.6||A 92
152 子ども・若者支援地域協議会のミッションと展望 増補版 / 竹中哲夫著 いじめBP 371.42||Ta 64

153 子どもが学校に行きたくないと言ったら読む本 : マンガで見る / 菅野純監修/あらいぴろよマンガ/主婦の友社編
いじめBP 371.42||Sh 99

154 子どもが不登校になったら読む本 : すべて解決できる“笑顔の処方箋" / rika著 いじめBP 371.42||R 41
155 子どもたちの問題家族の力 / 内田良介著 いじめBP 369.4||U 14
156 子どもの願い : いじめVS12の哲学 / 丹野清彦著 いじめBP 371.42||Ts 88
157 子どもの立場からの不登校、いじめ、引きこもりについてのQ&A / 赤沼侃史著 いじめBP 371.42||A 31
158 子どもへのハラスメント : 正しく知って、人権を守ろう! (楽しい調べ学習シリーズ) / 喜多明人監修 いじめBP K36||Ki 61
159 子どもを救ういじめが終わる方程式 / 品田奈美著 いじめBP 371.42||Sh 57
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160
子供の危機管理 : いじめ・不登校・虐待・暴力にどう向き合うか (リーダーズ・ライブラリ : 次代の学びを創る学
校教育実践情報シリーズ:vol. 9. Leader's library) / 株式会社ぎょうせい編集・発行 いじめBP 374||G 99||9

161 思春期・青年期トラブル対応ワークブック / 小栗正幸, 特別支援教育ネット制作委員会著 いじめBP 367.6||O 26
162 思春期問題としての不登校 : 自我体験に関する現象学的解明を手がかりとして / 加藤誠之著 いじめBP 371.42||Ka 86
163 支援・指導のむずかしい子を支える魔法の言葉 (健康ライブラリー : イラスト版) / 小栗正幸監修 いじめBP 371.42||O 26
164 死にぞこないの青 (幻冬舎文庫) / 乙一 [著] いじめBP 913.6||O 87
165 死ぬんじゃねーぞ!! : いじめられている君はゼッタイ悪くない / 中川翔子著 いじめBP 371.42||N 32
166 事例と対話で学ぶ「いじめ」の法的対応 / 大阪弁護士会子どもの権利委員会いじめ問題研究会編著 いじめBP 371.42||O 73
167 自分と仲良く (学校では教えてくれない大切なこと:2. 友だち関係) / 藤美沖マンガ・イラスト いじめBP 361.45||G 16||2
168 実践セミナー不登校の理解と支援 : 4つの視点によるアプローチ / 池田久剛著 いじめBP 371.42||I 32

169
実体験サバイバーと巻き込まれオブザーバーがジャッジを下すいじめ現象の全貌と脱却戦略 / アンソニーK, 高林あ
やか著 いじめBP 361.4||A 49

170 十字架 (講談社文庫:[し-61-16]) / 重松清 [著] いじめBP 913.6||Sh 28

171
十代の自殺の危険 : 臨床家のためのスクリーニング、評価、予防のガイド / シェリル・A・キング, シンシア・E・
フォスター, ケリー・M・ロガルスキー著/高橋晶, 今村芳博, 鈴木吏良訳 いじめBP 371.42||Ki 43

172 小説聲の形 上 (講談社青い鳥文庫:[Fく4-901][Fく4-902]) / 大今良時原作・絵/倉橋燿子文 いじめBP K91||Ku 51||1
173 小説聲の形 下 (講談社青い鳥文庫:[Fく4-901][Fく4-902]) / 大今良時原作・絵/倉橋燿子文 いじめBP K91||Ku 51||2
174 少年の「問題」/「問題」の少年 : 逸脱する少年が幸せになるということ / 松嶋秀明著 いじめBP 371.42||Ma 87
175 笑おうね生きようね : いじめられ体験乗り越えて / 本多正識著 いじめBP 371.42||H 84

176
心の声に耳を傾ける親と子の心のパイプは、うまく流れていますか? : これ一つ解消すれば、子どもは輝いていく /
明橋大二著 いじめBP 379.9||A 33

177 星のかけら (新潮文庫:9731, し-43-21) / 重松清著 いじめBP 913.6||Sh 28

178
生きづらさの生き方ガイド : 不登校・ひきこもり・発達障害・LGBTQ+ : 本人・家族の本音と困りごと別相談先が
わかる本 / 大橋史信, 岡本二美代共著 いじめBP 371.42||O 28

179 生きづらさを抱えるきみへ : 逃げ道はいくらでもある : #withyou / withnews編集部著 いじめBP 371.42||W 79
180 西の魔女が死んだ (新潮文庫:な-37-2) / 梨木香歩著 いじめBP 913.6||N 55
181 青い鳥 (新潮文庫:し-43-16) / 重松清著 いじめBP 913.6||Sh 28
182 大きらいなやつがいる君のためのリベンジマニュアル (岩波ジュニア新書:805) / 豊島ミホ著 いじめBP 914.6||To 72
183 誰でもできる!中1ギャップ解消法 : 週1回10分で続けられるslimple (slim & simple) プログラム / 曽山和彦著 いじめBP 371.42||So 94
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184
地域・保護者&学校の連携で「荒れ」克服 : 静岡県函南町スクールアドバイザーの活躍 / 松井大助著/青少年問題防
止ネットワーク編著 いじめBP 375.2||Ma 77

185 中学生の学校適応と生徒指導に関する研究 / 金子泰之著 いじめBP 371.42||Ka 53
186 中高生からのライフ&セックスサバイバルガイド (こころの科学増刊:2016) / 松本俊彦, 岩室紳也, 古川潤哉編 いじめBP 371.42||Ma 81

187
調べよう・ふり返ろう!これもいじめ・あれもいじめ (シリーズ・道徳と「いじめ」:2) / 貝塚茂樹監修・著/稲葉茂
勝著 いじめBP K37||I 51||2

188 登校しぶり・不登校の子に親ができること (健康ライブラリー : イラスト版) / 下島かほる監修 いじめBP 371.42||Sh 52
189 登校拒否・ひきこもりからの"出発 (たびだち)" : 「よい子」の苦悩と自己形成 / 前島康男著 いじめBP 371.42||Ma 27
190 逃避型ネット依存の社会心理 / 大野志郎著 いじめBP 371.42||O 67
191 爆笑問題と考えるいじめという怪物 (集英社新書:0691B) / 太田光, NHK「探検バクモン」取材班著 いじめBP 371.42||O 81
192 非行・問題行動と初期支援 : 早期解決につながる見立てと対応 / 石橋昭良著 いじめBP 371.42||I 71
193 百まいのドレス / エレナー・エスティス作/石井桃子訳/ルイス・スロボドキン絵 いじめBP K93||E 75
194 不登校・ニート・ひきこもりの家族に贈る気持ちを切り替える力「レジリエンス」 / 森薫著 いじめBP 371.42||Mo 45
195 不登校・ひきこもりから抜け出す7つのステップ / 椎名雄一著 いじめBP 371.42||Sh 32
196 不登校・ひきこもりの9割は治せる : 1万人を立ち直らせてきた3つのステップ (光文社新書:1016) / 杉浦孝宣著 いじめBP 371.42||Su 48
197 不登校からの進路選択 : 自分の歩幅で社会とつながる / 福本早穂著 いじめBP 371.42||F 77
198 不登校でも大丈夫 (岩波ジュニア新書:881) / 末富晶著 いじめBP 371.42||Su 19
199 不登校に、なりたくてなる子はいない。 : 子どもといっしょに考える登校支援 / 上野良樹著 いじめBP 371.42||U 45
200 不登校になって伸びた7つの能力 : 小・中・高に通わずに大学へ行った私が伝えたい / 吉田晃子, 星山海琳著 いじめBP 371.42||Y 86
201 不登校になって本当に大切にするべき親子の習慣 : わが子を笑顔にするために、今すぐできること / 菜花俊著 いじめBP 371.42||N 11
202 不登校に向き合うアドラー心理学 : どうすれば子どもと親に勇気を与えられるのか / 深沢孝之編著 いじめBP 371.42||F 72
203 不登校の子どもに親ができること : 4つのタイプ別対処法 / C・A・カーニー著/今井必生訳 いじめBP 371.42||Ke 12
204 不登校支援の手引き : 児童精神科の現場から / 山崎透著 いじめBP 371.42||Y 48
205 不登校生が自然な笑顔をとりもどすとき : 「学級復帰」への処方箋宝箱 / 堀江晴美著 いじめBP 371.42||H 87
206 弁護士秘伝!教師もできるいじめ予防授業 / 真下麻里子著 いじめBP 371.42||Ma 64

207
保健室から見える親が知らない子どもたち : 大人が気づかない、意外なこころの落とし穴 / 桑原朱美著/プライム
涌光責任編集 いじめBP 371.42||Ku 95

208 保護者のためのいじめ解決の教科書 (集英社新書:0990E) / 阿部泰尚著 いじめBP 371.42||A 12
209 保護者はなぜ「いじめ」から遠ざけられるのか / 平墳雅弘著 いじめBP 371.42||H 68
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210
暴力を受けていい人はひとりもいない : CAP(子どもへの暴力防止)とデートDV予防ワークショップで出会った子ど
もたちが教えてくれたこと / 阿部真紀著 いじめBP 371.42||A 12

211 明日、学校へ行きたくない : 言葉にならない思いを抱える君へ / 茂木健一郎, 信田さよ子, 山崎聡一郎著 いじめBP 371.42||Mo 16
212 夜行観覧車 (双葉文庫:み-21-04) / 湊かなえ [著] いじめBP 913.6||Mi 39
213 聲の形 1 (講談社コミックス:4973, 4353, 4389) / 大今良時著 いじめBP 726.1||O 32||1
214 聲の形 2 (講談社コミックス:4973, 4353, 4389) / 大今良時著 いじめBP 726.1||O 32||2
215 聲の形 3 (講談社コミックス:4973, 4353, 4389) / 大今良時著 いじめBP 726.1||O 32||3
216 聲の形 4 (講談社コミックス:4973, 4353, 4389) / 大今良時著 いじめBP 726.1||O 32||4
217 聲の形 5 (講談社コミックス:4973, 4353, 4389) / 大今良時著 いじめBP 726.1||O 32||5
218 聲の形 6 (講談社コミックス:4973, 4353, 4389) / 大今良時著 いじめBP 726.1||O 32||6
219 聲の形 7 (講談社コミックス:4973, 4353, 4389) / 大今良時著 いじめBP 726.1||O 32||7
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