特集１「自殺を考える」（ラウンジ前）
資料情報

請求記号

人はどうして死にたがるのか : 「自殺したい」のメカニズム / 下園壮太著. -- サンマーク出版, 2007. -/145.7/Sh55/2007
(サンマーク文庫 ; [G-97]).
自殺者のこころ : そして生きのびる道 / E.S.シュナイドマン著 ; 白井徳満, 白井幸子訳. -- 誠信書房,
2001.

/145.7/Sh94/2001

生きちゃってるし、死なないし : リストカット&オーバードーズ依存症 / 今一生著. -- 晶文社, 2001.

/367.6/Ko71/2001

自殺と向き合う / 浅野弘毅, 岡崎伸郎編. -- 初版. -- 批評社, 2009. -- (メンタルヘルス・ライブラリー ;
/368.3/A87/2009
24).
自殺危機にある人への初期介入の実際 : 自殺予防の「ゲートキーパー」のスキルと養成 / 福島喜代子著.
/368.3/F84/2013
-- 明石書店, 2013.
自殺予防学 / 河西千秋著. -- 新潮社, 2009. -- (新潮選書).

/368.3/Ka96/2009

その島のひとたちは、ひとの話をきかない : 精神科医、「自殺希少地域」を行く / 森川すいめい著. -青土社, 2016.

/368.3/Mo51/2016

自殺が減ったまち : 秋田県の挑戦 / 本橋豊著. -- 岩波書店, 2006.

/368.3/Mo83/2006

世界自殺統計 : 研究・臨床・施策の国際比較 / マシュー・K・ノック, ギリェルメ・ボルヘス, 大野裕編 ;
/368.3/N91/2015
坂本律訳. -- 明石書店, 2015.
生き心地の良い町 : この自殺率の低さには理由 (わけ) がある / 岡檀著. -- 講談社, 2013.

/368.3/O36/2016

強いられる死 : 自殺者三万人超の実相 / 斎藤貴男著. -- 角川学芸出版, 2009.

/368.3/Sa25/2009

自死 : 現場から見える日本の風景 / 瀬川正仁著. -- 晶文社, 2016.

/368.3/Se16/2016

若者たちはなぜ自殺するのか / 渋井哲也著. -- 長崎出版, 2007.

/368.3/Sh21/2007

「自殺社会」から「生き心地の良い社会」へ / 清水康之, 上田紀行 [著]. -- 講談社, 2010. -(講談社文庫 ; [し-90-1]).

/368.3/Sh49/2010

インターネットは自殺を防げるか : ウェブコミュニティの臨床心理学とその実践 / 末木新著. -東京大学出版会, 2013.

/368.3/Su16/2013

医療者が知っておきたい自殺のリスクマネジメント / 高橋祥友著. -- 第2版. -- 医学書院, 2006.

/368.3/Ta33/2006

自殺のサインを読みとる / 高橋祥友[著]. -- 改訂版. -- 講談社, 2008. -- (講談社文庫 ; [た-107-1]).

/368.3/Ta33/2008

自殺予防学 : 医師・保健医療スタッフのために / Danuta Wasserman編著 ; 坪井宏仁 [ほか] 訳. -- 学会出
/368.3/W44/2006
版センター, 2006.
自殺で家族を亡くして : 私たち遺族の物語 / 全国自死遺族総合支援センター編. -- 三省堂, 2008.

/368.3/Z3/2008

会いたい : 自死で逝った愛しいあなたへ / 全国自死遺族連絡会編. -- 明石書店, 2012.

/368.3/Z3/2012

「子どもの自殺」の社会学 : 「いじめ自殺」はどう語られてきたのか / 伊藤茂樹著. -- 青土社, 2014.

/371.4/I89/2014

自殺したい人に寄り添って / 斉藤弘子著. -- 三一書房, 2007. -- (いのちを見つめる ; 2).

/490.14/I55/2

自殺の看護 / 田中美恵子編 ; 小山達也 [ほか] 執筆. -- すぴか書房, 2010.

/N27/Ta84/2010

自殺をケアするということ : 「弱さ」へのまなざしからみえるもの / 木原活信, 引土絵未編著. -- ミネル
/493.7/Ki17/2015
ヴァ書房, 2015. -- (新・Minerva福祉ライブラリー ; 24).
もしも「死にたい」と言われたら : 自殺リスクの評価と対応 / 松本俊彦著. -- 中外医学社, 2015.

/493.7/Ma81/2015

自殺という病 : 毎年3万人の自殺者を減らすために、あなたができること / 佐々木信幸著. -- 秀和システ
/493.7/Sa75/2007
ム, 2007.
プライマリ・ケア医による自殺予防と危機管理 : あなたの患者を守るために / 杉山直也 [ほか] 編集. -/493.7/Su49/2010
南山堂, 2010.
セラピストのための自殺予防ガイド / 高橋祥友編著. -- 金剛出版, 2009.

/493.7/Ta33/2009

自殺予防へのプロの対応 : 医療従事者のための早期発見と治療 / 高橋祥友, 高橋晶, 山下吏良著. -- 医学
/493.7/Ta33/2013
と看護社, 2013.
なぜ自殺は減らないのか : 精神病理学からのアプローチ / 大饗広之著. -- 勁草書房, 2013.

/493.71/O11/2013

うつ・自殺予防マニュアル : 家族・支援者のための / 下園壮太著. -- 河出書房新社, 2006.

/493.76/Sh55/2006

自殺は予防できる : ヘルスプロモーションとしての行動計画と心の健康づくり活動 / 本橋豊, 渡邉直樹編
/493.79/Mo83/2005
著. -- すぴか書房, 2005.
自傷・自殺する子どもたち / 松本俊彦著. -- 合同出版, 2014. -- (子どものこころの発達を知るシリーズ
/493.937/Ma81/2014
/ 齊藤万比古, 市川宏伸, 本城秀次監修 ; 01).
自殺されちゃった僕 / 吉永嘉明著. -- 飛鳥新社, 2004.

/916/Y92/2004

