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タ イ ト ル 著 者 出 版 社 出版年

繊細すぎてしんどいあなたへ
HSP相談室

串崎真志 岩波書店 2020 K146.8 ク

トラウマのことがわかる本
生きづらさを軽くするためにできること

白川美也子監修 講談社 2019 146.8 シ

自分をたいせつにする本 服部みれい  筑摩書房 2021 K159 ハ

みんなの「わがまま」入門 富永京子 左右社 2019 309 ト

平等ってなんだろう？
あなたと考えたい身近な社会の不平等

齋藤純一 平凡社 2021 316 サ

ほんとうの多様性についての話をしよう サンドラ・ヘフェリン 旬報社 2022 316.8 ヘ

外国人と共生する地域づくり
大阪・豊中の実践から見えてきたもの

とよなか国際交流協会編 明石書店 2019 334.41 ト

「人それぞれ」がさみしい
「やさしく・冷たい」人間関係を考える

石田光規 筑摩書房 2022 361.4 イ

見た目が気になる
「からだ」の悩みを解きほぐす２６のヒント

河出書房新社編
青木美沙子 〔ほか〕

河出書房新社 2021 361.4 カ

自助社会を終わらせる
新たな社会的包摂のための提言

宮本太郎 岩波書店 2022 364 ミ

シングル女性の貧困
非正規職女性の仕事・暮らしと社会的支援

小杉礼子〔ほか〕編著　横浜市男
女共同参画推進協会編著

明石書店 2017 366.38 コ

対話の土壌をか・も・すワークブック
働く女性の全国センター（ＡＣＷ２)
編

働く女性の全国センター
（ＡＣＷ２)

2015 366.38 ハ

女性の生きづらさ
その痛みを語る

信田さよ子編 日本評論社 2020 367.2 ノ

生きる冒険地図 プルスアルハ, 細尾ちあき文と絵 学苑社 2019 K367.6 プ

誰も置き去りにしない社会へ
貧困・格差の現場から

平松知子〔ほか〕 新日本出版社 2018 368.2 ヒ

女性ホームレスとして生きる 増補新装版
貧困と排除の社会学

丸山里美 世界思想社 2021 368.2 マ

自死は、向き合える
遺族を支える、社会で防ぐ

杉山春 岩波書店 2017 368.3 ス

豊中びーのびーの
豊中市社会福祉協議会, 全国コミュニ
ティライフサポートセンター（ＣＬＣ）編

豊中市社会福祉協議会 2019 369 ト

ひとりでがんばらない！
子どもと考える福祉のはなし

藤田孝典
北村人絵

クレヨンハウス 2022 K369 フ

凜として灯る 荒井裕樹 現代書館 2022 369.27 ア

きらめく拍手の音
手で話す人々とともに生きる

イギル・ボラ リトルモア 2020 369.27 イ

おやこで話す子どもの貧困
だれも見すてない国をつくる

阿部彩
斉藤みおイラスト

日本能率協会マネジメント
センター

2021 K369.4 ア

支える、支えられる、支え合う サヘル・ローズ編著 岩波書店 2021 K369.4 サ

不登校・ひきこもり・発達障害・ＬＧＢＴＱ＋生きづらさの生
き方ガイド　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 日本法令 2021 371.4 オ

学校、行かなきゃいけないの？
これからの不登校ガイド

雨宮処凛 河出書房新社 2021 K371.42 ア

みんなしあわせ。
兄妹アーティストKANTA & KAEDE

輪島貫太&楓・母 東京新聞 2022 378 ワ

いまこそ語ろう、それぞれのひきこもり 林恭子, 斎藤環編 日本評論社 2020 493.7 ハ

請求記号

生きづらさによりそう

1



タ イ ト ル 著 者 出 版 社 出版年 請求記号

あなたの苦しみを誰も知らない
トラウマと依存症からのリカバリーガイド

クラウディア・ブラック 金剛出版 2021 493.7 ブ

自分を傷つけてしまう人のためのレスキューガイド
自傷行為、摂食障害、物質乱用・依存に悩む人の回復と支援のために

松本俊彦監修 法研 2018 493.7 マ

よくわかる女性のアスペルガー症候群
人づきあいが苦手、空気が読めない、誤解されやすい

司馬理英子 主婦の友 2019 493.76 シ

繊細な人の仕事がうまくいくファッションのルール アズ直子, 長友妙子 光文社 2021 593.3 ア

フツーの生活プロジェクト
クィアでないクィア生活

ミツヨ・ワダ・マルシアーノ, 國永孟作
早川宏美画

さいはて社 2022 726.1 ミ

ふつうとかみんなとか。
ふるかわはらももか絵
せなけんと文

ルアナパブリッシング 2022 A726.5 フ

水を縫う 寺地はるな 集英社 2020 913.6 テ

ハッピー・クローバー！
高田由紀子作
ゆうこ絵

あかね書房 2022 K913.8 タ

タ　イ　ト　ル 出版社

きらり。 : 発達障がい専門雑誌 みのりの森

くらしと教育をつなぐWe フェミックス

Co-Co Life 女子部　大阪版
こころのバリアフリー＆ビューティーマガジン

パラリンビューティ

POSSE　ポッセ POSSE

＜視聴覚資料＞
タ イ ト ル 監督/制作 製作年/時間

ひきこもりからの回復
第１巻 私がひきこもった理由 : 回復へのヒントを探る（91分）
第２巻 我が子がひきこもったとき : 家族の役割と支援（73分）
第３巻 あなたは一人じゃない : 様々な支援の形・地域編（72分）

ＮＨＫ厚生文化事業団 2017年

友達やめた 今村彩子 2020年/本編84分

トークバック
沈黙を破る女たち

坂上香 2014年/本編119分

空（カラ）の味 塚田万理奈 2017年/本編125分

＜ウェブサイト＞
タ イ ト ル／発行 ＵＲＬ

こころのオアシス（大阪府こころの健康総合センター） http://kokoro-osaka.jp/

大阪府地域若者サポートステーション https://osapo.jp/

NPO法人ぷるすあるは https://pulusualuha.or.jp/

◎ライブラリーカードで図書・行政資料・雑誌・ＤＶＤの貸出をしています。

　　　資料種別　　　　　　　　　　貸出冊数（期間）

　　　図書・行政資料・雑誌　　　　15冊（3週間）

　　　DVD　　　　　　　　　　　 　　3点（2週間）

ドキュメンタリー
DVD　151

障害や難病の女性に向けて、障害当事者の読者モデ
ルが出演し、当事者ライターが編集するフリーペー
パー。

ドキュメンタリー
DVD　175

ドラマ
DVD　317

区分

＜雑誌＞　※雑誌の最新号は館内閲覧です。

教材
DVD 125,126,127

内容紹介

当事者、家族、支援者に向けて、正しい情報、適切な
支援などを分かりやすく伝える。

一人ひとりが大切にされる社会の実現をめざし、知恵
や情報の交換、ネットワークづくりができる〈場〉をつく
る。

労働・貧困問題をテーマに、現状、政策から文化まで
を論じる。

ひきこもりや自殺、薬物依存などこころの健康に関す
る専門相談を実施。医療機関情報などを案内。

働くことについて悩んでいる15～39歳までの若者対象
に、職場体験やセミナーなどを通じて就労支援を行っ
ている。

絵本やウェブサイトなどのコンテンツ制作、普及啓発
活動を通して精神障がいやこころの不調、発達障がい
をかかえた親とその子どもを応援する。

内容紹介

＜連絡・問い合わせ先＞

ドーンセンター情報ライブラリー
（大阪府立男女共同参画・青少年センター）

〒540-0008 大阪市中央区大手前1-3-49

ＴＥＬ 06-6910-8616

ＦＡＸ 06-6910-8775
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