
こころと命のサポートのための本
タ イ ト ル 著 者 表 示 館名

1 あした元気になあれ みつはしちかこ 中／西／南

2 おおきな木 シｴル・シルヴｱスタイン著 中／北／西／南

3 ことりのいのち アロナ・フランケン絵・文　さくまゆみこ訳 中／西／南

4 ビッグ・オーとの出会い　－続ぼくを探しにー シェル・シルヴァスタイン作　倉橋由美子訳 中／西／南

5 わすれられないおくりもの スーザン・バーレイ著　小川仁央訳 中／北／西／南

6 葉っぱのフレディ　　－いのちの旅ー
レオ・バスカーリア著
島田光雄画 みらいなな訳

中／北／西／南／あ

7 カーくんと森のなかまたち 夢ら丘実果絵　吉沢誠文 中

8 いじめられている君へ　いじめている君へ 朝日新聞社編　あさのあつこ〔ほか著〕 西

9 あらすじで読む心を癒す名著－癒しの５分間－ 幸運社編 中／南

10
一リットルの涙
難病と闘い続ける少女亜也の日記

木藤亜也 中／北／西／南

11
いのちの奇跡をみつめて－ホスピス病棟の記録
患者さんからもらった愛という名の癒し－

森津純子著 西

12 いのちの叫び 日野原重明〔ほか〕著　藤原書店編集部編 西

13 癒しと和解への旅－犯罪被害者と死刑囚の家族たち－ 坂上香著 中

14
うつを気楽に癒すには…
－モタさんの癒しの精神科…体験ケーススタディより－

斎藤茂太著 北

15
傷ついた子供の心の癒し方
－子供は助けを求めている－（ブルーバックス　１０８０）

シンシア・モナハン著　青木薫訳 中

16 今日を生きる－心を癒し、生きがいを創る－ 大原健士郎著 南

17 こころ・いのち・人間（人間のこころを考える　１） なだいなだ（他）著 中／西

18
こころとからだの癒しとは
－大切な自分のために－（久留米大学公開講座　３４）

藤丸知子編　石竹達也編　佐川公矯編 中

19
こころの癒し方
－疲れたこころをときほぐす生き方のヒント－

町沢静夫著 中／西

20
寂しさと絶望の癒し方
－追いつめられた心を救う安らぎのカウンセリング－

福屋武人著 中／南

21
死による別れの癒し方
－患者と家族の心のケア－（丸善ライブラリー　２５３）

森省二著 中

22
女性のうつ病－つらい症状を癒し、楽にする最新治療法
－

野田順子著 中／南

23 ストレス・癒しの病理学（丸善ライブラリー　２１２） 海原純子著 中

24 何のために生き、死ぬの？－意味を探る旅－ 近藤裕著　太田塁著 中

25 遺された人びとの心の声を聴く（いのちを見つめる　４） 中島由佳利著 西

26
不安な心の癒し方
－あなたの悩みを解消する７つの認知療法－

ロバートＬ．リーヒ著　八木由里子訳 中

27 ホスピス－いのちと癒しの倫理学－（ちくま新書　１９５） 小原信著 北

28 病を超えて－いのちの対話 岸本葉子著 中

29 生きるための自殺学（新潮文庫　シ－３８－１） ケイ・ジャミソン〔著〕　亀井よし子訳 中／北

30
いじめに負けない心理学
－いじめられずに生きるために気づくべきこと－
新装改訂版

加藤諦三著 中／南

31
死ぬ前に読め！
－新宿歌舞伎町で１００００人を救った生きるための知恵
新宿駆け込み寺での２０００日－

玄秀盛著 中

32
猫次郎が教える借金にケリをつける法
借りた金で死ぬことなんかない

吉田猫次郎 南

33 若い人のための精神医学－よりよく生きるための人生論－ 吉田脩二著 中

34
いじめ自殺－１２人の親の証言－
（岩波現代文庫 社会 １４７）

鎌田慧著 中

35
いじめ、不登校、自殺－子どもたちの悲鳴に耳を傾けて－
（岩波ブックレット　ＮＯ．　４３７）

横湯園子著 北

36 いのちに寄り添う道 生と死を考える会編 西

37 うつと自殺（集英社新書　２３９Ｉ） 筒井末春著 中／西

38 おとなのいのちの教育
水野治太郎編著　日野原重明編著
アルフォンス・デーケン編著

中／南



39 家族が自殺に追い込まれるとき 鎌田慧著 中／西／南

40 家族・支援者のためのうつ・自殺予防マニュアル 下園壮太著 中／南

41
家族の力－「自殺防止の会」が体験した家族愛の３０年－
（祥伝社新書　３６）

野口誠一著 中

42 過労自殺（岩波新書　新赤版　５５３） 川人博著 中／西／南

43
完全自殺防止マニュアル
－心に優しい２１世紀冒険読本－

東京自殺防止委員会著 西

44
教師は何からはじめるべきか
－自らを問いなおすいじめ自殺の授業－

内山義朗（他）著　梅野正信（他）編 南

45
さよならも言わずに逝ったあなたへ
－自殺が遺族に残すもの－

カーラ・ファイン著　飛田野裕子訳 北／西

46
サラリーマンの自殺－今、予防のためにできること－
（岩波ブックレット　ＮＯ．　４９３）

川人博編著　高橋祥友編著 北

47 自殺－精神病理学的考察－（精選復刻紀伊國屋新書） 中村一夫著 中

48 自殺（１０代のメンタルヘルス　６） ジュディス・ピーコック著　上田勢子訳 中／北

49
自殺－現在、日本では毎日１００人ずつの
割合で自殺者が出ている。ドキュメント－

森省歩著 中

50 自殺したい人に寄り添って（いのちを見つめる　２） 斉藤弘子著 中

51 自殺した子どもの親たち 若林一美著 南

52 自殺する前に読め－地獄を見て来た男の迫真の手記－ 藤倉龍著 西

53 自殺する私をどうか止めて 西原由記子著 中

54 自殺って言えなかった。 自死遺児編集委員会・あしなが育英会編 中／南

55
自殺で遺された人たち（サバイバー）のサポートガイド
－苦しみを分かち合う癒やしの方法－

アン・スモーリン著　ジョン・ガイナン著
高橋祥友監修 柳沢圭子訳

中

56
自殺のサインを読みとる　改訂版
（講談社文庫　た１０７－１）

高橋祥友〔著〕 北

57
自殺未遂－「死にたい」と「生きたい」の心理学－
（こころライブラリー）

高橋祥友著 中

58 自殺予防（岩波新書　新赤版　１０２８） 高橋祥友著 中／北

59 自殺予防Ｑ＆Ａ－援助のための基礎知識－ デイビッド・レスター著　斎藤友紀雄訳 中／西

60 自殺予防・自死遺族支援の現場から 多重債務による自死をなくす会編 中

61
自殺予防の認知療法
－もう一度生きる力を取り戻してみよう－

トーマスＥ．エリス著　コリーＦ．ニューマン著
高橋祥友訳

北

62 ＳＴＯＰ！自殺－世界と日本の取り組み－ 本橋豊〔ほか著〕 北

63 青少年の自殺（メンタルヘルス・シリーズ） 上里一郎編 中

64 大切な人が自殺を望んだら ジョージ・デラリー著　渡会和子訳 中

65
助けて
いじめ　学校拒否　自殺　中学生１０６０６人の真実の声

中学コース編集部編 南

66 中高年の自殺を防ぐ本 高橋祥友著 中

67
友だちに「死にたい」といわれたとき、きみにできること
－大切な人の自殺を食い止める方法－

リチャード・Ｅ．ネルソン著
ジュディス・Ｃ．ガラス著
浦谷計子訳

中

68 メンタルヘルスとソーシャルワークによる自殺対策 大野裕監修　大山博史編著　渡邉洋一編著 中

69
柳美里の自殺
-放課後のレッスン-

柳美里著 中

70 若者たちはなぜ自殺するのか 渋井哲也著 西
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