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学校や地域で活動をしている 

図書ボランティアのみなさんが 

いのちの尊さをつたえる本、生きていることがうれしくなる本          

迷ったときに導いてくれる本のなかから        

         子どもたちに人気のある本・届けたい本を選びリストを作りました。                        

 

 

 

 

 

  

 

 

子どもたちひとりひとりが自分自身を大事に思い 

勇気をもって生きていかれますように 

 

浜岳中学校区子ども読書活動推進協議会 



No. 絵本                                         タ    イ    ト    ル                      著    者         出   版   社 　図書室にあります
1   E 赤ちゃん誕生 ニコル・テイラー あすなろ書房
2   E 赤ちゃんのはなし マリー・ホール・エッツ 福音館書店
3 あなたのことが大好き！の絵本50冊 赤木かん子 自由国民社
4 アニマルズアイ２　死を食べる 宮崎学 偕成社
5   E あのときすきになったよ 薫くみこ 教育画劇
6 あふれた愛 天童荒太 集英社
7 雨のちレインボー ナカムラミツル 宝島社
8 ありきたりの毎日を黄金に変える言葉 ジョン・C・マクスウェル 講談社
9 アントキノイノチ さだまさし 幻冬舎

10 生きる 北野武 ロッキング・オン
11 命の暗号①② 村上和雄 サンマーク出版
12   E いのちのうた 村上由佳 集英社
13 いのちのおはなし 日野原重明 講談社
14 いのちの授業 日野原重明 ユーリーグ
15 いのちの食べかた 森達也 理論社
16 いのちのバトン 日野原重明×いわさきちひろ ダイヤモンド社
17 いのちのバトン 志村季世恵 岩崎書店
18   E いのちのまつりヌチヌグスージ 草場一壽 サンマーク出版
19   E いのちは見えるよ 及川和夫 岩崎書店
20 いのちばんざい 小笠原望 高知新聞社
21 いのちを語る 日野原重明ほか 集英社
22   E いわたくんちのおばあちゃん 天野夏美 主婦の友社
23   E うさぎのユック 絵門ゆう子 金の星社
24   E 海をかえして 丘修三 童心社
25   E うんこのあかちゃんおとうちゃんの出産絵日記 長谷川義史 クレヨンハウス
26 絵本パパラギ 和田誠 立風書房
27   E エリカー奇跡のいのち ルース・バンダージー 講談社
28   E 大どろぼうくまさん ふりやかよこ 教育画劇
29   E おかあさんがおかあさんになった日 長野ヒデ子 童心社
30   E おとうさんがおとうさんになった日 長野ヒデ子 童心社
31   E おじいちゃんがおばけになったわけ キム・フォップス・オーカソン あすなろ書房
32   E おじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃん 長谷川義史 ＢＬ出版
33 　E おじいちゃんは水のにおいがした 今森光彦 偕成社
34   E おなかの赤ちゃんとお話ししようよ 葉祥明 サンマーク出版
35   E おへそのあな 長谷川義史 ＢＬ出版
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36 かぎりなく死に近い生 荒俣宏 角川書店
37 風の旅 星野富弘 学習研究社
38 きみのからだが地球環境　きみは、死んだらどこへいく？ 小笠原秀雄 農文協
39   E がんばれ義足のキリンたいよう 国松俊英 ポプラ社
40 キリちゃん 山村輝夫 小学館
41   E きんぎょのきんちゃん　いのちの絵本シリーズ おおのさとみ 長崎出版
42   E くじらのハンフリー ウェンディ・トクダ、リチャード・ホール 国土社
43   E 黒グルミのからのなかに ミュリェル・マンゴー 西村書店
44   E けんかのきもち 柴田愛子、伊藤秀男 ポプラ社
45   E こいぬのうんち クオン・ジョンセン 平凡社
46 子どものための哲学対話 永井均 講談社
47 この世でいちばん大事な「カネ」の話 西原理恵子 理論社
48   E ごんぎつね 新美南吉 ポプラ社
49   E さよなら、ありがとう、ぼくの友だち‐ぺッドを失ったあなたへ‐ 河原まり子 岩崎書店
50 　E さよならエルマおばあさん 大塚敦子 小学館
51 三万年の死の教え－チベット死者の世界 中沢新一 角川書店
52 死！について スタッズ・ターケル 原書房
53 死　宮崎学写真集 宮崎学 平凡社
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 サンマーク出版
55   E したきりすずめのクリスマス 三浦綾子 いのちのことば社
56   E しにがみとおばあさん 鎌田暢子 大日本図書
57 死ぬのはこわい？ 徳永進 理論社
58 10代ってムズカシイ！-生きのびるためのアドバイス－ ダイアン・スヌトロマリーノ 汐文社
59 10代のメンタルヘルス⑥自殺 ジュディス・ピーコック 大月書店
60 十歳のきみへ－九十五歳のわたしから 日野原重明 冨山房インターナショナル
61 自分ってなあに？ ジュディス・ピーコック 汐文社
62 　E シリーズいのちの授業１-5　１.いのちがはじまるとき 種村エイ子 ポプラ社
63 　E 　　　　　　　　　　　　　　　　　２.いのちがおわるとき 　　〃 　　〃
64 　E 　　　　　　　　　　　　　　　　　３.いのちのおもみ 　　〃 　　〃
65 　E 　　　　　　　　　　　　　　　　　４.いのちをささえる 　　〃 　　〃
66 　E 　　　　　　　　　　　　　　　　　５.いのちの図書館 　　〃 　　〃
67 　E 人生、意気に感ず 藤沢秀行 ごま書房新社
68 死んだらいけない 石川文洋 日本経済新聞社
69   E 自分を好きになる本 パット・バルマー 径書房
70   E ずっとずっとだいすきだよ ハンス・ウィルヘルム 評論社
71 世界屠蓄紀行 内澤旬子 解放出版社
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72   前進力　15歳の寺子屋 三國清三 講談社
73 　E 千の風になって 新井満 理論社
74 千の風になって 新井満 講談社
75 そんな軽い命なら私にください　余命ゼロいのちのメッセージ 渡部成俊 大和書房
76   E だいじょうぶだいじょうぶ いとうひろし 講談社
77   E たいせつなきみ マックス・ルケード いのちのことば社
78 大切な人に贈りたい24の物語 中山和義 フォレスト出版
79 だから、あなたも生きぬいて 大平光代 講談社文庫
80 　E たったひとつの えざきみつる あすなろ書房
81 旅をする木 星野道夫 文藝春秋
82 種まく子供たち 佐藤律子 角川書店
83 小さいことにくよくよするな リチャード・カールソン サンマーク出版
84 小さな幸せに気づく24の物語 中山和義 フォレスト出版
85   E 小さな小さなおとうとだったけど 高橋妙子 あかね書房
86 地球人記 小松義夫 福音館書店
87   E つながっている　いのちのまつり 草場一壽 サンマーク出版
88 手塚治虫からのメッセージ　いのちとこころの教科書 手塚治虫 イーストプレス
89 手塚治虫からのメッセージ　おかねとこころの教科書 手塚治虫 イーストプレス
90   E てんごくのおとうちゃん 長谷川義史 講談社
91 天国の歴史 コリーン・マグダネル/バーンハード・ラング 大修館書店
92 電池が切れるまで すずらんの会 角川書店
93   E とうさんかあさん ながのひでこ 石風社
94  どうせ生きるなら 廣道純 実業之日本社
95   E とにかくさけんでにげるんだ ベティ・ボボドール 岩崎書店
96   E ともだちくじら サイモン・ジェームズ 小学館
97   E なきすぎてはいけない 内田麟太郎 岩崎書店
98 なによりも大切なこと あさのあつこ PHP
99 涙の数だけ大きくなれる！ 木下晴弘 フォレスト出版

100 　E にんげんごみばこ のぶみ えほんの社
101   E ねえねえもういちどききたいなわたしがうまれたよるのこと ジェイミー・リー・カーティス 偕成社
102 ハートにビタミン－ばらばらのカケラたちをもういちどつなぎあわせるために－ダイアン・スヌトロマリーノ 汐文社
103   E 葉っぱのフレディ レオ・バスカーリア 童話屋
104 話を、聞いてください 少年犯罪被害当事者の会 サンマーク出版
105   E ハンネリおじさん きどのりこ 日本基督教団出版局
106   E １００万回生きたねこ 佐野洋子 講談社
107  ピース　心の保健室 坂口みく 秋田書店
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108   E ひさの星 いわさきちひろ 岩崎書店
109 火の鳥 手塚治虫 秋田文庫
110   E 百年たってわらった木 中野美咲 くもん出版社
111 　E ファーマーさんはみすてない 柳川茂 いのちのことば社
112 　E フーベルトとりんごの木 ブルーノ・ヘヒラー 講談社
113   E ふたり　おなじ星のうえで 谷川俊太郎 東京書籍
114   E ぶたばあちゃん マーガレット・ワイルド あすなろ書房
115 ブッダ 手塚治虫 潮出版社
116 　E ぼく、とびたいな！ アルカデオ・ロバト 宝島社
117   E ぼくがつぼくにちぼくようび 荒井良二 平凡社
118   E ぼくだけのこと 森絵都 理論社
119   E ぼくのいのち 細谷亮太 岩崎書店
120   E ほろづき月になった大王 沢田としき 岩崎書店
121   E ママの手をにぎって わだことみ 岩崎書店
122   E まるいちきゅうのまるいちにち 安野光雅 童話屋
123   E みずいろのこびん わだことみ 岩崎書店
124 水は答えを知っている①② 江本勝 サンマーク出版
125   E みみずのかんたろう たじまゆきひこ くもん出版社
126 道は必ずどこかに続く　15歳の寺子屋 日野原重明 講談社
127   E みんなあかちゃんだった 鈴木まもる 小峰書店
128 みんなのなやみ 重松清 理論社
129 昔話からのメッセージ　ろばの子 小澤俊夫 小澤昔ばなし研究所
130 山古志村のマリと三匹の子犬 桑原眞二 文藝春秋
131   E 勇気 バーナード・ウェーバー V・LEAG
132   E ゆずちゃん 肥田美代子、石倉欣二 ポプラ社
133  ゆたかな命のために 甲斐裕美 偕成社
134 幼児がじっと聞き入る絵本リスト55+85「いのち」 種村エイ子 明治図書出版
135   E ラブ・ユー・フォーエバー ロバート・マンチ 岩崎書店
136  リリーへの手紙　祖父から孫に伝えたい２０のこと アラン・マクファーレン ソフトバンククリエイティブ
137   E ルリュールおじさん いせひでこ 理論社
138   E わすれられないおくりもの スーザン・バーレイ 評論社
139   E わたしのいもうと 松谷みよ子 偕成社
140   E ワニくんのおおきなあし みわざきひろかず ＢＬ出版
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