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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・平塚市くらし安全課  



No.  絵本 　　　　　タ　　イ　　ト　　ル 　　　　　　　　著　　　　　　　者 　　　　出　版　社 　　備　考
1 E あかちゃんてね 星川ひろ子・星川治雄著 小学館
2 E あかちゃんのくるひ 岩崎ちひろ絵・文 至光社
3 紙芝居 アカテガ二のうまれる日 渡辺享子脚本・絵 童心社
4 E あさえとちいさいいもうと 筒井頼子さく　林明子え 福音館書店
6 朝子生命のかけ橋となって 間澤洋一著 ポプラ社
7 E あしたのねこ きむらゆういち文　エムナマエ絵 金の星社
8 E あしたはてんき 小春久一郎作　杉浦範茂絵 ひかりのくに
9 E あしたもともだち 内田麟太郎作　降谷なな絵 偕成社

10 飛鳥へそしてまだ見ぬ子へ 井村和清著 祥伝社
11 E あたしのいもうと 武鹿悦子作　樋口千登世絵 佼成出版社
12 E あなたがうまれたひ デブラ・フレイジャー　井上荒野訳 福音館書店
13 E あなたが生まれるまで J・デイビス作　ローラ・コーネル絵　槇朝子訳 小学館
14 あなたは、子どもに「死」をおしえられますか？ ダナ・カストロ著　金塚貞文訳 作品社
15 E アニーとおばあちゃん M・マイルズ作　ピーター・パーノール絵　北面ジョーンズ和子訳 あすなろ書房
16 E ありがとうフクロウじいさん 武鹿悦子作　中村悦子絵 教育画劇
17 アンジェロ デビッド・マコーレイ ほるぷ出版
18 アンネと会う旅 大谷美和子文　薮田政和写真 PHP研究所
19 生きてます、15歳。 井上美由紀著 ポプラ社
20 生きてるだけで、いいんだよ ごとうやすゆき著 河出書房出版
21 E 生きとし生けるもの M.B.ゴフスタイン　谷川俊太郎訳 G・C・PRESS
22 生きるってすてきだね いながきようこ文 偕成者
23 E いただきまーす！ 二宮由紀子文　荒井良二絵 解放出版社
24 E いのちにさわったら 鹿島和夫編　根来由美画 理論社
25 いのちのいろえんぴつ こやま峰子文　豊島加純詩絵　マイケル・グレイニエツ絵 教育画劇
26 いのちの教科書 金森俊朗著 角川書店
27 E いのちのつながり 中村運ぶん　佐藤直行え 福音館書店
28 いのちの約束　北大病院澤村先生と子どもたち 板垣淑子著 ポプラ社
29 いのちをいただく 内田美智子文　諸江和美絵　佐藤剛史監修 西日本新聞社
30 E いーれーてー わたなべあや作 アリス館
31 E いろいろあってもあるきつづける 田島征三さく 光村教育図書
32 E うさこちゃんとあかちゃん ディック・ブルーナ　松岡享子訳 福音館書店
33 E うちにあかちゃんがうまれるの いとうえみこ文　伊藤泰寛写真 ポプラ社
34 海くん、おはよう 西原理乃著 新日本出版社
35 おうちで旭山動物園 今津秀邦写真　旭川市旭山動物園監修 ＭＧコーポレーション
36 E おおきな木 シェル・シルヴァスタイン作 篠崎書林
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37 E おかげさま 草場一嘉作　平安座資尚絵 サンマーク出版
38 E おくりもの 公文みどり作 玉川大学出版部
39 E おじいちゃん ジョン・バーニンガムさく　たにかわしゅんたろうやく ほるぷ出版
40 おじいちゃんと森へ ダグラス・ウッド　Ｐ．Ｊ．リンチ絵 平凡社
41 E おばあちゃんといつもいっしょ 池見宏子作　池見民子絵 岩崎書店
42 E おまえうまそうだな 宮西達也作絵 ポプラ社
43 E おまちしてます　あかちゃんのそばで 五味太郎著 主婦の友社
44 E おまもりします　あかちゃんのそばで 五味太郎著 主婦の友社
45 E おむかえします　あかちゃんのそばで 五味太郎著 主婦の友社
46 E カーくんと森のなかまたち 吉沢誠文　夢ら丘（むらおか）実果絵 ワイズ・アウル
47 学習漫画からだと脳のふしぎ事典 坂井建雄監修 集英社
48 風のようによりそって－愛といのちの物語 柴田久美子著 佼成出版社
49 E かみさまからのおくりもの ひぐちみちこ著 こぐま社
50 神さまに質問「いのち」ってなんですか 綾野まさ子 ハート出版
51 E からだっていいな 山本直英・片山健さく 童心社
52 キミが、たいせつ。 ３２６（ナカムラミツル） PHP研究所
53 E きみのかわりはどこにもいない メロディ・カールソンぶん　スティーブン・ビョークマンえ　徳永大やく いのちのことば社
54 きみの友だち 重松清著 新潮社
55 クイズいのちはどこから やまなか泰子さく 草土文化
56 くまの子ウーフ 神沢利子 ポプラ社
57 E くまのこうちょうせんせい こんのひとみ作　いもとようこ絵 金の星社
58 E クラウディさんのシャベル メアリー・アゼアリアン BL出版
59 蹴りたい背中 綿矢りさ 河出文庫
60 紅玉 後藤竜二作　高田三郎絵 新日本出版社
61 こぐまのくまくん Ｅ．Ｈミナリックぶん　まつおかきょうこやく　モーリス・センダック絵 福音館書店
62 子どもたちに伝える命の学び 兵庫・生と死を考える会 東書アクティブ・キッズ
63 E ことりのいのち アロナ・フランケルえ・ぶん　さくまくみこやく アリス館
64 紙芝居 こねこのしろちゃん 堀尾青史 童心社
65 ごめんね、ピーくん 和田登作　鈴木びんこ絵 新日本出版社
66 ごりら先生 岸川悦子作　狩野ふきこ絵 文渓堂
67 「死」って、なに？かんがえよう、命のたいせつさ ローリー＆マーク・ブラウン作　高峰あづさ訳 文渓堂
68 自由死刑 島田雅彦著 集英社
69 E じぶんの木 最上一平著　成松真理子絵 岩崎書店
70 ジュゴンのくる海 宮里きみよ文　ふりやかよこ絵 集英社
71 女子の国はいつも内戦 辛酸なめ子著 河出書房新社
72 ジロー、生きててよかったね 岸川悦子作　つちだよしはる絵 新日本出版社
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73 ジンとばあちゃんとだんごの木 福明子作　ふりやかよこ絵 あるまじろ書房
74 スイッチを押すとき 山田悠介著 角川書店
75 ずうっとおにいちゃん 岸川悦子作　つちだよしはる絵 新日本出版社
76 スカイメモリーズ P・ブリッソン作　ウェンデルマイナー絵　谷口由美子訳 あかね書房
77 E ずっとそばに・・・ いもとようこ作・絵 岩崎書店
78 E ずっとつながってるよ 入江　杏絵と文 くもん出版
79 生命誕生の瞬間 ジョン・ポネット・エクソウ著　竹内均監修 草土文化
80 生命の樹 江崎雪子作　宮いつき絵 ポプラ社
81 先生の夢 日本ドリームプロジェクト編 いろは出版
82 葬式ごっこ 亜蘭知子作　浅倉由美子絵 旺文社
83 E ソフィはとってもおこったの モリー・バングさく　おがわひとみ訳 評論社
84 E だいすきひゃっかい むらかみしいこさく　大島妙子絵 岩崎書店
85 E たいせつなこと マーガレット・ワイズ・ブラウンさくレナード・ワイズガードえうちだややこ訳 フレーベル館
86 ダギーへの手紙 E・キューブラー・ロス文　アグネス・チャン訳　はらだたけひで絵 佼成出版社
87 E たねいっぱいわらったね 近藤薫美子著 アリス館
88 だれがわたしたちをわかってくれるの トーマス＝ベリィマン写真・文　ビヤネール多美子訳 偕成社
89 ちいさなあかちゃん　こんにちは！ リヒャルト・デ・レーウ、マーイケ・シーガル作　ディックブルーナ絵 講談社
90 E ちいさなあなたへ マリスン・マギーぶん　ピーター・レイノルズえ　なかがわちひろやく 主婦の友社
91 E チロップのきつね たかはしひろゆき文・絵 金の星社
92 E 月にとんだ猫 森津和嘉子作・絵 文渓堂
93 E っぽい 文・えピーター・レイノルズ　やくなかがわちひろ 主婦の友社
94 E テスの木 ジェス・M・ブロウヤー文 ピーター・H・レイノルズ絵なかがわちひろ訳 主婦の友社
95 哲学のおやつ　生きると死ぬ グリジット・ラベ/ミシェッル・ピュエシュ　西川葉澄訳 汐文社
96 デビルズドリーム 長谷川集平作　前田秀信絵 理論社
97 電池がきれた さいとうよしかず 生命保険協会
98 E ともだち 谷川俊太郎文　和田誠絵 玉川大学
99 E どんなかんじかなあ 中山千夏ぶん　和田誠絵 自由国民社

100 No.6　ナンバーシックス あさのあつこ 講談社
101 紙芝居 にじになったきつね 川田百合子 童心社
102 E のにっき　野日記 近藤薫美子著 アリス館
103 はじまりもなく、おわりもなく フィリップ・デュマ著　ときありえ訳 講談社
104 E はしれ江ノ電ひかりのなかへ 金子章 作　渡辺有一 絵 PHP研究所
105 ハッピーバースデー命かがやく瞬間 青木和雄著 金の星社
106 ばらのいえのリカおばさん 与田準一作　中谷千代子絵 フレーベル館
107 光草（ストラリスコ） R・ピウミーニ作　長野徹訳 小峰書店
108 E ひかりの世界 葉祥明絵・文 佼成出版社
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109 E 100まで生きる？　たくさんのふしぎ傑作集 柳生弦一郎 福音館書店
110 紙芝居 ひよこちゃん チェコフスキー 童心社
111 紙芝居 ふうちゃんのそり 神沢利子 童心社
112 ふくろうくん アーノルド・ローベル作 文化出版局
113 ブレイブストーリー 宮部みゆき著 角川書店
114 E ベンのトランペット R・イザドラ作・絵　谷川俊太郎訳 あかね書房
115 E ぼくがあかちゃんだったとき 浜田桂子さく・え 教育画劇
116 ぼくがすて犬になった日 おおうらすみよ 文　みついただし絵　だんそのこ 原案 石風社
117 ぼくの町は戦場だった BBC/編　山中恒解説・監修 平凡社
118 ぼくはここにいる さなともこ作　かみやしん絵 講談社
119 E ぼくはねこのバーニーがだいすきだった ジュディス・ボーストさくエリック・グレグバットえなかむらたえこやく 偕成社
120 ぼくらが作った「いじめ」の映画 今関信子文 佼成出版
121 ポポがはしった！ 岸川悦子作　狩野ふきこ絵 あすなろ書房
122 E まいごのどんぐり 成松真理子作 童心社
123 マザー・テレサ 沖守弘作 フレーベル館
124 またね 大谷美和子作　岡田まりゑ画 くもん出版
125 E 街のいのち 立松和平文　横松桃子絵 くもん出版
126 マッティアのふしぎな冒険 P・ピウミーニ作　高畠恵美子訳　広野多珂子絵 文研出版
127 まほうのじどうはんばいき やまだともこ作　いとうみき絵 金の星社
128 紙芝居 まほうのふで 川崎大治 童心社
129 E 見えなくてもだいじょうぶ？ フランツ＝ヨーゼフ・ファイニク作フェレーナ・バルハウス絵ささきたづこ訳 あかね書房
130 ミラクルズボーイズ ジャクリーン・ウッドソン作　さくまゆみこ訳　さわだとしき絵 理論社
131 E みんなぜんぶいろんな 中川ひろたか文　奥田高文写真 ブロンズ新社
132 メイおばあちゃんの庭 C・ライラント著　斉藤倫子訳　中村悦子画 あかね書房
133 約束の国への長い旅 篠輝久著 リブリオ出版
134 紙芝居 やさしいおともだち 武田雪夫 童心社
135 リアル鬼ごっこ 山田悠介著 幻冬舎
136 リトル・ウイング 吉冨多美作　こばやしゆきこ絵 金の星社
137 リリが残してくれたもの はらだゆうこさく 旺文社
138 わたしがあなたを選びました。 鮫島浩二著　植野ゆかり絵 主婦の友社
139 E わたしのきもちをきいてⅡ‐手紙 ガブリエル・バンサン作　もりひさし訳 BL出版
140 わたしのせいじゃない‐せきにんについて‐あなたへ6 レイフ・クリスチャンソン文 岩崎書店
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