
タ イ ト ル 著 者 表 示 館名

1 あなたのことが大好き！の絵本５０冊 赤木かん子著 中／北

2 あなたも自殺しますか 萩原玄明著 南

3 あなたは子どもの心と命を守れますか！－いじめ白書「自殺・殺人・傷害１２１人の心の叫び！」－ 武田さち子著 中

4 生きているだけで、いいんだよ。 ごとうやすゆき著 北

5 生きとし生けるもの Ｍ．Ｂ．ゴフスタイン著　谷川俊太郎訳 中／北／南

6 生きることへ勇気づける－子供と青少年の自己価値感情と人格性を強めるために－ ボグラルカ・ハディンガー著　安井猛訳 中

7 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

8 生きるってすてきだね－〈いのち〉の授業３年間の記録－ いながきようこ文 西／南

9 生きると死ぬ（哲学のおやつ） ブリジット・ラベ著　ミシェル・ピュエシュ著　高橋啓訳 南

10 生きるのが楽しくなる１５の習慣（講談社＋アルファ文庫　Ａ　５５－４） 日野原重明著 南／移

11 生きる勇気をあたえてくれる人－心を語る４１４名の人びと－（わたしの仕事最新集） 今井美沙子著　今井祝雄写真 西／南

12 生きる勇気をくれる２０２の言葉（ふたばらいふ新書　２７） 神辺四郎編著 西

13 生きるよろこび－若い人たちへの２１のメッセージ－（新・のびのび人生論　１３） 高田宏著 中／西

14 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

15 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

16 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

17 いちばん大切な私－あなたらしく生きるための「５つの出会い」「７つの選択」－ フィリップ・マグロー著　古賀弥生訳 中

18 いっしょにいきるって、なに？（こども哲学） オスカー・ブルニフィエ文　西宮かおり訳　フレデリック・ベナグリア絵　重松清日本版 中／西／南

19 いのち－幼児がじっと聞き入る絵本リスト５５＋８５－ 種村エイ子著 中

20 いのちを癒す心のとまり木－心のケアの専門職精神対話士という仕事－ メンタルケア協会編 南

21 いのちを消さないで－母が自殺したあの日から－ 藤本佳史著 中

22 いのちってなんだろう（１０歳からの生きる力をさがす旅　１） 波平恵美子文　塚本やすし絵 西／南

23 いのちに寄り添う道 生と死を考える会編 中／西

24 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

25 いのちのつながり（かがくのほん） 中村運著　佐藤直行画 中／西／南

26 いまを生きるちから（角川文庫　い７－５７） 五木寛之〔著〕 南

27 絵本パパラギ－はじめて文明を見た南の島の酋長ツイアビが話したこと－ ツイアビ著　和田誠著　エーリッヒ・ショイルマン編 中

28 おおきな木 シェル・シルヴァスタイン作・絵　本田錦一郎訳 中／北／西／南

29 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

30 おばあちゃんといつもいっしょ（いのちのえほん　４） 池見宏子著　池見民子画 北／西／南

31 おばあちゃんまたあした ミシェル・ドーフレンヌ著　末松氷海子訳 西／南

32 かあさん、わたしのことすき バーバラ・ジョシー著　バーバラ・ラヴァレー画　わたなべいちえ訳 中／北／西／南

33 家族が自殺に追い込まれるとき 鎌田慧著 中／西

34 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

35 悲しみを支える本－死別で遺された人を癒やすために、あなたができること－ 河合千恵子〔著〕　佐々木正宏〔著〕 中

36 神さまに質問「いのち」ってなんですか－生きることの尊さを考える５つの物語－ 綾野まさる作　松本恭子画 中／西／南

37 過労死・過労自殺の心理と職場（青弓社ライブラリー　２７） 大野正和著 北

38 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

39 黄色い目の魚（文庫本も有り） 佐藤多佳子著 中／移

40 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

41 奇跡の母子犬 山下由美著 南

42 きみのからだが地球環境　２　２ 小原秀雄編　下谷二助画 北／西／南

43 キャッチアウェーブ 豊田和真著 中／北／西

44 きんぎょのきんちゃん（いのちの絵本シリーズ　種村エイ子監修） おおのさとみぶん　オオノヨシヒロえ 北／南

45 けんぼうは１年生 岸武雄作　二俣英五郎絵 西

46 心を癒す１０１のキーワード カレン・ゴールドマン著　安次嶺佳子訳 中／北

47 ことりのいのち（まあくんのバイバイあかちゃんシリーズ　５） アロナ・フランケル絵・文　さくまゆみこ訳 中／西／南

48 この世でいちばん大事な「カネ」の話（よりみちパン！セ　４０） 西原理恵子著・装画・挿画 中／西／南

49 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 南
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50 さびしさの授業（よりみちパン！セ　４） 伏見憲明著 中

51 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

52 強いられる死－自殺者三万人超の実相－ 斎藤貴男著 中／南

53 自己を追いつめる青少年の心－自殺の心理　発達臨床心理学的考察－（シリーズ・荒れる青少年の心） 石田弓編著 北

54 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

55 自殺が減ったまち－秋田県の挑戦－ 本橋豊著 北

56 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

57 自殺した子どもの親たち 若林一美著 南

58 自殺したらあかん！－東尋坊の“ちょっと待ておじさん”－ 茂幸雄著 中／南

59 自殺する私をどうか止めて 西原由記子著 中

60 自殺対策ハンドブックＱ＆Ａ－基本法の解説と効果的な連携の手法　年間自殺者３万人時代に求められる総合的対策　自殺を防ぐため 本橋豊編著 中／北

61 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

62 自殺と向き合う（メンタルヘルス・ライブラリー　２４） 浅野弘毅編　岡崎伸郎編 中

63 自殺のサインを読みとる　改訂版（講談社文庫　た１０７－１）　　　　　　　　　（ハードカバーも有り） 高橋祥友〔著〕 中／北

64 自殺の周辺－新聞記者の取材ノートから－ 朝日新聞秋田支局編 中

65 自殺の心理学（講談社現代新書　１３４８） 高橋祥友著 中

66 自殺予防（岩波新書　新赤版　１０２８） 高橋祥友著 中／北

67 自殺予防マニュアル－地域医療を担う医師へのうつ状態・うつ病の早期発見と対応の指針－第２版 日本医師会編集　西島英利監修　神庭重信執筆　高橋祥友執筆　中村純執筆 中

68 自殺はいけません－中高年男性に贈る私のやりなおし人生論－ 車木大介著 中

69 死にカタログ 寄藤文平著 中

70 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

71 死ぬのはこわい－ひきこもり　いじめ　自殺－（いのちとこころのＮＨＫ中学生日記　２） 綾瀬麦彦著　大久保晋作編 中／南

72 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

73 十二番目の天使 オグ・マンディーノ著　坂本貢一訳 中／北／南

74 １４歳の君へ－どう考えどう生きるか－ 池田晶子著 中／西／南

75 １６歳。死ぬ前にしてみたいこと ジェニー・ダウンハム著　代田亜香子訳 中／北／南

76 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 中／北

77 ＳＴＯＰ！自殺－世界と日本の取り組み－ 本橋豊〔ほか著〕 北／西

78 青少年のための自殺予防マニュアル　新訂増補 高橋祥友編著　新井肇著　菊地まり著　阪中順子著 中

79 せめてあのとき一言でも－いじめ自殺した子どもの親は訴える－ 鎌田慧著 中／西

80 それでもパパは生きることにした－死にたがる父たちの心の戦争－ 風樹茂著 西

81 だいじょうぶだいじょうぶ（講談社の創作絵本） いとうひろし作・絵 中／北／西／南

82 誰も自分のことをわかってくれない－けんか　コンプレックス　親・教師－（いのちとこころのＮＨＫ中学生日記　６） 飯村弘一著　渡辺美穂子著 中／西／南／移

83 中高年自殺－その実態と予防のために－（ちくま新書　４１２） 高橋祥友著 中

84 中高年の自殺を防ぐ本 高橋祥友著 中

85 天国の本屋 松久淳著　田中渉著 中／北／西／南

86 天使の靴 ドナ・ヴァンリアー著　木村恵子訳 西

87 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

88 猫次郎が教える借金にケリをつける法－借りたカネで死ぬことなんかない！－ 吉田猫次郎著 南

89 働き盛りのうつと自殺 大原健士郎著 中

90 葉っぱのフレディ－いのちの旅－ レオ・バスカーリア著　島田光雄画　みらいなな訳 中／北／西／南／移

91 母親のぬくもり－子供の問題　自殺・いじめ・犯罪・虐待・学級崩壊・不登校－ 本田せつ子著 北／南

92 人はどうして死にたがるのか－「自殺したい」が「生きよう」に変わる瞬間－ 下園壮太著 中／北

93 人はなぜ自殺するのか－心理学的剖検調査から見えてくるもの－（精神科医からのメッセージ） 張賢徳著 中／北

94 非・バランス 魚住直子著 中／北／西／南

95 包帯クラブ（ちくまプリマー新書　Ｘ１） 天童荒太著 中／北／西／南／移

96 ぼくだけのこと 森絵都著　スギヤマカナヨ画 中／北／南

97 ぼくの父さんは、自殺した。－その一言を語れる今－（Ｓｏｅｎｓｈａグリーンブックス　Ｎ－４） 今西乃子著 西

98 柳美里の自殺－放課後のレッスン－ 柳美里著 中

99 リトル・ウイング 吉富多美著　こばやしゆきこ画 中／北／西

100 わすれられないおくりもの（児童図書館・絵本の部屋） スーザン・バーレイ著　小川仁央訳 中／北／西／南
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