
こころと命のサポートのための本　平成２３年秋

　　　　大人の本　①

タ イ ト ル 著 者 表 示 出版社名
ＩＳＢＮ

1
お母さん、ぼくが生まれてごめんな
さい

向野幾世 産経新聞ニュースサービス 4594035930

2 GOOD LUCK!! 井上由美子　他 マガジンハウス 4838714424

3 生きて死ぬ智慧 柳澤桂子 小学館 4093875219

4 日本ふしぎ絶景ベスト５０ 渋川育由 河出書房 9784309271866

5 みすゞさんぽ 金子みすゞ 春陽堂書店 4394902398

6 みすゞびより 金子みすゞ 春陽堂書店 4394902401

7 みすゞとけい 金子みすゞ 春陽堂書店 9784394902713

8 回転木馬のデッドヒート 村上春樹 講談社 4062749068

9 村上朝日堂 村上春樹　他 若林出版企画 4948718068

10
いい言葉はいい人生をつくる-いつ
も私は「言葉の力」を味方にしてき
た-

斎藤茂太 成美堂出版 441507068X

11 世界がもし１００人の村だったら 池田香代子 マガジンハウス 4838713614

12 ９９才まで生きたあかんぼう 辻仁成 ホーム社 4834250881

13
孤独になる前によんでおきたい１０
の物語

神渡良平 講談社 9784062168380

14 松下幸之助に学ぶ人生論 飯田史彦 PHP研究所 9784569704821

15 だから、あなたも生きぬいて 大平光代 講談社 4062100584

16 オール1の落ちこぼれ、教師になる 宮本延春
角川書店（角川グループパ
ブリッシング）

4048839608

17 電池が切れるまで すずらんの会 角川書店 4048837907

18
医師としてできることできなかったこ
と

細谷亮太 講談社 4062567474

19 今日を生きる 大平光代 中央公論 9784120040399

20 21番目のやさしさに 岩元綾 かもがわ出版 9784780301816

21 がんばらない 鎌田實 集英社 4087811913

22 前に進むチカラ 北島康介 文藝春秋 9784163743301



こころと命のサポートのための本　平成２３年秋

大人の本　②

タ イ ト ル 著 者 表 示 出版社名
ＩＳＢＮ

23 困ってるひと 大野更紗 ポプラ社 9784591124765

24 くじけないで 柴田トヨ 飛鳥新社 9784870319929

25 ほまれ 澤穂希 河出書房 9784309270272

26
あなたにめぐりあえてほんとうによ
かった

相田みつを ダイアモンド社 9784478012390

27 まっすぐな生き方 木村耕一 １万年堂出版 9784925253413

28 木のいのち木のこころ 西岡常一 新潮社 4101190313

29 自殺の心理学 高橋祥友 講談社 4061493485

30
あなたの「死にたい、でも生きたい」
を助けたい

高橋祥友 講談社 9784062724319

31 自殺のコスト 雨宮処凛 太田出版 4872336445

32 心の休ませ方・４０のヒント 加藤諦三 PHP研究所 4569658083

33 「つらい気持ち」が消える本 斎藤茂太 新講社 9784860813918

34
こころがちょっぴり満ち足りる５０の
ヒント

根本裕幸　他 すばる舎 9784883997978

35 脳からストレスを消す方法 有田秀穂 サンマーク出版 9784763198600

36 夢をかなえるゾウ 水野敬也 飛鳥新社 9784870318052

37 はい、わかりました。 大野勝彦 サンマーク出版 9784763197498

38 よし、かかってこい！ 大野勝彦 サンマーク出版 9784763197504

39 たったひとつのたからもの 加藤浩美 文藝春秋 416365450X

40 自殺予防 高橋祥友 岩波書店 9784004310280

41 対象喪失 小此木啓吾 中央公論社 4121005570

42 生きるヒント 五木寛之 文化出版局 4579303458

43 生きる-わたしたちの思い- 谷川俊太郎 角川SSコミュニケーションズ 9784827531206

44 いちばん大事なこと 相田みつを ダイヤモンド社 9784478970713

45 命の授業 腰塚勇人 ダイヤモンド社 9784478012406

46 「いのち」とは何か 加部一彦　他 宝島社 9784796662161



こころと命のサポートのための本　平成２３年秋

大人の本　③

タ イ ト ル 著 者 表 示 出版社名
ＩＳＢＮ

47 「いのち」と「こころ」の教科書 手塚治虫 イースト・プレス 9784872578546

48 自殺したらあかん！ 茂幸雄 三省堂 9784385363974

49
友だちに「死にたい」といわれたと
き、きみにできること

リチャード・E・ネルソ
ン

ゴマブックス 9784777106943

50 「心の掃除」の上手い人下手な人 齋藤茂太 集英社 9784087462692

51 ゆるく考えよう ちきりん イースト・プレス 9784781605173

52 私が一番受けたいココロの授業 比田井和孝 ごま書房 9784341131654

53 定年ゴジラ 重松清 講談社 4062088142

54 バカ日本地図 一刀 技術評論社 4774121258

55 生きる 北野武 ロッキングオン 9784860520656

56
大きなやかんは沸くのに時間がか
かるから

野崎美夫 講談社 4062135078

57 チーズはどこへ消えた
スペンサー・ジョンソ
ン

扶桑社 459403019X

58 かもめ食堂 群ようこ 幻冬舎 4344010973

59 ひとくちの甘能 酒井順子 角川文庫 4048839489

60 凸凹デイズ 山本幸久 文藝春秋 4163244301

61 卵の緒 瀬尾まいこ 新潮社 9784101297729

62 株式会社ネバーラ北関東支社 瀧羽麻子 幻冬舎 9784344416833

63 この世で一番大切な日 十川ゆかり サンクチュアリ出版 9784861139550

64 記憶喪失になったぼくが見た世界 坪倉優介 朝日新聞出版 9784022616869

65
こじれない人間関係のレッスン-７ｄ
ａｙｓアサーティブネス-

八巻香織 太郎次郎社エディタス 4811807219

66
未来のきみが待つ場所へ-先生は
いじめられっ子だった-

宮本延春 講談社 4062136724

67
４０歳の教科書-『１６歳の教科書』
番外編　親が子どものためにできる

モーニング編集部
朝日新聞社

講談社 9784062164054

68 佐賀のがばいばあちゃん 島田　洋七 徳間書店 4198920001

69
これでいいのだ１４歳。-天才バカボ
ン公認副読本　バカボンパパに学
ぶ１４歳からの生き方哲学１００-

福田 淳 他 講談社 9784062150613

70
あなたの大切な人が「うつ」になっ
たら-治すために家族や友人ができ
ること、できないこと-

小野　一之 すばる舎 9784883996148



こころと命のサポートのための本　平成２３年秋

こどもの本　①

タ イ ト ル 著 者 表 示 出版社名
ＩＳＢＮ

1 星の王子さま サン・テグジュペリ 岩波書店 4001140012

2 １００万回生きたねこ 佐野洋子 講談社 4061272748

3 はらぺこあおむし エリック・カール 偕成社 4032371105

4 ね、ぼくのともだちになって エリック・カール 偕成社 4032024308

5
どんなにきみがすきだかあててごら
ん

サム・マクブラッドニィ 評論社 9784566008694

6 花さき山 斎藤隆介 岩崎書店 4265908209

7 どろんこハリー ジーン・ジオン 福音館書店 4834000206

8 うす灯 田村理江 偕成社 4037440903

9 とべないホタル 小沢昭巳 ハート出版 493856419X

10 ハッピーバースデイ 青木和雄 金の星社 4323025270

11 だいじょうぶ３組 乙武洋匡 講談社 9784062162999

12 いのちのまつり 草場一壽 サンマーク出版 4763196111

13 カラフル 森絵都 文藝春秋 4652071639

14 たいせつなこと
マーガレット・ワイズ・
ブラウン

フレーベル館 4577022885

15 あ・い・た・く・て 工藤直子 大日本図書 4477000707

16 ちいさなちいさな王様 アクセル・ハッケ 講談社 4062083736

17 ラチとらいおん マレーク・ベロニカ 福音館書房 4834000451

18 葉っぱのフレディ-いのちの旅- レオ・バスカーリア 童話屋 4887470029

19 わすれられないおくりもの スーザン・バーレイ 評論社 4566002640

20 世界にたったひとつ君の命のこと 奥本大三郎 世界文化社 9784418075027


