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６歳のお嫁さん

亡き娘から託された「いのちの授業」

だから、あなたも生きぬいて 大平 光代‖著 講談社 289 オ

いのちのリレー 川久保 美紀‖著 ポプラ社 289 オ

最後の授業 ぼくの命があるうちに ランディ パウシュ‖著 ランダムハウス講談社 289 ハ

ついていったら、だまされる 多田 文明‖著 理論社 Ｙ365 タ

幼い子どもを犯罪から守る！ 命をつなぐ防犯教育 岡本 拡子‖編著 北大路書房 368 オ

子どもセーフティーマニュアルこんなとき，どうする？

犯罪被害防止・非行防止に

こどものあんぜんどくほん 子どもを危険から

守るために。親子で学ぶ、防犯ルールブック！

こどものためのドラッグ大全 深見 填‖著 理論社 Ｙ368 フ

小さな命からの伝言 アグネス チャン‖著 新日本出版社 Ｙ369 ア

いますぐ取り組む学級の安全管理・危機管理 小川 信夫‖編著 黎明書房 374 イ

これならできる覚せい剤・薬物乱用防止教育入門 原田 幸男‖編著 学事出版 374 ハ

豚のＰちゃんと３２人の小学生 命の授業９００日 黒田 恭史‖著 ミネルヴァ書房 375 ク

いのちの王国 乃南 アサ‖著 毎日新聞社 480 ノ

いのちの器 人生を自分らしく生きる 日野原 重明‖著 主婦の友社 490 ヒ

いのち ８人の医師との対話 柳田 邦男‖著 講談社 490 ヤ

薬物依存Ｑ＆Ａ アルコール、タバコ、覚せい剤、麻薬 前田 均‖編著 ミネルヴァ書房 493 ヤ

生まれてよかった 広瀬 飛一‖写真 日本図書センター 495 ヒ

子どもはどこで犯罪にあっているか

犯罪空間の実情・要因・対策

原子力と環境 中村 政雄‖著 中央公論新社 539 ナ

どうトラブルを避けるの？ ネット体験・コミュニケーション術 尾花 紀子‖〔ほか〕著 岩波書店 547 ト

なにができるの？ ホームページ・情報活用術 尾花 紀子‖〔ほか〕著 岩波書店 547 ナ

なにが危険なの？ ホームページ・メール・個人情報 尾花 紀子‖〔ほか〕著 岩波書店 547 ナ

いのちの食べかた 森 達也‖著 理論社 Ｙ648 モ

国崎 信江‖監修 太陽出版 368 コ

中村 攻‖著 晶文社 518 ナ

いのちと出会う本 （一般図書）

鈴木 中人‖著 実業之日本社 114 ス

セーフティ教育研究会‖編 著 日本標準 368 コ
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ＢＬＵＥ 高砂 淳二‖著 小学館 748 タ

イーハトーヴからのいのちの言葉 宮沢賢治の名言集 宮沢 賢治‖〔著〕 角川書店 910 ミ

生きる わたしたちの思い 谷川俊太郎ｗｉｔｈ ｆｒｉｅｎｄｓ‖著 角川ＳＳコミュニケーションズ 911.5 イ

生きる 第２章 わたしたちの思い 谷川俊太郎ｗｉｔｈ ｆｒｉｅｎｄｓ‖著 角川ＳＳコミュニケーションズ 911.5 イ

いまぼくに 谷川俊太郎詩集 谷川 俊太郎‖著 理論社 Ｙ911.5 イ

いのちのバトン ９７歳のぼくから君たちへ 日野原 重明‖詩と文 ダイヤモンド社 911.5 ヒ

ハッピーバースデー 命かがやく瞬間 青木 和雄‖作 金の星社 ＹＦ ア

天空の蜂 東野 圭吾‖著 講談社 Ｆ ヒ

夏の庭 The friends 湯本 香樹実‖著 新潮社 ＢＦ ユ

いのちの対話 生き抜く「元気の素」をあなたに 瀬戸内 寂聴‖著 光文社 914 イ

山はいのちをのばす

老いを迎え討つかしこい山の歩き方

いのちの音が聞こえる 三宮 麻由子‖著 海竜社 914 サ

いのちのレッスン 新藤 兼人‖著 青草書房 914 シ

命のことば 瀬戸内 寂聴‖著 講談社 914 セ

いのち、生ききる 日野原 重明‖著 光文社 914 ヒ

いのちの往復書簡 わたしを超えて 玄侑 宗久‖著 中央公論新社 915 ケ

１１時間 お腹の赤ちゃんは「人」ではないのですか 江花 優子‖著 小学館 916 エ

種まく子供たち 小児ガンを体験した七人の物語 佐藤 律子‖編 ポプラ社 916 タ

３年と３日の命をありがとう 免疫不全で逝った息子へ 吉川 理江‖著 マガジンハウス 916 ヨ

田中 澄江‖著 青春出版社 914 イ

Y：ヤングアダルトの本
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