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書　　　名 著　者　等 出　版　社

1 あのときすきになったよ 薫くみこ／さく　飯野和好／え 教育画劇

2 あの子 ひぐちともこ／さく・え 解放出版社

3 アンジュール ガブリエル・バンサン／作 ブックローン出版

4 いい人ランキング 吉野万理子 あすなろ書房

5 いきのびる魔法～いじめられている君へ～ 西原理恵子／著 小学館

6 「生きること」と「死ぬこと」 大原健士郎／著 朝日新聞社

7 いじめ　心の中がのぞけたら 本山理咲／著 朝日学生新聞社

8
いじめ　心の中がのぞけたら
漫画明日がくる

本山理咲／著  朝日学生新聞社 

9 いじめなんてへっちゃらさ トレボー・ロメイン　エリザベス・バーディック／共著 大月書店

10 いじめの直し方 内藤朝雄／著 朝日新聞出版

11 いのちのバトン 日野原重明／詩と文 ダイヤモンド社

12 いのちは見えるよ 及川和男／作　長野ヒデ子／絵 岩波書店

13 落ちこぼれ 茨木のり子／著 理論社

14 オレンジ・アンド・タール 藤沢周／著 光文社 

15 かあさんのいす ベラ・Ｂ．ウィリアムズ／作・絵　佐野洋子／訳 あかね書房

16 かちんこちんのムニア アスン・バルソラ／作・絵 徳間書店

17 学校は死に場所じゃない～マンガ『ライフ』で読み解くいじめのリアル～ 藤井誠二／著 ブックマン社

18 からすたろう やしまたろう／文 偕成社

19 からだといのちに出会うブックガイド 健康情報棚プロジェクト／編 読書工房

20 こころのウイルス ドナルド・ロフランド／著 英治出版

21 こころのふしぎなぜ？どうして？ 大野正人／原案・執筆　村山哲哉／監修 高橋書店

22 こころの科学 １６９ 青木省三／監修 日本評論社

23
この思いを聞いてほしい！
１０代のメッセージ

池田香代子／編著 岩波書店 

24 さよなら、ストレスくん トレボー・ロメイン　エリザベス・バーディック／共著 大月書店

25
「死にたい」気持ちをほぐしてくれるシネマセラピー上映中―精神科医がおススメ自
殺予防のための10本の映画

高橋祥友／著 晶文社

26 １０代のメンタルヘルス1 上田勢子／訳  大月書店

27 １０代のメンタルヘルス2 上田勢子／訳  大月書店

28 １０代のメンタルヘルス3 上田勢子／訳 大月書店

29 １０代のメンタルヘルス4 上田勢子／訳 大月書店

30 １０代のメンタルヘルス5 上田勢子／訳  大月書店

31 しらんぷり 梅田俊作／作・絵 ポプラ社

32 ストライプ 　たいへん！しまもようになっちゃった デヴィッド・シャノン セーラー出版

33 ずるいよずるい ブライアン・モーセズ／ぶん 評論社

34 大切な人が死んじゃった トレボー・ロメイン　エリザベス・バーディック／共著 大月書店

35 だから、あなたも生きぬいて 大平光代／著 青い鳥文庫
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36 チャーリー・ブラウンなぜなんだい？　ともだちがおもい病気になったとき チャールズ・Ｍ．シュルツ／作　細谷亮太／訳 岩波書店

37 つながってる！（いのちのまつり） 草場一壽／作　平安座資尚／絵 サンマーク出版

38 テストなんかこわくない トレボー・ロメイン　エリザベス・バーディック／共著 大月書店

39 特別授業“死”について話そう 伊沢正名ほか／著 河出書房新社

40 なんだかかなしい ブライアン・モーセズ／ぶん 評論社

41 なんだかさびしい ブライアン・モーセズ／ぶん 評論社

42 ハートボイス 青木和雄／作 金の星社

43 ハードル 青木和雄／作 金の星社

44 はじめて学ぶ生命論理～「いのち」は誰が決めるのか～ 小林亜津子／著 筑摩書房

45 ばっちゃん
助けられた繁殖犬たち　小関左智／写真
井上夕香／文

小学館

46 ひどいよひどい ブライアン・モーセズ／ぶん 評論社

47 百まいのドレス
エレナー・エスティス／作　石井桃子／訳
ルイス・スロボドキン／絵

岩波書店

48 ぼく、カギをのんじゃった！ ジャック・ギャントス／作 徳間書店

49 ぼくのおじさん アーノルド・ローベル／作　三木卓／訳 文化出版局

50 やさしさをください～傷ついた心を癒すアニマル・セラピー農場～ 大塚敦子／著 岩崎書店

51 わたし 松尾由美／他著 ポプラ社

52 わたしのおばあちゃん ヴェロニク・ヴァン・デン・アベール／文 くもん出版

53 雲じゃらしの時間 マロリー・ブラックマン／作 あすなろ書房

54 居場所 橋本治／著 ポプラ社

55 子どもといっしょに読みたい詩１００ 第２集
水内喜久雄／編著
小林信次／監修

たんぽぽ出版 

56 思春期ってなんだろう 金子由美子／著 岩波書店 

57 思春期の危機をどう見るか 尾木直樹／著 岩波書店 

58 自殺、なぜ？どうして！ エリック・マーカス／著 大月書店

59 若者のための社会学 豊泉周治／著 はるか書房 

60 終わらせよう、「いじめ」 大澤秀明／著 蕗書房

61 心がラクになるメンタフダイアリー 渡部卓／著  日本実業出版社 

62 心ってこんなに動くんだ 西條昭男／著 新日本出版社 

63 心は前を向いている 串崎真志／著  岩波書店 

64 生きていてよかった 相田みつを／〔著〕 角川書店

65 西の魔女が死んだ 梨木香歩／著 小学館 

66 父さんと、キャッチボール？ ジャック・ギャントス／作 徳間書店

67 忘れても好きだよおばあちゃん！ ダグマー・Ｈ．ミュラー／作  あかね書房
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