
「いのち」の文庫は、加藤の私設文庫です。僕が、１９９９（平成１１）年から、読み・学んだ

“いのち”や“いのちの教育”に関して学んだ書物や絵本を、生徒・保護者・職員に自由に貸出して

います。

の中の記号は、加藤の一方的な考えや思いで分類したものです。番号の早いものは、時もた

っておりますので、分類に誤りもあると思います。

ア いのちの土づくり（いのちのとらえ方）

イ 「いのち」の教育の種（「いのち」の教育の考え方）

ウ 「いのち」の教育の苗（いのちの授業のネタ）

エ 「いのち」の教育の花や実（いのちの授業の実践など）

「いのち」の文庫一覧

書 名 著 者 出 版 社

１ 赤ちゃんの誕生 ニコル・ティラ－ あすなろ書房 ウ

２ 生命のふしぎ ほるぷ出版 ウ

３ 生きる力をありがとう 山下 京子 河出書房 ウ

４ あこがれはマンガ家 河田 宣世 偕成社 イ

５ 死ぬってどういうこと ア－ル・グロルマン 春秋社 ア

６ 死を学ぶ子どもたち 種村 エイ子 教育史料出版会 イ

７ 命の授業 深澤 久 明治図書 エ

８ 葉っぱのフレディ－いのちの旅 レオ・バスカ－リア 童話社 ウ

９ 青い鳥のゆくえ 五木 寛之 角川文庫 ア

10 よく死ぬことはよく生きることだ 千葉 敦子 文春文庫 ア

11 医者が末期ガン患者になってわかったこと 岩田 隆信 角川文庫 ア

12 納棺夫日記 青木 新門 文春文庫 ア

13 あなたがいてくれるから 山下 京子 河出書房 ウ

14 みんな未来に生きるひと アグネス・チャン 旬報社 イ

15 今日の風 なに色？ 辻井いつ子 アスキ－ ウ

16 生きています １５歳 井上美由紀 ポプラ社 ウ

17 １３歳の黙示録 宗田 理 講談社 ア

18 パラダイスゆき９番バス レオ・バスカリア 三笠書房 ア

19 医者が思わず涙したいのちの話 石川 恭三 青春文庫 ア

20 「なぜ人を殺してはいけないのか」と子供に聞かれたら 文藝春秋１１月号 イ

21 いのち－８人の医師との対話 柳田 邦男 講談社文庫 ア

22 骨は自分で拾えない 斉藤 茂太 集英社 ア

23 こころの手足 中村 久子 春秋社 ウ

24 わが母 中村久子 中村 富子 春秋社 ウ

25 中村久子の一生 瀬上 敏雄 春秋社 ウ

26 ５００ｇで生まれた娘へ 井上美智代 ポプラ社 ウ

27 １００万回生きたねこ 佐野 洋子 講談社 ウ

28 いのちの輝き 篁 俊男 自費出版 ア



29 性の授業、死の授業 金森俊朗・村井淳志 教育史料出版会 エ

30 「自分の木」の下で 大江健三郎 朝日新聞社 ア

31 いのちの始まりと終わりに 柳澤 桂子 草思社 ア

32 死ぬことと生きること 土門 拳 築地書館 ア

33 真宗と「いのちの教育」 田代 俊孝 東本願寺出版 ア

34 生と死を見つめて 田畑 正久 東本願寺出版 ア

35 腕で歩く 遠藤 正武 竹書房 ウ

36 種まく子供たち 佐藤 律子 ポプラ社 ウ

37 命の値段 山本 善明 講談社 イ

38 「少年Ａ」この子を生んで 「少年Ａ」の父母 文春文庫 イ

39 生と死の教育 アルフォン・デ－ケン 岩波書店 イ

40 ラブ・ユ－・フォ－エバ－ 乃木 りか 岩崎書店 ウ

41 ｉｍｉｄａｓ巻頭特集「ゲノム新時代の生命観」１２のテ－マ 集英社 ア

42 ヒトゲノム＝生命の設計図を読む 清水 信義 岩波書店 ア

43 生と死から学ぶいのちの教育 鈴木 康明（編集） 至文堂 イ

44 死生観を問いなおす 広井 良典 ちくま新書 ア

45 宇宙３－百億個の太陽 NHK宇宙プロジェクト 日本放送出版協会 ウ

46 宇宙をみたよ 毛利 衛 偕成社 ウ

47 やがて幸福の糧になる 柳澤 桂子 ポプラ社 ア

48 いのちは見えるよ 及川 和男 岩崎書店 ウ

49 いのちの素晴らしさ 村上 和雄 モラロジ－研究所 ア

50 がんばれなんてもう言わない 城岡 昭子 星雲社 ア

51 いま「いのち」を考える 梅原猛 河合隼雄 松井孝典 岩波書店 イ

52 すべてのいのちが愛おしい 柳澤 桂子 ＰＨＰ研究所 ア

53 まんが「生命」１巻～５巻 ＮＨＫスペシャルの漫画化 小学館 ウ

54 運命の足音 五木寛之 幻冬社 ア

55 月下美人 吉村 昭 文春文庫 ア

56 夏の庭～Ｔｈｅ Ｆｒｉｅｎｄｓ 湯本 香樹実 徳間書店 ウ

57 死をどう生きたか～私の心に残る人びと 日野原 重明 中公新書 イ

58 淳 土師 守 新潮文庫 ア

59 元気です１７歳 井上 美由紀 ポプラ社 ウ

60 いのちの本 鈴木 康明 学研 エ

61 体の贈り物 レベッカ・ブラウン マガジンハウス イ

62 「死」って、なに？ ロ－リ－・ブラウン 文溪堂 イ

63 あらしのよるに 全６巻 木村 裕一 講談社 ウ

64 電池が切れるまで すずらん会 角川書店 ウ

65 生命の奇跡－ＤＮＡから私へ 柳澤 桂子 ＰＨＰ新書 ア

66 わすれられないおくりもの ス－ザン・バ－レイ 評論社 ウ



67 心のノ－トを考える 三宅 晶子 岩波ブックレット イ

68 いのちのあさがお 綾野まさる 作 丹後まみこ 監修 ハ－ト出版 ウ

69 チロヌップのきつね たかはし ゆきひろ 金の星社 ウ

70 天国本屋 松久 淳 かまくら春秋社 ア

71 ある精神科医 北村邦彦（草野 亮） 近代文芸社 ア

72 道元の読み方 栗田 勇 祥伝社 ア

73 いのちの教育 近藤 卓 実業之日本社 イ

74 あした見る夢 瀬戸内 寂聴 朝日文庫 ア

75 人は生きるために生まれてきたのだから 大石 邦子 講談社 ア

76 あなたが生まれるまで ジェニファ－・ディビス 小学館 ウ

77 虹とひまわりの娘 本郷 由美子 講談社 ウ

78 フライデ－ ９／１９号 宅間守の１２枚の訴え 講談社 ア

79 八重子のハミング 陽 信孝 小学館 ア

80 生と死の現在 読売新聞北陸支社 桂書房 エ

81 のにっき 近藤薫美子 アリス館 ウ

82 うつくしい子ども 石田 衣良 文春文庫 ア

83 ４ＴＥＥＮ 石田 衣良 新潮社 ア

84 指先で紡ぐ愛 光成 沢美 講談社 ア

85 なんのために生きているんだろう こんのひとみ ポプラ社 イ

86 いのちの教科書 金森 俊朗 角川書店 エ

87 彩花がおしえてくれた幸福 山下 京子 ポプラ社 ウ

88 いじめ１４歳のＭｅｓｓａｇｅ 林 慧樹 小学館 ウ

89 二百年の子供 大江 健三郎 中央公論 ア

90 体内時計 寺島 しのぶ 主婦と生活社 ア

91 いのちまんだら 灰谷 健次郎 朝日文庫 イ

92 千の風になって 新井 満 講談社 ウ

93 生きかた上手 日野原 重明 ユ－リ－グ イ

94 いのち 永六輔 坪谷令子 理論社 ウ

95 「電池が切れるまで」の仲間たち 宮本 雅史 角川書店 ウ

96 ６５－９２歳の情熱 ２７歳の決意 日野原重明 乙武洋匡 中央法規 イ

97 クマよ 星野 道夫 福音館 ウ

98 アンジュ－ル～ある犬の物語 ガブリエル・バンサン ＢＬ出版 ウ

99 眠りを奪われた子どもたち 神山 潤 岩波ブックレット ア

100 「子どもが生きる」ということ 藤原 智美 講談社 ア

101 絵本 千の風になって 新井満 佐竹美保 理論社 ウ

102 輝け いのちの授業 大瀬 敏昭 小学館 エ

103 生・老・病・死を考える１５章 庄司 進一 朝日新聞社 ア

104 卒業 重松 清 新潮社 ア



105 舞姫通信 重松 清 新潮文庫 ア

106 ある精神科医 草野 亮 近代文芸社 ア

107 生命のバカ力 村上 和雄 講談社α新書 ア

108 「生命の授業」を創る 向山 洋一監修 明治図書 エ

109 ナイフ 重松 清 新潮文庫 ア

110 エイジ 重松 清 新潮文庫 ア

111 天国への手紙 「千の風になって」製作委員会 小学館 ア

112 少年Ａ矯正２５００日全記録 草薙 厚子 文藝春秋 イ

113 新子どものの虐待 森田 ゆり 岩波ブックレット ア

114 くまのこうちょうせんせい こんのひとみ 金の星社 エ

115 ぼくの出会ったアラスカ 星野 道夫 小学館文庫 ウ

116 いのちへの対話「露の身ながら」 多田富雄・柳澤桂子 集英社 ア

117 「新しい人」の方へ 大江 健三郎 朝日新聞社 ア

118 ２１世紀を生きる君たちへ 司馬 遼太郎 世界文化社 エ

119 驚異のヒュ－マン・ボデｲ 別冊ニュ－トン ウ

120 イラクの中心でバカとさけぶ 橋田 信介 アスコム ア

121 生と死の美術館 立川 昭二 岩波書店 ア

122 個性を煽られる子どもたち 土井 隆義 岩波ブックレット ア

123 死の壁 養老 孟司 新潮新書 ア

124 天国からやってきたねこ 河原まり子 岩崎書店 イ

125 さようなら、ありがとう、ぼくの友だち 河原まり子 利岡裕子 岩崎書店 イ

126 手と目と声と 灰谷 健次郎 角川文庫 イ

127 児童心理２月臨時増刊子どもに「いのち」をどう教えるか 金子書房 エ

128 あなたは子どもに「死」を教えられますか ダナ・カストロ 作品社 イ

129 「生き方上手」の秘訣 日野原 重明 モラロジ－研究所 ア

130 小学生に授業 河合隼雄 梅原猛 小学館文庫 エ

131 いのちのハ－ドル「１リットルの涙」 木藤 潮香 幻冬舎 ウ

132 １リットルの涙 木藤 潮香 幻冬舎 ウ

133 心を受けとめる聞き方 関根 正明 学陽書房 イ

134 教師のための「聞く」技術入門 家本 芳郎 高文研 イ

135 どの子も発表したくなる授業 今泉 博 学陽書房 イ

136 そだちの科学 日本評論社 イ

137 教えるということ 大村 はま ちくま学芸文庫 イ

138 イソップ株式会社 井上ひさし 中央公論社 ア

139 ま・く・ら 柳家小三治 講談社文庫 ア

140 生きて死ぬ智慧 柳澤 桂子 小学館 ア

141 月刊プリンシパル特集「いのち」の教育 学事出版 イ

142 疾走上・下 重松 清 角川文庫 ア



143 小児病棟の四季 細谷 亮太 岩波書店 ア

144 生命上・下 西村京太郎 実業日本社 ア

145 小さき者へ 重松 清 毎日新聞社 ア

146 その日のまえに 重松 清 文藝春秋 ア

147 もうひとつまくら 柳家 小三治 講談社文庫 ア

148 いのちの授業 神奈川新聞報道部 新潮社 エ

149 子どもの死の受容と家族支援 ＮＰＯこどもの支援ネ 大月書店 イ

150 生命尊重の心をはぐくむ（低） 永田繁雄・日置光久 東洋館出版社 エ

151 生命尊重の心をはぐくむ（中） 永田繁雄・日置光久 東洋館出版社 エ

152 生命尊重の心をはぐくむ（高） 永田繁雄・日置光久 東洋館出版社 エ

153 瞳ス－パ－デラックス 猿渡 瞳 西日本新聞社 ウ

154 ゴルゴＮＯ１５０（別冊） 奥山 豊彦 小学館 ウ

155 ゲノムが語る生命 中村 桂子 集英社新書 イ

156 淳 それから 土師 守 本田信一郎 新潮社 ア

157 トワイライト 重松 清 文春文庫 ア

158 すべてのいのちが愛おしい 柳澤 桂子 ＰＨＰ研究所 ア

159 子どものリアリティ学校のバ－チャリティ 浜田寿美男 岩波書店 ア

160 宇宙日記ディスカバリ－号の１５日 野口 聡一 世界文化社 ウ

161 永遠のなかに生きる 柳澤 桂子 集英社 ア

162 イチロ－２６２のメッセ－ジ 石原 正基 ぴあ ウ

163 自閉症のおともだち 内山登紀夫 ミネルバア書房 イ

164 アスペルガ－症候群のおともだち 内山登紀夫 ミネルバア書房 イ

165 本を読む子は必ず伸びる 樋口 裕一 すばる舎 イ

166 安楽死のできる国 三井 美奈 新潮社 ア

167 学校の挑戦 佐藤 学 小学館 イ

168 ハッピ－バ－スデ－ 青木和雄 吉富多美 金の星社 ウ

169 絵本の力 河合隼雄 松居直 柳田邦夫 イ

170 読む力 齋藤 孝 宝島社 イ

171 １０００の風 １０００のチｴロ いせ ひでこ 偕成社 ウ

172 ＬＤのおともだち 内山登紀夫 ミネルバア書房 イ

173 ＡＤＨＤのおともだち 内山登紀夫 ミネルバア書房 イ

174 木を植えた男 ジャン・ジオノ あすなろ書房 ウ

175 はるにれ 姉崎 一馬 福音館書店 ウ

176 ポケットの中のプレゼント 柳澤 恵美 ラ・テ－ル出版局 ウ

177 わたしのきもちをきてⅠ家出 ガブリエル・バンサン ＢＬ出版 ウ

178 ミヨちゃん 玉川 侑香 比良出版 ウ

179 あおぞら 星野 夏 ポプラ社 ウ

181 一人読み・話し合いで「読みの力」を育てる 藤田 伸一 学事出版 イ



182 石に言葉を教える 柳田 邦男 新潮社 イ

183 キング牧師の力づよいことば ドリ－ン・ラパポ－ト 国土社 ウ

184 おかあさんになるってどんなこと 内田鱗太郎 ＰＨＰ研究所 ウ

185 しゅくだい いもと ようこ 岩崎書店 ウ

186 旭山動物園革命 小菅 正夫 角川新書 イ

187 エリカ奇跡のいのち ル－ス・バンダ・ジ－ 講談社 ウ

188 子どもたちの命 鎌田實 佐藤真紀 岩波ブックレット ア

189 オシムの言葉 木村 元彦 集英社 ア

190 スロ－グッドバイ 石田 衣良 集英社 ア

191 「電池が切れるまで」の仲間たち 宮本 雅史 角川文庫 ウ

192 プレジデント（教育・教師特集）１１月号 プレジデント社 イ

193 いのちのまつり“ヌチヌグ－ジ” 草場 一壽 サンマ－ク出版 ウ

194 カカシの夏休み 重松 清 文春文庫 ア

195 対話する生と死 河合 隼雄 だいわ文庫 イ

196 オ－ル１の落ちこぼれ・教師になる 宮本 延春 角川書店 ア

197 たった一度のじんせいだから 日野原重明・星野富弘 いのちの言葉社 ア

198 教育改革のゆくえ 藤田 英典 岩波ブックレット イ

199 卒業 重松 清 新潮文庫 ア

200 いのちのいろえんぴつ こやま 峰子 教育画劇 ウ

201 送り火 重松 清 文芸春秋 ア

202 死顔 吉村 昭 新潮社 ア

203 わたしからありがとう 河原 まり子 岩崎書店 ウ

204 いのち－生命科学に言葉はあるか－ 最相 葉月 文春新書 ア

205 大人が絵本に涙する時 柳田 邦男 平凡社 イ

206 はくちょう 内田麟太郎・いせひでこ 講談社 ウ

207 悲しい本 マイケル・ロ－ゼン・谷川俊太郎 あかね書房 ウ

208 ハルばあちゃんの手 山中恒・木下晋 福音館書店 ウ

209 生命－十津川警部 上・下 西村 京太郎 双葉文庫 ア

210 いのちの教育の理論と実践 近藤 卓 金子書房 イ

211 いのちの教科書 金森 俊朗 角川書店 エ

212 だから僕は学校へ行く 乙武 洋匡 講談社 イ

213 絵本 ペンキや 梨木香歩・出久根育 理論社 ウ

214 絵本 戦場をくぐったテディベア「オット－」 トミ－・ウンゲラ－ 評論社 ウ

215 木を植えた男 ジャン・ジオノ あすなろ書房 ウ

216 「人生の答」の出し方 柳田 邦男 新潮社 ア

217 大峯千日回峰行 塩沼亮潤・板橋興宗 春秋社 ア

218 流星ワゴン 重松 清 講談社 ア



219 約束 石田 衣良 角川文庫 ア

220 Ｇｏｏｄ Ｌｕｃｋ アレックス・ロビラ ポプラ社 ア

221 １ポンドの悲しみ 石田 衣良 集英社文庫 ア

222 悠＋（はるか＋）９月号 ぎょうせい イ

223 心に太陽を唇に歌を 藤原 正彦 世界文化社 ウ

224 つながっている「いのちのまつり」 草場 一壽 サンマ－ク出版 ウ

225 新 風に吹かれて 五木 寛之 講談社 ア

226 図説 漢字の成り立ち事典 辻井 京雲 教育出版 ウ

227 デザインする言葉 粟津 潔 フｲルムア－ト社 ア

228 はじめての文学 重松 清 文芸春秋 ウ

229 いのちの言葉 柳澤 桂子 集英社 ア

230 あかちゃん サトウハチロウ いわさきちひろ 講談社 イ

231 真珠湾に散った十七歳 橋本 哲 桂書房 ア

232 子どもの力は学び合ってそ育つ 金森 俊朗 角川新書 エ

233 ＬＩＦＥ 加島 祥造 パルコ出版 ア

234 犠牲（サクリファイス）－わが息子・脳死の１１日 柳田 邦男 文春文庫 ア

235 言葉の力、生きる力 柳田 邦男 新潮文庫 ア

236 おとうとのビ－玉 クリスティヌ・ティールティエンス 大月書店 ウ

237 わたしのいもうと 松谷 みよ子 偕成社 ウ

238 木に学べ 西岡 常一 小学館文庫 ア

239 誕生の詩 ト－マス・ベリイマン 偕成社 ウ

240 ハピハピバ－スディ 菊田 まりこ コミックウエ－ブ ウ

241 Ｉ Ｌｏｖｅ Ｙｏｕ 伊坂・石田他４名 祥伝社文庫 ア

242 養老訓 養老 孟司 新潮社 ア

243 義足のランナ－ 島袋 勉・栗田智美 文芸社 ア

244 いのちのレッスン 新藤 兼人 青草書房 ア

245 すべてのいのちが愛おしい 柳澤 桂子 集英社 イ

246 つららの坊や 青木 新門 桂書房 ウ

247 きみの友だち 重松 清 新潮社文庫 イ

248 みぞれ 重松 清 角川書店 ア

249 知識人９９人の死に方 角川ソフィア文庫 ア

250 子ども あなどるべからず きむら ゆういち 岩波ブックレット イ

251 医者と患者の絆 鎌田實・日野原重明他 岩波ブックレット ア

252 死に方上手 鎌田實・加藤登紀子他 岩波ブックレット ア

253 風歩 森山 風歩 講談社 ア

254 いのちの灯台 佐藤 律子 明石書店 ウ

255 雪とパイナップル 鎌田 實 集英社 ウ



256 杉並区立「和田中」の学校改革 苅谷 剛彦他 岩波ブックレット イ

257 野村再生工場「叱り方、ほめ方、教え方」 野村 克也 角川新書 イ

258 気をつけい礼 重松 清 新潮社 ア

259 はだしのゲンはヒロシマを忘れない 中沢 啓治 岩波ブックレット ア

260 心にナイフをしのばせて 奥野 修司 文藝春秋 ア

261 黄色い目の魚 佐藤 多佳子 新潮社 ア

262 なぜ君は絶望と闘えたのか～木村洋３３００日 門田 隆将 新潮社 アウ

263 せんせいけらいになれ 灰谷 健次郎 角川文庫 イウ

264 閉鎖病棟 箒木 蓬生 新潮文庫 ア

265 死にゆく妻との旅路 清水 久典 新潮文庫 ア

266 落語的笑いのすすめ 桂 文珍 新潮文庫 ウ

267 チュ－ガクセイのキモチ あさのあつこ 小学館 イウ

268 テレビがなかったころ（絵本） イワン・ポモ－ 西村書店 ウ

269 林住期 五木 寛之 幻冬舎 イ

270 満月と男 砂田 勝行 文芸社 ウ

271 みんな絵本から 柳田 邦男 講談社 イ

272 大人になる前に身につけてほしいこと 坂東 真理子 ＰＨＰ イ

273 黒グルミのからのなかに（絵本） ミュリエル・マンゴ－ 西村書店 ウ

274 大人と子どもの絆 村上信夫、鎌田實 他 岩波ブックレト イ

275 スガンさんのヤギ（絵本） 文ド－デ、絵エリック・バテユ－ 西村書店 ウ

276 生きる－わたしたちの思い 谷川 俊太郎 角川ＳＳＣ ア

277 寡黙なる巨人 多田 富雄 集英社 アイウ

278 壊れる日本人 柳田 邦男 新潮文庫 イ

279 つみきのいえ（絵本） 加藤久仁生（絵）平田研也（文） 白泉社 ウ

280 生きる 菊池 信義 白水社 エ

281 生きる 松本 美枝子 ナナロク社 イ

282 谷川俊太郎の問う言葉・答える言葉 谷川俊太郎 イ－ストプレス イ

283 綱渡りの男（絵本） モ－ディカイ・ガ－スティン 小峰書店 ウ

284 あなたに 逢えてよかった 森津 純子 小池書店 ア

285 ビックツリ－ 佐々木 常夫 ＷＡＶＥ出版 ア

286 14歳の子どもをもつ親たちへ 内田 樹・名越 康文 新潮新書 イ

287 生命の木の下で 多田 富雄 新潮文庫 ウ

288 ハイブリッド 木野 龍逸 文春新書 ア

289 ミシエル・オバマ ライザ・マンディ 日本文芸社 ア

290 生物と無生物のあいだ 福岡 伸一 講談社 ア

291 ペンギンの教え 小菅 正夫 講談社 ウエ

292 希望と絆 姜 尚中 岩波ブックレット ア

293 今日を生きる 大平 光代 中央公論新社 アウ



294 前進力 三國 清三 講談社 イウ

295 寄席で見つけた落語の真髄 堀井 憲一郎 講談社新書 ア

296 道は必ずどこかに続く 日野原 重明 講談社 イウ

297 世界にたった一人のあなた（絵本） パム・ライアン みくに出版 イウ

298 「フラフラ」のすすめ 益川 敏英 講談社 イウ

299 からだが変わる体幹ウオ－キング 金 哲彦 平凡社新書 ア

300 再生 石田 衣良 角川書店 ア

301 アフガニスタンの大地とともに 伊藤和也遺稿集 石風社 ア

302 くまとやまねこ（絵本） 湯本香樹実（文） 酒井駒子（絵） 河出書房 イウ

303 教育を子どもたちのために 益川・小森・木附・藤田・本田 岩波ブックレット ア

304 チﾖコラ－アフリカの路上に生きる子どもたち 小林 茂 岩波ブックレット イウ

305 天の瞳（最終話） 灰谷 健次郎 角川文庫 イウ

306 僕は慢性末期がん 尾関 良三 文春文庫 アウ

307 破獄 吉村 昭 新潮文庫 アウ

308 ほめ言葉のシャワ－ 水町スウ・中西万依 谷印刷 イウ

309 白川 静 松岡 正則 平凡社新書 ア

310 少年の木（絵本） マイケル・フォアマン作 柳田邦男訳 岩崎書店 イウ

311 日本の名随筆「死」 野坂 昭如 作品社 ア

312 清々しく、やさしく、丁寧に、力強く生きる 長瀨泰信（中村富子さんより寄贈） 文芸社 アウ

313 そこにいる人 矢口 敦子 幻冬舎文庫 ア

314 子ども・大人 野上暁 ひこ・田中 大月書店 イウ

315 チンパンジ－はいつか人間になるの？ 熊谷 さとし 偕成社 イウ

316 みんなのなやみ 重松 清 新潮文庫 アウ

317 未来をつくる君たちへ 立花隆・関川夏央・松本健一 ＮＨＫ出版 アウ

318 老師と少年 南 直哉 新潮文庫 ア

319 リンゴが教えてくれたこと 木村 秋則 日本経済新聞出版社 アウ

320 もの忘れを９０％防ぐ法 米山 公啓 三笠書房 ア

321 おなやみジュ－ス 令丈 ヒロ子 講談社 アウ

322 くらべない生き方 鎌田實・大平光代 中央公論新書 ア

323 歎異抄の謎 五木 寛之 祥伝社新書 ア

324 神様のカルテ 夏川 草介 小学館 アウ

325 でも、わたし生きていくわ コレット・ニ－ス 文溪堂 アウ

326 青い鳥 重松 清 新潮社 イウ

327 ヤク－バとライオンⅠ 勇気 ティエリ－・デデュ 講談社 アイウ

328 ヤク－バとライオンⅡ 信頼 ティエリ－・デデュ 講談社 アイウ

329 ことばの雫 星野富弘 Ｆｏｒｅｓｔ・Ｂｏｏｋｓ ア

330 岩崎弥太郎と三菱四代 河合 敦 幻冬舎新書 ア



331 子ども格差 尾木 直樹 角川新書 ア

332 日本辺境論 内田 樹 新潮新書 ア

333 ダウンタウンに時は流れて 多田 富雄 集英社 ア

334 戦後落語史 吉川 潮 新潮新書 ア

335 ふふふふ 井上 ひさし 講談社 アウ

336 劣等生の東大合格体験記 石黒 達昌 講談社 ウ

337 民主党は日本の教育をどう変える 大内 裕和 岩波ブックレット ア

338 １５歳の日本語上達法 金田一 香穂 講談社 アウ

339 闇の中に光を見いだす 清水靖之 湯浅 誠 岩波ブックレット ア

340 何とかなるさ 山崎 直子 サンマ－ク出版 ア

341 日本の難点 宮台 真司 幻冬舎新書 ア

342 くちぶえ番長 重松 清 新潮文庫 イウ

343 死の壁 養老 孟司 新潮新書 ア

344 あかね色の風：ラブレタ－ あさの あつこ 幻冬舎文庫 ウ

345 ぶれない生き方 中野 孝次 海竜社 ア

346 あした元気になるために：人生の時間銀行 吉田 浩 ニッポン放送 アウ

347 万寿子さんの庭 星野 伸一 小学館文庫 ア

348 名文どろぼう 竹内 政明 文芸新書 ア

349 日本人へ：リ－ダ－編 塩野 七生 文春新書 ア

350 道元禅師：上・中・下 立松 和平 新潮文庫 アウ

351 脳に悪い７つの習慣 林 成之 幻冬舎新書 ア

352 マンガ禅の思想 共著 ア

353 十字架 重松 清 講談社 イウ

354 人間の建設 小林秀雄 岡 潔 新潮文庫 ア

355 冬の鷹 吉村 昭 新潮文庫 アウ

356 残夢整理 多田 富雄（遺作） 新潮社 アイ

357 心がフツと軽くなる「瞬間の心理学」 名越 康文 角川新書 ア

358 マザ－テレサ愛のことば いもと ようこ パウロ会 ア

359 月・人・石 乾千恵 川島敏生 谷川俊太郎 福音館書店 ウ

360 なぜ日本人は落合博満が嫌い テリ－ 伊藤 角川新書 ア

361 神様のカルテ２ 夏川 草介 小学館 アウ

362 利休にたずねよ 山本 兼一 ＰＨＰ文芸文庫 アウ

363 ひとり遊びのススメ 茂木 健一郎 講談社 アウ

364 死にゆく者からの言葉 鈴木 秀子 文春文庫 ア

365 本当の自分に出会う旅 鎌田 實 集英社文庫 ア

366 わたしが死について語るなら 山折 哲雄 ポプラ社 イ

367 落葉隻語ことばのかたみ 多田 富雄 青土社 イウ

368 井上ひさしの言葉を継ぐために 井上ユリ他 岩波ブックレット ア



369 ＫＡＧＥＲＯＵ 齋藤 智裕 ポプラ社 ア

370 監察医の涙 上野 正彦 ポプラ社 イウ

371 甲子園だけが高校野球ではない 岩崎 夏海 廣済堂出版 アウ

372 人生やり直し読本 柳田 邦男 新潮社 アウ

373 ひとり（１５歳の寺子屋） 吉本 隆明 講談社 イウ

374 雨のち曇り、そして晴れ ＮＨＫ厚生文化事業団：編 アウ

２０１１年０３月０１日現在


