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いのちのいろえんぴついのちのいろえんぴついのちのいろえんぴついのちのいろえんぴつ

作作作作：：：：こやまこやまこやまこやま峰子峰子峰子峰子

絵絵絵絵：：：：マイケルマイケルマイケルマイケル・・・・グレイニエツグレイニエツグレイニエツグレイニエツ

豊島加純豊島加純豊島加純豊島加純／／／／詩絵詩絵詩絵詩絵　　　　

教育画劇教育画劇教育画劇教育画劇　　　　 ¥¥¥¥1,5001,5001,5001,500

リレーフォーライフリレーフォーライフリレーフォーライフリレーフォーライフ2006200620062006＠＠＠＠つくばでつくばでつくばでつくばでMOMOMOMOMOMOMOMOちゃんがちゃんがちゃんがちゃんが

紙芝居紙芝居紙芝居紙芝居ふうにふうにふうにふうに読読読読みみみみ聞聞聞聞かせをしたかせをしたかせをしたかせをした本本本本ですですですです。　。　。　。　

10101010歳歳歳歳でででで脳腫瘍脳腫瘍脳腫瘍脳腫瘍をををを発症発症発症発症したしたしたした　　　　加澄加澄加澄加澄ちゃんがちゃんがちゃんがちゃんが、、、、先生先生先生先生にもらったにもらったにもらったにもらった

色鉛筆色鉛筆色鉛筆色鉛筆でつづったでつづったでつづったでつづった詩詩詩詩とととと絵絵絵絵にににに、、、、絵本作家絵本作家絵本作家絵本作家ののののグレイニエツグレイニエツグレイニエツグレイニエツさんがさんがさんがさんが

抑抑抑抑えたえたえたえた色彩色彩色彩色彩のののの絵絵絵絵をををを添添添添えていますえていますえていますえています。。。。

by by by by 葉葉葉葉っぱっぱっぱっぱ



わすれられないわすれられないわすれられないわすれられない おくりものおくりものおくりものおくりもの　　　　　　　　

作作作作・・・・絵絵絵絵：：：：スーザンスーザンスーザンスーザン・・・・バーレイバーレイバーレイバーレイ

訳訳訳訳：：：：小川仁美小川仁美小川仁美小川仁美

評論社評論社評論社評論社　　　　24242424頁頁頁頁

友達友達友達友達どうしのありどうしのありどうしのありどうしのあり方方方方、、、、心心心心やややや生生生生きるきるきるきる知恵知恵知恵知恵をををを伝伝伝伝ええええ合合合合っていくことのっていくことのっていくことのっていくことの

大切大切大切大切さをさをさをさを、、、、静静静静かにかにかにかに語語語語りかけてくれますりかけてくれますりかけてくれますりかけてくれます。。。。

『『『『くまのこうちょうせんせいくまのこうちょうせんせいくまのこうちょうせんせいくまのこうちょうせんせい』』』』ののののモデルモデルモデルモデルのののの大瀬敏昭大瀬敏昭大瀬敏昭大瀬敏昭さんがさんがさんがさんが

「「「「命命命命のののの授業授業授業授業」」」」のなかでとりあげたのなかでとりあげたのなかでとりあげたのなかでとりあげた本本本本でもあるそうですでもあるそうですでもあるそうですでもあるそうです。。。。

by by by by 葉葉葉葉っぱっぱっぱっぱ



by by by by はるちはるちはるちはるちどんなかんじかなあどんなかんじかなあどんなかんじかなあどんなかんじかなあ

文文文文：：：：中山千夏中山千夏中山千夏中山千夏

絵絵絵絵：：：：和田誠和田誠和田誠和田誠　　　　自由国民社自由国民社自由国民社自由国民社

B5B5B5B5ワイドワイドワイドワイド判判判判32323232頁頁頁頁　　　　1500150015001500円円円円

障害障害障害障害ををををハンデハンデハンデハンデととらえずととらえずととらえずととらえず、、、、ポジティブポジティブポジティブポジティブにににに考考考考ええええ、「、「、「、「すごいねすごいねすごいねすごいね」」」」とととと

素直素直素直素直にににに伝伝伝伝えられることができるひろくんえられることができるひろくんえられることができるひろくんえられることができるひろくん。。。。

普通普通普通普通、、、、そのそのそのその人人人人のののの立場立場立場立場になってになってになってになって考考考考えるということはえるということはえるということはえるということは、、、、どうしてもどうしてもどうしてもどうしても

ネガティブネガティブネガティブネガティブにににに考考考考えがちなのにえがちなのにえがちなのにえがちなのに、、、、新新新新しいしいしいしい発見発見発見発見にににに心心心心からからからから感動感動感動感動できできできでき、、、、

尊敬尊敬尊敬尊敬できることってできることってできることってできることって素敵素敵素敵素敵だなだなだなだな、、、、とととと感感感感じさせてくれるじさせてくれるじさせてくれるじさせてくれる絵本絵本絵本絵本ですですですです。。。。



100100100100万回生万回生万回生万回生きたねこきたねこきたねこきたねこ

作作作作・・・・絵絵絵絵：：：：佐野洋子佐野洋子佐野洋子佐野洋子

講談社講談社講談社講談社　　　　32323232ページページページページ

「「「「生生生生きるためにはなにがきるためにはなにがきるためにはなにがきるためにはなにが大切大切大切大切なのかがわかるなのかがわかるなのかがわかるなのかがわかる------------

100100100100万回万回万回万回もももも死死死死んでもんでもんでもんでも100100100100万回生万回生万回生万回生きたねこのきたねこのきたねこのきたねこの物語物語物語物語。　。　。　。　

『『『『愛愛愛愛』』』』をををを知知知知らなければらなければらなければらなければ『『『『生生生生きたきたきたきた』』』』ことにはならないのだとことにはならないのだとことにはならないのだとことにはならないのだと

教教教教えてくれるえてくれるえてくれるえてくれる感動感動感動感動のののの絵本絵本絵本絵本。」。」。」。」 大人大人大人大人にもにもにもにも人気人気人気人気のののの高高高高いいいい絵本絵本絵本絵本。　。　。　。　

いろいろなことをいろいろなことをいろいろなことをいろいろなことを考考考考えさせてくれますえさせてくれますえさせてくれますえさせてくれます。。。。

by by by by 葉葉葉葉っぱっぱっぱっぱ



おじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんの
おじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃん

作作作作・・・・絵絵絵絵：：：：長谷川義文長谷川義文長谷川義文長谷川義文

BLBLBLBL出版出版出版出版

40404040ページページページページ

いのちのつながりがいのちのつながりがいのちのつながりがいのちのつながりが見見見見えてくるえてくるえてくるえてくる------------

おじいちゃんのおおじいちゃんのおおじいちゃんのおおじいちゃんのお父父父父さんはさんはさんはさんは、、、、どんなどんなどんなどんな人人人人？？？？

じゃあじゃあじゃあじゃあ、、、、ひいひいひいひいおじいちゃんはひいひいひいひいおじいちゃんはひいひいひいひいおじいちゃんはひいひいひいひいおじいちゃんは？？？？

引引引引きききき継継継継がれてきたがれてきたがれてきたがれてきた命命命命のののの尊尊尊尊さがさがさがさがユーモアユーモアユーモアユーモアいっぱいにいっぱいにいっぱいにいっぱいに

描描描描かれていますかれていますかれていますかれています。。。。

by by by by 葉葉葉葉っぱっぱっぱっぱ



おそざきのおそざきのおそざきのおそざきのレオレオレオレオ

文文文文：：：：ロバートロバートロバートロバート・・・・クラウスクラウスクラウスクラウス

絵絵絵絵：：：：ホセホセホセホセ・・・・アルエゴアルエゴアルエゴアルエゴ

訳訳訳訳：：：：今村葦子今村葦子今村葦子今村葦子　　　　

あすなろあすなろあすなろあすなろ書房書房書房書房　　　　32323232ページページページページ

いつかはできるいつかはできるいつかはできるいつかはできる！　！　！　！　生生生生きるってすばらしいきるってすばらしいきるってすばらしいきるってすばらしい　　　　------------

短短短短いいいい文文文文ととととユーモラスユーモラスユーモラスユーモラスなななな絵絵絵絵でででで『『『『生生生生』』』』をゆたかにをゆたかにをゆたかにをゆたかに歌歌歌歌いあげいあげいあげいあげ、、、、

心心心心がががが温温温温かくなるかくなるかくなるかくなる絵本絵本絵本絵本ですですですです。。。。

by by by by 葉葉葉葉っぱっぱっぱっぱ



著著著著：：：：チャールズチャールズチャールズチャールズ・・・・MMMM・・・・シュルツシュルツシュルツシュルツ

岩崎書店岩崎書店岩崎書店岩崎書店

43434343頁頁頁頁

幼幼幼幼いいいい頃頃頃頃からからからから弱弱弱弱いいいい人人人人にににに対対対対しししし心心心心のののの痛痛痛痛みをみをみをみを感感感感じるじるじるじる子供子供子供子供になったらになったらになったらになったら、、、、

きっときっときっときっと素晴素晴素晴素晴らしいらしいらしいらしい人間人間人間人間にににに成長成長成長成長するにするにするにするに違違違違いありませんいありませんいありませんいありません。。。。

人間人間人間人間のののの愛愛愛愛とととと絆絆絆絆のののの大切大切大切大切さがさがさがさが書書書書かれていますかれていますかれていますかれています。。。。

チャーリーチャーリーチャーリーチャーリー・・・・ブラウンブラウンブラウンブラウン
なぜなんだいなぜなんだいなぜなんだいなぜなんだい？？？？

by by by by 葉葉葉葉っぱっぱっぱっぱ

（（（（副題副題副題副題））））

－－－－ともだちがおもいともだちがおもいともだちがおもいともだちがおもい病気病気病気病気になったときになったときになったときになったとき－－－－



おにいちゃんがおにいちゃんがおにいちゃんがおにいちゃんが
病気病気病気病気になったそのになったそのになったそのになったその日日日日からからからから

文文文文：：：：佐川奈津子佐川奈津子佐川奈津子佐川奈津子

絵絵絵絵：：：：黒井健黒井健黒井健黒井健

小学館小学館小学館小学館

27272727頁頁頁頁

病気病気病気病気のきょうだいをのきょうだいをのきょうだいをのきょうだいを持持持持つつつつ子供子供子供子供のののの立場立場立場立場やややや感情感情感情感情がががが少少少少しでもしでもしでもしでも理解理解理解理解されされされされ

受受受受けけけけ入入入入れられることをれられることをれられることをれられることを願願願願ってってってって書書書書かれていますかれていますかれていますかれています。。。。

作者作者作者作者のののの佐川佐川佐川佐川さんはさんはさんはさんは子供子供子供子供のののの頃頃頃頃にににに、、、、弟弟弟弟さんをさんをさんをさんを脳腫瘍脳腫瘍脳腫瘍脳腫瘍でなくされでなくされでなくされでなくされ、、、、

このこのこのこの本本本本をををを最初最初最初最初はははは自費出版自費出版自費出版自費出版されたそうですされたそうですされたそうですされたそうです。。。。

by by by by 葉葉葉葉っぱっぱっぱっぱ



おおおお父父父父さんさんさんさん・・・・おおおお母母母母さんがさんがさんがさんが
がんになってしまったらがんになってしまったらがんになってしまったらがんになってしまったら

原作原作原作原作：：：：AnnAnnAnnAnn Couldrick Couldrick Couldrick Couldrick 

訳訳訳訳・・・・編集編集編集編集：：：：阿部阿部阿部阿部まゆみまゆみまゆみまゆみ／／／／田中田中田中田中しほしほしほしほ

イラストイラストイラストイラスト：：：：わたなべじゅんこわたなべじゅんこわたなべじゅんこわたなべじゅんこ

発行所発行所発行所発行所：：：：PILARPILARPILARPILAR　　　　PRESSPRESSPRESSPRESS　　　　

25252525頁頁頁頁

子供子供子供子供のののの、、、、がんにがんにがんにがんに対対対対するするするする理解理解理解理解をををを深深深深めることでめることでめることでめることで、、、、

子供子供子供子供たちがたちがたちがたちが穏穏穏穏やかにやかにやかにやかに安心安心安心安心してしてしてして生活生活生活生活するためのするためのするためのするための

道道道道しるべとなるようしるべとなるようしるべとなるようしるべとなるよう、、、、わかりやすくわかりやすくわかりやすくわかりやすく解説解説解説解説されていますされていますされていますされています。。。。

by by by by 葉葉葉葉っぱっぱっぱっぱ



作作作作：：：：リサリサリサリサ・・・・サックスサックスサックスサックス・・・・ヤッファヤッファヤッファヤッファ

日本語版監修日本語版監修日本語版監修日本語版監修：：：：向山雄人向山雄人向山雄人向山雄人

訳訳訳訳：：：：遠藤恵美子遠藤恵美子遠藤恵美子遠藤恵美子

絵絵絵絵：：：：こばたえここばたえここばたえここばたえこ

先端医学社先端医学社先端医学社先端医学社

41414141頁頁頁頁

がんにがんにがんにがんに罹罹罹罹ったおったおったおったお父父父父さんさんさんさん、、、、おおおお母母母母さんがそのことをさんがそのことをさんがそのことをさんがそのことを

初初初初めてめてめてめて子供子供子供子供たちにたちにたちにたちに伝伝伝伝えるときにえるときにえるときにえるときに、、、、

またまたまたまた、、、、これからのことをこれからのことをこれからのことをこれからのことを家族家族家族家族でででで話話話話しししし合合合合ってかんがえていくときにってかんがえていくときにってかんがえていくときにってかんがえていくときに、、、、

役立役立役立役立ててほしいとててほしいとててほしいとててほしいと作作作作られたられたられたられた本本本本ですですですです。。。。

月月月月のかがやくのかがやくのかがやくのかがやく夜夜夜夜にににに
がんとがんとがんとがんと向向向向きききき合合合合うあなたのためにうあなたのためにうあなたのためにうあなたのために

by by by by 葉葉葉葉っぱっぱっぱっぱ



だいじょうぶだよだいじょうぶだよだいじょうぶだよだいじょうぶだよ、、、、ゾウゾウゾウゾウさんさんさんさん

作作作作　　　　ローレンスローレンスローレンスローレンス・・・・ブルギニョンブルギニョンブルギニョンブルギニョン

絵絵絵絵　　　　ブァレリーブァレリーブァレリーブァレリー・・・・ダールダールダールダール

訳訳訳訳　　　　柳田柳田柳田柳田　　　　邦男邦男邦男邦男

文溪堂文溪堂文溪堂文溪堂

1500150015001500円円円円

25252525頁頁頁頁

幼幼幼幼いいいいネズミネズミネズミネズミとととと年老年老年老年老いたいたいたいたゾウゾウゾウゾウはははは、、、、毎日仲良毎日仲良毎日仲良毎日仲良くくくく暮暮暮暮らしていましたらしていましたらしていましたらしていました。。。。

あるあるあるある日日日日ゾウゾウゾウゾウはははは「「「「もうすぐもうすぐもうすぐもうすぐ遠遠遠遠いいいいゾウゾウゾウゾウのののの国国国国にににに行行行行ってってってって、、、、もうもうもうもう戻戻戻戻らないらないらないらない」」」」

とととと、、、、ねずみにつげますねずみにつげますねずみにつげますねずみにつげます。。。。

年老年老年老年老いたいたいたいたゾウゾウゾウゾウのののの死死死死をををを受受受受けけけけ入入入入れられないれられないれられないれられないネズミネズミネズミネズミ君君君君のののの

心心心心のののの成長成長成長成長をををを描描描描いたいたいたいた絵本絵本絵本絵本ですですですです。。。。

by by by by ＭＯＭＯＭＯＭＯＭＯＭＯＭＯＭＯ



ジェニージェニージェニージェニー・・・・エンジェルエンジェルエンジェルエンジェル

作作作作　　　　マーガレットマーガレットマーガレットマーガレット・・・・ワイルドワイルドワイルドワイルド 　　　　

絵絵絵絵　　　　アンアンアンアン・・・・スバッドブィラススバッドブィラススバッドブィラススバッドブィラス

訳訳訳訳　　　　もりうちもりうちもりうちもりうち　　　　すみこすみこすみこすみこ 　　　　

出版社出版社出版社出版社　　　　岩崎書店岩崎書店岩崎書店岩崎書店

１３００１３００１３００１３００円円円円

このこのこのこの絵本絵本絵本絵本もももも病院病院病院病院でみつけたでみつけたでみつけたでみつけた絵本絵本絵本絵本ですですですです。。。。

ジェニージェニージェニージェニーのののの弟弟弟弟にたいするにたいするにたいするにたいする愛情愛情愛情愛情のののの深深深深さがさがさがさが切切切切なくなくなくなく悲悲悲悲しいしいしいしい。。。。

家族家族家族家族のののの愛愛愛愛についてについてについてについて考考考考えさせられるえさせられるえさせられるえさせられる絵本絵本絵本絵本ですですですです。。。。

by by by by ＭＯＭＯＭＯＭＯＭＯＭＯＭＯＭＯ



ひとりぼっちじゃないよひとりぼっちじゃないよひとりぼっちじゃないよひとりぼっちじゃないよ

作作作作：：：：としまかをりとしまかをりとしまかをりとしまかをり

絵絵絵絵：：：：狩野狩野狩野狩野ふきこふきこふきこふきこ

32323232頁頁頁頁　　　　

定価定価定価定価1,5751,5751,5751,575円円円円　　　　　　　　

文溪堂文溪堂文溪堂文溪堂　　　　1996199619961996年年年年12121212月月月月

山山山山のふもとのおばあさんののふもとのおばあさんののふもとのおばあさんののふもとのおばあさんの家家家家にににに、、、、

いのししのいのししのいのししのいのししの子子子子どもがたずねてきてどもがたずねてきてどもがたずねてきてどもがたずねてきて、、、、

真真真真っっっっ赤赤赤赤なもみじをなもみじをなもみじをなもみじを押押押押しししし葉葉葉葉にしてほしいとにしてほしいとにしてほしいとにしてほしいと頼頼頼頼みますみますみますみます。。。。

そのそのそのその一年後一年後一年後一年後……。。。。

by by by by 葉葉葉葉っぱっぱっぱっぱ



きみがしらないひみつのきみがしらないひみつのきみがしらないひみつのきみがしらないひみつの三人三人三人三人

作作作作・・・・絵絵絵絵：：：：ヘルメヘルメヘルメヘルメ・・・・ハイネハイネハイネハイネ　　　　　　　　

訳訳訳訳：：：：天沼春樹天沼春樹天沼春樹天沼春樹　　　　

徳間書店徳間書店徳間書店徳間書店　　　　

B5B5B5B5変形判変形判変形判変形判24242424頁頁頁頁　　　　　　　　

1,3001,3001,3001,300円円円円　　　　　　　　

2004200420042004年年年年3333月刊月刊月刊月刊

人人人人がががが生生生生まれまれまれまれ、、、、死死死死んでいくまでのんでいくまでのんでいくまでのんでいくまでの、、、、

頭頭頭頭とととと心心心心とととと体体体体のふしぎなはたらきをのふしぎなはたらきをのふしぎなはたらきをのふしぎなはたらきを、、、、やさしくやさしくやさしくやさしく詩的詩的詩的詩的にににに描描描描きききき、、、、

子子子子どもからどもからどもからどもから大人大人大人大人までそれぞれにまでそれぞれにまでそれぞれにまでそれぞれに深深深深くくくく語語語語りかけるりかけるりかけるりかける絵本絵本絵本絵本。　。　。　。　

by by by by 葉葉葉葉っぱっぱっぱっぱ



原著原著原著原著：：：：E. E. E. E. キューブラーキューブラーキューブラーキューブラー・・・・ロスロスロスロス　　　　　　　　　　　　

訳訳訳訳：：：：アグネスチャンアグネスチャンアグネスチャンアグネスチャン

絵絵絵絵：：：：はらだはらだはらだはらだ たけひでたけひでたけひでたけひで　（　（　（　（日英併記日英併記日英併記日英併記））））

小児小児小児小児がんでがんでがんでがんで死死死死にににに直面直面直面直面したしたしたした少年少年少年少年ととととロスロスロスロス博士博士博士博士とのとのとのとの往復書簡往復書簡往復書簡往復書簡。。。。

ダギーダギーダギーダギーへのへのへのへの手紙手紙手紙手紙 by by by by 葉葉葉葉っぱっぱっぱっぱ



ぼくのいのちぼくのいのちぼくのいのちぼくのいのち

作作作作：：：：細谷亮太細谷亮太細谷亮太細谷亮太　　　　　　　　

絵絵絵絵：：：：永井泰子永井泰子永井泰子永井泰子　　　　　　　　

25252525頁頁頁頁　　　　　　　　

岩崎書店岩崎書店岩崎書店岩崎書店　　　　

1999199919991999年年年年

｢｢｢｢ぼくぼくぼくぼく」」」」とととと同同同同じじじじ立場立場立場立場のこどもやのこどもやのこどもやのこどもや、、、、患児患児患児患児ののののクラスメートクラスメートクラスメートクラスメートにににに、、、、

またまたまたまた、、、、小児小児小児小児がんというがんというがんというがんという病気病気病気病気のののの入門書入門書入門書入門書としてもとしてもとしてもとしても適適適適しているしているしているしている本本本本｡｡｡｡

by by by by 葉葉葉葉っぱっぱっぱっぱ



作作作作：：：：戸田戸田戸田戸田 和代和代和代和代　　　　　　　　

絵絵絵絵：：：：たかすたかすたかすたかす かずみかずみかずみかずみ

金金金金のののの星社星社星社星社　　　　　　　　

1996199619961996年年年年　　　　　　　　

85858585頁頁頁頁

長長長長めなのでめなのでめなのでめなので、、、、読読読読みみみみ聞聞聞聞かせにかせにかせにかせに慣慣慣慣れているれているれているれているグループグループグループグループやややや、、、、

ごごごご家庭向家庭向家庭向家庭向けけけけ。　。　。　。　小学生小学生小学生小学生ならひとりならひとりならひとりならひとり読読読読みにもみにもみにもみにも。。。。

きつねのでんわきつねのでんわきつねのでんわきつねのでんわボックスボックスボックスボックス by by by by 葉葉葉葉っぱっぱっぱっぱ



いのちのまつりいのちのまつりいのちのまつりいのちのまつり
「「「「ヌチヌグスージヌチヌグスージヌチヌグスージヌチヌグスージ」」」」

作作作作：：：： 草場一壽草場一壽草場一壽草場一壽　　　　　　　　

絵絵絵絵：：：： 平安座資尚平安座資尚平安座資尚平安座資尚

サンマークサンマークサンマークサンマーク出版出版出版出版 2004200420042004年年年年10101010月刊月刊月刊月刊 　　　　

1,5001,5001,5001,500円円円円　　　　

A4A4A4A4変型変型変型変型　　　　27272727頁頁頁頁

主人公主人公主人公主人公ののののコウコウコウコウちゃんがちゃんがちゃんがちゃんが　　　　沖縄沖縄沖縄沖縄のおばあちゃんにのおばあちゃんにのおばあちゃんにのおばあちゃんに命命命命のののの尊尊尊尊さをさをさをさを

教教教教えてもらうえてもらうえてもらうえてもらう物語物語物語物語ですですですです（（（（がんとはがんとはがんとはがんとは無関係無関係無関係無関係ですですですです）。）。）。）。

幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園～～～～小小小小３３３３くらいまでへのくらいまでへのくらいまでへのくらいまでへの読読読読みみみみ聞聞聞聞かせにおかせにおかせにおかせにお勧勧勧勧めめめめ。。。。

大人大人大人大人にもにもにもにも人気人気人気人気のようですのようですのようですのようです。。。。

by by by by 葉葉葉葉っぱっぱっぱっぱ



作作作作・・・・絵絵絵絵　　　　木葉井木葉井木葉井木葉井 悦子悦子悦子悦子 　　　　

ビリケンビリケンビリケンビリケン出版出版出版出版　　　　

2004200420042004年年年年（（（（84848484年偕成社刊年偕成社刊年偕成社刊年偕成社刊のののの再版再版再版再版）　）　）　）　

1600160016001600円円円円　　　　

32323232頁頁頁頁

天寿天寿天寿天寿をををを全全全全うしたおうしたおうしたおうしたお話話話話なのでなのでなのでなので病気病気病気病気のののの場合場合場合場合とはとはとはとは違違違違いますがいますがいますがいますが、、、、

「「「「生生生生きることきることきることきること、、、、死死死死ぬことはぬことはぬことはぬことは生生生生きききき物全物全物全物全てにとっててにとっててにとっててにとって自然自然自然自然なことなことなことなこと」」」」とととと

やわらかなやわらかなやわらかなやわらかな絵絵絵絵がががが語語語語るるるる本本本本ですですですです。。。。

ぼんさいじいさまぼんさいじいさまぼんさいじいさまぼんさいじいさま by by by by 葉葉葉葉っぱっぱっぱっぱ



ひゅるりとかぜがふくおかでひゅるりとかぜがふくおかでひゅるりとかぜがふくおかでひゅるりとかぜがふくおかで

作作作作・・・・絵絵絵絵：：：：ふくだとしおふくだとしおふくだとしおふくだとしお　　　　

新風社新風社新風社新風社　　　　

1470147014701470円円円円　　　　

B5B5B5B5変判変判変判変判32323232頁頁頁頁

「「「「食食食食べるべるべるべる」」」」というというというという自然自然自然自然なおこないなおこないなおこないなおこない。。。。

でもそれはでもそれはでもそれはでもそれは、「、「、「、「いのちをいただくいのちをいただくいのちをいただくいのちをいただく」」」」ことなんだとことなんだとことなんだとことなんだと思思思思いますいますいますいます。。。。

そのいのちはそのいのちはそのいのちはそのいのちは、、、、別別別別のいのちをいただいてのいのちをいただいてのいのちをいただいてのいのちをいただいて生生生生きてきたきてきたきてきたきてきた。。。。

ゴールゴールゴールゴールのないのないのないのない「「「「いのちいのちいのちいのち」」」」ののののリレーリレーリレーリレーがあってこそなんだがあってこそなんだがあってこそなんだがあってこそなんだ。。。。

by by by by 葉葉葉葉っぱっぱっぱっぱ



「「「「死死死死」」」」ってってってって、、、、なになになになに？？？？

作作作作：：：：ローリーローリーローリーローリー・・・・クラスニークラスニークラスニークラスニー・・・・ブラウンブラウンブラウンブラウン、、、、
　　　　　　　　マークマークマークマーク・・・・ブラウンブラウンブラウンブラウン
訳訳訳訳：：：：高橋高橋高橋高橋あづさあづさあづさあづさ
文溪堂文溪堂文溪堂文溪堂　　　　
32323232頁頁頁頁

恐竜恐竜恐竜恐竜のののの家族家族家族家族をををを通通通通してしてしてして死死死死をををを考考考考えるえるえるえる本本本本------------

『『『『なぜなぜなぜなぜ人人人人はははは死死死死ぬのぬのぬのぬの？』　？』　？』　？』　誰誰誰誰もがもがもがもが思思思思ういのちへのういのちへのういのちへのういのちへの疑問疑問疑問疑問にににに、、、、

恐竜恐竜恐竜恐竜ののののファミリーファミリーファミリーファミリーがががが答答答答えてくれますえてくれますえてくれますえてくれます。。。。

『『『『死死死死』』』』をををを考考考考えるためのえるためのえるためのえるための、、、、またまたまたまた、、、、いのちのいのちのいのちのいのちの大切大切大切大切さをさをさをさを考考考考えるためのえるためのえるためのえるための、、、、

ヒントヒントヒントヒントがががが載載載載っていますっていますっていますっています。。。。

by by by by 葉葉葉葉っぱっぱっぱっぱ



大切大切大切大切なななな人人人人がががが死死死死んじゃったんじゃったんじゃったんじゃった

副題副題副題副題：：：：トレボートレボートレボートレボー・・・・ロメインロメインロメインロメインこころのこころのこころのこころの救急箱救急箱救急箱救急箱〈〈〈〈4444〉〉〉〉
文文文文・・・・絵絵絵絵：：：：トレボートレボートレボートレボー ロメインロメインロメインロメイン　　　　
訳訳訳訳：：：：上田上田上田上田 勢子勢子勢子勢子, , , , 藤本藤本藤本藤本 惣平惣平惣平惣平
大月書店大月書店大月書店大月書店　　　　2002200220022002年年年年　　　　
1,2601,2601,2601,260円円円円　　　　
75757575頁頁頁頁

子子子子どもがどもがどもがどもが大切大切大切大切なななな人人人人のののの死死死死にであいにであいにであいにであい、、、、悲悲悲悲しみやつらさしみやつらさしみやつらさしみやつらさ、、、、

喪失感喪失感喪失感喪失感やややや恐怖感恐怖感恐怖感恐怖感をををを抱抱抱抱いたときいたときいたときいたとき、、、、どんなどんなどんなどんな言葉言葉言葉言葉をかけますかをかけますかをかけますかをかけますか？？？？

このこのこのこの本本本本はははは、、、、そんなときにそんなときにそんなときにそんなときに役役役役にたつにたつにたつにたつ言葉言葉言葉言葉やややや強強強強ささささ、、、、

悲悲悲悲しみにしみにしみにしみに傷傷傷傷ついたついたついたついた心心心心をいやすさまざまなをいやすさまざまなをいやすさまざまなをいやすさまざまな試試試試みをみをみをみを、、、、

子子子子どもたちにもよくわかるようにどもたちにもよくわかるようにどもたちにもよくわかるようにどもたちにもよくわかるように語語語語りかけますりかけますりかけますりかけます。。。。

by by by by 葉葉葉葉っぱっぱっぱっぱ



ラヴラヴラヴラヴ・・・・ユーユーユーユー・・・・フォーエバーフォーエバーフォーエバーフォーエバー

原著原著原著原著：：：：ロバートロバートロバートロバート マンチマンチマンチマンチ

訳訳訳訳：：：：乃木乃木乃木乃木 りかりかりかりか　　　　

絵絵絵絵（（（（日本語版日本語版日本語版日本語版）：）：）：）：梅田梅田梅田梅田 俊作俊作俊作俊作

岩崎書店岩崎書店岩崎書店岩崎書店　　　　1997199719971997年年年年　　　　

1,2001,2001,2001,200円円円円

本本本本がががが大判大判大判大判、、、、音楽音楽音楽音楽ありでありでありでありで構成構成構成構成されたされたされたされたCDCDCDCDもありでもありでもありでもありで、、、、

比較的大人数比較的大人数比較的大人数比較的大人数でのでのでのでの読読読読みみみみ聞聞聞聞かせかせかせかせ会会会会にににに良良良良いかもしれませんいかもしれませんいかもしれませんいかもしれません。。。。

小小小小さいさいさいさい子子子子のののの育児育児育児育児やややや、、、、親親親親をををを介護介護介護介護するするするする立場立場立場立場のごのごのごのご家族家族家族家族のののの疲疲疲疲れたれたれたれた

心心心心にににに響響響響くくくく絵本絵本絵本絵本ではないでしょうかではないでしょうかではないでしょうかではないでしょうか。。。。

by by by by 葉葉葉葉っぱっぱっぱっぱ



ケンケンケンケンのいたのいたのいたのいた夏夏夏夏

文文文文：：：：小針小針小針小針 由美子由美子由美子由美子 　　　　

絵絵絵絵：：：： 山根山根山根山根 旭旭旭旭

出版出版出版出版: : : : 北水北水北水北水 　　　　2006200620062006年年年年　　　　　　　　

1600160016001600円円円円

長男長男長男長男をををを交通事故交通事故交通事故交通事故でででで亡亡亡亡くしくしくしくし、、、、自自自自らもがんやらもがんやらもがんやらもがんやリウマチリウマチリウマチリウマチとととと闘闘闘闘うううう

福島県福島県福島県福島県のののの小針由美子小針由美子小針由美子小針由美子さんさんさんさん（（（（５４５４５４５４））））がががが、、、、長男長男長男長男のののの思思思思いいいい出出出出をををを

つづったつづったつづったつづった絵本絵本絵本絵本

「「「「ケンケンケンケンのいたのいたのいたのいた夏夏夏夏」（」（」（」（北水北水北水北水））））をををを出版出版出版出版したしたしたした。。。。

by by by by 葉葉葉葉っぱっぱっぱっぱ


