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死死死死ぬのはぬのはぬのはぬのは、、、、こわいこわいこわいこわい？？？？

作作作作：：：：徳永進徳永進徳永進徳永進　　　　　　　　

装画装画装画装画・・・・挿画挿画挿画挿画：：：：100100100100％％％％ORANGEORANGEORANGEORANGE／／／／及川賢治及川賢治及川賢治及川賢治

詩詩詩詩（（（（あとがきにあとがきにあとがきにあとがきに代代代代えてえてえてえて）：）：）：）：谷川俊太郎谷川俊太郎谷川俊太郎谷川俊太郎

理論社理論社理論社理論社　　　　2005200520052005年年年年　　　　

1,0501,0501,0501,050円円円円　　　　

120120120120頁頁頁頁

活字大活字大活字大活字大きめできめできめできめで漢字漢字漢字漢字はふりがなつきはふりがなつきはふりがなつきはふりがなつき。。。。

小小小小３３３３くらいからくらいからくらいからくらいから読読読読めそうですめそうですめそうですめそうです。。。。

作者徳永進作者徳永進作者徳永進作者徳永進さんはさんはさんはさんは　　　　鳥取市鳥取市鳥取市鳥取市にあるにあるにあるにある19191919床床床床ののののホスピスホスピスホスピスホスピス

「「「「野野野野のののの花診療所花診療所花診療所花診療所」」」」所長所長所長所長。。。。

by by by by 葉葉葉葉っぱっぱっぱっぱ



ぼくのぼくのぼくのぼくの病気病気病気病気はいつなおるのはいつなおるのはいつなおるのはいつなおるの？？？？

作作作作：：：：田沢雄作田沢雄作田沢雄作田沢雄作／／／／田沢二三代田沢二三代田沢二三代田沢二三代　　　　　　　　

絵絵絵絵：：：：榧野榧野榧野榧野ヒカリヒカリヒカリヒカリ　　　　　　　　

太陽太陽太陽太陽のののの子風子風子風子風のののの子文庫子文庫子文庫子文庫（（（（鳥取県米子市鳥取県米子市鳥取県米子市鳥取県米子市））））

1,0001,0001,0001,000円円円円

作者作者作者作者はははは小児科医小児科医小児科医小児科医。。。。

長期入院長期入院長期入院長期入院でででで院内学級院内学級院内学級院内学級にににに参加参加参加参加するするするする子子子子どもどもどもども達達達達のののの質問質問質問質問をををを題材題材題材題材にににに、、、、

「「「「見見見見えないえないえないえない不安不安不安不安にににに耐耐耐耐えるえるえるえる親子親子親子親子のののの心心心心のののの支支支支えにえにえにえに」」」」とととと作作作作ったったったった絵本絵本絵本絵本。　。　。　。　

by by by by 葉葉葉葉っぱっぱっぱっぱ

副題副題副題副題　　　　
－－－－ツヨシツヨシツヨシツヨシ君君君君のいちばんのいちばんのいちばんのいちばん聞聞聞聞きたいこときたいこときたいこときたいこと－－－－



いのちのいのちのいのちのいのちのリレーリレーリレーリレー

著著著著：：：：川久保美紀川久保美紀川久保美紀川久保美紀（（（（毎日新聞記者毎日新聞記者毎日新聞記者毎日新聞記者））））

ポプラポプラポプラポプラ社社社社　　　　2005200520052005年年年年7777月月月月　　　　

1,4701,4701,4701,470円円円円 　　　　

191191191191頁頁頁頁

「「「「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大瀬敏昭大瀬敏昭大瀬敏昭大瀬敏昭さんのさんのさんのさんの

「「「「いのちのいのちのいのちのいのちの授業授業授業授業」」」」とととと、、、、闘病闘病闘病闘病やややや家庭生活家庭生活家庭生活家庭生活などなどなどなど私人私人私人私人としてのとしてのとしてのとしての

エピソードエピソードエピソードエピソードをををを含含含含むむむむノンフィクションノンフィクションノンフィクションノンフィクション。。。。

by by by by 葉葉葉葉っぱっぱっぱっぱ



命命命命ののののノートノートノートノート----ぼくたちぼくたちぼくたちぼくたち、、、、
わたしたちのわたしたちのわたしたちのわたしたちの「「「「命命命命」」」」についてのについてのについてのについての12121212のおのおのおのお話話話話

著者著者著者著者：：：：細谷亮太細谷亮太細谷亮太細谷亮太

（（（（聖路加国際病院副院長聖路加国際病院副院長聖路加国際病院副院長聖路加国際病院副院長・・・・小児科部長小児科部長小児科部長小児科部長））））

挿画挿画挿画挿画：：：：いわさきちひろいわさきちひろいわさきちひろいわさきちひろ　　　　

講談社講談社講談社講談社　　　　こどもこどもこどもこどもライブラリーライブラリーライブラリーライブラリー　　　　

139139139139頁頁頁頁　　　　

新書判新書判新書判新書判

各章各章各章各章のはじめにのはじめにのはじめにのはじめに小小小小さなさなさなさな挿画挿画挿画挿画がありますががありますががありますががありますが絵本絵本絵本絵本ではありませんではありませんではありませんではありません。。。。

10101010歳歳歳歳ごろまでならごろまでならごろまでならごろまでなら、、、、大人大人大人大人がががが一緒一緒一緒一緒にににに読読読読みみみみ、、、、疑問疑問疑問疑問やややや不安不安不安不安をををを話話話話しししし合合合合ってってってって

フォローフォローフォローフォローしてあげるしてあげるしてあげるしてあげる必要必要必要必要があるのではないでしょうかがあるのではないでしょうかがあるのではないでしょうかがあるの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



風風風風のようによりそってのようによりそってのようによりそってのようによりそって
愛愛愛愛といのちのといのちのといのちのといのちの物語物語物語物語

作作作作：：：：柴田久美子柴田久美子柴田久美子柴田久美子　　　　

佼成出版社佼成出版社佼成出版社佼成出版社　　　　06060606年年年年7777月月月月　　　　

1,3651,3651,3651,365円円円円

45454545頁頁頁頁（（（（物語物語物語物語28282828頁頁頁頁））））

「「「「子子子子どもにどもにどもにどもに死死死死をどうをどうをどうをどう説明説明説明説明したらいいのかしたらいいのかしたらいいのかしたらいいのか」」」」

「「「「子子子子どもといっしょにどもといっしょにどもといっしょにどもといっしょに読読読読めるめるめるめる物語物語物語物語をををを書書書書いてほしいいてほしいいてほしいいてほしい」」」」とととと

いったいったいったいった声声声声がががが、、、、数多数多数多数多くよせられくよせられくよせられくよせられ、、、、自分自身自分自身自分自身自分自身のののの体験体験体験体験をもとにをもとにをもとにをもとに、、、、

父親父親父親父親のののの最期最期最期最期をををを看取看取看取看取るるるる少年少年少年少年のののの物語物語物語物語をつくることにしましたをつくることにしましたをつくることにしましたをつくることにしました。。。。

作者作者作者作者はははは

「「「「幸齢者幸齢者幸齢者幸齢者」（」（」（」（高齢者高齢者高齢者高齢者））））看取看取看取看取りのりのりのりの家家家家「「「「なごみのなごみのなごみのなごみの里里里里」」」」

（（（（隠岐隠岐隠岐隠岐・・・・松江松江松江松江））））代表代表代表代表。。。。

by by by by 葉葉葉葉っぱっぱっぱっぱ



いっぱいいっぱいいっぱいいっぱい泣泣泣泣くとのどがかわくよくとのどがかわくよくとのどがかわくよくとのどがかわくよ

著著著著：：：：アンケアンケアンケアンケ・・・・クラーネンドンククラーネンドンククラーネンドンククラーネンドンク

訳訳訳訳：：：：長山長山長山長山さきさきさきさき

パロルパロルパロルパロル舎舎舎舎2005200520052005年年年年　　　　

1300130013001300円円円円 　　　　

84848484頁頁頁頁　　　　

小小小小３３３３くらいからくらいからくらいからくらいから。。。。

はじめてはじめてはじめてはじめて身近身近身近身近なななな人人人人のののの「「「「死死死死」」」」にににに直面直面直面直面しししし、、、、戸惑戸惑戸惑戸惑いながらもいながらもいながらもいながらも

理解理解理解理解しようとするしようとするしようとするしようとするヨーリスヨーリスヨーリスヨーリス少年少年少年少年。。。。

おじさんのおじさんのおじさんのおじさんの死死死死をををを乗乗乗乗りりりり越越越越ええええ、、、、妹妹妹妹のののの誕生誕生誕生誕生をむかえをむかえをむかえをむかえ

少少少少しずつしずつしずつしずつ成長成長成長成長していきますしていきますしていきますしていきます。。。。

by by by by 葉葉葉葉っぱっぱっぱっぱ



おかあさんとさくらのおかあさんとさくらのおかあさんとさくらのおかあさんとさくらの木木木木

柴柴柴柴わらしわらしわらしわらし著著著著 田中清代田中清代田中清代田中清代 画画画画 　　　　

2007200720072007年年年年4444月月月月　　　　

ひくまのひくまのひくまのひくまの出版出版出版出版　　　　

1,5001,5001,5001,500円円円円　　　　

25252525cmcmcmcm　　　　

28282828頁頁頁頁

by by by by 葉葉葉葉っぱっぱっぱっぱ



ポケットポケットポケットポケットのののの中中中中ののののプレゼントプレゼントプレゼントプレゼント

文文文文：：：：柳沢恵美柳沢恵美柳沢恵美柳沢恵美　　　　

絵絵絵絵：：：：久保田明子久保田明子久保田明子久保田明子

ララララ・・・・テールテールテールテール出版出版出版出版

1,5001,5001,5001,500円円円円((((税別税別税別税別) ) ) ) 

9999歳歳歳歳とととと7777歳歳歳歳のののの男男男男のののの子子子子をををを遺遺遺遺してしてしてして、、、、36363636歳歳歳歳のののの若若若若さでさでさでさで、、、、

乳乳乳乳がんのがんのがんのがんの肝転移肝転移肝転移肝転移でででで亡亡亡亡くなったくなったくなったくなったナースナースナースナースのののの著者著者著者著者がががが

病床中病床中病床中病床中にににに綴綴綴綴ったったったった子供子供子供子供へのへのへのへの感動的感動的感動的感動的なななな童話童話童話童話ののののメッセージメッセージメッセージメッセージ。。。。

by by by by 葉葉葉葉っぱっぱっぱっぱ



わたしのもみじわたしのもみじわたしのもみじわたしのもみじ

写真写真写真写真・・・・文文文文　　　　岩間史朗岩間史朗岩間史朗岩間史朗　　　　

ポプラポプラポプラポプラ社社社社「「「「自然自然自然自然　　　　いのちいのちいのちいのち　　　　ひとひとひとひと」」」」シリーズシリーズシリーズシリーズ２２２２　　　　

1,3001,3001,3001,300円円円円　　　　

約約約約40404040頁頁頁頁　　　　

2001200120012001年初版年初版年初版年初版　　　　

2006200620062006年年年年4444刷刷刷刷

「「「「ぼくはぼくはぼくはぼくは、、、、１１１１本本本本のののの木木木木からからからから、、、、たくさんのたくさんのたくさんのたくさんの元気元気元気元気をもらったをもらったをもらったをもらった。」。」。」。」

海抜海抜海抜海抜1,0001,0001,0001,000メートルメートルメートルメートルのののの高原高原高原高原にあるにあるにあるにある一本一本一本一本のもみじののもみじののもみじののもみじの木木木木をををを

10101010年年年年にわたってにわたってにわたってにわたって撮撮撮撮りりりり続続続続けてできたけてできたけてできたけてできた本本本本。。。。

by by by by 葉葉葉葉っぱっぱっぱっぱ



地球地球地球地球というすてきなというすてきなというすてきなというすてきな星星星星

ジョンジョンジョンジョン・・・・バーニンガムバーニンガムバーニンガムバーニンガム　　　　

作作作作・・・・絵絵絵絵　　　　　　　　長田弘長田弘長田弘長田弘　　　　訳訳訳訳

1998199819981998年年年年10101010月月月月　　　　

ほるぷほるぷほるぷほるぷ出版出版出版出版　　　　

1,8001,8001,8001,800円円円円

こどものこどものこどものこどもの本本本本をたくさんをたくさんをたくさんをたくさん書書書書いているいているいているいている　　　　バーニンガムバーニンガムバーニンガムバーニンガムがががが、、、、

南紀熊野体験博南紀熊野体験博南紀熊野体験博南紀熊野体験博ののののイメージテーマイメージテーマイメージテーマイメージテーマからからからから書書書書きききき下下下下ろしたものろしたものろしたものろしたもの。。。。

by by by by 葉葉葉葉っぱっぱっぱっぱ



by sorrelby sorrelby sorrelby sorrel悲悲悲悲しいしいしいしい本本本本

マイケルマイケルマイケルマイケル・・・・ローゼンローゼンローゼンローゼン作作作作　　　　

クェンティンクェンティンクェンティンクェンティン・・・・ブレイクブレイクブレイクブレイク絵絵絵絵　　　　

谷川谷川谷川谷川 俊太郎訳俊太郎訳俊太郎訳俊太郎訳

2004200420042004年年年年　　　　

あかねあかねあかねあかね書房書房書房書房　　　　

1,4001,4001,4001,400円円円円

大人向大人向大人向大人向けとけとけとけと帯帯帯帯にありますがとてもにありますがとてもにありますがとてもにありますがとても胸胸胸胸をうつをうつをうつをうつ作品作品作品作品ですですですです。。。。

家族家族家族家族をををを失失失失ったったったった男男男男のののの悲悲悲悲しみをしみをしみをしみを

そしてそれをどうそしてそれをどうそしてそれをどうそしてそれをどう乗乗乗乗りりりり越越越越えるかをえるかをえるかをえるかを　　　　描描描描いていますいていますいていますいています。。。。



たいせつなことたいせつなことたいせつなことたいせつなこと

マーガレットマーガレットマーガレットマーガレット・・・・ワイズワイズワイズワイズ・・・・ブラウンブラウンブラウンブラウン作作作作

うちだややこうちだややこうちだややこうちだややこ訳訳訳訳　　　　

2001200120012001年年年年　　　　

フレーベルフレーベルフレーベルフレーベル館館館館　　　　

1,2001,2001,2001,200円円円円

大人大人大人大人にもにもにもにも子供子供子供子供にもにもにもにも伝伝伝伝わるわるわるわる、、、、伝伝伝伝えたいえたいえたいえたい一冊一冊一冊一冊ですですですです。。。。

言葉言葉言葉言葉がやさしくがやさしくがやさしくがやさしく 絵絵絵絵がはっきりしていてがはっきりしていてがはっきりしていてがはっきりしていて美美美美しいしいしいしい作品作品作品作品ですですですです。。。。

by sorrelby sorrelby sorrelby sorrel



こいぬのうんちこいぬのうんちこいぬのうんちこいぬのうんち

クォンクォンクォンクォン ジョンセンジョンセンジョンセンジョンセン文文文文　　　　

チョンチョンチョンチョン スンガクスンガクスンガクスンガク絵絵絵絵　　　　

ピョンピョンピョンピョン キジャキジャキジャキジャ訳訳訳訳

2000200020002000年年年年9999月月月月　　　　

平凡社平凡社平凡社平凡社　　　　

1,5001,5001,5001,500円円円円　　　　

ＢＢＢＢ５５５５変形変形変形変形

MOMOMOMOMOMOMOMOちゃんがちゃんがちゃんがちゃんが入院入院入院入院していたしていたしていたしていた病棟病棟病棟病棟のののの絵本絵本絵本絵本コーナーコーナーコーナーコーナーにににに

ありましたありましたありましたありました。。。。

福井県小浜市福井県小浜市福井県小浜市福井県小浜市のののの雲浜小学校図書雲浜小学校図書雲浜小学校図書雲浜小学校図書ボランティアボランティアボランティアボランティアさんでさんでさんでさんで

３３３３年生年生年生年生にににに読読読読みみみみ聞聞聞聞かせをされたそうですかせをされたそうですかせをされたそうですかせをされたそうです。。。。

by by by by 葉葉葉葉っぱっぱっぱっぱ



by by by by けろけろけろけろいのちのおはなしいのちのおはなしいのちのおはなしいのちのおはなし

日野原日野原日野原日野原 重明重明重明重明 ((((著著著著), ), ), ), 

村上村上村上村上 康成康成康成康成 ((((イラストイラストイラストイラスト) ) ) ) 

講談社講談社講談社講談社　　　　

1365136513651365円円円円((((税込税込税込税込みみみみ））））

日野原先生日野原先生日野原先生日野原先生はははは95959595歳歳歳歳でででで現役現役現役現役のおのおのおのお医者医者医者医者さんさんさんさん。。。。

10101010歳歳歳歳のののの小学生小学生小学生小学生にににに行行行行ったったったった「「「「いのちのいのちのいのちのいのちの授業授業授業授業」」」」のののの絵本絵本絵本絵本ですですですです。。。。

いのちのいのちのいのちのいのちの不思議不思議不思議不思議をををを考考考考えさせられますえさせられますえさせられますえさせられます。。。。

村上村上村上村上さんのさんのさんのさんの絵絵絵絵もももも楽楽楽楽しいしいしいしい絵本絵本絵本絵本ですですですです。。。。



恵恵恵恵みのときみのときみのときみのとき－－－－病気病気病気病気になったらになったらになったらになったら

詩詩詩詩・・・・文文文文：：：：晴佐久昌英晴佐久昌英晴佐久昌英晴佐久昌英　　　　

絵絵絵絵：：：：森森森森　　　　雅之雅之雅之雅之

1260126012601260円円円円　　　　

本文本文本文本文79797979ページページページページ

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　　　　

2005200520052005年年年年3333月刊月刊月刊月刊

闘病中闘病中闘病中闘病中のののの人人人人やややや看病看病看病看病するするするする家族家族家族家族にににに。。。。

広広広広いいいい年齢対象年齢対象年齢対象年齢対象にににに読読読読みみみみ聞聞聞聞かせもかせもかせもかせも可可可可。。。。

作者作者作者作者ははははカトリックカトリックカトリックカトリックのののの神父神父神父神父さんですさんですさんですさんです。。。。

by by by by 葉葉葉葉っぱっぱっぱっぱ



こどもたちへこどもたちへこどもたちへこどもたちへ　　　　
夜回夜回夜回夜回りりりり先生先生先生先生からのからのからのからのメッセージメッセージメッセージメッセージ

水谷修著水谷修著水谷修著水谷修著　　　　

2005200520052005年年年年　　　　

サンクチュアリサンクチュアリサンクチュアリサンクチュアリ出版出版出版出版　　　　

1,2001,2001,2001,200円円円円

10101010数年数年数年数年にわたってにわたってにわたってにわたって不登校不登校不登校不登校・・・・非行非行非行非行・・・・リストカットリストカットリストカットリストカット・・・・ドラッグドラッグドラッグドラッグなどになどになどになどに

溺溺溺溺れるれるれるれる子子子子どもどもどもども達達達達をををを救救救救おうとおうとおうとおうと「「「「夜回夜回夜回夜回りりりり」」」」をををを続続続続けているけているけているけている

元高校教諭元高校教諭元高校教諭元高校教諭のののの水谷修水谷修水谷修水谷修さんのさんのさんのさんの「「「「夜回夜回夜回夜回りりりり先生先生先生先生シリーズシリーズシリーズシリーズ」」」」のののの１１１１冊冊冊冊。　。　。　。　

by by by by 葉葉葉葉っぱっぱっぱっぱ



作作作作・・・・絵絵絵絵：：：： 荒井荒井荒井荒井 良二良二良二良二　　　　

ＢＬＢＬＢＬＢＬ出版出版出版出版　　　　

1,3001,3001,3001,300円円円円

病気病気病気病気やややや生死生死生死生死のおのおのおのお話話話話ではありませんがではありませんがではありませんがではありませんが、、、、

クリスマスクリスマスクリスマスクリスマスやややや冬冬冬冬のののの季節季節季節季節のののの読読読読みみみみ聞聞聞聞かせにかせにかせにかせに。　。　。　。　

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ののののルミナリエルミナリエルミナリエルミナリエをををを紹介紹介紹介紹介するきっかするきっかするきっかするきっか

けにもけにもけにもけにも良良良良いのではいのではいのではいのでは。。。。

きょうというひきょうというひきょうというひきょうというひ by by by by 葉葉葉葉っぱっぱっぱっぱ



文文文文：：：：サイモンサイモンサイモンサイモン・・・・パトリックパトリックパトリックパトリック

絵絵絵絵：：：：アリソンアリソンアリソンアリソン・・・・バートレットバートレットバートレットバートレット

訳訳訳訳：：：：ないとうふみこないとうふみこないとうふみこないとうふみこ

徳間書店徳間書店徳間書店徳間書店

おばあさんがおばあさんがおばあさんがおばあさんが話話話話してくれたおしてくれたおしてくれたおしてくれたお話話話話のおかげでのおかげでのおかげでのおかげで

悲悲悲悲しみをのりこえていくようすをあざやかなしみをのりこえていくようすをあざやかなしみをのりこえていくようすをあざやかなしみをのりこえていくようすをあざやかな色彩色彩色彩色彩でででで

えがいたえがいたえがいたえがいた一冊一冊一冊一冊。。。。

ぼくぼくぼくぼく、、、、もうなかないよもうなかないよもうなかないよもうなかないよ by by by by 葉葉葉葉っぱっぱっぱっぱ



文文文文：：：：ティエリーティエリーティエリーティエリー・・・・ロブレヒトロブレヒトロブレヒトロブレヒト 　　　　

絵絵絵絵：：：：フィリップフィリップフィリップフィリップ・・・・ホーセンスホーセンスホーセンスホーセンス

訳訳訳訳：：：：野坂悦子野坂悦子野坂悦子野坂悦子 　　　　

くもんくもんくもんくもん出版出版出版出版

文文文文がすべてひらがなでがすべてひらがなでがすべてひらがなでがすべてひらがなで短短短短くわかりやすくくわかりやすくくわかりやすくくわかりやすく、、、、

絵絵絵絵もかわいらしくもかわいらしくもかわいらしくもかわいらしく、、、、色色色色もももも美美美美しいのでしいのでしいのでしいので、、、、

小小小小さなさなさなさな子子子子にににに読読読読みみみみ聞聞聞聞かせるのにもいいとかせるのにもいいとかせるのにもいいとかせるのにもいいと思思思思いますいますいますいます。。。。

エヴァエヴァエヴァエヴァはおねえちゃんのはおねえちゃんのはおねえちゃんのはおねえちゃんの
いないいないいないいない国国国国でででで

by by by by みみこみみこみみこみみこ



レアレアレアレアのののの星星星星----友友友友だちのだちのだちのだちの死死死死

文文文文：：：：パトリックパトリックパトリックパトリック・・・・ジルソンジルソンジルソンジルソン 　　　　

絵絵絵絵：：：：クロードクロードクロードクロード・・・・ＫＫＫＫ・・・・デュボアデュボアデュボアデュボア

訳訳訳訳：：：：野坂悦子野坂悦子野坂悦子野坂悦子 　　　　

くもんくもんくもんくもん出版出版出版出版

レアレアレアレアととととロビンロビンロビンロビンのののの友情友情友情友情をとおしてをとおしてをとおしてをとおして、、、、命命命命をををを静静静静かにかにかにかに見見見見つめるつめるつめるつめる絵本絵本絵本絵本。。。。

サイズサイズサイズサイズがちょっとがちょっとがちょっとがちょっと小小小小さいけどさいけどさいけどさいけど、、、、絵絵絵絵がかわいらしくがかわいらしくがかわいらしくがかわいらしく、、、、

内容内容内容内容もももも子子子子どもにわかりやすいようにどもにわかりやすいようにどもにわかりやすいようにどもにわかりやすいように思思思思いますいますいますいます。。。。

by by by by みみこみみこみみこみみこ



もしももしももしももしも世界世界世界世界がががが明日終明日終明日終明日終わるとしたらわるとしたらわるとしたらわるとしたら

ランスランスランスランス・・・・ワベルズワベルズワベルズワベルズ編編編編　　　　

牧野牧野牧野牧野・・・・ＭＭＭＭ・・・・美枝美枝美枝美枝 訳訳訳訳

ＰＨＰＰＨＰＰＨＰＰＨＰ研究所研究所研究所研究所　　　　

￥￥￥￥1100110011001100

原題原題原題原題「「「「If Only I KnewIf Only I KnewIf Only I KnewIf Only I Knew」」」」ははははネットネットネットネット上上上上でででで匿名匿名匿名匿名でででで書書書書かれたかれたかれたかれた詩詩詩詩がががが

話題話題話題話題をををを呼呼呼呼びびびび、、、、ランスランスランスランス・・・・ワベルズワベルズワベルズワベルズ氏氏氏氏がががが編集編集編集編集しましたしましたしましたしました。。。。

一度手一度手一度手一度手にににに取取取取ってごってごってごってご覧頂覧頂覧頂覧頂きたいきたいきたいきたい本本本本ですですですです。。。。

by by by by Kuroa Kuroa Kuroa Kuroa 



水平線水平線水平線水平線のののの向向向向こうからこうからこうからこうから

堂園堂園堂園堂園 晴彦文晴彦文晴彦文晴彦文 / / / / 葉葉葉葉 祥明絵祥明絵祥明絵祥明絵　　　　

ＰＨＰＰＨＰＰＨＰＰＨＰ研究所研究所研究所研究所 (2002.7) (2002.7) (2002.7) (2002.7) 

1,5001,5001,5001,500円円円円

by by by by Kuroa Kuroa Kuroa Kuroa 



作作作作・・・・絵絵絵絵：：：：菊田菊田菊田菊田まりこまりこまりこまりこ　　　　

学習研究社学習研究社学習研究社学習研究社　　　　

48484848ページページページページ

犬犬犬犬ののののシロシロシロシロはははは、、、、みきちゃんとみきちゃんとみきちゃんとみきちゃんと大大大大のののの仲良仲良仲良仲良しししし。。。。

でもでもでもでも、、、、みきちゃんがみきちゃんがみきちゃんがみきちゃんが、、、、あるあるあるある日突然日突然日突然日突然いなくなってしまいますいなくなってしまいますいなくなってしまいますいなくなってしまいます。。。。

『『『『死死死死』』』』をををを理解理解理解理解できないできないできないできないシロシロシロシロはははは、、、、ひたすらひたすらひたすらひたすら探探探探しししし回回回回るけどるけどるけどるけど・・・・・・・・・・・・

愛愛愛愛するするするする者者者者をををを失失失失うううう悲悲悲悲しみがしみがしみがしみが伝伝伝伝わってきますわってきますわってきますわってきます。」。」。」。」

いつでもいつでもいつでもいつでも会会会会えるえるえるえる by by by by 葉葉葉葉っぱっぱっぱっぱ



Special  Thanks 

ＭＯＭＯちゃん　＆　葉っぱさん



ＭＯＭＯちゃんのプロフィール

１９６７１９６７１９６７１９６７年生年生年生年生まれまれまれまれ　　　　

　　　　

２００５２００５２００５２００５年年年年３３３３月月月月　　　　　　　　大腸癌宣告大腸癌宣告大腸癌宣告大腸癌宣告。。。。

２００５２００５２００５２００５年年年年６６６６月月月月　　　　　　　　直腸癌手術直腸癌手術直腸癌手術直腸癌手術。。。。

２００５２００５２００５２００５年年年年７７７７月月月月　　　　　　　　ストーマストーマストーマストーマ造設手術造設手術造設手術造設手術。。。。

２００５２００５２００５２００５年年年年９９９９月月月月　　　　　　　　腫瘍腫瘍腫瘍腫瘍マーカーマーカーマーカーマーカー上上上上がるがるがるがる。。。。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大腸大動脈大腸大動脈大腸大動脈大腸大動脈リンパリンパリンパリンパ節再発転移節再発転移節再発転移節再発転移。。。。

２００５２００５２００５２００５年年年年１０１０１０１０月月月月　　　　余命余命余命余命１１１１年半年半年半年半とととと告知告知告知告知されるされるされるされる。。。。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 延命延命延命延命のののの為為為為、、、、抗抗抗抗がんがんがんがん剤治療始剤治療始剤治療始剤治療始まるまるまるまる。。。。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　複数転移発覚複数転移発覚複数転移発覚複数転移発覚。。。。

２００６２００６２００６２００６年年年年４４４４月月月月　　　　　　　　腎臓腎臓腎臓腎臓とととと肺肺肺肺にににに転移転移転移転移 。。。。

２００６２００６２００６２００６年年年年８８８８月月月月　　　　　　　　子宮子宮子宮子宮にににに転移転移転移転移 。。。。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　入退院入退院入退院入退院をををを繰繰繰繰りりりり返返返返すすすす。。。。

２００７２００７２００７２００７年年年年４４４４月月月月２１２１２１２１日日日日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　午前午前午前午前４４４４時時時時１５１５１５１５分分分分　　　　永眠永眠永眠永眠



葉っぱさんのプロフィール

１９６５１９６５１９６５１９６５年生年生年生年生まれまれまれまれ　　　　

　　　　

１９９９１９９９１９９９１９９９年年年年　　　　　　　　 　　　　　　　　頬頬頬頬のののの内側内側内側内側にににに しこりをしこりをしこりをしこりを自覚自覚自覚自覚するするするする。。。。

２００４２００４２００４２００４年年年年６６６６月月月月　　　　　　　　口腔外科口腔外科口腔外科口腔外科にてにてにてにて、、、、悪性悪性悪性悪性のののの疑疑疑疑いといといといと告知告知告知告知されるされるされるされる。。。。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 →→→→頬粘膜癌頬粘膜癌頬粘膜癌頬粘膜癌（（（（きょうねんまくがんきょうねんまくがんきょうねんまくがんきょうねんまくがん））））

２００４２００４２００４２００４年年年年１２１２１２１２月月月月　　　　手術手術手術手術。。。。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　手術成功手術成功手術成功手術成功のののの後後後後、、、、経過観察経過観察経過観察経過観察。。。。

２００７２００７２００７２００７年年年年８８８８月月月月２１２１２１２１日日日日　　　　事故事故事故事故によりによりによりにより永眠永眠永眠永眠されましたされましたされましたされました。。。。


