
「命の一冊」について

お問い合わせ先 ：  京都府府民生活部人権啓発推進室    
TEL.075-414-4271    FAX.075-414-4268    ［ホームページ］ http://www.pref.kyoto.jp/jinken/

あなたの「
命の一冊

」は

なんです
か？

皆さまから
お寄せい

ただいた「
命の一冊

」を

ご覧いた
だくことが

できます。

●下記のサ
イトからアク

セスしてくだ
さい。

http://in
ochinoh

on-kyoto
.jp/

検索

命の一冊
   京都府

命を大切にする思いを 
あなたから誰かへ、
誰かからあなたへ。

どうしても前に踏み出せないとき、
生きる勇気をくれた一冊があります。

進むべき道に迷ったとき、
行く先を示してくれた一冊があります。

くじけそうになったとき、
手を差し伸べてくれた一冊があります。

「命の大切さ」を考えるきっかけになった図書を、
「命の一冊」と名付けました。

あなたの、そして、みんなの「命の一冊」から、
命の大切さを考えてみませんか。

いじめや子どもの養育放棄、重大な交通事故など
貴い命が失われる出来事が大きな社会問題とな
る中で、誰もが人間として大切にされる社会を実
現するため、皆さんと一緒に改めて「命の大切さ」
について考えてみよう、というのが『命の一冊』の
取り組みです。
８月１日から９月３０日までの募集期間に約６０冊の
「命の一冊」をご紹介いただきました。ご紹介いた
だいた中には、小説や詩集、啓蒙書、漫画など
様々な本がありました。自分にとっての「命の
一冊」を考えて応募いただいた皆さん。紹介さ
れた「命の一冊」を読んでくださった皆さん。「命を
大切にする思いをあなたから誰かへ、誰かから
あなたへ」、この思いが伝わり、社会に広がってい
くことを願っています。

み ん な の「 命 の 一 冊 」
ア行　●ありがとう、あなたへ（阿南慈子）　●アントキノイノチ（さだまさし）　●アンネの日記（アンネ・フランク）　　     　　　　　　　　　　　　

●生きがいの創造（飯田史彦）　●一瞬の風になれ（佐藤多佳子）　●いのちのバトン ―初めて出会う相田みつをのことば（相田みつを）　　　

●イルカみたいに生きてみよう（小原田泰久）   ●インターセックス（帚木蓬生）　●永遠の０（ゼロ）（百田尚樹）　　　　　　　　　　　　　 

●Ｘ細胞は深く息する（やまあき道屯）　●おんなのことば（茨木のり子）　　　　　

カ行　●母さん 子守歌うたって―寸越窯・いのちの記録（那須田稔・岸川悦子）　●会社・仕事・人間関係が「もうイヤだ！」と思ったとき読む本（斎藤茂太）    

●語るためのグリム童話⑦「寿命」（小澤俊夫（監訳））　●カーネギー名言集（ドロシー・カーネギー編）　●金子みすゞ 童謡集（金子みすゞ ）　

●カフーを待ちわびて（原田マハ）　●神へ近づく道（松本滋）　●「感謝の習慣」で人生はすべてうまくいく！（佐藤伝）　                　　　　　　

●キノの旅（時雨沢恵一）　　●金閣炎上（水上勉）　●くじけないで（柴田トヨ）　●心の風景（【詩の作品集】）　

サ行　●最後のひと葉（オー・ヘンリー）　●聖の青春（大崎善生）　●塩狩峠（三浦綾子）　●１４歳の君へ（池田昌子）　　　　　　　　　　　　

●シルバーバーチの霊訓（アン・ドゥーリー）　●シンプルに生きる（ドミニク・ローホー）　●青春対話（池田大作）  　　　　　　　　　　　　

●狭き門（アンドレ・ジイド）　●戦争で死んだ兵士のこと（小泉吉弘）　

タ行　●小さき者へ（有島武郎）　●沈黙（遠藤周作）　●手紙（東野圭吾）　●デビッド・コパーフィールド（チャールズ・ディケンズ）　　　　　　　

●TO YOU　－大切な君へ（そら）　

ナ行　●涙の理由（重松清、茂木健一郎）　●二十四の瞳（壺井栄）　●にんげんだもの（相田みつを）　●野呂昶詩集（野呂 昶（のろ さかん））　

ハ行　●破戒（島崎藤村）　●八十日間世界一周（ジュール・ヴェルヌ）　●バッテリー（あさのあつこ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●葉っぱのフレディ―いのちの旅―（レオ・バスカーリア）    ●ハリーポッターと賢者の石（J・K・ローリング）　●ビタミンF（重松清）               　    　

●100万回生きた猫（佐野洋子）　●深い河（遠藤周作）　●福祉の人間学―開かれた自律をめざして（窪田　暁子）      　　　　　　　　　　　

●平和を愛する世界人として―文鮮明自叙伝（文鮮明）　●編集者という病（見城徹）　●ぼくがぼくであること（山中恒）　

マ行　●もっとアホになったらええ（清水公照）　

ヤ行　●夢をかなえる。（澤穂希）　●夢をかなえるゾウ（水野敬也）　●夜明け前（島崎藤村）　●容疑者Xの献身（東野圭吾）　　　　　　　　　

●夜と霧（ヴィクトールEフランクル）　

[「また、必ず会お
う」と誰もが言った]  喜多川 泰、[ひらけ扉]  日木

流奈、[生きよう今日も喜んで]　平澤 興、[心はゴムひも？！]  立
花大敬、[生き方は山が教えてくれました]  原 伸介、[君に成功を贈る]　

中村天風、[無人島に生きる十六人] 須川邦彦、[残酷な世界で生き延びるたった
ひとつの方法]  橘 玲、[禅的生活]  玄侑宗久、[十二番目の天使]  オグ・マンディーノ、
坂本貢一 訳、[あらしのよるに]  木村裕一、[青空のむこう]  アレックス・シアラー、金原瑞人 訳、

[だいじょうぶ，そのままのあなたでいい]  ビクトリア・モラン、伊藤和子 訳、[３４丁目の奇跡]  ヴァレンタイン・デイヴィス、片岡しのぶ 訳、[「う
つ」な気分が晴れる本]  墨岡 孝、[ひとを“嫌う”ということ]  中島義道、 [空海 言葉の輝き]竹内信夫、永坂嘉光、高岡一弥、[生・愛・笑い]  和尚、[生きる意味]  上田紀行、

[永遠の０]　百田尚樹、[終末のフール]  伊坂幸太郎、[約束の地]  樋口明雄、[一命]  滝 口康彦、[青春漂流]  立花　隆、[罪と罰]  ドストエフスキー、[斜陽]  太宰　治 、[塩狩峠]  三浦綾子、[木
を植えた男]ジャン ジオノ、寺岡襄　訳、[氷石]  久保田香里、[にいさん]   いせひでこ、[夢の彼方への旅]  エヴァ・イボットソン、[メジルシ]  草野たき、[さよなら、ママ]   エリザベス・ツェラー、[森よ生き返れ]  宮脇 昭、
[あんにょんキムチ]  松江哲明、[葡萄色のノート]  堀内純子、[さよなら、盲導犬ミッキー]  近藤 靖、[風に向かっての旅]  ペーター・ヘルトリング、[狐笛のかなた]  上橋菜穂子、[十一月の扉]  高楼方子、[夏の終わりに]  サ
ラ・デッセン、[ぼくたちの生きる理由]  今西乃子、[きみの友だち]  重松　清、[マザー・テレサ語る]  マザー・テレサ、ルシンダ・ブァーディ編、[カモメに飛ぶことを教えた猫]  ルイス・セプルベタ、[くずかごの中の詩]  星野佳正、
[聖の青春]  大崎善生、[世界がもし100人の村だったら]  Ｃ．ダグラス・ラミス、[運命ではなく]  ケルテース・イムレ、[二百年の子供]  大江健三郎、[生きることのはじまり]  金 満里、[少年Ｈ]  妹尾河童、[19歳の叫び]  奥井 
理、[北の国から'98時代]  倉本 聰、[希望の国のエクソダス]  村上 龍、[アイヌ、いまに生きる]  西浦宏己、[橋をかける]  美智子、[砂漠の女ディリー]  ワリス・ディリー、[静かな大地]  池澤夏樹、[魂の森を行け]  一志治夫、[こ
の本が、世界に存在することに]  角田光代、[今ここにいるぼくらは]  川端裕人、[物乞う仏陀]  石井　光太、[自由訳 イマジン] ジョン・レノン＆オノ・ヨーコ、[風が強く吹いている]  三浦しをん、[青春の傷痕]   三浦光世、[凍れ
るいのち]  川嶋康男、[さよなら僕の夏]   レイ・ブラッドベリ、[魂の置き場所]  立松和平、[認めてほめて愛して育てる]  七田 真、[「人生を楽しむ」ための30法則]  小林正観、[懸命に生きる子どもたち]  池間哲郎、[ながい坂]   
山本周五郎、[アンネの日記]  アンネ・フランク、[沈黙]  遠藤周作、[生きがいについて]  神谷美恵子、[アルジャーノンに花束を]  ダニエル・キイス、[夢をかなえるゾウ]  水野敬也、[橋のない川]  住井すゑ、[天国への階

段]   白川　道、[一億の地雷　ひとりの私]  犬養道子、[きらきらひかる]  江國香織、[孤独の歌声]  天童荒太、[自分の中の大事なもの]  ひろさちや、[大河の一滴]　 五木寛之、[だれが君を殺したのか]  イリーナ・
コルシュノウ、[天の瞳]　 灰谷健次郎、[ともだちがほしかったこいぬ]  奈良美智、[人間へのはるかな旅]  森本哲郎、[二十歳の原点]  高野悦子、[はつかねずみと人間]   スタイン・ベック、[ひたむきに生きる]  

澤地久枝、[ぼくがぼくであること]   山中　恒、[もうひとつの生き方] 宮迫千鶴、[生きてます、１５歳]  井上美由紀、[豊かさとは何か]  暉峻淑子、[ありがとう。のこころ]  竹本　聖、[火垂るの墓]  野坂昭如、
[悲しみよこんにちは]  フランソワーズ・サガン、[友情] 武者小路実篤、[かけがえのないもの]  養老孟司、[生きることの意味]  高 史明、[心が空を駆ける]　 米沢富美子、[いのちの始まりと終わ

りに]  柳沢桂子、[あすなろ物語]  井上 靖、[「また、必ず会おう」と誰もが言った]  喜多川 泰、[ひらけ扉]  日木流奈、[生きよう今日も喜んで]　平澤 興、[心はゴムひも？！]  立花大敬、
[生き方は山が教えてくれました]  原 伸介、[君に成功を贈る]　中村天風、[無人島に生きる十六人]  須川邦彦、[残酷な世界で生き延びるたったひとつの方法]  橘 玲、[禅

的生活]  玄侑宗久、[十二番目の天使]  オグ・マンディーノ、坂本貢一 訳、[あらしのよるに]  木村裕一、[青空のむこう]  アレックス・シアラー、金原瑞人 訳、[だい
じょうぶ，そのままのあなたでいい]  ビクトリア・モラン、伊藤和子 訳、[３４丁目の奇跡]  ヴァレンタイン・デイヴィス、片岡しのぶ 訳、[「うつ」な気分が晴れる

本]  墨岡 孝、[ひとを“嫌う”ということ]  中島義道、[空海 言葉の輝き]竹内信夫、永坂嘉光、高岡一弥、[生・愛・笑い]  和尚、[生きる意味]  
上田紀行、[永遠の０]　百田尚樹、[終末のフール]  伊坂幸太郎、[約束の地]  樋口明雄、[一命]  滝口康彦、[青春漂流]  

立花　隆、[罪と罰]  ドストエフスキー、[斜陽]  太宰　治 、[塩狩峠]  三浦綾子、[木を植えた男] ジャン ジオノ、
寺岡襄　訳、[氷石]  久保田香里、[にいさん]   いせひでこ、[夢の彼方への旅] エヴァ・イボット

ソン、[メジルシ]  草野たき、[さよなら、ママ] エリザベス・ツェラー、[森よ生き返
れ]  宮脇 昭、[あんにょんキムチ]  松江哲明、[葡萄色の

ノート]堀内純子、[さよなら、盲導犬ミッ
キー] 近藤 靖、


