グリーフケアラジオ『百万粒の涙を流そう』の放送内容一覧表
（一部予定も含む。予定内容は諸事情により、変更する場合もあります。）

回

1

2

放送日

2006
9.3
9.10

＜グリーフケア宅配便＞

＜グリーフシアター＞

CD「千の風」新井満訳・朗読、
「涙を流すことの大切さについて」

詩「心は死なず-君」林一美・作

「死別体験が心や体・行動に与える変

絵本「水平線の向こうから」

化について」

堂園晴彦・作、葉祥明・絵

＜遺族の集いのお知らせ＞

・生と死を考える会
・ﾘﾒﾝﾊﾞｰ名古屋自死遺族の会

―

絵本「ある日僕は☆になりまし

3

9.17

4

9.24

5

10.1

遺族の集い紹介①「伴侶の死の悲嘆

た」くまがいなおみ・作

・伴侶の死の悲嘆にある人々
を支える会

にある人々を支える会」

「グリーフワーク＜喪の仕事＞について

絵本「悲しい本」

①-衝撃期〜悲痛期」

谷川俊太郎・訳

「グリーフワーク＜喪の仕事＞について

絵本「わすれられないおくりもの」

②-回復期〜再生期」

小川仁央・訳

・ﾘﾒﾝﾊﾞｰ名古屋自死遺族の会

―

詩集「再び会う日のために」

6

10.8

遺族の集い紹介②「全国学校事故・事

葉祥明・作

件を語る会」

ﾀｲﾄﾙ紹介：絵本「ひかりの世

・全国学校事故・事件を語る会

界」、絵本「もういちど会える」
遺族の集い紹介③「SIDS（乳幼児突然

7

10.15

8

10.22 遺族の集い紹介④「生と死を考える会」

9

10.29

10 11.5

11 11.12
12 11.19
13 11.26

死症候群）家族の会あいち」

絵本「小さな小さなおとうとだっ
たけど。」 高橋妙子・作

・SIDS 家族の会あいち

CD「いつでも会える」

・生と死を考える会

菊田まり子・作

・ゆきあかりの会

「死別体験を持つ子供へのサポートに

絵本「いつだって始まり」

ついて」

星野あつよ・作、

遺族の集い紹介⑤

絵本「エヴァはおねえちゃんの

・ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ脳症の会-小さな

「ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ脳症の会-小さないのち愛

いない国で」野坂悦子・訳

いのち愛知支部

知支部」

タイトル紹介：絵本「レアの星」

・生と死を考える会

「悲しみの表現方法の個別性について

絵本「大きなかわのむこうへ」

・ｈahagokoro さんのﾌﾞﾛｸﾞ

−家族でも一人ひとり違う−」

いとうみゆき・訳

「いつだって-息子と生きる日々」

「自殺対策基本法を受けて−名古屋

絵本「おにいちゃんがいてよか

市の自死遺族支援策について−」

った」細谷亮太・作

「立ち直ることを急がないで、そして急

CD「風は空へ」加藤さとる・曲

・ﾘﾒﾝﾊﾞｰ名古屋自死遺族の会

がせないで」

（「千の風」の音楽ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ）

・生と死を考える会

・ゆきあかりの会

―

14 12.3

遺族の集い紹介⑥

「愛と死と歌-死をみつめて-」

「リメンバー名古屋自死遺族の会」

西川なつ子・作

15 12.10 「記念日反応（命日反応）について」
16 12.17

17 12.24

2007
1.7

20 1.14
21 1.21
22 1.28

絵本「おぼえている？」

について−ごくごく自然な感情です−」

那須田淳・訳

相談機関の紹介①

「おぼえていてね−アーカイブ

「ひだまりホットライン」

星ものがたり-」市川拓司・作
・ゆきあかりの会

・こころの健康電話相談

「市教育委員会指導主事を迎えて-学

絵本「ずっと、あなたのそばに

・ﾌﾞﾛｸﾞ＜百万粒の涙をながそう＞

校におけるイジメ対策について-」

いるよ」坂崎千春･作

遺族の集い紹介⑦

絵本「あなたはそこに」

・ゆきあかりの会

「ゆきあかりの会」

谷川俊太郎・作

・こころの健康電話相談

遺族の集い紹介⑧

絵本「だいじょうぶだよ、ゾウさ

「生命のメッセージ展」

ん」柳田邦男・訳

「公認されない死別の悲しみ」
「自殺対策基本法を受けて- 愛知県の
自死遺族支援策について−」
遺族の集い紹介⑨
「たんぽぽのつどい２００７」
「春という季節に影響される悲しみ」
相談機関の紹介②

28 3.11

・ひだまりホットライン

小針由美子・作

24 2.11

27 3.4

詩「永遠の風」辻堂司・作

・ゆきあかりの会

・生と死を考える会

「複雑な悲嘆について」

26 2.25

絵本「さよならボート」堀肇・訳

―

CD「ケンのいた夏」

「愛する人の偲び方について」

23 2.4

25 2.18

西川なつ子・作

「死別の悲嘆における『怒り』という感情

18 12.31 「遺品の整理について」
19

「愛と死と歌-逝きたるのちに-」

・生と死を考える会

「ｸﾞﾘｰﾌｹｱｻﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞの自死遺族対象

「あの日をわすれない−はるか
のひまわり−」指田和子・作

・生命のメッセージ展

・生と死を考える会

絵本「レアの星」野坂悦子・訳

・たんぽぽのつどい２００７

「ひかりの世界」葉祥明・作

・ﾘﾒﾝﾊﾞｰ名古屋自死遺族の会

詩「秋の夜の夢」渡辺博光・作
詩「永訣の朝」宮沢賢治・作
絵本「さよなら、マフィンさん」
水野綾子・訳

・たんぽぽのつどい２００７
・「ひかりの世界」ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ告知
―

・グリーフケアサポートプラザ

電話相談」

29 3.18

30 3.25

31 4.1

「ご遺族が傷つく周囲の人達の言葉が

「WALKING TOUR」

・「WALKING TOUR」３冊ﾌﾟﾚ

けについて①」

ｓａｐａｒａ・作

ｾﾞﾝﾄ告知

「ご遺族が傷つく周囲の人達の言葉が

絵本「わたしのいもうと」

けについて②」

松谷みよ子・作

「公認されない死別の悲しみの一つ−
ペットロスについて」

ＣＤ「クロ」遊佐未森・歌・作

2

・「WALKING TOUR」３冊ﾌﾟﾚ
ｾﾞﾝﾄ告知

・生と死を考える会

32 4.8
33 4.15
34 4.22

35 4.29

36 5.6
37 5.13
38 5.20
39 5.27
40 6.3
41 6.10
42 6.17
43 6.24

「公認されない死別の悲しみ２−家族
以外の死別の悲しみ」
遺族の集い紹介⑩
「全国交通事故遺族の会」
「自責の思いについて」

46 7.15

47 7.22

絵本「オニヤンマ 空へ」最上

・全国交通事故遺族の会

・ゆきあかりの会

一平・作
絵本「ジェニー・エンジェル」も

思いについて」

りうちすみこ・訳

「亡くなった人に感じる怒りの感情につ

ＣＤ「大きな古時計」平井堅・

いて」

歌

「『悲しい』という気持ちが感じられない

漢詩「子の七年忌に賦す」

・ﾘﾒﾝﾊﾞｰ名古屋自死遺族の会

思いについて」

渡辺博光・作

の電話番号案内

「ＰＴＳＤを伴う死別の悲嘆について」

ＣＤ「木蓮の涙」スターダストレ
ビュー・歌

―

・生と死を考える会

―

「子供へのｻﾎﾟｰﾄ①-子供に大切な人

絵本「うみをわたったこぶた」

の死をどのように伝えるかについて-」

木崎さと子・作

「子供へのｻﾎﾟｰﾄ②-死別体験をした子

ＣＤ「鶴になった父ちゃん」

供が表す主な反応について-」

長淵剛・作／歌

「子供へのｻﾎﾟｰﾄ③-死別体験を持つ

詩画集「君を失って、言葉が生

・名古屋市精神保健福祉ｾﾝﾀ

子供をどのようにｻﾎﾟｰﾄするか-」

まれた」藤川幸之助・作

ｰ｢自死遺族相談｣

「大切な人の遺骨への思いについて」

CD「さくら」高野健一・作／歌

―

「愛する人の『死を受け入れる』という言

絵本「おじいちゃん わすれな

・日本ﾎｽﾋﾟｽ在宅ｹｱ研究会高

葉について」

いよ」野坂悦子・訳

山大会自死遺族ｹｱ部会企画

ＣＤ「会いたい」沢田知可子・

・名古屋市精神保健福祉ｾﾝﾀ

作／歌

ｰ｢自死遺族｣相談

「名古屋市精神保健福祉ｾﾝﾀー-自死
遺族相談-」

45 7.8

「ずっとともだち」本間正樹・作

・生と死を考える会

「周囲の人達に感じる『ねたみ』などの

相談機関の紹介③

44 7.1

「バージンロード」高橋まり・作

「梅雨時の今、気分転換の為に、ご自

ＣＤ「Ｔｅａｒｓ ｉｎ Ｈｅａｖｅｎ」

分へのご褒美をﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄしませんか？」

エリック・クラプトン・作／歌

「夏休み時期の『記念日反応』につい
て」

「夏休みに、大切な人を偲ぶ子供達の
過ごし方について」

ＣＤ「Ｍｉｓｓｉｎ

・生と死を考える会
・ﾘﾒﾝﾊﾞｰ名古屋自死遺族の会

・生と死を考える会
・名古屋市精神保健福祉ｾﾝﾀ
ｰ｢自死遺族｣相談

ｙｏｕ〜Ｉｔ ｗｉｌｌ

ｂｒｅａｋ ｍｙ ｈｅａｒｔ」

・ゆきあかりの会

平井堅・作／歌
絵本「ずっと つながっている
よ-こぐまのミシュカのおはなし
-」入江杏・作

3

・ゆきあかりの会

48 7.29
49 8.5
50 8.12
51 8.19
52 8.26
53 9.2

「『千の風になって』を聴いた人の様々

絵本「泣こう」Disk Potato

な思いについて」

House・訳

「初盆を迎えるご遺族の様々な思いに

日本ﾎｽﾋﾟｽ在宅ｹｱ研究会 ｉｎ

ついて」

高山＜自死遺族座談会＞朗読

「猛暑時の体調面のケアについて①

絵本「泣いてもいい？」

-食事について-」

田辺欧・訳

「猛暑時の体調面のケアについて②

自伝「負けてたまるか！」

-睡眠等について-」

安藤寛幸・作

「ペットロスの癒しにつながる詩『虹の

短歌「噫！久高や」①

橋』の紹介」

渡辺博光・作

「放送開始一周年を記念して−番組パ

短歌「噫！久高や」②

ーソナリティ二人の思い−」

渡辺博光・作

54 9.9

「悲しみ比べ、苦しみ比べについて」

55 9.16

「ご遺族の自罰感情について」

56 9.23
57 9.30

58 10.7

59 10.14
60 10.21
61 10.28
62 11.4
63 11.11

絵本「１０００の星のむこうに①」
木本栄・訳
絵本「１０００の星のむこうに②」
木本栄・訳

・生と死を考える会ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ

―

・『ｾﾞﾛからの風』上映会ｉｎ東員町

・ﾘﾒﾝﾊﾞｰ名古屋自死遺族の会

・ゆきあかりの会
・生と死を考える会ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ

―

―

「ご遺族の納骨時期についての苦しみ

絵本「１０００の星のむこうに③」

について」

木本栄・訳

「残暑が続くこの時期の体調面のケア

絵本「１０００の星のむこうに④」

の大切さについて」

木本栄・訳

「死別の悲しみが引き起こす心の病気

絵本「赤いハリネズミ①」

について」

深川明日美・訳

「死別の悲しみによる様々な変化の多

絵本「赤いハリネズミ②」

くは異常ではないことについて」

深川明日美・訳

「シンガーソングライター高野健一さん

「シンガーソングライター高野健一

と共に−『さくら』のミニライブ」

さんと共に−『さくら』のミニライブ」

「２００７年度の名古屋市の自死遺族支

絵本「赤いハリネズミ③」

援策について」

深川明日美・訳

「死別の悲しみを癒す音楽の力につい

絵本「赤いハリネズミ④」

て①」

深川明日美・訳

「死別の悲しみを癒す音楽の力につい

絵本「赤いハリネズミ⑤」

・名古屋市精神保健福祉ｾﾝﾀ

て②」

深川明日美・訳

ｰ｢自死遺族｣相談

64 11.18 「絵本作家入江杏さんと共に①」
65 11.25 「絵本作家入江杏さんと共に②」

CD「やさしさに包まれたなら」
松任谷由美・歌／作
「絵本作家入江杏さんと共に②」

4

・ﾘﾒﾝﾊﾞｰ名古屋自死遺族の会

―
・生と死を考える会ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ
・「なごや自死遺族支援ｼﾝﾎﾟ
ｼﾞｳﾑ 2007」
―

―

―
・ゆきあかりの会

―
―

66 12.2
67 12.9
68 12.16

「１２月の時期に遺族が感じやすい気

絵本「１０００の風 １０００のチェ

持ちについて①」

ロ①」いせひでこ／作

「１２月の時期に遺族が感じやすい気

絵本「１０００の風 １０００のチェ

持ちについて②」

ロ②」いせひでこ／作

「『１００万人のキャンドルナイト』の過ご

CD「風に抱かれて」

・入江杏さん講演会「ﾐｼｭｶの

し方への提案」

角原ミチ・歌／作

森へ」

69 12.23 「遺品の整理へ遺族の思いについて」
70 12.30
71

CD「ホワイトカーネーション」
てつろう・歌／作

「ゆきあかりの会の２００７年の活動の中

絵本「白い犬とワルツを①」

で感じたこと」

三木卓／訳

2008. 「ゆきあかりの会の２００８年の活動予定

絵本「白い犬とワルツを②」

1.6

について」

三木卓／訳

「１年の始まりにあたって・・・①

絵本「白い犬とワルツを③」

−ご遺族当事者に向けて」

三木卓／訳

「１年の始まりにあたって・・・②

絵本「白い犬とワルツを④」

−ご遺族の周囲の方に向けて」

三木卓／訳

72 1.13
73 1.20

74 1.27

75 2.3
76 2.10
77 2.17
78 2.24
79 3.2
80 3.9
81 3.16
82 3.23
83 3.30
84 4.6

「ご遺族が悲しみなどの思いを自分の
言葉で表現することの大切さについて」

きいおばあちゃん−」

・ゆきあかりの会

・ゆきあかりの会

―

・ﾘﾒﾝﾊﾞｰ名古屋自死遺族の会

・ﾘﾒﾝﾊﾞｰ名古屋自死遺族の会

―

沢田としき／訳
手記「天国のおにいちゃんへ」

−ﾌﾞﾛｸﾞや手記等−」

哀澤かすみ・作

「ご遺族のお気持ち・・・ﾊﾞﾚﾝﾀｲﾝﾃﾞｨｰ

CD「Ｈｏｌｙ Ｇｒｏｕｎｄ」

が近付いて・・・」

ガーネットクロウ・歌／作

「フラワーセラピー：ご遺族にとっての花

CD「最期の川」

が持つ癒しの力について」

ケミストリー・歌／作

遺族の集い紹介⑪

CD「鳥の歌」大竹しのぶ／歌

「たんぽぽのつどい２００８」
「ゆきあかりの会の分かち合いの集い、

CD「君を飾る花を咲かそう」

３年目を迎えて①」

ガーネットクロウ・歌／作

「ゆきあかりの会の分かち合いの集い、

詩「最後だとわかっていたな

３年目を迎えて②」

ら」佐川睦・訳

「春めいたこの時期、精神面と体調面

CD「まっすぐな瞳のかあちゃ

を崩しがちなことについて」

ん」長渕剛・歌／作

「年度末に近い今の、ご遺族が感じや

CD「旅立つ日」JULEPS・歌／

すい気持ちについて」

作

遺族が感じやすい気持ちについて」

―

絵本「ほろづき−月になった大

「悲しみの表現方法の例として

「年度末の今の、お子様を亡くされたご

―

CD「写真」平井堅・歌／作

「ご遺族の心を和らげるリラクゼーション

絵本「おばあちゃんがいるとい

法のご紹介①−腹式呼吸法−」

いのにな」松田素行／作

5

―

・ゆきあかりの会

―

・たんぽぽのつどい 2008

・生と死を考える会ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ

―

―

―

・ﾘﾒﾝﾊﾞｰ名古屋自死遺族の会

・ﾘﾒﾝﾊﾞｰ名古屋自死遺族の会

85 4.13
86 4.20
87 4.27
88 5.4
89 5.11

「ご遺族の心を和らげるリラクゼーション
法のご紹介②−呼吸瞑想法−」

CD「明日」平原綾香・歌／作

・名古屋市精神保健福祉ｾﾝﾀ
ｰ｢自死遺族｣相談

「ご遺族の心を和らげるリラクゼーション

CD「そばにいるね」

法のご紹介③‐光の流れのｲﾒｰｼﾞ法‐」

青山テルマ他・歌／作

「ご遺族の心を和らげるリラクゼーション

絵本「岸辺のふたり」

法のご紹介④−安全な場所−」

内田也哉子／訳

「ＧＷ最中の今、ご遺族が感じやすい

CD「One more time One ｍｏｒ

気持ちについて」

ｅ ｃｈａｎｃｅ」山崎まさよし・歌／作

「新年度から１カ月経った今、ご遺族が

CD「ホワイトカーネーション」

・名古屋市精神保健福祉ｾﾝﾀ

感じやすい気持ちについて」

てつろう・歌／作

ｰ｢自死遺族｣相談

6

―

・ゆきあかりの会

―

