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タイトル 著者名 出版社 請求記号

子どものための哲学対話  永井均／著 講談社 1040/N9/3

吉野源三郎全集 第１巻
君たちはどう生きるか

吉野源三郎／著 ポプラ社 1595/Y1/

利己的な遺伝子  リチャード・ドーキンス／〔著〕 紀伊国屋書店 4817/D4/1-3

素数ゼミの謎  吉村仁／著 文藝春秋 4865/Y2/

木に学べ  西岡常一／著 小学館 5261/N1/2

スローカーブを、もう一球  山際淳司／〔著〕 角川書店 7804/Y1/7

心を整える。  長谷部誠／著 幻冬舎 7834/H20/

名作名言  中山 七里／監修 宝島社 9102/Z3/

バッテリー  1～6 あさのあつこ／作 角川書店 9136/A180/43-1～6

少女は卒業しない  朝井リョウ／著 集英社 9136/A229/5

羅生門・蜜柑ほか  芥川 龍之介／著 筑摩書房 9136/A6/17

人間失格  太宰治／著 ぶんか社 9136/D2/31

走れメロス・富嶽百景ほか  太宰 治／著 筑摩書房 9136/D2/37

Ｇｉｆｔ  古川日出男／著 集英社 9136/F86/5

ベルカ、吠えないのか？  古川日出男／著 文藝春秋 9136/F86/6

セメント樽の中の手紙ほか  葉山 嘉樹／ほか著 筑摩書房 9136/H383/

井上ひさしジュニア文学館 11
 四十一番の少年

井上ひさし／著 汐文社 9136/I21/25-11

神様のみなしご 川島誠／著 角川春樹事務所 9136/K292/8

伊豆の踊子・禽獣ほか  川端 康成／著 筑摩書房 9136/K5/29

走れ，セナ！  香坂直／著 講談社 9136/K565/

ヘヴン  川上未映子／著 講談社 9136/K609/2

カラフル  森絵都／作 理論社 9136/M199/12

鉄のしぶきがはねる  まはら三桃／著 講談社 9136/M405/3

チャーシューの月  村中李衣／作 小峰書店 9136/M499/

西の魔女が死んだ  梨木 香歩／[著] 新潮社 9136/N219/13

空色の地図  梨屋アリエ／作 金の星社 9136/N262/5

空色勾玉  荻原規子／作 徳間書店 9136/O88/9

定本岳物語  椎名誠／著 集英社 9136/S116/4-3

一瞬の風になれ 第１部～第3部 佐藤多佳子／著 講談社 9136/S189/6-1～3

戸村飯店青春１００連発  瀬尾まいこ／作 理論社 9136/S407/8

園芸少年  魚住直子／著 講談社 9136/U65/4

クマのあたりまえ  魚住直子／〔著〕 ポプラ社 9136/U65/6

夏の庭  湯本香樹実／作 福武書店 9136/Y156/

なまくら  吉橋通夫／〔著〕 講談社 9136/Y250/

きけわだつみのこえ  日本戦没学生記念会／編 岩波書店 9160/N33/1-1

佐賀のがばいばあちゃん  島田洋七／著 徳間書店 9160/S170/

故郷　阿Ｑ正伝 魯迅／著 光文社 9237/R16/2
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風をつむぐ少年  ポール・フライシュマン／著 あすなろ書房 9330/F17/2

グレート・ギャツビー  スコット・フィッツジェラルド／著 中央公論新社 9330/F9/8-1

ロス、きみを送る旅  キース・グレイ／作 徳間書店 9330/G108/2

宇宙への秘密の鍵  ルーシー・ホーキング／作 岩崎書店 9330/H153/

ぼくと１ルピーの神様  ヴィカス・スワラップ／著 ランダムハウス講談社 9330/S180/

モモ  ミヒャエル・エンデ／作 岩波書店 9430/E1/

ソフィーの世界  ヨースタイン・ゴルデル／著 日本放送出版協会 9496/G1/

青い麦  コレット／著 光文社 9530/C5/2

イクバルの闘い  フランチェスコ・ダダモ／作 鈴木出版 9730/D6/

それぞれの少女時代  リュドミラ・ウリツカヤ／著 群像社 9830/U1/2

ふたり  赤川次郎／著 新潮社 B1/A13/17

異邦人  カミュ／著 新潮社 B1/C501/1

こうばしい日々  江国香織／著 新潮社 B1/E10/2

若きウェルテルの悩み  ゲーテ／〔著〕 新潮社 B1/G510/1

吉里吉里人 上 、中、下 井上ひさし／著 新潮社 B1/I14/16-1～3

しろばんば  井上靖／著 新潮社 B1/I7/12-2

月と六ペンス  サマセット・モーム／〔著〕 新潮社 B1/M518/5-2

友情  武者小路実篤／著 新潮社 B1/M81/1-2

夜のピクニック  恩田陸／著 新潮社 B1/O23/6

博物誌  ルナール／著 新潮社 B1/R507/1

フラニーとズーイ  サリンジャー／〔著〕 新潮社 B1/S505/2-2

燃えよ剣 上巻 司馬遼太郎／著 新潮社 B1/S59/8-1

燃えよ剣 下巻 司馬遼太郎／著 新潮社 B1/S59/8-2

ぼくは勉強ができない  山田詠美／著 新潮社 B1/Y34/6-2

春にして君を離れ アガサ・クリスティー／著 早川書房 B10/C503/87-81

父の詫び状  向田邦子／著 文藝春秋 B2/M81/25

本当の戦争の話をしよう  ティム・オブライエン／著 文藝春秋 B2/O501/1

高慢と偏見  ジェイン・オースティン／著 中央公論新社 B3/A502/5

ものぐさ精神分析  岸田秀／著 中央公論社 B3/K63/1-3

龍馬の手紙  〔坂本龍馬〕／〔原著〕 講談社 B7/M70/1

ブックガイド　～もっと読みたい方のために～

タイトル 著者名 出版社 請求記号

この本、おもしろいよ！ 岩波書店編集部／編　 岩波書店 0190/I17/3

今すぐ読みたい！１０代のための
ＹＡブックガイド１５０！

金原瑞人，ひこ・田中／監修 ポプラ社 0190/K50/2

今すぐ読みたい!10代のためのYA
ブックガイド150!

金原 瑞人／監修 ポプラ社 0190/K50/2-2

１０代のうちに本当に読んでほし
い「この一冊」

河出書房新社編集部／編 河出書房新社 0190/K72/
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