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1 アグルーカの行方 アグルーカ ノ ユクエ 集英社文庫 か60-3 角幡 唯介／著 2014.9

2 嵐の大地パタゴニア グレートジャーニー人類５万キロの旅 関野　吉晴／著 小峰書店 1995.8

3 伊豆の踊子 新潮文庫 川端康成／著 新潮社 1995.9

4 緒方貞子--難民支援の現場から 集英社新書 東野　真／取材・構成 集英社 1995.10

5 鬼の橋 福音館創作童話シリーズ 伊藤　遊／作 福音館書店 1995.11

6 紙の建築 行動する　建築家は社会のために何ができるか 岩波現代文庫 坂 茂／著 岩波書店 2016.6

7 危機の現場に立つ 中満 泉／著 講談社 2017.7

8 きみが見つける物語　恋愛変 角川文庫 有川　浩／〔著〕 角川書店 1995.12

9 恋する文化人類学者 コイスル ブンカ ジンルイ ガクシャ 鈴木 裕之／著 2015.1

10 心を整える。 ココロ オ トトノエル 幻冬舎文庫 は-24-1 長谷部 誠／著 2014.1

11 砂糖の世界史 岩波ジュニア新書 川北　稔／著 岩波書店 1995.13

12 十五歳の残像 江国　香織／著 新潮社 1995.14

13 新１３歳のハローワーク 村上　龍／著 幻冬舎 1995.15

14 清兵衛と瓢?・小僧の神様 集英社文庫 志賀 直哉／著 集英社 1995.16

15 世界は広く、美しい　地球をつなぐ色＜赤＞ 長倉 洋海／写真・文 新日本出版社 2016.5

16 世界は広く、美しい　地球をつなぐ色＜青＞ 長倉 洋海／写真・文 新日本出版社 2016.6

17 世界は広く、美しい　地球をつなぐ色＜緑＞ 長倉 洋海／写真・文 新日本出版社 2016.8

18 世界は広く、美しい　地球をつなぐ色＜白＞ 長倉 洋海／写真・文 新日本出版社 2016.8

19 世界は広く、美しい　地球をつなぐ色＜黄＞ 長倉 洋海／写真・文 新日本出版社 2016.9

20 世界は広く、美しい　地球をつなぐ色＜黒＞ 長倉 洋海／写真・文 新日本出版社 2016.9

21 旅する力 タビスル　チカラ 新潮文庫 さ-７-１８ 沢木　耕太郎／著 2011.5

22 旅に出よう 岩波ジュニア新書 近藤　雄生／著 岩波書店 1995.17

23 旅の絵本Ⅰ 安野光雅／著 福音館書店 1996.4

24 旅の絵本Ⅱ 安野光雅／著 福音館書店 1995.18

25 旅の絵本Ⅲ 安野光雅／著 福音館書店 1995.19
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26 旅の絵本Ⅳ 安野光雅／著 福音館書店 1995.20

27 旅の絵本Ⅴ 安野光雅／著 福音館書店 1995.21

28 旅の絵本Ⅵ 安野光雅／著 福音館書店 2004.10

29 旅の絵本Ⅶ 安野光雅／著 福音館書店 2009.9

30 旅の絵本Ⅷ 安野光雅／著 福音館書店 2013.5

31 旅の絵本Ⅸ 安野光雅／著 福音館書店 2018.6

32 つぐみ 中公文庫 吉本ばなな／著 中央公論新社 1995.22

33 天平の甍 新潮文庫 井上　靖／著 新潮社 1995.23

34 トットちゃんとトットちゃんたち 講談社青い鳥文庫 １５５-２ 黒柳　徹子／作 講談社 1995.24

35 謎のアジア納豆 ナゾ ノ アジア ナットウ 新潮文庫 た-131-1 高野 秀行／著 2020.6

36 はたらく 長倉 洋海／著 アリス館 2017.9

37 文豪ナビ夏目漱石 ブンゴウ　ナビ　ナツメ　ソウセキ 新潮文庫 新潮文庫／編 2004.11

38 紛争地の看護師 白川 優子／著 小学館 2018.7

39 へスースとフランシスコ 長倉洋海／著 福音館書店 1995.25

40 ボクの音楽武者修行 新潮文庫 小沢征爾／著 新潮社 1995.26

41 友情 新潮文庫 武者小路実篤／著 新潮社 1995.27

42 夜のピクニック 新潮文庫 お-４８-６ 恩田　陸／著 新潮社 1995.28

43 羅生門・鼻 新潮文庫 芥川　龍之介／著 新潮社 1995.29

44 吾輩は猫である 新潮文庫 夏目漱石／著 新潮社 1995.30

45 源平の風 白狐魔記 [1] 斉藤　洋／作 偕成社 1996.2

46 蒙古の波 白狐魔記 [2] 斉藤　洋／作 偕成社 1998.6

47 洛中の火 白狐魔記 [3] 斉藤　洋／作 偕成社 2000.6

48 戦国の雲 白狐魔記 [4] 斉藤　洋／作 偕成社 2006.7

49 天草の霧 白狐魔記 [5] 斉藤　洋／作 偕成社 2010.2

50 元禄の雪 白狐魔記 [6] 斉藤　洋／作 偕成社 2012.11
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51 天保の虹 白狐魔記 [7] 斉藤　洋／作 偕成社 2019.12

52 深夜特急１ 新潮文庫 沢木耕太郎／著 新潮社 1994.3

53 深夜特急２ 新潮文庫 沢木耕太郎／著 新潮社 1994.3

54 深夜特急３ 新潮文庫 沢木耕太郎／著 新潮社 1994.4

55 深夜特急４ 新潮文庫 沢木耕太郎／著 新潮社 1994.4

56 深夜特急５ 新潮文庫 沢木耕太郎／著 新潮社 1994.6

57 深夜特急６ 新潮文庫 沢木耕太郎／著 新潮社 1994.6

58 日暮らし　上 講談社文庫 宮部　みゆき／〔著〕 講談社 2011.9

59 日暮らし　下 講談社文庫 宮部　みゆき／〔著〕 講談社 2011.9

60 竜馬がゆく１ 文春文庫 司馬遼太郎／著 文芸春秋 1998.9

61 竜馬がゆく２ 文春文庫 司馬遼太郎／著 文芸春秋 1998.9

62 竜馬がゆく３ 文春文庫 司馬遼太郎／著 文芸春秋 1998.9

63 竜馬がゆく４ 文春文庫 司馬遼太郎／著 文芸春秋 1998.9

64 竜馬がゆく５ 文春文庫 司馬遼太郎／著 文芸春秋 1998.10

65 竜馬がゆく６ 文春文庫 司馬遼太郎／著 文芸春秋 1998.10

66 竜馬がゆく７ 文春文庫 司馬遼太郎／著 文芸春秋 1998.10

67 竜馬がゆく８ 文春文庫 司馬遼太郎／著 文芸春秋 1998.10


