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書　名 叢書名 著　者 出版者 出版年

1 赤毛のアン 新潮文庫 赤毛のアン・シリーズ モンゴメリ／〔著〕 新潮社 2008.2

2 アルジャーノンに花束を ダニエル・キイス文庫 ダニエル・キイス／著 早川書房 1999.10

3 アンドロイドは人間になれるか 文春新書 1057 石黒 浩／著 文藝春秋 2015.12

4 アンネの日記 文春文庫 アンネ・フランク／著 文芸春秋 2003.4

5 生きること学ぶこと 集英社文庫 広中　平祐／著 集英社 2011.5

6 池上彰のメディア・リテラシー入門 池上　彰／著 オクムラ書店 2008.2

7 入江泰吉万葉花さんぽ 小学館文庫 入江　泰吉／写真 小学館 2003.5

8 宇宙からの帰還 中公文庫 立花　隆／著 中央公論新社 1985.7

9 AIに心は宿るのか インターナショナル新書 松原 仁／著 集英社インターナショナル 2018.2

10 大人になるまでに読みたい15歳の詩１　愛する ゆまに書房 2013.10

11 大人になるまでに読みたい15歳の詩２　いきる ゆまに書房 2013.11

12 大人になるまでに読みたい15歳の詩３　なやむ ゆまに書房 2013.12

13 大人になるまでに読みたい15歳の詩４　あそぶ 青木 健／編 ゆまに書房 2017.12

14 大人になるまでに読みたい15歳の詩５　たたかう 和合 亮一／編 ゆまに書房 2017.12

15 大人になるまでに読みたい15歳の詩６　わらう 蜂飼 耳／編 ゆまに書房 2017.12

16 鬼の橋 福音館創作童話シリーズ 伊藤　遊／作 福音館書店 1998.10

17 解剖学教室へようこそ ちくま文庫 養老　孟司／著 筑摩書房 2005.12

18 歌舞伎の解剖図鑑　イラストで小粋に読み解く歌舞伎ことはじめ 辻 和子／絵と文 エクスナレッジ 2017.7

19 カブキブ!１ 角川文庫 え9-1 榎田 ユウリ／[著] KADOKAWA 2013.8

20 カブキブ!２ 角川文庫 え9-2 榎田 ユウリ／[著] KADOKAWA 2013.10

21 カブキブ!３ 角川文庫 え9-3 榎田 ユウリ／[著] KADOKAWA 2014.8

22 カブキブ!４ 角川文庫 え9-4 榎田 ユウリ／[著] KADOKAWA 2015.9

23 カブキブ!５ 角川文庫 え9-5 榎田 ユウリ／[著] KADOKAWA 2016.11

24 カブキブ!６ 角川文庫 え9-6 榎田 ユウリ／[著] KADOKAWA 2017.3

25 カブキブ!７ 角川文庫 え9-7 榎田 ユウリ／[著] KADOKAWA 2017.11
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26 クラバート　上 偕成社文庫 プロイスラー／作 偕成社 1985.6

27 クラバート　下 偕成社文庫 プロイスラー／作 偕成社 1985.6

28 声に出して読みたい論語 草思社文庫 さ1-5 齋藤 孝／著 草思社 2016.2

29 ご冗談でしょう、ファインマンさん　上 岩波現代文庫 社会 Ｒ．Ｐ．ファインマン／著 岩波書店 2000.1

30 ご冗談でしょう、ファインマンさん　下 岩波現代文庫 社会 Ｒ．Ｐ．ファインマン／著 岩波書店 2000.1

31 子どものための哲学対話 講談社文庫 永井　均／著 講談社 2009.8

32 これからはあるくのだ 文春文庫 角田　光代／著 文芸春秋 2003.9

33 さぶ 新潮文庫 山本　周五郎／著 新潮社 2002.3

34 塩狩峠 新潮文庫 三浦　綾子／著 新潮社 2005.2

35 思考の整理学 ちくま文庫 外山　滋比古／著 筑摩書房 1986.4

36 シャーロック・ホームズの冒険 新潮文庫 コナン・ドイル／〔著〕 新潮社 2011.4

37 職人 岩波新書　新赤版 永　六輔／著 岩波書店 1996.10

38 人工知能の核心 NHK出版新書 511 羽生 善治／著 NHK出版 2017.3

39 蟬しぐれ 文春文庫 藤沢　周平／著 文芸春秋 1991.7

40 つめたいよるに 新潮文庫 江国　香織／著 新潮社 1996.6

41 とても良い人生のために　失敗の思いがけない恩恵と想像力の大切さ J.K.ローリング／著 静山社 2017.11

42 名づけられた葉　なのだから 新川　和江／著 大日本図書 2011.3

43 日本語練習帳 岩波新書　新赤版 大野　晋／著 岩波書店 1999.1

44 人間の未来AIの未来 山中 伸弥／著　羽生 善治／著 講談社 2018.2

45 ふしぎなことばことばのふしぎ ちくまプリマーブックス 池上　嘉彦／著 筑摩書房 1987.5

46 ブッタとシッタカブッタ　１ 小泉　吉宏／著 メディアファクトリー 2003.5

47 ブッタとシッタカブッタ　２ 小泉　吉宏／著 メディアファクトリー 2003.5

48 ブッタとシッタカブッタ　３ 小泉　吉宏／著 メディアファクトリー 2003.5

49 ブレイブ・ストーリー　上 角川文庫 宮部　みゆき／〔著〕 角川書店 2006.5

50 ブレイブ・ストーリー　中 角川文庫 宮部　みゆき／〔著〕 角川書店 2006.5
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51 ブレイブ・ストーリー　下 角川文庫 宮部　みゆき／〔著〕 角川書店 2006.5

52 ムーミン谷の彗星 講談社文庫 ヤンソン／〔著〕 講談社 2011.4

53 モリー先生との火曜日 ミッチ・アルボム／著 ＮＨＫ出版 2004.11

54 雪国 新潮文庫 川端　康成／著 新潮社 2006.5

55 夜のピクニック 新潮文庫 恩田　陸／著 新潮社 2006.9

56 ライ麦畑でつかまえて 白水Ｕブックス Ｊ．Ｄ．サリンジャー／〔著〕 白水社 1984.5

57 レ・ミゼラブル　上 岩波少年文庫 ユーゴー／作 岩波書店 2001.1

58 レ・ミゼラブル　下 岩波少年文庫 ユーゴー／作 岩波書店 2001.1

59 檸檬 新潮文庫 梶井　基次郎／著 新潮社 2003.10

60 私、日本に住んでいます 岩波ジュニア新書 スベンドリニ・カクチ／著 岩波書店 2017.10


