
タイトル 著者名 出版社 出版年 背ラベル

夏目漱石の世界 ― 平凡社 2015 910.268/ﾅﾂ

夏目漱石 齋藤 孝／著 大和書房 2006 910.268/ﾅﾂ

エンサイクロペディア夏目漱石 漱石文学研究会／編著 洋泉社 2016 910.268/ﾅﾂ

人生に効く漱石の言葉 木原 武一／著 新潮社 2009 910.268/ﾅﾂ

文豪・夏目漱石 江戸東京博物館／編 朝日新聞社 2007 910.268/ﾅﾂ

夏目漱石博物館 石崎 等／著 彰国社 2016 910.268/ﾅﾂ

姜尚中と読む夏目漱石 姜 尚中／著 岩波書店 2016 910/ﾅﾂ

夏目漱石、読んじゃえば? 奥泉 光／著 河出書房新社 2015 910/ﾅﾂ

直筆で読む「坊っちやん」 夏目 漱石／著 集英社 2007 913.6/ﾅﾂ

坊っちゃん 夏目 漱石／著 旺文社 1997 913/ﾅﾂ

こころ 夏目 漱石／著 旺文社 1997 913/ﾅﾂ

漱石の「こころ」 角川書店／編 角川学芸出版 2005 B910.268/ﾅﾂ

三四郎 夏目 漱石／[著] 角川書店 1988 B913.6/ﾅﾂ

草枕・二百十日 夏目 漱石／[著] 角川書店 1991 B913.6/ﾅﾂ

それから 夏目 漱石／[著] 角川書店 1992 B913.6/ﾅﾂ

吾輩は猫である 夏目 漱石／[著] 角川書店 1989 B913.6/ﾅﾂ

文鳥・夢十夜・永日小品 夏目 漱石／[著] 角川書店 1991 B913.6/ﾅﾂ

門 夏目 漱石／[著] 角川書店 1987 B913.6/ﾅﾂ

夏目漱石 夏目 漱石／著 筑摩書房 2008 B913.6/ﾅﾂ

夏目漱石、現代を語る 夏目 漱石／著 KADOKAWA 2016 914.6/ﾅﾂ

ほか 山梨県立図書館



タイトル 著者名 出版社 出版年 背ラベル

芥川龍之介の「羅生門」「河童」ほか6編 角川書店／編 角川学芸出版 2006 B910.268/ｱｸ

藤村の「夜明け前」 角川書店／編 角川学芸出版 2006 B910.268/ｼﾏ

知っておきたい日本の文学 太宰治 角川学芸出版／編 角川学芸出版 2009 B910.268/ﾀﾞｻﾞ

鷗外の「舞姫」 角川書店／編 角川学芸出版 2006 B910.268/ﾓﾘ

蜘蛛の糸・トロッコ 芥川 竜之介／著 旺文社 1997 913/ｱｸ

江戸川乱歩傑作選 江戸川 乱歩／著 新潮社 2009 B913.6/ｴﾄﾞ

檸檬・城のある町にて 梶井 基次郎／著 旺文社 1997 913/ｶｼﾞ

伊豆の踊子・雪国 川端 康成／著 旺文社 1997 913/ｶﾜ

武蔵野・牛肉と馬鈴薯 国木田 独歩／著 旺文社 1997 913/ｸﾆ

坂口安吾 坂口 安吾／著 筑摩書房 2008 B913.6/ｻｶ

和解・小僧の神様 志賀 直哉／著 旺文社 1997 913/ｼｶﾞ

二十四の瞳 壺井 栄／作 講談社 2007 913/ﾂﾎﾞ

銀の匙 中 勘助／著 ポプラ社 2016 913/ﾅｶ

李陵・山月記 中島 敦／著 旺文社 1997 913/ﾅｶ

樋口一葉 樋口 一葉／著 筑摩書房 2008 B913.6/ﾋｸﾞ

風立ちぬ・聖家族 堀 辰雄／著 旺文社 1997 913/ﾎﾘ

三島由紀夫 三島 由紀夫／著 筑摩書房 2008 B913.6/ﾐｼ

風の又三郎 宮沢 賢治／作 岩波書店 2000 913/ﾐﾔ

現代語で読む舞姫 森 鷗外／作 理論社 2012 913/ﾓﾘ

舞姫・山椒大夫 森 鷗外／著 旺文社 1997 913/ﾓﾘ

ほか

タイトル 著者名 出版社 出版年 背ラベル

10代の本棚 あさの あつこ／編著 岩波書店 2011 019/ｱｻ

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 2015 019/ｲﾏ

金原瑞人<監修>による12歳からの読書案内 金原 瑞人／監修 すばる舎 2009 019/ｶﾈ

生きるための101冊 鎌田 慧／著 岩波書店 1998 019/ｶﾏ

この本、おもしろいよ! 岩波書店編集部／編 岩波書店 2007 019/ｺﾉ

中高時代に読む本50 清水 克衛／著 PHP研究所 2011 019/ｼﾐ

図書館で出会える100冊 田中 共子／著 岩波書店 2009 019/ﾀﾅ

中学生はこれを読め! 北海道書店商業組合／編 北海道新聞社 2006 019/ﾁｭ

ほかの誰も薦めなかったとしても今のうちに読んでおくべきだと思う本を紹介します。 雨宮 処凛／著 河出書房新社 2012 019/ﾎｶ

きっとあなたは、あの本が好き。 都甲 幸治／著 立東舎 2016 902.3/ｷｯ

みんなの図書室 小川 洋子／著 PHP研究所 2011 B904/ｵｶﾞ

名作うしろ読み 斎藤 美奈子／著 中央公論新社 2013 908.8/ｻｲ

あらすじで出会う世界と日本の名作55 川村 たかし／監修 ポプラ社 2005 909/ｱﾗ

同級生が選んだ朝の読書のおすすめガイド 青い鳥文庫ファンクラブ／編 講談社 2004 909/ﾄﾞｳ

名作の書き出し 石原 千秋／著 光文社 2009 910.26/ｲｼ

百年読書会 重松 清／編著 朝日新聞出版 2010 910.26/ｼｹﾞ

文豪の素顔 高橋 敏夫／監修 エクスナレッジ 2015 910.26/ﾌﾞﾝ

中高生のための名作トレッキング 五十嵐 裕／著 エスジーエヌ 2000 910/ｲｶﾞ

教科書の文学を読みなおす 島内 景二／著 筑摩書房 2008 910/ｼﾏ

日本の文豪こころに響く言葉 1～3 長尾 剛／著 汐文社 2010 910/ﾅｶﾞ

日本の名作文学案内 三木 卓／監修 集英社 2001 910/ﾆﾎ
ほか 山梨県立図書館


