
書名 著者名 出版社 出版年

1 「赤毛のアン」が教えてくれた大切なこと 茂木 健一郎著 PHP研究所 2013

2 明日は、どうしてくるの? 栗田 亘著 講談社　 2013

3 明日の子供たち 有川浩著 幻冬舎 2014

4 あと少し、もう少し 瀬尾 まいこ著 新潮社 2015

5 雨の降る日は学校に行かない 相沢沙呼著 集英社 2014

6 医者になりたい君へ 須磨久善著 河出書房新社 2014

7 いのちの花 向井愛実著 ＷＡＶＥ出版 2014

8 浮いちゃってるよ、バーナビー!
ジョン・ボイン著，オリヴァー・ジェ
ファーズ画，代田 亜香子訳，金
原 瑞人選

作品社 2013

9 宇宙就職案内 林 公代著 筑摩書房　 2012

10 永遠の0 百田 尚樹著 講談社 2009

11 エール
はやみね かおる著，濱野 京子
著，石川 宏千花著，風野 潮著，
香坂 直著

講談社　 2013

12 エルトゥールル号の遭難 寮 美千子文，磯 良一絵 小学館クリエイティブ　 2013

13 おもかげ復元師 笹原 留似子著 ポプラ社　 2015

14 オレたちの明日に向かって 八束 澄子著 ポプラ社　 2012

15 書き出しは誘惑する 中村邦生著 岩波書店 2014

16 語りつぐ者
パトリシア・ライリー・ギフ作，もり
うち すみこ訳

さ・え・ら書房　 2013

17
学校では教えてくれない!国語辞典の遊び
方

サンキュータツオ著 角川学芸出版 2013

18 カフェ・デ・キリコ 佐藤 まどか著 講談社 2013

19 紙コップのオリオン 市川 朔久子著 講談社 2013

20 空中トライアングル 草野 たき著 講談社 2012

21 クラスメイツ　前期 森絵都著 偕成社 2014

22 クラスメイツ　後期 森絵都著 偕成社 2014

23 クリオネのしっぽ 長崎夏海著，佐藤真紀子絵 講談社 2014

24 ５アンペア生活をやってみた 斎藤健一郎著 岩波書店 2014

25 コスモスの謎 奥隆善著 誠文堂新光社 2014

26 このTシャツは児童労働で作られました。
シモン・ストランゲル著，枇谷 玲
子訳

汐文社　 2013

27 さいとう市立さいとう高校野球部　1 あさのあつこ著 講談社 2013

28 さいとう市立さいとう高校野球部　2 あさのあつこ著 講談社 2014

29 ザ･ミッション 山本 美香著 早稲田大学出版部　 2013

30 サラバ!　上 西 加奈子著 小学館　 2014

31 サラバ!　下 西 加奈子著 小学館　 2014

32 時速47メートルの疾走 吉野万理子著 講談社 2014

33 下町ロケット 池井戸 潤著 小学館　 2013

34
自分はバカかもしれないと思ったときに読
む本

竹内 薫著 河出書房新社 2013

35 島はぼくらと 辻村 深月著 講談社　 2013

36
10代のうちに知っておきたい折れない心
の作り方

水島広子著 紀伊國屋書店 2014

37 十代のきみたちへ 日野原重明著 冨山房インターナショナル 2014

38 スティーブ・ジョブズの生き方
カレン・ブルーメンタール著，渡邉
了介訳

あすなろ書房　 2012
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39 戦火の馬
マイケル・モーパーゴ著，佐藤 見
果夢訳

評論社　 2012

40 ダッシュ！ 村上しいこ著 講談社 2014

41 伝説のエンドーくん まはら三桃著 小学館 2014

42 都会のアリス 石井 睦美作，植田 真画 岩崎書店 2013

43 謎解きはディナーのあとで　1 東川 篤哉著 小学館　 2012

44 謎解きはディナーのあとで　2 東川 篤哉著 小学館　 2013

45 謎解きはディナーのあとで　3 東川 篤哉著 小学館　 2015

46 2.43　１ 壁井 ユカコ著 集英社　 2015

47 2.43　２ 壁井 ユカコ著 集英社　 2015

48 庭師の娘
ジークリート・ラウベ作，若松 宣
子訳，中村 悦子絵

岩波書店 2013

49 舟を編む 三浦 しをん著 光文社 2015

50 文学少年と運命の書 渡辺仙州作 ポプラ社 2014

51 ぼくの噓 藤野 恵美著 講談社　 2012

52 僕は小説が書けない 中村航、中田永一著 KADOKAWA 2014

53 本を味方につける本 永江 朗著 河出書房新社 2012

54 ほんとうのじぶん 石津ちひろ詩，加藤久仁生絵 理論社 2014

55 負けないパティシエガール
ジョーン・バウアー著，灰島 かり
訳

小学館 2013

56 まほろばの王たち 仁木英之著 講談社 2014

57 マルセロ・イン・ザ・リアルワールド
フランシスコ・X.ストーク作，千葉
茂樹訳

岩波書店 2013

58 紫の結び　１ 紫式部著，荻原 規子訳 理論社 2013

59 紫の結び　２ 紫式部著，荻原 規子訳 理論社 2013

60 紫の結び　３ 紫式部著，荻原 規子訳 理論社 2013

61 村上海賊の娘　上巻 和田 竜著 新潮社　 2013

62 村上海賊の娘　下巻 和田 竜著 新潮社　 2013

63 森をつくる C.Wニコル著 講談社 2013

64 楽園のカンヴァス 原田 マハ著 新潮社 2014

65 リョウ&ナオ 川端 裕人著 光村図書出版 2013

66 ロボットは東大に入れるか
新井紀子著，100%ORANGE装
画・挿画

イースト・プレス 2014

67 わたしの心のなか
シャロン・M・ドレイパー作，横山
和江訳

鈴木出版 2014
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