
書名 著者名 出版社 出版年

1
一瞬の風になれ 〈第１部〉 講談社文庫 イ
チニツイテ

佐藤多佳子 講談社 2009

2
一瞬の風になれ 〈第２部〉 講談社文庫 ヨ
ウイ

佐藤多佳子 講談社 2009

3 一瞬の風になれ 〈第３部〉 講談社文庫 ド 佐藤多佳子 講談社 2009

4 宇宙少年 野口総一 講談社 2011

5 大盛りワックス虫ボトル 魚住直子 講談社 2011

6 風が強く吹いている　（新潮文庫） 三浦しをん 新潮社 2009

7 神様のカルテ （小学館文庫） 夏川草介 小学館 2011

8 神様のカルテ ２ 夏川草介 小学館 2010

9 鴨川ホルモ－　（角川文庫） 万城目学 角川書店 2009

10 元素生活 寄藤文平 化学同人 2009

11 希望のいる町 ジョーン・バウアー 作品社 2010

12 桐島、部活やめるってよ 朝井リョウ 集英社 2010

13 救命救急フライトドクター 岩貞るみこ 講談社 2011

14 靴を売るシンデレラ ジョーン・バウアー 小学館 2009

15 古事記物語 福永武彦 岩波書店 2000

16 氷石 久保田香里、飯野和好 くもん出版 2008

17 ゴールデンスランバー　（新潮文庫） 伊坂幸太郎 新潮社 2010

18 サキ短編集　（新潮文庫） サキ 新潮社 2007

19 三四郎はそれから門を出た（ポプラ文庫） 三浦しをん ポプラ社 2010

20 塩の街 （角川文庫） 有川浩 角川書店 2010

21 鹿の王　上 上橋菜穂子 KADOKAWA 2014

22 鹿の王　下 上橋菜穂子 KADOKAWA 2014

23 心霊探偵八雲 　１　赤い瞳は知っている 神永学 文芸社 2004

24 心霊探偵八雲 〈２〉 魂をつなぐもの 神永学 文芸社 2005

25 心霊探偵八雲 〈３〉 闇の先にある光 神永学 文芸社 2005

26 心霊探偵八雲 〈４〉 守るべき想い 神永学 文芸社 2005

27 心霊探偵八雲 〈５〉 つながる想い 神永学 文芸社 2006

28 心霊探偵八雲 〈６〉 失意の果てに 神永学 文芸社 2006

29 心霊探偵八雲 〈７〉 魂の行方 神永学 文芸社 2008

30 新１３歳のハローワーク 村上龍、はまのゆか 幻冬舎 2010

31 スリースターズ 梨屋アリエ 講談社 2007

32 種をまく人 ポ－ル・フライシュマン  あすなろ書房 1998

33 たまごを持つように まはら三桃 講談社 2009

34 冷たい校舎の時は止まる〈上〉 辻村深月 講談社 2004

35 冷たい校舎の時は止まる〈中〉 辻村深月 講談社 2004

36 冷たい校舎の時は止まる〈下〉 辻村深月 講談社 2004

37 天才たちのびっくり！？子ども時代 ジャン・ベルナ－ル・プイ 岩崎書店 2010

38 戸村飯店　青春１００連発 瀬尾まいこ 理論社 2008

39 虎と月 柳広司 理論社 2009

40 夏のくじら （文春文庫） 大崎梢 文藝春秋 2011

41 日本のもと　神さま 中沢新一 講談社 2011

42 二メートル 横山佳　高畠那生 ＢＬ出版 2010
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43 のぼうの城　上 和田竜 小学館 2010

44 のぼうの城　下 和田竜 小学館 2010

45 鉄のしぶきがはねる まはら三桃 講談社 2011

46 万里の長城 かこさとし 福音館書店 2011

47 左手一本のシュート 島沢優子 小学館 2011

48 ピアノはともだち 神山典士 講談社 2011

49 フィボナッチ ジョセフ・ダグニ－ズ さえら書房 2010

50 武士道シックスティ－ン （文春文庫） 誉田哲也 文藝春秋 2010

51 武士道セブンティ－ン （文春文庫） 誉田哲也 文藝春秋 2011

52 武士道エイティーン 誉田哲也 文藝春秋 2009

53 フュ－ジョン 濱野京子 講談社 2008

54 フリーター、家を買う。 有川浩 幻冬舎 2009

55 包帯クラブ 天童荒太 筑摩書房 2008

56 魔王（講談社文庫） 伊坂幸太郎 講談社 2008

57 水底フェスタ 辻村深月 文藝春秋 2011

58 野生動物のお医者さん 齊藤慶輔 講談社 2009

59 よくわかる宇宙と地球のすがた 国立天文台 丸善 2010

60 よくわかる気象・環境と生物のしくみ 国立天文台 丸善 2010

61
よくわかる身のまわりの現象・物質の不思
議

国立天文台 丸善 2011

62 夜のピクニック（新潮文庫） 恩田陸 新潮社 2006

63 リリース 草野たき ポプラ社 2010

64 若い人におくる龍馬のことば 小松成美 筑摩書房 2010
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