
№ 書名 著　　者 出版社 備   考

1 赤毛のアン モンゴメリ ポプラ社 全７巻

2 明日の水は大丈夫？バケツ一杯で考える「水の授業橋本淳司 技術評論社 教育委員会推薦

3 あなたはそこに 谷川俊太郎 マガジンハウス 教育委員会推薦

4 あのころはフリードリヒがいた リヒター 岩波書店

5 アンネの日記 アンネ・フランク 文藝春秋社

6 生きること学ぶこと 広中平祐 集英社

7 生きるわたしたちの思い 谷川俊太郎 角川マガジンズ 教育委員会推薦

8 いちご同盟 三田誠広 集英社 文庫

9 一瞬の風になれ 佐藤多佳子 講談社 全３冊

10 一色一生 志村ふくみ 講談社 文庫

11 生命(いのち)の樹 江崎雪子 ポプラ社

12 いのちわたし、画学生さんのぶんまで生きる 窪島誠一郎 アリス館

13 いのちをはぐくむ農と食 小泉武夫 岩波書店 新書

14 宇宙からの贈りもの 毛利衛 岩波書店 新書

15 エイジ 重松清 朝日新聞社 文庫

16 お江戸風流さんぽ道 杉浦日向子 小学館 文庫

17 お米は生きている自然と人間 富山和子 講談社

18 おちくぼ姫 田辺聖子 角川書店 文庫

19 大人になるヒント 中沢けい メディアパル

20 鬼の橋 伊藤遊 福音館書店

21 黄金の羅針盤上・下 プルマン 新潮社

22 解剖学教室へようこそ 養老孟司 筑摩書房

23 科学の目科学のこころ 長谷川眞理子 岩波書店

24 かぎりなくやさしい花々 星野富弘 偕成社

25 楽隊のうさぎ 中沢けい 新潮社 文庫

26 風が強く吹いている 三浦しをん 新潮社 文庫

27 カラフル（フォア文庫） 森絵都 理論社

28 漢詩入門 一海知義 岩波書店 新書

29 きいちゃん 山元加津子 アリス館

30 機関車先生 伊集院静 文藝春秋 文庫

31 キッチン 吉本ばなな 新潮社 文庫

32 君たちはどう生きるか 吉野源三郎 ポプラ社

33 きみの友だち 重松清 新潮社

34 銀河鉄道の夜 宮沢賢治 講談社 新書

35 けりたい背中 綿矢りさ 河出書房新書

36 行為の意味 宮澤章二 ごま書房新社

37 高円寺純情商店街 ねじめ正一 新潮社

38 こころの処方箋 河合隼雄 新潮社

39 五体不満足 乙武洋匡 講談社

40 国境なき医師団　貫戸朋子 ＮＨＫ「課外授業ようこそ先輩」製作グループ編ＫＴＣ中央出版

41 子どもたちの遺言 谷川俊太郎 佼成出版社 教育委員会推薦

42 今昔物語 川崎大治 童心社

43 最後のひと葉 オー・ヘンリー 偕成社

44 さびしいときは心のかぜです 原田大介・山元加津子 樹心社

45 サラダ記念日 俵万智 河出書房新社 歌集

46 山椒魚しびれ池のカモ 井伏鱒二 岩波書店 教育委員会推薦

47 詩人と絵描き子ども・絵本・人生をかたる 谷川俊太郎 講談社 教育委員会推薦

48 「自分の木」の下で 大江健三郎 朝日新聞出版

49 しゃばけ 畠中恵 新潮社

50 車輪の下 ヘッセ 偕成社

51 １５歳の残像 江國香織 新潮社

52 １４歳の君へどう考えどう生きるか 池田晶子 毎日新聞社

美郷町「読書１００泉（中学校部門）」
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53 職人 永六輔 岩波書店 新書

54 次郎物語(①～⑤) 下村湖人 偕成社

55 しろばんば 井上靖 講談社

56 深夜特急（①～⑥） 沢木耕太郎 新潮社 文庫

57 すいかの匂い 江國香織 新潮社

58 杉原千畝物語　命のビザをありがとう 杉原幸子 金の星社

59 蝉しぐれ 藤沢周平 文藝春秋

60 ゾウの時間ネズミの時間 本川達雄 中央公論新社

61 そこに僕はいた 辻仁成 新潮社 文庫

62 谷川俊太郎詩集 谷川俊太郎 思潮社 教育委員会推薦

63 小さな町の風景 杉みき子 偕成社

64 ちいさな労働者 フリードマン あすなろ書房

65 地球環境読本Ⅰ 加藤尚武 丸善出版

66 父の詫び状 向田邦子 文藝春秋 文庫

67 中学生からの作文技術 本多勝一 朝日新聞出版

68 チュウガクセイのキモチ あさのあつこ 小学館

69 沈黙の春 レイチェル・カーソン 新潮社 単行本

70 手塚治虫～未来からの使者～ 石子順 童心社 新書

71 トットちゃんとトットちゃんたち 黒柳徹子 講談社

72 夏の庭 湯本香樹実 徳間書店

73 西の魔女が死んだ 梨木香歩 新潮社 文庫

74 二十四の瞳 壺井栄 講談社

75 ネコはどうしてわがままか 日高敏隆 新潮社

76 のはらうた(①～⑥) くどうなおこ 童話屋 詩集

77 ハードル 青木和雄 金の星社

78 博士の愛した数式 小川洋子 新潮社

79 走れメロス 太宰治 ポプラ社 文庫本　７編

80 バッテリーⅠ あさのあつこ 教育画劇

81 ハッピーバースデー 青木和雄 金の星社

82 はてしない物語 ミヒャエル・エンデ 岩波書店

83 鼻・杜子春 芥川龍之介 金の星社 新書

84 花ときどき風 永田萠 東京書籍

85 春の数え方 日高敏隆 埼玉福祉会

86 琵琶湖のカルテ科学者たちからのメッセージ 今関信子 文研出版 教育委員会推薦

87 ブレイブ・ストーリー(①～④) 宮部みゆき 角川書店

88 ボクの学校は山と川 矢口高雄 白水社

89 ポケット詩集(①～③) 田中和雄編 童話屋 詩集

90 星野道夫の仕事①カリブーの旅 星野道夫 朝日新聞出版

91 ボッコちゃん 星新一 新潮社 文庫

92 マザー・テレサかぎりない愛の奉仕 沖守弘 くもん出版

93 祭りの場・ギヤマンビードロ 林京子 講談社

94 水と緑と土伝統を捨てた社会の行方 富山和子 中央公論新社 教育委員会推薦

95 水の名前 内山りゅう 平凡社 教育委員会推薦

96 森は生きている 富山和子 講談社

97 夜のピクニック 恩田陸 新潮社

98 漁師さんの森づくり森は海の恋人 畠山重篤 講談社

99 レ・ミゼラブル(上・下) ユーゴー 岩波書店

100 わたしを束ねないで 新川和江 童話屋


