
書　　名 著作名 出版社 価　格
1 きみの友だち 重松　清 新潮社 ¥1,680
2 にごりえ・たけくらべ 樋口　一葉 新潮社 ¥380

3 きみが見つける物語
角川文庫編集部／編
乙一，東野圭吾，山田悠介
有川浩，梨屋アリエ

角川書店 ¥500

4 砂糖菓子の弾丸は撃ちぬけない 桜庭　一樹 角川書店 ¥500
5 ４ＴＥＥＮ 石田　衣良 新潮社 ¥1,470
6 風が強く吹いている 三浦　しをん 新潮社 ¥860
7 塩の街 有川　浩 角川書店 ¥700
8 退出ゲーム 初野　晴 メディアワークス ¥580
9 ぼくは悪党になりたい 笹生　陽子 角川書店 ¥460
10 暗いところで待ち合わせ 乙一 幻冬舎 ¥520
11 砂漠 伊坂　幸太郎 新潮社 ¥1,600
12 ぼくらの七日間戦争 宗田　理 ポプラ社 ¥1,260
13 バッテリー あさの　あつこ 角川書店 ¥540
14 18歳からのマナー・ブック 多湖　輝 新講社 ¥1,365
15 「悪いこと」したら、どうなるの？ 藤井　誠二 理論社 ¥1,260
16 この世でいちばん大事な「カネ」の話 西原　理恵子 理論社 ¥1,365
17 医療のこと、もっと知ってほしい 山岡　淳一郎 岩波書店 ¥819
18 職人を生きる 鮫島　敦 岩波書店 ¥819

19 世界から貧しさをなくす30の方法
田中優・樫田秀樹・マエキタ
ミヤコ／編

合同出版 ¥1,365

20 家を出る日のために 辰巳　渚 理論社 ¥1,260
21 ギャル農業 藤田　志穂 中央公論新社 ¥735
22 14歳からの社会学 宮台　真司 世界文化社 ¥1,365
23 伝える力 池上　彰 ＰＨＰ研究所 ¥840
24 世界を信じるためのメソッド 森　達也 理論社 ¥1,260
25 席を立たなかったクローデット フィリップ・フース 汐文社 ¥1,470
26 竜馬がゆく 司馬　遼太郎 文藝春秋刊 ¥660
27 プロフェッショナル　仕事の流儀 ＮＨＫ「プロフェッショナル」制作班／編 ポプラ社 ¥1,680
28 いつまでもいつまでもお元気で 知覧特攻平和会館／編 草思社 ¥1,000
29 瑠璃色の星 山崎　直子 世界文化社 ¥1,260
30 ボクの音楽武者修行 小澤　征爾　 新潮社 ¥420
31 新編　イチロー物語 佐藤　健 中央公論新社 ¥700
32 まだ17歳だけど、人生って面白いと思う 岩渕　大起 ポプラ社 ¥1,260
33 アンネの日記 アンネ・フランク 文藝春秋刊 ¥1,995
34 現代語訳　論語 齋藤　孝 筑摩書房 ¥903
35 がけっぷちナース 山内　梨香 飛鳥新社 ¥1,365
36 マザー・テレサ シャーロット・グレイ 偕成社 ¥1,680
37 五体不満足 乙武　洋匡 講談社 ¥540
38 約束の国への長い旅 篠　輝久 リブリオ出版 ¥1,260
39 妖怪アパートの幽雅な日常 香月　日輪 講談社 ¥470
40 獣の奏者 上橋　菜穂子 講談社 ¥660
41 忘れられた島 ヴォルフガンク・ホールバイン 創元社 ¥1,000
42 13ヵ月と13週と13日と満月の夜 アレックス・シアラー 求龍堂刊 ¥1,200
43 時の書（全３巻） ギヨーム・プレヴォー くもん出版 ¥1,680
44 ハリー・ポッターと死の秘宝（上下巻セット）Ｊ･Ｋ・ローリング 静山社 ¥3,990
45 モモ ミヒャエル・エンデ 岩波書店 ¥840
46 トムは真夜中の庭で フィリパ・ピアス 岩波書店 ¥756
47 ブレイブ・ストーリー 宮部　みゆき 角川書店 ¥819
48 西遊記 呉　承恩 岩波書店 ¥945
49 ビーバー族のしるし エリザベス・ジョージ・スピア あすなろ書房 ¥1,575
50 ダ・ヴィンチ・コード ダン・ブラウン 角川書店 ¥580
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51 ともしびをかかげて ローズマリ・サトクリフ 岩波書店 ¥714
52 おもしろくても理科 清水　義範 講談社 ¥490
53 へんないきもの 早川　いくを 新潮社 ¥540

56 脳のはたらきがわかる本 小長谷　正明 岩波書店 ¥861
57 生きた地球をめぐる 土屋　愛寿 岩波書店 ¥882
58 時間とは何か 池内　了 講談社 ¥1,500
59 動物のヒミツ51 多摩動物公園 築地書館 ¥1,680
60 今森光彦　ネイチャーフォト・ギャラリー 今森　光彦 偕成社 ¥1,890
61 科学の扉をノックする 小川　洋子 集英社 ¥1,470
62 空想科学読本 柳田　理科雄 メディアファクトリー ¥1,260
63 ウンココロ 寄藤　文平，藤田　紘一郎 実業之日本社 ¥580
64 坊っちゃん 夏目　漱石 新潮社 ¥300
65 オチケン！ 大倉　崇裕 理論社 ¥1,365
66 佐賀のがばいばあちゃん 島田　洋七 徳間書店 ¥540
67 フライ，ダディ，フライ 金城　一紀 角川書店 ¥540
68 ショート・トリップ 森　絵都 集英社文庫 ¥460
69 ボタニカル・ライフ いとうせいこう 新潮社 ¥620
70 あらしのよるにシリーズ 木村　裕一 講談社 ¥7,350
71 新星一ショートショート１００１〈全3冊〉 星　新一 新潮社 ¥31,500
72 おもしろ落語図書館 三遊亭　円窓 大日本図書 ¥1,835
73 チョコレート工場の秘密 ロアルド・ダール 評論社 ¥1,260
74 鹿男あをによし 万城目　学 幻冬舎 ¥1,575
75 生協の白石さん 白石　昌則 講談社 ¥1,000
76 卵の緒 瀬尾　まいこ マガジンハウス ¥1,470
77 しゃばけ 畠中　恵 新潮社 ¥540
78 ミタカくんと私 銀色　夏生 新潮社 ¥380
79 レインツリーの国 有川　浩 新潮社 ¥1,260
80 直筆で読む「人間失格」 太宰　治 集英社文庫 ¥1,470
81 階段途中のビッグ・ノイズ 越谷　オサム 幻冬舎 ¥630
82 ぼくは勉強ができない 山田　詠美 新潮社 ¥420
83 夏の庭 湯本　香樹実 新潮社 ¥420
84 サクリファイス 近藤　史恵 新潮社 ¥460
85 岳物語 椎名　誠 集英社文庫 ¥450
86 東京タワー リリー・フランキー 扶桑社 ¥1,575
87 死神の精度 伊坂　幸太郎 文藝春秋刊 ¥1,500
88 神様のカルテ 夏川　草介 小学館 ¥1,260
89 イギリス海岸 木村　紅美 メディアファクトリー ¥1,260
90 26年２か月 松田　十刻 もりおか文庫 ¥730
91 宮澤賢治　愛のうた 澤口　たまみ もりおか文庫 ¥800
92 屋上ボーイズ 阿部　暁子 集英社 ¥540
93 虹色ほたる 川口　雅幸 アルファポリス ¥599
94 銀輪の覇者 斎藤　純 早川書房 ¥798
95 天を衝く 高橋　克彦 講談社 ¥770
96 踊るジョーカー 北山　猛邦 東京創元社 ¥1,680
97 村長ありき 及川　和男 れんが書房新社 ¥1,680
98 ユタと不思議な仲間たち 三浦　哲郎 新潮社 ¥420
99 つづきの図書館 柏葉　幸子 講談社 ¥1,575
100 タマラセ 六塚　光 角川書店 ¥660

合計140,584円

¥1,995宇宙への秘密の鍵55
ルーシー・ホーキング，
スティーヴン・ホーキング

岩崎書店

ファーブル昆虫記
ジャン・アンリファーブル，
ケビンショート

講談社 ¥81954


