
書名 著者名 出版社

1 一〇〇年前の女の子 船曳由美 文藝春秋
2 ドグラ・マグラ　上・下 夢野久作 KADOKAWAほか
3 ノラや 内田百閒 中央公論新社ほか
4 夜のピクニック 恩田陸 新潮社
5 チベット自由への闘い 櫻井よしこ PHP研究所
6 占領軍の検閲と戦後日本　閉された言語空間 江藤淳 文藝春秋
7 緑のなかで 椰月美智子 光文社
8 歌に私は泣くだらう 永田和宏 新潮社
9 永遠とは違う一日 押切もえ 新潮社

10 阪急電車 有川浩 幻冬舎
11 シャーロック・ホームズの冒険 コナン・ドイル 新潮社
12 校閲ガール 宮木あや子 KADOKAWA
13 賢者の贈りもの O・ヘンリー 新潮社
14 風に恋う 額賀澪 文藝春秋
15 ひと 小野寺文宜 祥伝社
16 ムーンナイト・ダイバー 天童荒太 文藝春秋
17 緑のなかで 椰月美智子 光文社
18 神さまを待っている 畑野智美 文藝春秋
19 南極ではたらく 渡貫淳子 平凡社
20 漂う子 丸山正樹 河出書房新社
21 愛なき世界 三浦しをん 中央公論新社
22 中高生からの論文入門 小笠原善康,片岡則夫 講談社
23 17歳のうた 坂井希久子 文藝春秋
24 ホケツ！ 小野寺文宜 祥伝社
25 ひとりずもう さくらももこ 小学館 ほか
26 夫の墓には入りません 垣谷美雨 中央公論新社
27 なぜ働き続けられない？ 鹿嶋敬 岩波書店
28 ルポ保育格差 小林美希 岩波書店
29 東京にオリンピックを呼んだ男 高杉良 KADOKAWA
30 強運の持ち主 瀬尾まいこ 文藝春秋
31 ヒマラヤに学校をつくる 吉岡大祐 旬報社
32 光の人 今井彰 文藝春秋
33 十代に共感する奴はみんな嘘つき 最果タヒ 文藝春秋
34 強運の持ち主 瀬尾まいこ 文藝春秋
35 その日のまえに 重松清 文藝春秋
36 文豪ナビ　夏目漱石 新潮文庫編 新潮社
37 手紙屋 喜多川泰 ディスカヴァー・トゥエンティワン

38 手紙屋　蛍雪篇 喜多川泰 ディスカヴァー・トゥエンティワン

39 民王 池井戸潤 文藝春秋
40 神去なあなあ夜話 三浦しをん 徳間書店
41 西の魔女が死んだ 梨木香歩 新潮社
42 迷路の外には何がある？ スペンサー・ジョンソン 扶桑社
43 あなたの話はなぜ「通じない」のか 山田ズーニー 筑摩書房
44 アイ・ロボット アイザック・アシモフ KADOKAWA　ほか
45 最強！大阪桐蔭高校吹奏楽部　 オザワ部長 学研プラス
46 たゆたえども沈まず 原田マハ 幻冬舎
47 英語に好かれるとっておきの方法 横山カズ 岩波書店
48 猫の客 平出隆 河出書房新社
49 バッタを倒しにアフリカへ 前野ウルド浩太郎 光文社
50 「どうせ無理」と思っている君へ 植松努 PHP研究所
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51 10代の子どもが育つ魔法の言葉 ドロシー・ロー・ノルト PHP研究所
52 読書する人だけがたどり着ける場所 齋藤孝 SBクリエイティブ
53 高校事変 松岡圭祐 KADOKAWA
54 置かれた場所で咲きなさい 渡辺和子 幻冬舎
55 10代にしておきたい17のこと 本田健 大和書房
56 カラフル 森絵都 文藝春秋
57 賞味期限のウソ 井出留美 幻冬舎
58 学問のすすめ 福沢諭吉 岩波書店
59 ものがたり宗教史 浅野典夫 筑摩書房
60 茶色の朝 フランク・パヴロフ 大月書店
61 わたしは13歳、学校に行けずに花嫁になる。 プラン・ジャパン　ほか 合同出版
62 ゲンバクとよばれた少年 中村由一 講談社
63 花や咲く咲く あさのあつこ 実業之日本社
64 ラノベ古事記 小野寺優 KADOKAWA
65 獣の奏者　Ⅰ闘蛇編、Ⅱ王獣編 上橋菜穂子 講談社
66 女の一生　一部・キクの場合/二部・サチ子の場合 遠藤周作 新潮社
67 星々の舟 村山由佳 文藝春秋
68 犬房女子 藤崎童士 大月書店
69 死体を科学する 上野正彦 KADOKAWA
70 平成の終焉 原武史 岩波書店
71 夏井いつきの世界一わかりやすい俳句の授業 夏井いつき PHP研究所
72 かもめのジョナサン リチャード・バック 新潮社
73 夏の庭 湯本香樹実 新潮社
74 ゴン太の青空 イサジコウ 共同文化社
75 桜の下で待っている 彩瀬まる 実業之日本社
76 お伽草紙・新釈諸国噺 太宰治 岩波書店
77 D坂の殺人事件 江戸川乱歩 KADOKAWA　ほか
78 燃えよ剣　上・下 司馬遼太郎 新潮社
79 マリー・アントワネットの日記　Rose、Bleu 吉川トリコ 新潮社
80 国境なき助産師が行く 小島毬奈 筑摩書房
81 プラントハンター 西畠清順 徳間書店
82 夢をかなえるゾウ 水野敬也 飛鳥新社
83 教室が、ひとりになるまで 浅倉秋成 KADOKAWA
84 おれに関する噂 筒井康隆 新潮社
85 舞台 西加奈子 講談社
86 ムーミン谷の彗星 トーベ・ヤンソン 講談社
87 イン・ザ・プール 奥田英朗 文藝春秋
88 かがみの孤城 辻村深月 ポプラ社
89 スマホが起こす「自分病」って何？ 和田秀樹 新講社
90 さようなら、私 小川糸 幻冬舎
91 落下する夕方 江國香織 角川書店
92 嫌われる勇気 岸見一郎・古賀史健 ダイヤモンド社
93 中高生のための「かたづけ」の本 杉田明子・佐藤剛史 岩波書店
94 鏡の法則 野口嘉則 総合法令出版
95 エミリの小さな包丁 森沢明夫 KADOKAWA
96 ０から１をつくる 本橋麻里 講談社
97 はい！こちら子ども記者相談室デス！ かめおか子ども新聞 新潮社
98 水沢文具店　あなただけの物語つづります 安澄加奈 ポプラ社
99 「空気」を読んでも従わない 鴻上尚史 岩波書店

100 幸せをつくるシゴト 山川咲 講談社
101 この川のむこうに君がいる 濱野京子 理論社


