
書　名 著者名 出版社

青いイルカの島 スコット・オデル∥作 藤原 英司∥訳 理論社

青空のむこう アレックス・シアラー∥作　金原　瑞人∥訳 求竜堂

赤毛のゾラ　上・下 クルト・ヘルト∥作 長崎出版

足音がやってくる マーガレット・マーヒー∥作 青木 由紀子∥訳 岩波書店

あのころはフリードリヒがいた H・Ｐ・リヒター∥作　岩淵　 慶造∥挿絵　上田　真而子∥訳 岩波書店

アルケミスト　夢を旅した少年 パウロ・コエーリョ∥作 地湧社

アルジャーノンに花束を ダニエル・キイス∥作　小尾 芙佐∥訳 早川書房

アンネの日記 アンネ・フランク∥作　深町　真理子∥訳 文芸春秋

石切り山の人びと 竹崎 有斐∥作 偕成社

1歳から100歳の夢 日本ドリームプロジェクト∥作 いろは出版

一瞬の風になれ １～３ 佐藤　多佳子∥作 講談社

ウォーターシップ・ダウンのウサギたち　上・下 リチャード・アダムズ∥著　神宮輝夫∥訳 評論社

兎の眼 灰谷　健次郎∥作 理論社

宇宙からの帰還 立花　隆∥作 中央公論社

王への手紙　上・下 トンケ・ドラフト∥作 西村　由美∥訳 岩波書店

オオカミに冬なし リュートゲン∥作 　中野　重治∥訳　ブリッシュ∥絵 岩波書店

おおきな木 シェル・シルヴァスタイン∥作　村上　春樹∥訳 あすなろ書房

落ちこぼれ 茨木　のり子∥詩 水内　喜久雄∥選 理論社

鬼の橋 伊藤　遊∥作 太田　大八∥画 福音館書店

科学は歴史をどう変えてきたか マイケル・モーズリー、ジョン・リンチ∥著　久芳清彦∥訳 東京書籍

ガールズインラブ ジャクリーン・ウィルソン∥作　尾高　薫∥訳 理論社

怪談 小泉　八雲∥作　平井　呈一∥訳　須田　寿∥絵　　 偕成社

風をつむぐ少年 ポール・フライシュマン∥作　片岡　しのぶ∥訳 あすなろ書房

かはたれ　散在が池の河童猫 朽木　祥∥作 福音館書店

カラフル 森　絵都∥作 理論社

希望　命のメッセージ 鎌田　實・佐藤真紀∥作 東京書籍

きみの友だち 重松　清∥作 新潮社

木を植えた男 ジャン・ジオノ∥作　フレデリック・バック∥絵　寺岡　襄∥訳 あすなろ書房

幻狼神異記1～3 横山　充男∥作 ポプラ社

クラバート プロイスラー∥作　H・ホルツィング∥絵　中村  浩三∥訳 偕成社

クレーの絵本 パウル・クレー∥絵 谷川　俊太郎∥文 講談社

クローディアの秘密 E・L・カニグズバーグ∥作 松永　ふみ子∥訳 岩波書店

ゲド戦記　全６巻 U・K・ル・グウィン∥作 清水　真砂子∥訳 岩波書店

ケルトの白馬 ローズマリー・サトクリフ∥作　灰島　かり∥訳 ほるぷ出版

九つの銅貨 デ・ラ・メア∥作　脇　明子∥訳　清水　義博∥画 福音館書店

5000匹のホタル 松下　竜一∥作 今井　弓子∥絵 理論社

この本が世界に存在することに 角田　光代∥作 メディアﾌｧｸﾄﾘｰ

西遊記　上・下 呉　承恩∥作　 瀬川　康男∥画　 君島　久子∥訳 福音館書店

サンネンイチゴ 笹生　陽子∥作 理論社

ジークⅠ～Ⅱ 斉藤　洋∥作 小澤　摩純∥絵 偕成社

シェイクスピア物語 ラム∥作　矢川澄子∥訳 岩波書店

時間のない国で　上・下 ケイト・トンプソン∥作 東京創元社

ジキル博士とハイド氏 スティーヴンスン∥作 各務　三郎∥訳 岩崎書店

シャーロックホウムズ　まだらのひも コナン・ドイル∥編 林　克己∥訳 岩波書店

13歳からの自信力 河地　和子∥編著 朝日新聞社

13歳のハローワーク 村上　龍∥著 幻冬舎

植物図鑑 有川　浩∥作 角川書店

盾　シールド 村上　龍∥作 幻冬舎

スガンさんのヤギ ドーデ∥原作 エリック・バテュー∥絵 西村書店

鈴の鳴る道　花の詩画集 星野　富弘∥作 偕成社

中学生・高校生の本 １００選   米子市立図書館



ステップ・ファザー・ステップ 宮部  みゆき∥作 講談社

生命の樹　チャールズ・ダーウィンの生涯 ピーター・シス∥文・絵　原田  勝∥訳 徳間書店

精霊の守り人 上橋　菜穂子∥作　 二木　真希子∥絵 偕成社

千の風になって 新井　満∥日本語詩 作者不明∥原詩 講談社

”It(それ）”と呼ばれた子 デイヴ・ベルザー∥作 田栗　美奈子∥訳 青山出版社

そよかぜキャットナップ 靖子　靖史∥著 講談社

タイムマシン H・Ｇ・ウェルズ∥作　金原　瑞人∥訳　 岩波書店

だからあなたも生きぬいて 大平 光代∥作 講談社

中学生で出会っておきたい71の言葉 覚　和歌子∥編 ＰＨＰエディターズグループ

沈黙の春 レイチェル・カーソン∥作　青樹  簗一∥訳 新潮社

時の旅人 アリソン・アトリー∥作　小野　章∥訳 評論社

どくとるマンボウ航海記 北　杜夫∥作　 新潮社

どっこい巨人は生きていた メアリー・ノートン∥作　猪熊葉子∥訳 岩波書店

ドーム郡ものがたり1～3 芝田　勝茂∥作　佐竹　美保∥絵 小峰書店

トムは真夜中の庭で F・ピアス∥作　S・アインツィヒ∥絵　高杉　一郎∥訳 岩波書店

ドラゴンライダー　1～4 クリストファー・パオリーニ∥作　大嶌　双恵∥訳 ヴィレッジ・ブックス

どろぼうの神さま コルネーリア・フンケ∥作 WAVE出版

ドン・キホーテ セルバンテス作 岩波書店

ナゲキバト ラリー・バークダル∥作　片岡　 しのぶ∥訳 あすなろ書房

なまくら 吉橋　通夫∥作 講談社

西の魔女が死んだ 梨木  香歩∥作　　 小学館

ニルスのふしぎな旅　上・下 ラーゲルレーヴ∥作 　菱木  晃子∥訳　 福音館書店

バーティミアス1～3 ジョナサン・ストラウド∥作金原　瑞人∥訳 理論社

バッテリーⅠ～Ⅵ あさの　あつこ∥作 佐藤　真紀子∥絵　教育画劇

ハッピーバースデー 青木　和雄・吉富　多美∥作　　　　　　　　　　　　　　金の星社

はてしない物語 ミヒャエル・エンデ∥作　上田　真而子∥訳 岩波書店

鼻・杜子春 芥川　竜之介∥作  小林　与志∥画 金の星社

肥後の石工 今西　祐行∥作 岩波書店

漂白の王の伝説 ラウラ・ガジェゴ・ガルシア∥作　松下直弘∥訳 偕成社

ビルマの竪琴 竹山　道雄∥作　 偕成社

一房の葡萄 有島　武郎∥作 岩波書店

豚の死なない日 ロバート・ニュートン・ペック∥作　金原　瑞人∥訳 白水社

ブラッカムの爆撃機 ロバート・ウェストール∥作　金原　瑞人∥訳　宮崎　駿∥編 岩波書店

碧空の果てに 濱野　京子∥作 角川書店

ぼくと<ジョージ> E・Ｌ・カニグズバーグ∥作　松永 ふみ子∥訳 岩波書店

ぼくらの七日間戦争 宗田　理∥作 ポプラ社

星の王子さま サン＝テグジュペリ∥作　内藤　濯∥訳 岩波書店

ホビットの冒険　上・下 Ｊ・Ｒ・Ｒ・トールキン∥作　瀬田　貞二∥訳　 岩波書店

マルカの長い旅 ミリヤム・プレスラー∥作 徳間書店

水木サンの幸福論 水木　しげる∥作 角川書店

めざめれば魔女 マーガレット・マーヒー∥作　清水　真砂子∥訳　 岩波書店

モリー先生との火曜日 ミッチ・アルボム∥作　別宮　貞徳∥訳 NHK出版

モンテ・クリスト伯　上・中・下 アレクサンドル・デュマ∥作　竹村　猛∥編訳 岩波書店

指輪物語　全６ Ｊ・Ｒ・Ｒ・トールキン∥作　瀬田　貞二∥訳　寺島　龍一∥絵 評論社

夢を堀りあてた人 ヴィーゼ∥作　　大塚　勇三∥訳　 岩波書店

ヨーンじいちゃん ぺーター・ヘルトリング∥作　上田　真而子∥訳 偕成社

夜と霧 ヴィクトール・E・フランクル∥作　池田　香代子∥訳 みすず書房

RDG　レッドデータガール1～5 荻原　規子∥作 角川書店

レ・ミゼラブル ヴィクトル・ユゴー∥作　清水 正和∥編・訳 福音館書店

わたしたちの島で アストリッド・リンドグレーン∥作 岩波書店

読書で体験！ 創り出そう　夢・未来！


