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 平成 23 年 4 月の小学校学習指導要領の改訂に当たり、都立多摩図

書館では、5 社の出版社の国語教科書で紹介された本が一覧できる

「小学校国語教科書に紹介された本 １・２年生」、「小学校国語教

科書に紹介された本 ３・４年生」、「小学校国語教科書に紹介され

た本 ５・６年生」（『ぷらたなす 60 号・61 号・62 号』）を作成し

ました。冊子を選書の参考にしたり、学習会のテーマとして取り上

げるなど様々に活用していただき、学校や図書館、読書活動などに

関わる方からご好評をいただくとともに、「中学校版も作ってほし

い」というお声が多数寄せられました。 

 そこで、今回は、小学校と同じ 5 社の出版社が発行している中学

校の国語教科書に紹介されている本をリストにしました。社会の中

の様々な物事に興味を持ち、自分と他者を深く見つめ直す年代の国

語教科書で、どのような本を紹介しているかを知り、それぞれの場

で読書活動にお役立ていただければ幸いです。 
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はじめに 

 
中学校の国語の教科書は、学校図書、教育出版、三省堂、東京書

籍、光村図書出版の５社から発行されています。調査の結果、学校

図書の教科書には、本の紹介が掲載されていませんでした。そのた

め、以下の数値は、他の４社の教科書を対象にしています。 

 

４社で紹介された本の合計は 661冊、573点にのぼります。 

中学校１年生から３年生までで紹介された本を日本十進分類法

（NDC）に基づいて分類すると、以下のようになります。 

冊数 点数 0門 1門 2門 3門 4門 5門 6門 7門 8門 90～ 92～ 絵本 漫画 CD

１年 228 211 1 5 5 13 22 11 8 14 6 87 32 5 2 0

２年 219 203 0 6 9 19 15 7 4 16 11 79 31 5 0 1

３年 214 201 4 9 16 22 20 4 1 4 5 82 33 0 0 1

全体 661 573 5 16 30 52 54 20 13 33 21 232 84 9 2 2  
※ NDC9版…0 門：総記、1 門：哲学、2門：歴史・地理、3 門：社会科学、4 門：自然科

学、5門：技術・工学、6門：産業、7門：芸術・スポーツ、8門：言語、9門：文学 

※「全体」の点数、各分類の点数は、学年間の重複をのぞいた数です。 

 

どの学年でも 200 冊程度の本を

紹介しており、分野ごとの掲載冊

数の傾向も似ています。 

１～３年全体について、分野ご

との割合をグラフにすると、左図

のようになります。 

０門から８門までの、いわゆる

ノンフィクションの本が 42％、９

門の文学が 55％で、小学校の教科
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書に比べると、ノンフィクションの本が高い割合を占めています。

また、小学校の教科書にはなかった漫画や CDなども紹介されていま

す。ノンフィクションの中では、学年が上がるほどに１門（哲学や

生き方に関する本）や３門（社会や国際関係の理解に役立つ本）の

本が多くなる傾向にあります。 

一方、出版社によっては、紹介冊数に大きな差があります。最も

多く紹介している光村図書出版は１学年平均 84.7冊、３学年合計で

254 冊を取り上げている一方、最も少ない東京書籍ではそれぞれ 37

冊と 111冊になっています。 

光村図書出版 東京書籍 三省堂 教育出版

１年 87 40 48 53

２年 88 36 43 52

３年 79 35 33 67

合計 254 111 124 172

1学年平均 84.7 37.0 41.3 57.3  



◆ ０門 （総記）
1 情報のさばき方　外岡秀俊　朝日新聞社　2006 光3

2 図書館が教えてくれた発想法　高田高史　柏書房　2007 光3

3 博物館へ行こう　木下史青　岩波書店　2007 光3

4 池上彰の新聞勉強術　池上彰　ダイヤモンド社　2006 東3

5 新聞の読みかた　岸本重陳　岩波書店　1992 光1

◆ １門 （哲学）
1 14歳からの哲学　池田晶子　トランスビュー　2003 教3 光3

2 はじめて考えるときのように　野矢茂樹　PHP研究所　2004 教1 光3 三3

3 子どものための哲学対話　永井均　講談社　2009 教3 光3

4 いのちってなんだろう　中村桂子　佼成出版社　2007 光2

5 こども論語塾　安岡定子　明治書院　2008 三3

6 論語　金谷治　岩波書店　1999 教2

7 世界一やさしい問題解決の授業　渡辺健介　ダイヤモンド社　2007 光1

8 思考の整理学　外山滋比古　筑摩書房　1986 教2 光3 三3

9 善悪ってなに？働くってどんなこと？　小浜逸郎　草思社　2005 東3

10 ここからはじまる倫理　アンソニー・ウエストン　春秋社　2004 東3

11 自分を好きになる本　パット=バルマー　径書房　1991 教2

12 キミが勉強する理由　藤原和博　朝日新聞出版　2008 光1

13 プチ哲学　佐藤雅彦　中央公論新社　2004 教1 三3

14 ブッタとシッタカブッタ　小泉吉宏　KADOKAWA　2003 教2 光3

15 目を閉じて心開いて　三宮麻由子　岩波書店　2002 三1

16 大人になるヒント　中沢けい　メディアパル　2008 光2 教2

中学校の国語教科書　掲載図書リスト

凡　　例

１．原則として日本十進分類法（NDC）の順に排列した。なお、９門のみ
　　便宜上、900～919を「（１）日本」、920～999を「（２）海外」と区分した。
　　※分類は、都立図書館および国立国会図書館の分類に基づいて適用し
た。
２．掲載教科書を以下の略号で記載した。学年は、略号右の数字で表した。
　　　　教：教育出版　　三：三省堂　　東：東京書籍　　光：光村図書出版
　　　　(例)東京書籍の３年生の教科書　→　東3
３．表紙のみでタイトルが明確に記されていない場合や、本文中の一部のみを
　　取り上げたものは原則として採録していない。
　　※教科書には出版社が明記されていないため、複数の版で出ている
　　 　ものについては、原則として最新のものを記載した。
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◆ ２門 （歴史・地理）
1 環境と文明の世界史　石弘之、安田喜憲、湯浅赳男　洋泉社　2001 光2

2 1941年12月8日　江口圭一　岩波書店　1991 教3

3 遺跡が語る日本人のくらし　佐原真　岩波書店　1994 東2

4 日本人と日本文化　司馬遼太郎、ドナルド=キーン　中央公論新社　1996 教3

5 日本という国　小熊英二　理論社　2006 光3

6 東京が燃えた日　早乙女勝元　岩波書店　1979 教2

7 故事成句でたどる楽しい中国史　井波律子　岩波書店　2004 教1

8 尾瀬をまもる人びと　後藤允　大日本図書　1995 教3

9 創造を求めて　宮崎駿、佐藤可士和　学研　2009 三2

10 月のえくぼを見た男　鹿毛敏夫　くもん出版　2008 三3

11 天と地を測った男　岡崎ひでたか　くもん出版　2003 三3

12 天馬のように走れ　那須田稔　ひくまの出版　2007 三2

13 運命の海に出会って　マーティ=ジェザー　ほるぷ出版　1994 教3

14 キング牧師の力づよいことば　ドリーン=ラパポート、もりうちすみこ　国土社　2002 三3

15 コルチャック先生　近藤康子　岩波書店　1995 教1

16 クラウディアの祈り　村尾靖子　ポプラ社　2009 三3

17 自由のたびびと南方熊楠　三田村信行　PHP研究所　1992 教1

18 生きてます、15歳　井上美由紀　ポプラ社　2001 光3

19 ご冗談でしょう、ファインマンさん　R.P.ファインマン、大貫昌子　岩波書店　2000 光3

20 塩っぱい河をわたる　野添憲治　社会評論社　2006 東2

21 生きること　学ぶこと　広中平祐　集英社　2011 光3

22 嵐の大地　パタゴニア　関野吉晴　小峰書店　1995 光1

23 グレートジャーニー　関野吉晴　筑摩書房　2003 東3

24 いま生きているという冒険　石川直樹　理論社　2006 光3

25 ヒマラヤで考えたこと　小野有五　岩波書店　1999 三2

26 ぎゅぎゅっとインド　鈴木博子　彩図社　2006 東3

27 イラクの小さな橋を渡って　池澤夏樹、本橋成一　光文社　2003 三3

28 旅をする木　星野道夫　文藝春秋　1999 教2

29 地球温暖化、沈みゆく楽園　ツバル　山本敏晴　小学館　2008 光1

30 写真でわかる謎への旅　柳谷杞一郎　雷鳥社　2005 光2

◆ ３門 （社会科学）
1 平和の種をまく　大塚敦子　岩崎書店　2006 三1

2 ぼくの見た戦争　高橋邦典　ポプラ社　2003 光1

3 フォト・ジャーナリストの眼　長倉洋海　岩波書店　1992 光1

4 学ぶこと　思うこと　加藤周一　岩波書店　2003 光3

5 「里」という思想　内山節　新潮社　2005 教3

6 NHK地球データマップ　NHK「地球データマップ」制作班　日本放送出版協会　2008 東1

7 民主主義という不思議な仕組み　佐々木毅　筑摩書房　2007 東3

8 ハンナのかばん　カレン=レビン、石岡史子　ポプラ社　2002 三2
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9 ハンナのかばん　カレン=レビン　ポプラ社　2006 教1

10 絵で読む　広島の原爆　那須正幹　福音館書店　1995 光1

11 国際感覚ってなんだろう　渡部淳　岩波書店　1995 東3

12 戦争はなぜ起こるか　佐藤忠男　ポプラ社　2001 東1

13 15歳のナガサキ原爆　渡辺浩　岩波書店　2002 東1

14 ヒロシマ―壁に残された伝言　井上恭介　集英社　2003 光2 三2

15 平和をつくった世界の20人　ケン・ベラー、ヘザー・チェイス　岩波書店　2009 東1

16 父と娘の法入門　大村敦志　岩波書店　2005 光3

17 ドッグ・シェルター　今西乃子　金の星社　2002 光2 教2

18 わたしたちと裁判　後藤昭　岩波書店　2006 東3

19 レモンをお金にかえる法　ルイズ・アームストロング、佐和隆光　河出書房新社　2005 光3

20 14歳からの社会学　宮台真司　世界文化社　2008 光2

21 メディア・リテラシー入門　池上彰　オクムラ書店　2008 光3

22 世界を信じるためのメソッド　森達也　理論社　2006 光2 東3

23 友だち幻想　菅野仁　筑摩書房　2008 東3

24 わかりやすく<伝える>技術　池上彰　講談社　2009 光2

25 梅干と日本刀　樋口清之　祥伝社　2000 東2

26 「ニッポン社会」入門　コリン・ジョイス　日本放送出版協会　2006 東3

27 パパラギ　エーリッヒ・ショイルマン　ソフトバンククリエイティブ　2009 東3

28 欧米人が沈黙するとき　直塚玲子　大修館書店　1980 東3

29 児童労働　アムネスティ・インターナショナル　リブリオ出版　2008 東2

30 13歳のハローワーク　村上龍　幻冬舎　2003 光3

31 14歳からの仕事道　玄田有史　イースト・プレス　2011 光2 教2 東3

32 新　13歳のハローワーク　村上龍、はまのゆか　幻冬舎　2010 東3

33 職人　永六輔　岩波書店　1996 光3

34 女性の権利　赤松良子　岩波書店　2005 教1

35 地球家族　ピーター・メンツェル　TOTO出版　1994 東3

36 車イスから見た街　村田稔　岩波書店　1994 東2

37 ボランティアの考え方　秦辰也　岩波書店　1999 光2

38 もう、死なせない！　桃井和馬　フレーベル館　2004 東2

39 盲導犬が日本に生まれた日　武内恒之　偕成社　2004 三1

40 救助犬ベア　スコット=シールズ、ナンシー=M=ウェスト　金の星社　2005 三3

41 バリアフリーをつくる　光野有次　岩波書店　1998 教2

42 クイールを育てた訓練士　多和田悟、矢貫隆　文藝春秋　2009 光2

43 緒方貞子　難民支援の現場から　東野真　集英社　2003 光3

44 先生はえらい　内田樹　筑摩書房　2005 教2

45 チュウガクセイのキモチ　あさのあつこ　小学館　2008 光1

46 なんのために生きているんだろう？　こんのひとみ　ポプラ社　2003 教2

47 フィンランド・メソッド入門　北川達夫　経済界　2005 三3

48 常識の世界地図　21世紀研究会　文藝春秋　2001 東3

49 暮らしの和道具　遠藤ケイ　筑摩書房　2006 光2
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50 地球の食卓　ピーター・メンツェルほか　TOTO出版　2006 光2

51 頭のいい江戸のエコ生活　菅野俊輔　青春出版社　2010 東1

◆ ４門 （自然科学）
1 自分の体で実験したい　レスリー・デンディ、メル・ボーリング　紀伊國屋書店　2007 東3

2 科学の考え方・学び方　池内了　岩波書店　1996 東2 教2 光3

3 自然をつかむ７話　木村龍治　岩波書店　2003 光1

4 雪は天からの手紙　中谷宇吉郎　岩波書店　2002 教1

5 科学の扉をノックする　小川洋子　集英社　2008 教3

6 科学的とはどういうことか　板倉聖宜　仮説社　2010 光2

7 里山百年図鑑　松岡達英　小学館　2008 三1

8 数の悪魔　エンツェンスベルガー、丘沢静也　晶文社　1998 光3

9 アインシュタインが考えたこと　佐藤文隆　岩波書店　1981 教2

10 いっしょに考えてみようや　小林誠、益川敏英　朝日新聞出版　2009 光3

11 137億光年のヒトミ　鳴沢真也　草炎社　2006 光2

12 ガリレオがひらいた宇宙のとびら　渡部潤一　旬報社　2008 三3

13 眠れなくなる宇宙のはなし　佐藤勝彦　宝島社　2008 光2

14 大望遠鏡「すばる」誕生物語　小平桂一　金の星社　1999 光2

15 一億個の地球　星くずからの誕生　井田茂、小久保英一郎　岩波書店　1999 光3

16 なぜ、めい王星は惑星じゃないの？　布施哲治　くもん出版　2007 三3

17 新しい太陽系　渡部潤一　新潮社　2007 三3

18 月のきほん　白尾元理　誠文堂新光社　2006 光3

19 地球大紀行　１　手塚治虫　日本放送出版協会　1987 三1

20 流氷の伝言　小原玲　教育出版　2009 光1

21 気候変動＋２℃　山本良一　ダイヤモンド社　2006 三1

22 不都合な真実　アル=ゴア、枝廣淳子　ランダムハウス講談社　2007 三2

23 鉄が地球温暖化を防ぐ　畠山重篤　文藝春秋　2008 教3

24 白い海、凍る海―オホーツク海のふしぎ　青田昌秋　東海大学出版会　1993 光1

25 すべてのいのちが愛おしい　柳澤桂子　集英社　2007 光3

26 想像力の地球旅行　荒俣宏　角川書店　2004 教3

27 春の数えかた　日高敏隆　新潮社　2005 光1

28 世界にたったひとつ君の命のこと　奥本大三郎　世界文化社　2007 三3

29 サルが木から落ちる　スーザン・E・クインラン　さ・え・ら書房　2008 光1

30 生物が生物である理由　爆笑問題、福岡伸一　講談社　2008 光1 三3

31 ミイラになったブタ　自然界の生きたつながり　スーザン=E=クインラン　さ・え・ら書房　1998 教1

32 草花のふしぎ世界探検　ピノッキオ編著　岩波書店　2005 光1

33 蝶々はなぜ菜の葉にとまるのか　稲垣栄洋　草思社　2006 光1

34 動物と向きあって生きる　坂東元　角川学芸出版　2006 光1

35 ゾウの時間　ネズミの時間　本川達雄　中央公論社　1992 光2 教2 三3

36 生きもののおきて　岩合光昭　筑摩書房　1999 光1

37 クモの糸の秘密　大﨑茂芳　岩波書店　2008 教1
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38 みつばちの家族は50000びき　大村光良　文研出版　1982 教1

39 ファーブルの昆虫記　ファーブル　岩波書店　2000 教1

40 ファーブルの昆虫記　中村浩、江口清　講談社　1986 光2

41 素数ゼミの謎　吉村仁　文藝春秋　2005 光1 教1

42 モグラ博士のモグラの話　川田伸一郎　岩波書店　2009 光1

43 ゆたかな命のために　甲斐裕美　偕成社　1997 三1

44 小児病棟の四季　細谷亮太　岩波書店　2002 光2

45 自分の脳を自分で育てる　川島隆太　くもん出版　2001 三3

46 脳を育て、夢をかなえる　川島隆太　くもん出版　2003 光2

47 解剖学教室へようこそ　養老孟司　筑摩書房　2005 教3 光3

48 進化しすぎた脳　池谷裕二　講談社　2007 光3

49 海馬　脳は疲れない　池谷裕二、糸井重里　新潮社　2005 教1

50 ウイルスってなんだろう　岡田吉美　岩波書店　2005 教2

51 多重化するリアル　香山リカ　筑摩書房　2006 教3

52 ベト・ドクが教えてくれたもの　ベトちゃん・ドクちゃんの発達を願う会　クリエイツかもがわ　2009 三2

53 ハンセン病を生きて　伊波敏男　岩波書店　2007 東2

54 救急医、世界の災害現場へ　山本保博　筑摩書房　2001 光2

◆ ５門 （技術・工学）
1 道具にヒミツあり　小関智弘　岩波書店　2007 三1

2 町工場　スーパーなものづくり　小関智弘　筑摩書房　2009 三1 東2

3 ものづくりに生きる　小関智弘　岩波書店　1999 光1

4 川は生きている　富山和子　講談社　1994 東1

5 暮らしの水・社会の水　岡崎稔　岩波書店　2003 三1

6 ぼくたちのまち　世界のまち　福川裕一　岩波書店　1999 光3

7 体にいい水おいしい水　岡崎稔　技報堂出版　2005 三1

8 地球環境のしくみ　島村英紀　さ・え・ら書房　2008 東1

9 循環型社会入門　片谷教孝　オーム社　2001 三2

10 地球を救うエコ数字　左巻健男　小学館　2008 三2

11 沈黙の春　レイチェル・カーソン、青樹簗一　新潮社　2004 光2

12 法隆寺を支えた木　西岡常一、小原二郎　日本放送出版協会　1978 光2

13 木のいのち木のこころ　天・地・人　西岡常一、小川三夫、塩野米松　新潮社　2005 教1

14 木に学べ　西岡常一　小学館　2003 東2

15 ライト兄弟はなぜ飛べたのか　土佐幸子　さ・え・ら書房　2005 三1

16 宇宙からの贈りもの　毛利衛　岩波書店　2001 光1 教3

17 国際宇宙ステーションとはなにか　若田光一　講談社　2009 光2

18 宇宙からの帰還　立花隆　中央公論新社　1985 光3

19 和菓子のほん　中山圭子　福音館書店　2008 三1

20 砂糖の世界史　川北稔　岩波書店　1996 光3
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◆ ６門 （産業）
1 食料自給率がわかる事典　生源寺眞一　PHP研究所　2009 東1

2 たべものがたり　山本良一　ダイヤモンド社　2009 東1

3 フード・マイレージ　中田哲也　日本評論社　2007 東1

4 いのちをはぐくむ農と食　小泉武夫　岩波書店　2008 光1

5 ありがとう障害犬タロー　小森泰治　アスペクト　2008 三1

6 いのちの食べかた　森達也　イースト・プレス　2011 教1

7 森よ生き返れ　宮脇昭　大日本図書　1999 光2

8 森は生きている　富山和子　講談社　2012 光2

9 屋久島の山守千年の仕事　高田久夫　草思社　2007 光2

10 「子供の森」計画　財団法人オイスカ　オイスカ　2008 東1

11 里山のおくりもの　今森光彦　世界文化社　2008 三1

12 里山はトトロのふるさと　廣井敏男　旬報社　2004 光3

13 テレビの自画像　桜井均　筑摩書房　2001 光2

◆ ７門 （芸術・スポーツ）
1 美について　今道友信　講談社　1973 光2

2 『モナリザ』の微笑み　布施英利　PHP研究所　2009 光2

3 日本美術101鑑賞ガイドブック　神林恒道　三元社　2008 東2

4 雪月花の心　栗田勇　祥伝社　2008 東2

5 知識無用の芸術鑑賞　川崎昌平　幻冬舎　2007 光1

6 一枚の絵から　高畑勲　岩波書店　2009 三2

7 無言館の青春　窪島誠一郎　講談社　2006 教3

8 十二世紀のアニメーション　高畑勲　徳間書店　1999 三2

9 広重ベスト百景　赤瀬川原平　講談社　2000 東2

10 名画に教わる名画の見かた　早坂優子　視覚デザイン研究所　2000 光1

11 風の谷のナウシカ　宮崎駿　徳間書店　c1983 光2

12 戦争で死んだ兵士のこと　小泉吉宏　メディアファクトリー　2001 東1 三2

13 ぼくのマンガ人生　手塚治虫　岩波書店　1997 光1

14 迷路の街で聞いた話　井上直久　講談社　2002 教1

15 夕凪の街　桜の国　こうの史代　双葉社　2004 光1

16 書を楽しもう　魚住和晃　岩波書店　2002 光1

17 きみが微笑む時　長倉洋海　福音館書店　2004 光1

18 ともだち　Dear Friend　長倉洋海　偕成社　1998 教3

19 色の名前で読みとく日本史　中江克己　青春出版社　2003 光3

20 ボクの音楽武者修行　小澤征爾　新潮社　2002 光1

21 演劇は道具だ　宮沢章夫　イースト・プレス　2011 光1

22 演劇入門　平田オリザ　講談社　1998 教3

23 野村萬斎の狂言　野村萬斎　岩崎書店　2002 光2

24 萬斎でござる　野村萬斎　朝日新聞社　2001 教1

25 歌舞伎にアクセス　伊達なつめ　淡交社　2003 教2
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26 中村吉右衛門の歌舞伎ワールド　中村吉右衛門　小学館　1998 教2

27 地球の祈り　龍村仁、龍村ゆかり　角川学芸出版　2008 教2

28 ぼくたちのアニメ史　辻真先　岩波書店　2008 東2

29 落語入門　渡邉寧久　成美堂出版　2008 教1

30 障害者とスポーツ　高橋明　岩波書店　2004 教2

31 イチローの流儀　小西慶三　新潮社　2009 光1

32 高いところが好き　田部井淳子　小学館　2007 教1

◆ ８門 （言語）
1 日本語と外国語　鈴木孝夫　岩波書店　1990 光2

2 ことばの宇宙への旅立ち　大津由紀雄　ラボ国際交流センター，東京言語研究所　2008 三2

3 ふしぎなことばことばのふしぎ　池上嘉彦　筑摩書房　1987 東1 教1 光3

4 日本語の力　中西進　集英社　2005 光2

5 日本語の歴史　山口仲美　岩波書店　2006 東2

6 美しい日本語の風景　中西進　淡交社　2008 三3

7 日本人の知らない日本語　蛇蔵・海野凪子　メディアファクトリー　2009 三2

8 にほん語観察ノート　井上ひさし　中央公論新社　2004 光3

9 日本語練習帳　大野晋　岩波書店　1999 光3

10 日本語という外国語　荒川洋平　講談社　2009 光2

11 日本語を「外」から見る　佐々木瑞枝　小学館　2010 光2

12 四字熟語集　奥平卓、和田武司　岩波書店　1987 三1

13 食語のひととき　早川文代　毎日新聞社　2004 三1

14 ぎおんごぎたいごじしょ　パイインターナショナル　2012 三1

15 食べる日本語　早川文代　毎日新聞社　2006 三1

16 数え方でみがく日本語　飯田朝子　筑摩書房　2005 光2

17 中学生からの作文技術　本多勝一　朝日新聞社　2004 光2

18 井上ひさしと141人の仲間たちの作文教室　文学の蔵　新潮社　2002 光2

19 方言の日本地図　真田信治　講談社　2002 光2

20 漢文を学ぶ　栗田亘　童話屋　2002 三3

21 漢字のはなし　阿辻哲次　岩波書店　2003 光1 教1

◆ ９門 （文学）
（１）日本

1 「詩のボクシング」って何だ！？　楠かつのり　新書館　2000 三1

2 詩とことば　荒川洋治　岩波書店　2004 光1

3 詩の玉手箱　三木卓　いそっぷ社　2008 三1 東2

4 教科書でおぼえた名詩　文芸春秋　2005 三2

5 古典がもっと好きになる　田中貴子　岩波書店　2004 三3

6 短編小説のレシピ　阿刀田高　集英社　2002 光3

7 おもしろ古典教室　上野誠　筑摩書房　2006 三1

8 ポケット詩集　田中和雄　童話屋　1998 東1

10



9 おーいぽぽんた　茨木のり子　福音館書店　2001 光2

10 いそがなくてもいいんだよ　岸田衿子　童話屋　1995 光1

11 詩歌の待ち伏せ　北村薫　文藝春秋　2006 三3

12 胸うつ響きの名詩たち　井狩春男　毎日新聞社　2004 三3

13 万葉花さんぽ　入江泰吉、中西進　小学館　2003 光3

14 100人で鑑賞する百人一首　久松潜一　銀の鈴社　2012 光1

15 サラダ記念日　俵万智　河出書房新社　1989 光2

16 ラインマーカーズ　穂村弘　小学館　2003 三2 教3

17 さびしいときは心のかぜです　原田大助、山本加津子　樹心社　1995 光2

18 言葉の力を贈りたい　ねじめ正一　日本放送出版協会　2002 光1

19 詩が生まれるとき　新川和江　みすず書房　2009 三2

20 釣り上げては　アーサー=ビーナード　思潮社　2000 三2

21 詩のこころを読む　茨木のり子　岩波書店　2007 光1 三1

22 画本　厄除け詩集　井伏鱒二、金井田英津子　長崎出版　2012 三3

23 宇宙の片隅で　石垣りん　理論社　2004 光3

24 すてきなひとりぼっち　谷川俊太郎　童話屋　2008 東3

25 寺山修司　少女詩集　寺山修司　角川書店　2005 教2

26 夕鶴・彦市ばなし　木下順二　新潮社　1997 教3

27 おもしろ落語図書館　三遊亭円窓　大日本図書　1996 教1

28 キャラメル工場から　佐多稲子　講談社　2009 東2

29 東海道中膝栗毛　来栖良夫　童心社　2009 教1

30 竹取物語　平田喜信　くもん出版　1991 東1

31 竹取物語　江國香織　新潮社　2008 三1 教1

32 平家物語　佐藤和彦　河出書房新社　2004 東1

33 平家物語　吉村昭　講談社　1992 教2

34 古事記物語　福永武彦　岩波書店　2000 東1 教1

35 ハッピーバースデー　青木和雄　金の星社　2003 光1

36 ふたり　赤川次郎　新潮社　1991 光2

37 羅生門・鼻　芥川龍之介　新潮社　2005 光2

38 羅生門・鼻・芋粥　芥川龍之介　教育出版　2003 教1

39 河童　芥川龍之介　集英社　1992 三1

40 鼻・杜子春　芥川龍之介　金の星社　1980 東1

41 蜘蛛の糸・杜子春　芥川龍之介　新潮社　2010 三1

42 鉄道員　浅田次郎　集英社　2000 教2

43 ラスト・イニング　あさのあつこ　角川書店　2007 光1

44 バッテリー　あさのあつこ　集英社　2003 教3

45 泣けない魚たち　阿部夏丸　講談社　2008 光1

46 笑う月　安部公房　新潮社　1984 教2

47 一房の葡萄　有島武郎　岩波書店　1988 東1

48 一房の葡萄　有島武郎　角川書店　1968 光1

49 小さき者へ　生れ出づる悩み　有島武郎　新潮社　2003 光2 教2
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50 春の窓　安房直子　講談社　2008 光1

51 風と木の歌　安房直子　偕成社　2006 教1

52 夕暮れのマグノリア　安東みきえ　講談社　2007 光1

53 頭の打ちどころが悪かった熊の話　安東みきえ　理論社　2007 光1

54 夏の朝の成層圏　池澤夏樹　中央公論社　1990 教2

55 チルドレン　伊坂幸太郎　講談社　2007 教3

56 ノンちゃん雲に乗る　石井桃子　福音館書店　2002 教1

57 約束　石田衣良　角川書店　2004 三2

58 鬼の橋　伊藤遊　福音館書店　1998 東1 光3

59 しろばんば　井上靖　偕成社　2002 光1

60 天平の甍　井上靖　新潮社　2005 光3

61 夏草冬濤　井上靖　新潮社　2013 教2

62 黒い雨　井伏鱒二　新潮社　2003 教3

63 山椒魚　井伏鱒二　岩波書店　2000 東2

64 山椒魚　井伏鱒二　新潮社　2011 光1 教1

65 山のむこうは青い海だった　今江祥智　理論社　2003 光1

66 ニライカナイの空で　上野哲也　講談社　2003 光1

67 精霊の守り人　上橋菜穂子　偕成社　2006 教3

68 獣の奏者　上橋菜穂子　講談社　2006 三1

69 非・バランス　魚住直子　講談社　2006 光2

70 12の星の物語　薄井ゆうじ　アクセス・パブリッシング　2002 教1

71 人びとの忘れもの　内海隆一郎　筑摩書房　1985 三2

72 30%の幸せ　内海隆一郎　メディアパル　2008 三2

73 つめたいよるに　江國香織　理論社　1993 教3 光3 東3

74 算法少女　遠藤寛子　筑摩書房　2006 教3

75 博士の愛した数式　小川洋子　新潮社　2003 光3 東3

76 蒼いみち　小澤征良　講談社　2006 三2

77 夜のピクニック　恩田陸　新潮社　2006 三1 教3 光3

78 Presents　角田光代　双葉社　2008 光2

79 檸檬　梶井基次郎　新潮社　2003 光3

80 少年動物誌　河合雅雄　福音館書店　2002 東1

81 翼はいつまでも　川上健一　集英社　2001 教3

82 神様　川上弘美　中央公論新社　2001 教3

83 800　川島誠　角川書店　2002 教2

84 今ここにいるぼくらは　川端裕人　集英社　2009 光1

85 雪国　川端康成　新潮社　2006 光3

86 伊豆の踊子　川端康成　金の星社　1980 東2

87 伊豆の踊子　川端康成　新潮社　2003 教3 光3

88 スキップ　北村薫　新潮社　1999 光2

89 空飛ぶ馬　北村薫　東京創元社　1994 教2

90 夕鶴　木下順二　偕成社　1978 東3
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91 武蔵野　国木田独歩　新潮社　1961 教3

92 五重塔　幸田露伴　教育出版　2003 教3

93 おとうと　幸田文　新潮社　1991 光2

94 時の扉をくぐり　甲田天　BL出版　2008 教3

95 河童のクゥと夏休み　木暮正夫　岩崎書店　2007 三1

96 サクリファイス　近藤史恵　新潮社　2010 教3

97 一瞬の風になれ　佐藤多佳子　講談社　2006 光1 東2 教3

98 岳物語　椎名誠　集英社　1989 光2

99 城の崎にて・小僧の神様　志賀直哉　角川書店　2012 教1

100 きみの友だち　重松清　新潮社　2005 光1 東2

101 エイジ　重松清　新潮社　2004 教2

102 小学五年生　重松清　文藝春秋　2007 三1

103 日曜日の夕刊　重松清　新潮社　2002 三1

104 龍馬がゆく　司馬遼太郎　文藝春秋　1998 光3

105 日本語の乱れ　清水義範　集英社　2003 三2

106 次郎物語　下村湖人　講談社　1989 光2

107 空に唄う　白岩玄　河出書房新社　2009 三2

108 小さな雪の町の物語　杉みき子　童心社　1973 光1

109 今昔ものがたり　杉浦明平　岩波書店　2004 光1 三1 東2 教2

110 少年H　妹尾河童　講談社　2002 光1

111 ぼくらの七日間戦争　宗田理　角川書店　1985 光1

112 ぼくらの奇跡の七日間　宗田理　ポプラ社　2008 三1

113 ガラスのうさぎ　高木敏子　金の星社　2005 東1 光1 教1

114 九月の空　高橋三千綱　角川書店　1978 教3

115 走っけろメロス　太宰治、鎌田紳爾　未知谷　2008 三2

116 太宰治全集　３　太宰治　筑摩書房　1988 三2

117 お伽草子　太宰治　新潮社　2009 光2 三2

118 人間失格　太宰治　新潮社　2006 光2

119 斜陽・人間失格・桜桃・走れメロス　太宰治　文藝春秋　2000 教2

120 冥界伝説・たかむらの井戸　たつみや章　あかね書房　2003 三2

121 おちくぼ姫　田辺聖子　角川書店　1990 光2

122 蒲団　田山花袋　新潮社　2003 教3

123 二十四の瞳　壺井栄　ポプラ社　2005 東1

124 二十四の瞳　壺井栄　新潮社　2005 光1

125 二十四の瞳　壺井栄　角川書店　2007 教2

126 砂漠の国からフォフォー　中川なをみ　くもん出版　2005 光3

127 楽隊のうさぎ　中沢けい　新潮社　2003 光1 東2

128 名人伝　中島敦　岩波書店　1994 東3

129 山月記・李陵　中島敦　教育出版　2003 教3

130 鳩の栖　長野まゆみ　集英社　2000 光1

131 レネット　名木田恵子　金の星社　2006 光2
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132 文鳥・夢十夜　夏目漱石　新潮社　2002 三3

133 夢十夜　夏目漱石　岩波書店　1986 東2

134 こころ　夏目漱石　岩波書店　1989 教3

135 吾輩は猫である　夏目漱石　偕成社　1996 東2

136 吾輩は猫である　夏目漱石　新潮社　2003 光3

137 火垂るの墓　野坂昭如　新潮社　2003 光1

138 戦争童話集　野坂昭如　中央公論新社　2003 東1

139 ウミガメと少年　野坂昭如　講談社　2001 教3

140 兎の眼　灰谷健次郎　角川書店　1998 光1 教1

141 たけくらべ・にごりえ　樋口一葉　教育出版　2003 教3

142 蝉しぐれ　藤沢周平　文藝春秋　1991 光3

143 黒い郵便船　別役実　三一書房　1983 三1

144 虫づくし　別役実　早川書房　1988 三1

145 ねらわれた星　星新一　理論社　2001 光2

146 ボッコちゃん　星新一　新潮社　1987 東1

147 風立ちぬ・美しい村　堀辰雄　岩波書店　1981 教3

148 武士道シックスティーン　誉田哲也　文藝春秋　2007 東3

149 川の光　松浦寿輝　中央公論新社　2007 東1 光1

150 8分音符のプレリュード　松本祐子　小峰書店　2008 三2

151 塩狩峠　三浦綾子　新潮社　2006 光3

152 仏果を得ず　三浦しをん　双葉社　2007 三2

153 神去なあなあ日常　三浦しをん　徳間書店　2009 光3

154 みちづれ　三浦哲郎　新潮社　1998 光2

155 ユタとふしぎな仲間たち　三浦哲郎　講談社　2006 東1

156 潮騒　三島由紀夫　新潮社　2005 教3 光3 東3

157 いちご同盟　三田誠広　集英社　1991 教3 光3

158 龍は眠る　宮部みゆき　新潮社　2011 東3

159 ブレイブ・ストーリー　宮部みゆき　角川書店　2006 光3

160 日暮らし　宮部みゆき　講談社　2008 光3

161 どんぐりと山猫・雪渡りほか　宮沢賢治　教育出版　2003 教1

162 銀河鉄道の夜　宮沢賢治　偕成社　1999 東1

163 銀河鉄道の夜　宮澤賢治　新潮社　1989 光1

164 友情　武者小路実篤　新潮社　2003 光1 東2 教2

165 沈黙　村上春樹　全国学校図書館協議会　1999 光2

166 はじめての文学　村上春樹　文藝春秋　2006 教3

167 DIVE!!　森絵都　角川書店　2008 光1 教2

168 カラフル　森絵都　文藝春秋　2007 東1 光2 教3

169 現代語訳　舞姫　森鴎外　筑摩書房　2006 教3

170 阿部一族・舞姫　森鴎外　新潮社　2006 三3

171 山椒大夫・高瀬舟　森鴎外　偕成社　2004 東3

172 山椒大夫　森鴎外　筑摩書房　1995 三3

14



173 最後の一句・山椒大夫　森鴎外　教育出版　2007 教3

174 明日につづくリズム　八束澄子　ポプラ社　2009 三1

175 スローカーブを、もう一球　山際淳司　角川書店　1985 光2

176 晩年の子供　山田詠美　講談社　1994 教2

177 さぶ　山本周五郎　新潮社　2002 光3

178 路傍の石　山本有三　偕成社　2002 光2

179 夏の庭　湯本香樹実　新潮社　2001 光1 教1

180 チェンジング　吉富多美　金の星社　2008 三2

181 ＴＵＧＵＭＩ　吉本ばなな　中央公論新社　1992 教2 光3

182 多毛留　米倉斉加年　偕成社　1989 教3

183 きみが見つける物語　恋愛編　有川浩ほか　角川書店　2008 光3

184 枕草子　REMIX　酒井順子　新潮社　2007 三2

185 桃尻語訳　枕草子　橋本治　河出書房新社　1998 光2 教2

186 枕草子　坂口由美子　角川学芸出版　2001 東1

187 すらすら読める徒然草　中野孝次　講談社　2004 教2

188 絵本徒然草　橋本治　河出書房新社　2005 三2 教2

189 徒然草　永積安明　小学館　2007 東1

190 一色一生　志村ふくみ　講談社　1994 光2

191 にっぽん虫の眼紀行　毛丹青　文藝春秋　2001 教3

192 底のない袋　青木玉　講談社　2007 光2

193 十五歳の残像　江國香織　新潮社　1998 光3

194 きれいな色とことば　おーなり由子　大和書房　1998 三1

195 そら　いろいろ　小澤征良　新潮社　2008 三2

196 「新しい人」の方へ　大江健三郎　朝日新聞社　2007 光3

197 「自分の木」の下で　大江健三郎　朝日新聞社　2005 教3

198 これからはあるくのだ　角田光代　文藝春秋　2003 光3

199 人生という旅　小檜山博　河出書房新社　2013 光2

200 孤独と不安のレッスン　鴻上尚史　大和書房　2006 光1 東3

201 あのころ　さくらももこ　集英社　2004 光1

202 ももこのいきもの図鑑　さくらももこ　集英社　1998 教1

203 現代日本の開化　夏目漱石　教育出版　2003 教2

204 鳥が教えてくれた空　三宮麻由子　集英社 三1

205 そっと耳をすませば　三宮麻由子　集英社　2007 光2

206 おもしろくても理科　清水義範　講談社　1998 光1

207 風の道　雲の旅　椎名誠　集英社　2004 光2

208 幸福な食卓　瀬尾まいこ　講談社　2007 光2

209 木のことば森のことば　高田宏　筑摩書房　2005 光2

210 そこに僕はいた　辻仁成　新潮社　1995 光1 教1

211 私以上でもなく、私以下でもない私　朴慶南　岩波書店　2003 三3

212 日本語ぽこりぽこり　アーサー=ビーナード　小学館　2005 三2

213 父の詫び状　向田邦子　文藝春秋　2006 光2 東2
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214 約束の国への長い旅　篠輝久　リブリオ出版　1988 教1

215 テレジンの小さな画家たち　野村路子　偕成社　1993 教1

216 一本の樹からはじまった　土岐小百合　アリス館　1994 教3

217 白神山地　鈴木喜代春　くもん出版　1998 教3

218 おくのほそ道　萩原恭男、杉田美登　岩波書店　2002 三3

219 おくのほそ道　高橋治　講談社　2010 東1

220 奥の細道を歩く　井本農一、村松友次、土田ヒロミ　新潮社　1989 三3

221 深夜特急　沢木耕太郎　新潮社　1986 光3

222 トットちゃんとトットちゃんたち　黒柳徹子　講談社　2001 光3

223 半分のふるさと　イ・サンクム　福音館書店　2007 東2 教3

224 種まく子どもたち　佐藤律子　角川書店　2006 光1

225 私はもう逃げない　島田律子　講談社　2008 三1

226 きけ　わだつみのこえ　日本戦没学生記念会　岩波書店　1995 教3

227 青い光が見えたから　高橋絵里香　講談社　2007 東3

228 こちら救命センター　浜辺祐一　集英社　1992 光2

229 流れる星は生きている　藤原てい　中央公論新社　2002 光1

230 もの食う人びと　辺見庸　角川書店　1997 光3

231 第七官界彷徨　尾崎翠　河出書房新社　2009 東3

232 能・狂言　別役実、谷川俊太郎　講談社　1993 教3

233 江戸の笑い　興津要　講談社　2010 教1

234 カムイ・ユーカラ　山本多助　平凡社　1993 光2

（２）海外
1 漢詩入門　一海知義　岩波書店　1998 光2 三2

2 声に出そう　はじめての漢詩　全国漢文教育学会　汐文社　2009 光2

3 漢詩への招待　石川忠久　文藝春秋　2005 光2

4 唐詩選　前野直彬　岩波書店　2000 教3

5 西遊記　呉承恩　福音館書店　2004 東1

6 西遊記　呉承恩　岩波書店　2001 教2

7 三国志　羅貫中　岩波書店　2000 東2 教3

8 聊斎志異　浦松齢　岩波書店　2000 東3

9 魯迅　片山智行　中央公論社　1996 光3

10 魯迅文集　魯迅　筑摩書房　1991 教3

11 故郷／阿Q正伝　魯迅、藤井省三　光文社　2009 光3

12 封神演義　安能務　講談社　1988 光2

13 山の郵便配達　彭見明　集英社　2007 教3

14 アイヌ神謡集　知里幸恵　岩波書店　1978 東3

15 図説　不思議の国のアリス　桑原茂夫　河出書房新社　2007 光1

16 マザー・グース　谷川俊太郎　講談社　1981 三1

17 自由訳　イマジン　新井満　朝日新聞出版　2009 三2

18 カナリーズ・ソング　ジェニファー・アームストロング　金の星社　2001 光1

19 あしながおじさん　ジーン=ウェブスター　岩波書店　2002 教1
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20 ブルーバック　ティム=ウィントン、小竹由美子　さ・え・ら書房　2007 三3

21 リバウンド　E・ｳｫﾙﾀｰｽﾞ、小梨直　福音館書店　2007 光2 三2

22 弟の戦争　ロバート・ウェストール　徳間書店　1995 東1 光1

23 生きのびるために　デボラ・エリス　さ・え・ら書房　2002 光1

24 時間をまきもどせ　ナンシー=エチメンディ、吉上恭太　徳間書店　2008 三2

25 最後のひと葉　オー=ヘンリー　岩波書店　2001 教1

26 おじいさんの思い出　トルーマン・カポーティ、村上春樹訳　文藝春秋　1988 光2

27 ライオンと歩いた少年　エリック=キャンベル　徳間書店　1996 教1

28 耳なし芳一・雪女　小泉八雲　講談社　2008 三2

29 小泉八雲集　小泉八雲　新潮社　2012 教2

30 第九軍団のワシ　ローズマリ・サトクリフ　岩波書店　2007 東3

31 フクロウはだれの名を呼ぶ　ジーン・クレイグヘッド・ジョージ　あすなろ書房　2001 東1

32 ジーキル博士とハイド氏　スチーヴンスン　岩波書店　2002 教3

33 クリスマス・キャロル　チャールズ=ディケンズ　岩波書店　2001 教2

34 ハックルベリー=フィンの冒険　マーク=トウェイン　講談社　1996 教1

35 ホビットの冒険　Ｊ．Ｒ．Ｒ．トルーキン、瀬田貞二　岩波書店　2000 光2

36 指輪物語　J=R=R=トールキン　評論社　1992 教3

37 ジャミールの新しい朝　クリスティーン=ハリス、加島葵　くもん出版　2008 三2

38 ベルおばさんが消えた朝　ルース＝ホワイト　徳間書店　2009 三1

39 ゆがめられた記憶　マーガレット=マーヒー　岩波書店　1996 教3

40 やったね、ジュリアス君　クラウディア=ミルズ　さ・え・ら書房　2003 三1

41 あらしの前　ドラ・ド・ヨング　岩波書店　2008 東1

42 川かますの夏　ユッタ=リヒター　主婦の友社　2004 教2

43 ゲド戦記１　影との戦い　アーシュラ=K=ル=グウィン　岩波書店　2009 光1 教1 東3

44 ドリーム・ギバー　ロイス=ローリー　金の星社　2008 三2

45 ギヴァー　ロイス=ローリー　新評論　2010 教2

46 ハリー・ポッターと賢者の石　J.K=ローリング　静山社　1999 教3

47 そして誰もいなくなった　アガサ=クリスティ　早川書房　2003 教3

48 不思議の国のアリス　ルイス・キャロル　新潮社　1994 光1

49 シャーロック・ホームズの冒険　コナン・ドイル、延原謙　新潮社　2011 光3

50 十二番目の天使　オグ＝マンディーノ　求龍堂　2001 三1

51 スターガール　ジェリー・スピネッリ、千葉茂樹　理論社　2001 光2

52 時の旅人　アリソン・アトリー　岩波書店　2000 東2

53 あなたはそっとやってくる　ジャクリーン・ウッドソン　あすなろ書房　2008 東2

54 リトル・トリー　フォレスト=カーター　めるくまーる　2001 教1 光2

55 アルジャーノンに花束を　ダニエル=キイス　早川書房　1999 教2 光3

56 ライ麦畑でつかまえて　J.D.サリンジャー、野崎孝　白水社　1984 光3

57 穴　HOLES　ルイス・サッカー　講談社　2006 光1

58 かもめのジョナサン　リチャード=バック　新潮社　1977 教3

59 モギ　ちいさな焼きもの師　リンダ・スー・パーク　あすなろ書房　2003 光1 教2

60 トムは真夜中の庭で　フィリパ・ピアス　岩波書店　2000 東1 教2
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61 華氏451度　レイ・ブラッドベリ、宇野利泰　早川書房　2008 光3

62 トラベリング・パンツ　アン・ブラッシェアーズ　理論社　2002 光1

63 老人と海　福田恆存　新潮社　2003 光2 教3

64 赤毛のアン　ルーシー=M=モンゴメリ　集英社　2000 教1 光3

65 ネルソンさん、あなたは人を殺しましたか？　アレン・ネルソン　講談社　2003 東1

66 モリー先生との火曜日　ミッチ・アルボム、別宮貞徳　NHK出版　2011 光3

67 モモ　ミヒャエル=エンデ　岩波書店　2005 光1 教1

68 黒い兄弟　リザ・テツナー　あすなろ書房　2002 東2

69 クラバート　プロイスラー、中村浩三訳　偕成社　1985 光3

70 車輪の下　ヘルマン・ヘッセ　新潮社　1985 光1

71 パパは専業主夫　キルステン=ボイエ　童話館出版　1996 教1

72 変身　カフカ　新潮社　2011 教1

73 あのころはフリードリヒがいた　ハンス・ペーター・リヒター、上田真而子　岩波書店　2000 光2 東2

74 王への手紙　トンケ・ドラフト　岩波書店　2005 東1 教2

75 すてねこタイガーと家出犬スポット　リブ=フローデ、木村由利子　文研出版　2003 三3

76 曲芸師ハリドン　ヤコブ＝ヴェゲリウス　あすなろ書房　2007 三1

77 ニルスのふしぎな旅　セルマ・ラーゲルレーヴ　福音館書店　2007 東2

78 星の王子さま　サン=テグジュペリ　岩波書店　2000 教1 光3

79 アンネの日記　アンネ=フランク　文藝春秋　2003 教1 東2 光3

80 海の島　アニカ・トール　新宿書房　2006 東3

81 ムーミン谷の彗星　ヤンソン、下村隆一　講談社　2011 光3

82 異邦人　カミュ　新潮社　1954 教3

83 赤いコーリャン　ヤー=ディン　集英社　1990 教3

84 レ・ミゼラブル　ユーゴー、豊島与志雄　岩波書店　2001 光3

85 イクバルの闘い　フランチェスコ・ダダモ　鈴木出版　2004 東2

◆ 絵本
1 あらしのよるに　きむらゆういち　講談社　2000 三1

2 ふしぎなえ　安野光雅　福音館書店　1980 光1

3 ルリユールおじさん　いせひでこ　理論社　2006 三1 光2

4 つるちゃん　金城明美　絵本『つるちゃん』を出版する会　1997 東1

5 いつでも会える　菊田まりこ　学研　1998 光1

6 くまとやまねこ　湯本香樹実　河出書房新社　2008 光2

7 ぼくを探しに　シェル=シルヴァスタイン　講談社　1977 教2

8 木を植えた男　ジャン=ジオノ　あすなろ書房　1989 教2

◆ 漫画・CD 
1 火の鳥　手塚治虫　朝日ソノラマ　1976 三1

2 築地魚河岸三代目　はしもとみつお　小学館　2001 三1

3 CD元祖笑える方言詩　伊奈かっぺい　日本コロムビア　2007 三3

4 朗読ＣＤ　吟じたい漢詩80選　寺田農　キングレコード　2003 三2
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