
No 題名 著者/訳者 レベル 達成 No 題名 著者/訳者 レベル 達成

1 日本の歴史をよみなおす 網野善彦 ☆ 51 ゼツメツ少年 重松清 ★★

2 詩のこころを読む 茨木のり子 ☆ 52 スタインベック短編集 スタインベック/大久保康雄 ★★

3 砂糖の世界史 川北稔 ☆ 53 あと少し、もう少し 瀬尾まい子 ★★

4 人類が生まれるための12の偶然 眞淳平 ☆ 54 火を喰う者たち デイヴィット・アーモンド/金原瑞人 ★★

5 科学と科学者のはなし―エッセイ集 寺田寅彦 ☆ 55 楽隊のウサギ 中沢けい ★★

6 はじめての文学講義 中村邦生 ☆ 56 野川 長野まゆみ ★★

7 木に学べ 西岡常一 ☆ 57 葡萄が目にしみる 林真理子 ★★

☆ フリー 8 クマゼミから温暖化を考える 沼田英治 ☆ 58 時生 東野圭吾 ★★

★ 初級 9 ロウソクの科学 ファラデー/矢島祐利 ☆ 59 幕が上がる 平田オリザ ★★

★★ 中級 10 いのちの食べかた 森達也 ☆ 60 世界でいちばん長い写真 誉田哲也 ★★

★★★ 上級 11 旅猫リポート 有川浩 ★ 61 ユタとふしぎな仲間たち 三浦哲郎 ★★

★★★★ 超上級 12 一房の葡萄 有島武郎 ★ 62 モモ ミヒャエル・エンデ/大島かおり ★★

13 チョコレート・アンダーグラウンド アレックス・シアラー/金原瑞人 ★ 63 レキシントンの幽霊 村上春樹 ★★

14 キップをなくして 池澤夏樹 ★ 64 ペンギン・ハイウェイ 森見登美彦 ★★

15 えんの松原 伊藤遊 ★ 65 夏の葬列 山川方夫 ★★

16 しろばんば 井上靖 ★ 66 路傍の石 山本有三 ★★

17 肥後の石工 今西祐行 ★ 67 出口のない海 横山秀夫 ★★

18 走れ、走って逃げろ ウーリー・オルレブ/母袋夏生 ★ 68 キッチン 吉本ばなな ★★

19 ニライカナイの空で 上野哲也 ★ 69 さよなら妖精 米澤穂信 ★★

20 園芸少年 魚住直子 ★ 70 弟の戦争 ロバート・ウェストール/原田勝 ★★

21 オー・ヘンリー傑作選 O.ヘンリー/大津栄一郎 ★ 71 一千一秒物語 稲垣足穂 ★★★

22 クローディアの秘密 E.L.カニグズバーグ/松永ふみ子 ★ 72 さざなみ軍記・ジョン万次郎漂流記 井伏鱒二 ★★★

23 バスカヴィル家の犬 アーサー・コナン・ドイル/深町眞理子 ★ 73 海と毒薬 遠藤周作 ★★★

24 ぼくらのサイテーの夏 笹生陽子 ★ 74 静かな生活 大江健三郎 ★★★

25 だれも知らない小さな国 佐藤さとる ★ 75 野火 大岡昇平 ★★★

26 走れメロス 太宰治 名作選 太宰治 ★ 76 猫を抱いて象と泳ぐ 小川洋子 ★★★

27 くちびるに歌を 中田永一 ★ 77 八日目の蝉 角田光代 ★★★

28 つぶやき岩の秘密 新田次郎 ★ 78 変身 カフカ/高橋義孝 ★★★

29 兎の眼 灰谷健次郎 ★ 79 幽霊 北杜夫 ★★★

30 ぼくと未来屋の夏 はやみねかおる ★ 80 ライ麦畑でつかまえて サリンジャー/野崎孝 ★★★

31 トムは真夜中の庭で フィリパ・ピアス/高杉一郎 ★ 81 深夜特急〈1〉 沢木耕太郎 ★★★

32 古事記物語 福永武彦 ★ 82 人間の土地 サン＝テグジュペリ/堀口大學 ★★★

33 モルグ街の殺人事件 エドガー・アラン・ポー/金原瑞人 ★ 83 スタンド・バイ・ミー スティーヴン・キング/山田順子 ★★★

34 ボッコちゃん 星新一 ★ 84 イワン・デニーソヴィチの一日 ソルジェニーツィン/木村浩 ★★★

35 ハックルベリ・フィンの冒険 マーク・トウェイン/大久保博 ★ 85 ひかりごけ 武田泰淳 ★★★

36 銀河鉄道の夜 宮沢賢治 ★ 86 貧しき人々 ドストエフスキー/原久一郎 ★★★

37 カラフル 森絵都 ★ 87 誕生日の子どもたち トルーマン・カポーティ/村上春樹 ★★★

38 夏を拾いに 森浩美 ★ 88 三四郎 夏目漱石 ★★★

39 しずかな日々 椰月美智子 ★ 89 夏への扉 R・A・ハインライン/福島正実 ★★★

40 ポプラの秋 湯本香樹実 ★ 90 楽園のカンヴァス 原田マハ ★★★

41 そして誰もいなくなった アガサ・クリスティー/清水俊二 ★★ 91 グレート・ギャツビー フィツジェラルド/野崎孝 ★★★

42 天国までの百マイル 浅田次郎 ★★ 92 点と線 松本清張 ★★★

43 狐笛のかなた 上橋菜穂子 ★★ 93 塩狩峠 三浦綾子 ★★★

44 夜のピクニック 恩田陸 ★★ 94 舟を編む 三浦しをん ★★★

45 パニック・裸の王様 開高健 ★★ 95 螢川・泥の河 宮本輝 ★★★

46 GO 金城一紀 ★★ 96 雁 森鴎外 ★★★

47 神様 川上弘美 ★★ 97 横道世之介 吉田修一 ★★★

48 川の名前 川端裕人 ★★ 98 君たちはどう生きるか 吉野源三郎 ★★★

49 伊豆の踊子 川端康成 ★★ 99 苦海浄土 石牟礼道子 ★★★★

50 岳物語 椎名誠 ★★ 100 仮面の告白 三島由紀夫 ★★★★
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