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猪変 中国新聞取材班 編 本の雑誌社 2015  

漂流物 
デイヴィッド・ウィーズナ

ー 作 
BL出版 2007 ○ 

ぼくが消えないうちに 

A.F.ハロルド 作 ; エミリ

ー・グラヴェット 絵,こだ

まともこ 訳 

ポプラ社 2016 ○ 

スティル・ライフ 池沢夏樹 著 中央公論社 1988  

街場の教育論 内田樹 著 ミシマ社 2008  

桜風堂ものがたり  村山早紀 著 PHP研究所 2016 ○ 

世界が若かったころ ジャック・ロ

ンドンショートセレクション 

ジャック・ロンドン 作,千

葉茂樹 訳,ヨシタケシンス

ケ 絵 

理論社 2017  

LOVE THE LIGHT, LOVE THE 

LIFE 時空を超える光を創る 
石井幹子 著 東京新聞 2011  

天の瞳 幼年編 1 灰谷健次郎 著 新潮社 1996  

神様のカルテ 0 夏川草介 著 小学館文庫 2017  

「あなた」という商品を高く売る

方法 キャリア戦略をマーケティ

ングから考える 

永井孝尚 著 NHK出版新書 2017 ○ 

リーダーのための「人を見抜く」

力 「人を見る眼」が人材を伸ばし、

組織を強くする 

野村克也 著 詩想社新書 2014  

はらぺこあおむし 改訂 
エリック=カール さく,も

りひさし やく 
偕成社 1989  

イシ 北米最後の野生インディアン  
シオドーラ・クローバー 

[著],行方昭夫 訳 
岩波現代文庫 2003  

ぼくらは海へ 那須正幹 著 文春文庫 2010 ○ 

輪違屋糸里 上 浅田次郎 著 文藝春秋 2004  

幕末武士の京都グルメ日記 「伊庭

八郎征西日記」を読む 
山村竜也 著 幻冬舎新書 2017 ○ 

俳句いきなり入門 千野帽子 著 NHK出版新書 2012  

みるきくたべる祭(まつ)ーリズム 

中四国を歩く 
小沢康甫 著 南々社 2012  

貴婦人として死す 
カーター・ディクスン 著,

高沢治 訳 
創元推理文庫 2016  

王都炎上（アルスラーン戦記シリ

ーズ） 
田中芳樹 著 光文社文庫 2012  

ダ・ヴィンチ・コード 上 
ダン・ブラウン 著,越前敏

弥 訳 
角川書店 2004  
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『罪と罰』を読まない 
岸本佐知子, 三浦しをん, 

吉田篤弘, 吉田浩美 著 
文藝春秋 2015 ○ 

おいしいジャムのつくりかた  飯田順子 著 主婦の友社 2012  

江戸の備忘録 磯田道史 著 文春文庫 2013  

時間上手の暮らし方 ゆったり過

ごす夢がかなう 
金子由紀子 著 

アスペクト文

庫 
2012 ○ 

翼を持つ少女 BIS ビブリオバト

ル部 
山本弘 [著] 東京創元社 2014  

風が強く吹いている 三浦しをん 著 新潮文庫 2009  

あんこのことがすべてわかる本 

つくる、食べる、もてなす 
芝崎本実 あんこ事典監修 誠文堂新光社 2016 ○ 

もしもせかいがたべものでできて

いたら  

カール・ワーナー 写真・文,

今井悟朗 訳 
フレーベル館 2015  

騙し絵の牙 塩田武士 著 KADOKAWA 2017 ○ 

烏に単は似合わない 阿部智里 著 文春文庫 2014  

ピーティ 
ベン・マイケルセン 作,千

葉茂樹 訳 
鈴木出版 2010  

無花果の実のなるころに 西條奈加 著 東京創元社 2011  

Go away, big green monster! by Ed Emberley  - - ○ 

むすびや 穂高明 著 双葉文庫 2017  

困っている人のためのアイデアと

プレゼンの本 
福里真一 著 

日本実業出版

社 
2014  

あの家に暮らす四人の女 三浦しをん 著 中央公論新社 2015  

二千七百の夏と冬 上 荻原浩 著 双葉社 2014 ○ 

翻訳できない世界のことば  

エラ・フランシス・サンダ

ース 著/イラスト,前田ま

ゆみ 訳 

創元社 2016  

全国アホ・バカ分布考 はるかなる

言葉の旅路 
松本修 著 新潮文庫 1996  

これは本  
レイン・スミス 作,青山南 

訳 
BL出版 2011  

メモリークエスト 高野秀行 [著] 幻冬舎文庫 2011 ○ 

科学的に元気になる方法集めました 堀田秀吾 [著] 文響社 2017 ○ 

ずかん文字 見ながら学習調べて

なっとく 
八杉佳穂 監修 技術評論社 2014  

旅猫リポート 有川浩 著 文藝春秋 2012  

バック・トゥ・ザ・フューチャー 

アントールド・テイルズ 

ボブ・ゲイル 監修,ブレン

ト・シュノーヴァー ほか 

作画 

宝島社 2017  

 


