
番号 ISBN 書名 著者名 出版社 出版年
500選
（H22）

200選
（H16）

長崎
ゆかり

1 4-10-112315-2 沈黙 遠藤　周作／著 新潮社 1981 ○ ○

2 4-00-026973-5 心 漱石／著 岩波書店 2014.1

3 4-09-386317-9 くちびるに歌を 中田　永一／著 小学館 2011.1

4 4-16-390795-6 そして、バトンは渡された 瀬尾　まいこ／著 文藝春秋 2018.2

5 4-15-120051-9 わたしを離さないで
カズオ・イシグロ／
著

早川書房 2008.8 ○

6 4-10-210004-0 老人と海 ヘミングウェイ／著 新潮社 2003.5 ○

7 4-16-766505-0 横道世之介 吉田　修一／著 文藝春秋 2012.1 ○

8 4-04-103008-0 聖の青春 大崎　善生／著 KADOKAWA 2015.6 ○

9 4-10-519702-9 センス・オブ・ワンダー
レイチェル・カーソ
ン／著

新潮社 1996.7 ○

10 4-591-15332-1 かがみの孤城 辻村　深月／著 ポプラ社 2017.5

11 4-622-03970-9 夜と霧
ヴィクトール・Ｅ．フ
ランクル／著

みすず書房 2002.1 ○

12 4-06-149891-4
生物と無生物の
あいだ

福岡 伸一／著 講談社 2007.5 ○

13 ― 一瞬の風になれ　１～３ 佐藤　多佳子／著 講談社 ― ○

14 4-8167-0853-4 ペコロスの母に会いに行く 岡野　雄一／著
西日本新聞
社

2012.7 ○ ○

15 4-591-13237-1 あん ドリアン　助川／著 ポプラ社 2013.2 ○

16 4-7602-1815-7 自分の感受性くらい 茨木 　のり子／著 花神社 2005.5 ○

17 4-16-359610-0 アンネの日記
アンネ・フランク／
著

文芸春秋 2003.4 ○

18 4-569-83108-4 桜風堂ものがたり 村山　早紀／著 ＰＨＰ研究所 2016.10 ○

19 4-338-28710-4 フラダン 古内　一絵／作 小峰書店 2016.9

20 4-8387-2946-3 君たちはどう生きるか 吉野　源三郎／著
マガジンハ
ウス

2017.8
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21 4-03-643200-4 ある晴れた夏の朝 小手鞠　るい／著 偕成社 2018.8 ○

22 4-86650-008-9
高校生平和大使にノーベル賞
を

「高校生平和大使
にノーベル賞を」刊
行委員会／編

長崎新聞社 2018.8 ○

23 4-900708-87-9 万葉名歌 土屋　文明／著 アートデイズ 2001.1 ○

24 4-344-01670-5 アントキノイノチ さだ　まさし／著 幻冬舎 2009.5 ○ ○

25 4-06-212066-6 妖怪アパートの幽雅な日常 香月　日輪／著 講談社 2003.10 ○

26 4-10-100134-0
世界の終わりとハード
ボイルド・ワンダーランド　上・
下

村上　春樹／著 新潮社 1988.10 ○

27 4-08-771173-8 本と鍵の季節 米澤　穂信／著 集英社 2018.1

28 4-907542-33-7 世界はもっと美しくなる 寮　美千子／編 ロクリン社 2016.10

29 ― 罪と罰　上・下
ドストエフスキー／
著

新潮社 ―

30 4-284-80228-4 ロザリオの鎖 永井　隆／著
日本ブック
エース

2014.6 ○

31 4-06-277246-4 へブン 川上　未映子／著 講談社 2012.5

32 4-422-70104-2 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

創元社 2016.4

33 4-07-418142-1
生きているかぎり語りつづけ
る

舘林　愛／著 主婦の友社 2016.8 ○

34 4-03-645070-1 きみ江さん 片野田　斉／著 偕成社 2015.2

35 4-7584-3403-4 八朔の雪 髙田　郁／著
角川春樹事
務所

2009.5

36 4-344-03003-9 蜜蜂と遠雷 恩田　陸／著 幻冬舎 2016.9

37 4-480-68780-7 友だち幻想 菅野　仁／著 筑摩書房 2008.3

38 4-532-16369-2 爽やかなる熱情 水木　楊／著
日本経済新
聞社

2000.1

39 4-04-873849-1 レッドデータガール 荻原　規子／著 角川書店 2008.7

40 4-10-100605-9 人間失格 太宰　治／著 新潮社 1985

　※シリーズ本については、「ISBN」「出版年」を省略しています。
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