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

2 4-00-114127-2 モモ
ミヒャエル・エンデ／
作

岩波書店 2005.6 ○ ○

3 4-10-125332-3 西の魔女が死んだ 梨木　香歩／著 新潮社 2001.8 ○

4 4-03-540150-1 精霊の守り人 上橋　菜穂子／作 偕成社 1996.7 ○

5 4-8387-2947-0 漫画君たちはどう生きるか
吉野　源三郎／原
作

マガジンハウ
ス

2017.8

6 4-593-53495-1 ワンダー R.J.パラシオ／作 ほるぷ出版 2015.7

7 4-652-07163-9 カラフル 森　絵都／作 理論社 1998.7 ○

8 4-04-631003-3 ぼくらの七日間戦争 宗田　理／作 角川書店 2009.3 ○

9 ― 獣の奏者　１～４ 上橋　菜穂子/作 講談社 ― ○

10 4-8113-2248-3
世界でいちばん貧しい
大統領からきみへ

ホセ・ムヒカ／著 汐文社 2015.10 ○

11 4-7744-0626-8 星の王子さま
サン＝テグジュペリ
／著

皓星社 2016.1 ○

12 4-06-212066-1 妖怪アパートの幽雅な日常 香月　日輪／著 講談社 2003.10 ○

13 4-494-02238-0 永井隆 中井　俊已／著 童心社 2007.6 ○ ○

14 4-7743-1241-5 娘よ、ここが長崎です 筒井　茅乃／作 くもん出版 2007.7 ○ ○

15 4-8167-0785-8 いのちをいただく 内田　美智子／文
西日本新聞
社

2009.5 ○

16 ―
日本人の知らない日本語
１～４

蛇蔵／著
メディアファ
クトリー

― ○

17 ― 十二国記　１～ 小野　不由美／著 講談社 ― ○

18 4-8138-0078-1 給食アンサンブル 如月　かずさ／著 光村図書 2018.9

19 4-591-15323-9 僕は上手にしゃべれない 椎野　直弥／著 ポプラ社 2017.2

20 4-00-114012-8 銀河鉄道の夜 宮沢　賢治／作 岩波書店 2000.1 ○
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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

21 4-10-100606-7 走れメロス 太宰　治／著 新潮社 2005.2 ○

22 4-06-212485-8 エリカ奇跡のいのち
ルース・バンダー・
ジー／文

講談社 2004.7 ○

23 4-05-501238-6 戦争体験を「語り」・「継ぐ」 大石　学／監修 学研プラス 2018.2 ○

24 4-06-219565-2 おばあさんのしんぶん 松本　春野／文・絵 講談社 2015.7 ○

25 4-04-101332-8 いのちの食べ方 森　達也／著 KADOKAWA 2014.6 ○

26 4-06-212063-1 都会(まち)のトム&ソーヤ 1
はやみね　かおる
／著

講談社 2003.10

27 4-7631-3507-0 コーヒーが冷めないうちに 川口 俊和／著
サンマーク出
版

2015.1

28 4-09-388323-8 いのちのギフト 日野原　重明／著 小学館 2013.9

29 4-06-307765-0 未来への手紙
 『未来の自分に、
手紙を書こう。』プロ
ジェクト／編

講談社 2009.8

30 ― 昔話法廷　Season１～
NHK Eテレ「昔話法
廷」制作班／編

金の星社 ―

31 4-323-06088-0 
心のおくりびと　東日本大震災
復元納棺師

今西　乃子／著 金の星社 2011.1

32 4-05-800606-1
きばれ！長崎ブラバンガール
ズ

藤重　佳久／共著 学研プラス 2016.4 ○

33 ― 車夫　1～3 いとう　みく／作 小峰書店 ―

34 ―
いじめ　心の中がのぞけたら
1～

本山　理咲／著
朝日学生新
聞社

―

35 4-575-23905-8 君の膵臓をたべたい 住野　よる／著 双葉社 2015.6

36 4-03-744870-7 絵物語　古事記 富安　陽子／文 偕成社 2017.1

37 ― きみを変える５０の名言 佐久間　博／文 汐文社 ―

38 ―
なりたて中学生
初級編～上級編

ひこ・田中／著 講談社 ―

39 4-88012-201-7 杜子春 芥川　龍之介／著 新世研 2003.1

40 4-06-219581-2
百年後、ぼくらはここにいない
けど

長江　優子／著 講談社 2016.7
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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

41 4-88759-612-2 手紙屋　蛍雪篇 喜多川　泰／著
ディスカ
ヴァー・トゥエ
ンティワン

2008.1

　※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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