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■発刊にあたって

子どもの読書活動は、知識の獲得とともに、言葉を介した経験

を蓄えることであり、それは子どもの夢、憧れ、志を育み、時代

の変化に関わらず子どもの心の成長を支えます。

長崎県では、家庭、地域、学校において読書活動を推進するそ

れぞれの立場の人々が相互に連携し、県民総がかりで子どもの読

書活動を推進していく指針として、「第四次長崎県子ども読書活動

推進計画」を策定し（H31.3）、子どもの読書活動の推進に取り

組んでいます。平成22年に公表された「長崎県の子どもにすす

める本500選」では、子どもの読書の質を高めていくための道

しるべとなる名作、子どもの興味・関心を育むような魅力的な

本、また、郷土ゆかりの本などを、幅広い分野から子どもの発達

段階にあわせて御紹介しています。

本リストでは、平成22年以降に出版されたものを加え、県内

すべての公立図書館の司書が推薦したのべ1,355冊の中から、

県内公立図書館司書による選定会議により、「500選」を読むき

っかけとなるようできるだけ冊数をおさえて掲載しています。

趣旨を御理解の上、この「500選 精選版」を学校や図書館、

さらには家庭等で御活用いただきますようお願いいたします。



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 4-494-00101-9 いないいないばぁ
松谷　みよ子／ぶ
ん

童心社 1981.5 ○

2 4-580-81140-2 もこもこもこ 谷川俊太郎／作 文研出版 1977.4 ○ ○

3 4-89309-431-5 だるまさんが
かがくい　ひろし／
さく

ブロンズ新社 2008.1

4 4-8340-0082-5 ぐりとぐら 中川李枝子／さく 福音館書店 2007.4 ○

5 4-8340-0272-1 がたんごとんがたんごとん 安西　水丸／作 福音館書店 1987.6 ○

6 4-03-328010-3 はらぺこあおむし
エリック＝カール／
さく

偕成社 1989.2 ○

7 4-7721-0031-8 しろくまちゃんのほっとけーき わかやまけん／絵 こぐま社 1980 ○

8 4-8340-0062-7 おおきなかぶ A.トルストイ／再話 福音館書店 2007.4 ○

9 4-8340-0853-3 くだもの 平山和子／さく 福音館書店 1981.10

10 4-7721-0018-0 わたしのワンピース
にしまき　かやこ／
えとぶん

こぐま社 1996.4 ○

11 4-8340-0020-6 どろんこハリー
ジーン・ジオン／ぶ
ん

福音館書店 1964.3 ○

12 4-7721-0004-0 11ぴきのねこ（シリーズ） 馬場　のぼる／著 こぐま社 1978

13 4-8340-0016-8 もりのなか
マリー・ホール・エッ
ツ／ぶん　え

福音館書店 1974 ○

14 4-593-50077-X ちびゴリラのちびちび
ルース・ボーンスタ
イン／さく

ほるぷ出版 1978.8 ○

15 4-572-00215-0 かいじゅうたちのいるところ
モーリス・センダック
／さく

冨山房 1975.1 ○

16 4-03-206070-3 からすのパンやさん かこ　さとし／作・絵 偕成社 2010.10 ○

17 4-8340-8253-1 ぺんぎんたいそう 齋藤　槙／さく 福音館書店 2016.6

18 4-89309-616-6 あかちゃん tupera tupera／作 ブロンズ新社 2016.3 ○

19 4-7834-0000-8 あおくんときいろちゃん レオ・レオーニ／作 至光社 1995 ○

20 4-03-327020-5 すてきな三にんぐみ
トミー・アンゲラー／
さく

偕成社 2003.3 ○
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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 4-03-127110-3 おめんです
いしかわ　こうじ／
作・絵

偕成社 2013.6

22 4-87110-144-4 おかあさんのパンツ 山岡　ひかる／作 絵本館 2005.2

23 4-05-203298-1 やさいさん tupera tupera／さく 学研プラス 2010.7

24 4-7721-0178-0 くっついた 三浦　太郎／作・絵 こぐま社 2005.8

25 4-494-00388-3 なーんだなんだ
カズコＧ.ストーン／
さく

童心社 2004.10

26 4-494-00136-8 どんどこももんちゃん
とよた　かずひこ／
さく・え

童心社 2001.9

27 4-8340-1970-5 わにわにのおふろ 小風　さち／ぶん 福音館書店 2004.10

28 4-591-06476-X ぴょーん
まつおか　たつひで
／作・絵

ポプラ社 2000.6

29 4-8340-1438-X やさいのおなか きうち　かつ／作 福音館書店 1997.1

30 4-03-331540-9 １００かいだてのいえ いわい　としお／作 偕成社 2008.6 ○

31 4-905015-11-6 わらべうたであそびましょ！
さいとう　しのぶ／
編・絵

のら書店 2013.5 ○

32 4-8340-8419-1 かいちゅうでんとう
みやこし　あきこ／
さく

福音館書店 2018.1

33 4-323-01363-9 せんろはつづく 竹下　文子／文 金の星社 2003.10

34 4-7721-0095-4 おひさまあはは
前川　かずお／作・
絵

こぐま社 1989.7

35 4-7902-6023-2 にんじんとごぼうとだいこん 和歌山　静子／絵 鈴木出版 1991.4

36 4-8340-0039-7 ももたろう
まつい ただし ／ぶ
ん

福音館書店 1995.10

37 4-591-13506-8 おふろにいれて
せな　けいこ／作・
絵

ポプラ社 2013.7

38 4-333-02733-0 つばめこうくう
もとやす　けいじ／
著

佼成出版社 2016.5

39 4-8340-2747-1 まほうのコップ 藤田　千枝／原案 福音館書店 2012.9

40 4-8340-0687-5 おつきさまこんばんは 林　明子／さく 福音館書店 2000.5
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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

1 4-09-726329-6 おこだでませんように
くすのき　しげのり
／作

小学館 2008.7 ○

2 4-494-02406-3 ながさきくんち 太田　大八／作 童心社 1980.9 ○ ○

3 4-8340-8336-1 このあいだになにがあった? 佐藤　雅彦／作 福音館書店 2017.5

4 4-338-08161-0 みずとはなんじゃ？ かこ　さとし／作 小峰書店 2018.1

5 4-89325-250-0 どうぞのいす 香山　美子／作
ひさかたチャ
イルド

1998.3 ○

6 4-406-00773-3 かよこ桜 山本　典人／さく
新日本出版
社

1981.7 ○ ○

7 4-8340-0050-8 てぶくろ
エウゲーニー・M・ラ
チョフ／え

福音館書店 1965.1 ○

8 4-591-06501-4
おちばのしたをのぞいてみた
ら…

皆越　ようせい／写
真と文

ポプラ社 2000.8 ○

9 4-8340-1818-9 チンチンでんしゃのはしるまち 横溝　英一／さく 福音館書店 2013.7 ○ ○

10 4-591-07044-1 けんかのきもち 柴田　愛子／文 ポプラ社 2001.1 ○

11 4-03-204890-2 ともだちや 内田　麟太郎／作 偕成社 2011.2

12 4-89309-657-9 へいわとせんそう
たにかわ　しゅんた
ろう／ぶん

ブロンズ新社 2019.3

13 4-8340-0767-7 みどりいろのたね
たかどの　ほうこ／
作

福音館書店 1988.4 ○

14 4-06-132504-3 おかあちゃんがつくったる 長谷川　義史／作 講談社 2012.4

15 4-8340-0043-5 三びきのやぎのがらがらどん
マーシャ・ブラウン
／え

福音館書店 1979 ○ ○

16 4-494-01940-3 しっぱいにかんぱい！ 宮川　ひろ／作 童心社 2008.9 ○

17 4-8340-0897-5 せんたくかあちゃん
さとう　わきこ／さ
く・え

福音館書店 2012.4 ○

18 4-426-87506-4 どんなかんじかなあ 中山　千夏／ぶん 自由国民社 2005.7 ○

19 4-286-19536-0 あのこヘンナコ
ワダ　アスカ／さく・
え

文芸社 2018.6 ○

20 4-569-78864-7 しまうまのたんけん トビイ　ルツ／作・絵 ＰＨＰ研究所 2019.5 ○
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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 4-580-80007-6 キャベツくん 長　新太／文・絵 文研出版 2007.2 ○

22 4-8340-0972-6 はじめてのキャンプ 林　明子／さく・え 福音館書店 1984.6 ○

23 4-7721-0004-0 １１ぴきのねこ 馬場　のぼる／著 こぐま社 1978 ○

24 4-8340-0035-4 エルマーとりゅう
ルース・スタイルス・
ガネット／さく

福音館書店 2010.3 ○

25 4-8340-1017-6 めっきらもっきらどおんどん 長谷川  摂子／作 福音館書店 2012.4 ○

26 4-265-03458-6 雪のかえりみち 藤原　一枝／作 岩崎書店 2000.1 ○

27 4-87110-112-6 ぶたのたね 佐々木　マキ／著 絵本館 1989

28 4-86549-140-1
せんそうをはしりぬけた『か
ば』でんしゃ

間瀬　なおかた／
作・絵

ひさかたチャ
イルド

2018.6

29 4-591-14540-1 ライフタイム
ローラ・Ｍ・シェー
ファー／ぶん

ポプラ社 2015.6

30 4-05-203657-6  じゃんけんのすきな女の子 松岡　享子／さく
学研教育出
版

2013.2

31 4-87981-629-0 いろいろいろんなかぞくのほん
メアリ・ホフマン／ぶ
ん

少年写真新
聞社

2018.1

32 4-05-104608-7 たんたのたんけん 中川　季枝子／さく 学研プラス 1978

33 4-8340-0509-7
はたらきもののじょせつしゃけ
いてぃー

ばーじにあ・りー・
ばーとん／ぶんとえ

福音館書店 1978.3

34 4-8340-2209-9 おばけかぞくのいちにち 西平　あかね／さく 福音館書店 2012.2 ○

35 4-06-218917-0 こどもたちへ まど　みちお／文 講談社 2014.3

36 4-7520-0380-9 ホネホネたんけんたい
西澤　真樹子／監
修・解説

アリス館 2008.2

37 4-03-202400-6 おまたせクッキー
パット＝ハッチンス
／さく

偕成社 1994.4

38 4-591-13124-4 おかしなゆきふしぎなこおり 片平　孝／写真・文 ポプラ社 2012.1

39 4-06-131880-2 おじさんのかさ 佐野　洋子／作・絵 講談社 1992.5

40 4-577-04585-5 なずずこのっぺ？
カーソン ・エリス／
さく

フレーベル館 2017.1
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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

41 4-924684-21-X のはらうた 工藤　直子／作 童話屋 1984.5
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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

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

2 4-8340-0119-9 魔女の宅急便 角野　栄子／作 福音館書店 1985.1 ○

3 4-00-111250-4 せいめいのれきし
バージニア・リー・
バートン／文・絵

岩波書店 2015.7 ○

4 4-494-02406-3 ながさきくんち 太田　大八／作 童心社 2006.1 ○ ○

5 4-566-01218-2
火よう日のごちそうは
ひきがえる

ラッセル・Ｅ・エリク
ソン／作

評論社 1982.3 ○

6 4-8443-7656-9
小学生のボクは、鬼のようなお
母さんにナスビを売らされまし
た。

原田　剛／文
ワイヤーオレ
ンジ

2014.1

7 4-7902-5356-3 この計画はひみつです
ジョナ・ウインター／
文

鈴木出版 2018.6

8 4-03-635250-4 二分間の冒険 岡田　淳／著 偕成社 1985.4 ○

9 4-06-132465-7 ルリユールおじさん いせ　ひでこ／作 講談社 2011.4 ○

10 4-338-17405-6 長崎少女シェフ物語 堀　直子／作 小峰書店 2001.1 ○ ○

11 4-7743-0682-7 ２３時間５７分のひとり旅 さだ　まさし／作 くもん出版 2003.7 ○

12 4-652-00525-3 ともだちは海のにおい 工藤　直子／作 理論社 2004.9 ○

13 4-03-963200-1
おとなになれなかった
弟たちに・・・

米倉　斉加年／作 偕成社 1983.1 ○

14 ―
いのちつぐ「みどりびと」
１～１２

國森　康弘／写真・
文

農山漁村文
化協会

― ○

15 4-620-32357-2 大村智ものがたり 馬場　錬成／著
毎日新聞出
版

2015.1 ○

16 ―
ファーブル先生の昆虫教室
１～

奥本　大三郎／文 ポプラ社 ― ○

17 4-8340-1571-8 鬼の橋 伊藤　遊／作 福音館書店 1998.10 ○

18 4-652-02081-3 ねらわれた星 星　新一/作 理論社 2001.1 ○

19 4-265-04288-3 ツシマヤマネコって、知ってる? 太田　京子／著 岩崎書店 2010.7 ○

20 4-19-860709-5 魔法使いハウルと火の悪魔
ダイアナ・ウィン・
ジョーンズ／作

徳間書店 1997.5
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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 4-494-01831-4 シェーラ姫の冒険 村山　早紀／著 童心社 2019.3 ○

22 4-580-82302-0 チキン！ いとう　みく／作 文研出版 2016.1

23 4-06-219475-4 ながいながい骨の旅 松田　素子／文 講談社 2017.2

24 4-86389-453-2
十年屋　時の魔法は
いかがでしょう？

廣嶋　玲子／作 静山社 2018.7

25 4-04-631551-9 
ナガサキの命　伝えたい、
原爆のこと

吉永　小百合／編 KADOKAWA 2015.1 ○

26 4-04-631408-6
目がみえない耳もきこえない
でもぼくは笑ってる

佐々木　志穂美／
著

KADOKAWA 2015.10

27 4-7520-0812-5 はたらく 長倉　洋海／著 アリス館 2017.9

28 4-265-86013-5 マララ
マララ・ユスフザイ
／
著

岩崎書店 2014.10

29 4-591-10370-8 汽笛 長崎　源之助／作 ポプラ社 2008.6 ○

30 4-8340-1734-6 おーいぽぽんた
茨木のり子／〔ほ
か〕
編集委員

福音館書店 2001.4

31 4-566-01379-7 小さなバイキングビッケ
ルーネル・ヨンソン
／作

評論社 2011.9

32 4-05-203612-5 うなぎ一億年の謎を追う 塚本　勝巳／著
学研教育出
版

2014.1

33 4-591-11245-8
わたしが正義について語るな
ら

やなせ　たかし／著 ポプラ社 2009.1

34 4-06-217077-2 パンプキン!　模擬原爆の夏 令丈　ヒロ子／作 講談社 2011.7

35 4-00-114008-X くまのプーさん A.A.ミルン／作 岩波書店 2000.6

36 4-480-87846-5 こども「学問のすすめ」 齋藤　孝／著 筑摩書房 2011.1

37 4-591-08731-X 被爆者　６０年目のことば
会田　法行／写真・
文

ポプラ社 2005.7 ○

38 4-04-631717-9 自閉症の僕が跳びはねる理由 東田　直樹／著 KADOKAWA 2017.6

39 4-8340-2783-9 カステラ、カステラ！ 明坂　英二／文 福音館書店 2013.5 ○

40 4-591-15806-7 どう解く？
やまざき　ひろし／
ぶん

ポプラ社 2018.3
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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 4-06-148485-0 透明人間 Ｈ・Ｇ・ウェルズ／作
講談社青い
鳥文庫

1998.6

42 4-00-115631-7 みどりのゆび
モーリス・ドリュオン
／作

岩波書店 2009.8

43 4-7515-2521-0 おとうさんのちず
ユリ・シュルヴィッツ
／作

あすなろ書
房

2009.5

44 4-905530-75-6 ざっそう
ロアルド・ホフマン
／
原作

今人舎 2018.10

45 4-7743-0690-8 天と地を測った男
岡崎　ひでたか／
作

くもん出版 2003.6

46 4-577-04771-2 夏に降る雪 あんず　ゆき／作 フレーベル館 2019.7 ○

　※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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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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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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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 4-03-643200-4 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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☆協力図書館

1 長崎県立長崎図書館 21 西海市立大島図書館

2 長崎市立長崎図書館 22 雲仙市図書館

3 長崎市香焼図書館 23 南島原市有家図書館

4 佐世保市立図書館 24 南島原市西有家図書館

5 島原図書館 25 南島原市原城図書館

6 島原市有明図書館 26 南島原市口之津図書館

7 諫早市立諫早図書館 27 南島原市加津佐図書館

8 諫早市立西諫早図書館 28 南島原市深江図書館

9 諫早市立たらみ図書館 29 長与町図書館

10 諫早市立森山図書館 30 時津町立時津図書館

11 大村市立図書館 31 波佐見町図書館

12 平戸市立平戸図書館 32 小値賀町立図書館

13 平戸市立永田記念図書館 33 佐々町立図書館

14 松浦市立図書館 34 新上五島町立中央図書館

15 松浦市立福島図書館 35 新上五島町立奈良尾図書館

16 対馬市立つしま図書館 36 新上五島町立中央図書館若松分館

17 壱岐市立郷ノ浦図書館 37 新上五島町立中央図書館上五島分館

18 壱岐市立石田図書館 38 新上五島町立中央図書館新魚目分館

19 五島市立図書館

20 西海市立西彼図書館
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