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1 中2 Ｄｒ．コトーのモデルＤｒ．瀬戸上の離島診療所日記 瀬戸上　健二郎／著 小学館

2 中2 聊斎志異 蒲松齢 岩波書店

3 中2 犬と私の１０の約束 川口　晴 文藝春秋

4 中2 黄金の羅針盤 プルマン 新潮社

5 中2 科学者レイチェル・カーソン 小手鞠るい 理論社

6 中2 科学と科学者のはなし 池内　了 岩波書店

7 中2 クレイジー・サマー リタ・ウィリアムズ=ガルシア 鈴木出版

8 中2 この湖にボート禁止 トゥリーズ 福武書店（福音館書店）

9 中2 ジョン・バーニンガムわたしの絵本、わたしの人生 ジョン・バーニンガム／著 ほるぷ出版

10 中2 スタンド・バイ・ミー スティーヴン・キング 新潮社

11 中2 そのときあの人はいくつ？ 稲田雅子　池上彰（監修） 小学館

12 中2 太陽の戦士 ローズマリ・サトクリフ 岩波書店

13 中2 たまごを持つように まはら三桃 講談社

14 中2 地下の洞穴の冒険 チャーチ 岩波書店

15 中2 沈黙　 遠藤　周作 新潮社

16 中2 月神の統べる森で たつみや　章 講談社

17 中2 発電所のねむるまち マイケル・モーバーゴ あかね書房

18 中2 はるかなるアフガニスタン アンドリュー・クレメンツ 講談社

19 中2 まねっこでいいから 内田　麟太郎 瑞雲舎

20 中2 燃えるアッシュ・ロード サウスオール 偕成社

21 中2 妖怪アパートの幽雅な日常１～１０ 香月　日輪 講談社

22 中2 わが祖国チェコの大地よ 黒沼　ユリ子 リブリオ出版

23 中2 “It”と呼ばれた子 デイヴ・ぺルザー 新潮文庫

24 中2 「モナリザ」の微笑み 布施英利 PHP研究所

25 中2 137億光年のヒトミ 鳴沢真也 そうえん社

26 中2 14歳からの仕事道 玄田有史 理論社

27 中2 14歳からの社会学 宮台真司 世界文化社

28 中2 Ｊブンガク ロバート・キャンベル 東京大学出版会

29 中2 KYOKO 村上龍 集英社文庫

30 中2 O・ヘンリ短編集１～３ ヘンリ　大久保　康雄訳 新潮社

31 中2 Presents 角田光代 双葉社

32 中2 阿Ｑ正伝・狂人日記 魯迅　竹内　好訳 岩波書店

33 中2 アイスプラネット 椎名　誠

34 中2 蒼き狼 井上靖 新潮社

35 中2 赤朽葉家の伝説 桜庭一樹 東京創元社
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36 中2 あっこと僕らが生きた夏 有村　千裕／著 講談社

37 中2 あのころはフリードリヒがいた ハンス・ペーター・リヒター／上田真而子　訳 岩波書店

38 中2 あばあちゃん ヘルトリング 偕成社

39 中2 雨鱒の川 川上健一 集英社

40 中2 イースター島　写真でわかる謎への旅 柳谷杞一郎 雷鳥社

41 中2 生きることの意味 高　史明 筑摩書房

42 中2 一色一生 志村ふくみ 講談社

43 中2 井上ひさしと141人の仲間たちの作文教室 井上ひさし　ほか　文学の蔵　編 新潮社

44 中2 いのちってなんだろう 中村桂子，金森俊朗，沼野尚美，
高橋卓志，鷲田清一， 佼成出版社

45 中2 李陵・山月記 中島敦 新潮文庫

46 中2 宇宙への秘密の鍵 ルーシー＆スティーブン・ホーキング
／さくまゆみこ訳 岩崎書店

47 中2 海と毒薬 遠藤　周作 新潮社

48 中2 海辺のカフカ 村上春樹 新潮文庫

49 中2 おーいぽぽんた 茨木のり子，大岡　信，川崎　洋，
岸田衿子，谷川俊太郎　編 福音館書店

50 中2 おじいさんの思い出 トルーマン・カポーティ／村上春樹　訳 文藝春秋

51 中2 おちくぼ姫 田辺聖子 角川書店

52 中2 おとうと 幸田　文 新潮社

53 中2 お伽草紙 太宰　治 新潮社

54 中2 大人になるヒント 中沢けい メディアパル

55 中2 おばあちゃん ヘルトリング 偕成社

56 中2 科学的とはどういうことか 板倉聖宣 仮説社

57 中2 科学の扉をノックする 小川　洋子 集英社

58 中2 岳物語 椎名　誠 集英社

59 中2 風の谷のナウシカ　1 宮崎　駿 徳間書店

60 中2 風の谷のナウシカ　2 宮崎　駿 徳間書店

61 中2 風の谷のナウシカ　3 宮崎　駿 徳間書店

62 中2 風の谷のナウシカ　4 宮崎　駿 徳間書店

63 中2 風の谷のナウシカ　5 宮崎　駿 徳間書店

64 中2 風の谷のナウシカ　6 宮崎　駿 徳間書店

65 中2 風の谷のナウシカ　7 宮崎　駿 徳間書店

66 中2 風の道　雲の旅 椎名　誠 集英社

67 中2 カナダ＝エスキモー 本多　勝一 朝日新聞社

68 中2 蟹工船 小林多喜二 角川文庫

69 中2 神谷美恵子 大谷美和子 くもん出版

70 中2 カムイ・ユーカラ 山本多助 平凡社
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71 中2 ガラスの家族 パターソン　岡本　浜江訳 偕成社

72 中2 ガラスの地球を救え 手塚　治虫 光文社

73 中2 カラフル 森　絵都 文藝春秋

74 中2 環境と文明の世界史 石　弘之　安田喜憲　湯浅赳男 洋泉社

75 中2 漢詩入門 一海知義 岩波書店

76 中2 漢詩への招待 石川忠久 文藝春秋

77 中2 黄色い髪 干刈あがた 朝日文庫

78 中2 機関車先生 伊集院　静 講談社

79 中2 救急医，世界の災害現場へ 山本保博 筑摩書房

80 中2 キューポラのある街 早船　ちよ 講談社

81 中2 きよしこ 重松清 新潮文庫

82 中2 クイールを育てた訓練士 多和田悟　矢貫　隆 文藝春秋

83 中2 くまとやまねこ 湯本香樹実　文　酒井駒子　絵 河出書房新社

84 中2 暮らしの和道具 遠藤ケイ 筑摩書房

85 中2 獣の奏者 上橋菜穂子 講談社

86 中2 原爆の子 長田　新　編 岩波書店

87 中2 幸福な食卓 瀬尾まいこ 講談社

88 中2 声に出そう　はじめての漢詩 　１・２・３ 全国漢文教育学会　編 汐文社

89 中2 国際宇宙ステーションとはなにか 若田光一 講談社

90 中2 午後の曵航 三島由紀夫 新潮文庫

91 中2 心に太陽を持て 山本　有三 新潮社

92 中2 こころの処方箋 河合　隼雄 新潮社

93 中2 心の底をのぞいたら なだいなだ 筑摩書房

94 中2 こころの名作図書館 新学社

95 中2 古事記物語 福永　武彦 岩波書店

96 中2 小僧の神様 志賀　直哉 講談社

97 中2 五体不満足 乙武洋匡 講談社

98 中2 こちら救命センター 浜辺祐一 集英社

99 中2 ゴリラは語る 山極　寿一 講談社

100 中2 西遊記　上・下 呉承恩　和田武司・山谷弘之訳 さ・え・ら書房

101 中2 さびしいときは心のかぜです 原田大助  山元加津子 樹心社

102 中2 サラダ記念日 俵　万智 河出書房新社

103 中2 自分のなかに歴史をよむ 阿部　謹也 筑摩書房

104 中2 自分を知るための哲学入門 竹田　青嗣 筑摩書房

105 中2 斜陽 太宰治 新潮文庫
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106 中2 ジュリアス・シーザー シェイクスピア　福田　恆存訳 新潮社

107 中2 小児病棟の四季 細谷亮太 岩波書店

109 中2 次郎物語　上 下村湖人 講談社

108 中2 次郎物語　下 下村湖人 講談社

110 中2 新釈遠野物語 井上　ひさし 新潮社

111 中2 人生という旅 小檜山博 講談社

112 中2 スウィング！ 横沢　彰／作 童心社

113 中2 スカラムーシュ サバチニ 第三文明社

114 中2 スキップ 北村　薫 新潮社

115 中2 スターガール ジェリー・スピネッリ／千葉茂樹  訳 理論社

116 中2 スローカーブを、もう一球 山際淳司 角川書店

117 中2 生物と無生物のあいだ 福岡　伸一 講談社

118 中2 清兵衛と瓢簟・網走まで 志賀　直哉 新潮社

119 中2 世界がもし１００人の村だったら 池田香代子 マガジンハウス

120 中2 世界を信じるためのメソッド 森　達也 理論社

121 中2 戦火の馬 マイケル・モーパーゴ 評論社

122 中2 戦争と沖縄 池宮城秀意 岩波書店

123 中2 ゾウの時間ネズミの時間 本川達雄 中央公論新社

124 中2 底のない袋 青木 　玉 講談社

125 中2 そして、ぼくの旅はつづく サイモン・フレンチ 福音館書店

126 中2 そっと耳を澄ませば 三宮麻由子 集英社

127 中2 大望遠鏡「すばる」誕生物語 小平桂一 金の星社

128 中2 鷹のように帆をあげて まはら三桃 講談社

129 中2 小さき者へ・　生れ出づる悩み 有島武郎 新潮社

130 中2 地球の食卓 ピーター・メンツェル　フェイス・ダルージオ
みつじまちこ　訳 TOTO出版

131 中2 父の詫び状 向田邦子 文藝春秋

132 中2 中学生からの作文技術 本多勝一

133 中2 沈黙 村上春樹 全国学校図書館協議会

134 中2 沈黙の春 レイチェル・カーソン／青樹簗一　訳 新潮社

135 中2 テレビの自画像 桜井　均 筑摩書房

136 中2 東大合格生のノートはかならず美しい 太田あや 文藝春秋

137 中2 動物農場 オーウェル　高畠　文夫訳 角川書店

138 中2 ドッグ・シェルター 今西乃子 金の星社

139 中2 夏の葬列 山川　方夫 集英社

140 中2 日本語　上・下 金田一　春彦 岩波書店
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141 中2 日本語という外国語 荒川洋平 講談社

142 中2 日本語と外国語 鈴木孝夫 岩波書店

143 中2 日本語の力 中西　進 集英社

144 中2 日本語を「外」から見る 佐々木瑞枝 小学館

145 中2 日本の川を旅する 野田　知佑 新潮社

146 中2 ニングル 倉本　聡 理論社

147 中2 人間失格 太宰　治 新潮社

148 中2 にんじん ルナール ポプラ社

149 中2 眠れなくなる宇宙のはなし 佐藤勝彦 宝島社

150 中2 ねらわれた星 星　新一 理論社

151 中2 野村萬斎の狂言 野村萬斎　監修　小野幸恵　著 岩崎書店

152 中2 走れメロス 太宰　治 角川書店

153 中2 八月の光 朽木　祥 偕成社

154 中2 ハックルベリー・フィンの冒険（2冊） トウェイン　西田　実訳 岩波書店

155 中2 パニック・裸の王様 開高　健 新潮社

156 中2 母なる大地 アイトマートフ（柳澤　桂子） 新潮社

157 中2 非・バランス 魚住直子 講談社

158 中2 美について 今道友信 講談社

159 中2 ヒロシマ―壁に残された伝言 井上恭介 集英社

160 中2 ファーブルの昆虫記 アンリ=ファーブル／中村　浩・江口　清　訳 講談社

162 中2 封神演義　上 安能　務　訳 講談社

163 中2 封神演義　中 安能　務　訳 講談社

161 中2 封神演義　下 安能　務　訳 講談社

164 中2 ふたり 赤川次郎 新潮社

165 中2 船乗りクプクプの冒険 北杜夫 新潮社

166 中2 方言の日本地図 真田信治 講談社

167 中2 法隆寺を支えた木 西岡常一　小原二郎 日本放送出版協会

168 中2 ホームレス中学生 田村裕 ワニブックス

170 中2 ホビットの冒険　上 J.R.R. トールキン／瀬田貞二　訳 岩波書店

169 中2 ホビットの冒険　下 J.R.R. トールキン／瀬田貞二　訳 岩波書店

171 中2 ボランティアの考え方 秦　辰也 岩波書店

172 中2 ぼんぼん 今江祥智 新潮社

173 中2 ミアの選択 ゲイル・フォアマン／著 小学館

174 中2 みそっかす 幸田文 岩波書店

175 中2 みちづれ 三浦哲郎 新潮社
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176 中2 モアイは語る―地球の未来 安田喜憲 教科書

177 中2 もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの「マネジメント」を読んだら 岩崎　夏海 ダイヤモンド社

178 中2 桃尻語訳　枕草子　上 橋本　治 河出書房新社

179 中2 桃尻語訳　枕草子　中 橋本　治 河出書房新社

180 中2 桃尻語訳　枕草子　下 橋本　治 河出書房新社

181 中2 杜子春・くもの糸 芥川龍之介 偕成社（偕成者文庫）

182 中2 森は生きている 富山和子 講談社

183 中2 森よ生き返れ 宮脇　昭 大日本図書

184 中2 屋久島の山守　千年の仕事 髙田久夫　著　塩野米松  聞き書き 草思社

185 中2 やさしい日本語 佐藤和之 教科書

186 中2 羅生門・鼻 芥川龍之介 新潮社

187 中2 リトル・トリー フォレスト・カーター／和田穹男　訳 めるくまーる

188 中2 リバウンド E・ウォルターズ／小梨　直　訳 福音館書店

189 中2 李陵・山月記 中島　敦 新潮社

190 中2 ルリユールおじさん いせひでこ 講談社

191 中2 レネット　金色の林檎 名木田恵子 金の星社

192 中2 老人と海 ヘミングウェイ／福田恆存　訳 新潮社

193 中2 路傍の石 山本有三 偕成社

194 中2 若きウェルテルの悩み ゲーテ　竹山　道雄訳 岩波書店

195 中2 わかりやすく〈伝える〉技術 池上　彰 講談社

196 中2 漢詩の風景 石川忠久 大修館書店

197 中2 君は『最後の晩餐』を知っているか 布施英利 教科書

198 中2 言葉の力 大岡　信 東京　立神社

199 中2 字のない葉書（『眠る盃』） 向田邦子 講談社

200 中2 数え方でみがく日本語 飯田朝子 筑摩書房

201 中2 生きてます、１５歳。 井上　美由紀／著 ポプラ社

202 中2 生活図鑑 おち　とよこ／文 福音館書店

203 中2 走れメロス 太宰　治 新潮社

204 中2 脳を育て、夢をかなえる 川島隆太 くもん出版

205 中2 風の道雲の旅 椎名　誠／著 集英社

206 中2 盆土産（『冬の雁』） 三浦哲郎 文芸春秋

207 中2 木のことば　森のことば 高田　宏 筑摩書房

208 中2 木工少女 濱野　京子／著 講談社
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