
　　　　　みどり清朋高校の１００冊

分類 書名 （編）著者 出版社
学ぶ・生きる 選択の科学 シーナ・アイエンガー 文藝春秋
学ぶ・生きる こんなに使える科学　 大竹文雄 ちくま新書
学ぶ・生きる できそこないの男たち 福岡伸一 光文社新書
学ぶ・生きる 複雑な世界、単純な法則 マーク・ブキャナン 草思社
学ぶ・生きる ７つの習慣 スティーブン・R・コヴィー キングベアー出版
学ぶ・生きる 地図で読む世界情勢　第1部 なぜ現在の世界はこうなった ジャン‐クリストフ ヴィクトル（著）　鳥取絹子（訳草思社
学ぶ・生きる 地図で読む世界情勢　第2部 これからの世界はどうなるか ジャン‐クリストフ ヴィクトル（著）　鳥取絹子（訳草思社
学ぶ・生きる ネイティブスピーカーの英文法 大西泰斗、ポール・マクベイ 研究者出版
学ぶ・生きる ネイティブスピーカーの英語感覚 大西泰斗、ポール・マクベイ 研究者出版
学ぶ・生きる ネイティブスピーカーの前置詞 大西泰斗、ポール・マクベイ 研究者出版
学ぶ・生きる ネイティブスピーカーの英会話 大西泰斗、ポール・マクベイ 研究者出版
学ぶ・生きる ネイティブスピーカーの英文法絶対基礎力 大西泰斗、ポール・マクベイ 研究者出版
学ぶ・生きる ハートで感じる英文法 大西泰斗、ポール・マクベイ NHK出版
学ぶ・生きる ハートで感じる英文塾　英語の５原則編 大西泰斗、ポール・マクベイ NHK出版
学ぶ・生きる 世界は数字でできている 立田奨 洋泉社
学ぶ・生きる キッパリ！５分間で自分を変える方法 上大岡トメ 幻冬舎文庫
学ぶ・生きる 世界一おもしろい日本史の授業 伊藤賀一 中経出版
学ぶ・生きる １３歳のハローワーク 村上龍 幻冬舎
学ぶ・生きる １４歳からの哲学 池田晶子 トランスビュー
学ぶ・生きる そうだったのか現代史 池上彰 集英社文庫
学ぶ・生きる　 本当は怖い動物の小育て 竹内久美子 新潮新書
歴史・戦争・平和 幕末史 半藤一利 新潮文庫
歴史・戦争・平和 137億年の物語 クリストファー・ロイド（著）　野中香方子（訳） 文藝春秋
歴史・戦争・平和 三国志　全１３巻 北方謙三 ハルキ文庫
歴史・戦争・平和 坊っちゃんの時代　全５巻 関川夏央 双葉文庫
歴史・戦争・平和 蒼天航路　全３６巻 李學仁、王欣太 講談社
歴史・戦争・平和 ためらいの倫理学 内田樹 角川文庫
歴史・戦争・平和 水滸伝 北方謙三 集英社
現代社会 高校生からわかる「資本論」 池上彰 集英社
現代社会 ネガポ辞典制作委員会 ネガポ辞典制作委員会 主婦の友社
サイエンス 世界で一番美しい元素図鑑 セオドア・グレイ 創元社
サイエンス 生物と無生物のあいだ 福岡伸一 講談社現代新書
サイエンス 宇宙は何でできているか 村山斉 幻冬舎新書
ドキュメンタリー 宇宙飛行士選抜試験 大鐘良一、小原健右 光文社新書
ドキュメンタリー 板尾日記 板尾創路 リトルモア
ドキュメンタリー チャップリン自伝 チャールズ・チャップリン、中野好夫 新潮文庫
ノンフィクション・ドキ連合赤軍「あさま山荘」事件 佐々淳行 文藝春秋
ノンフィクション・ドキ１リットルの涙 木藤亜也 エフエー出版
ノンフィクション・ドキ夜と霧 ヴィクトール・E・フランクル みすず書房
芸術・スポーツ 怖い絵 中野京子 朝日出版
芸術・スポーツ うたたね 川内倫子 リトルモア
随筆 ２１世紀に生きる君たちへ 司馬遼太郎 朝日出版
文学 竜馬がゆく 司馬遼太郎 文春文庫
文学 天平の甍 井上靖　 新潮文庫
文学 沈まぬ太陽 山崎豊子 新潮文庫
文学 野火 大岡昇平 新潮文庫
文学 ワイルド・スワン ユン・チアン 講談社文庫
文学 男子の本懐 城山三郎 新潮文庫
文学 落日燃ゆ 城山三郎 新潮文庫
文学 ま、いっか 浅田次郎 集英社文庫
文学 赤猫異聞 浅田次郎 新潮社
文学 それから 夏目漱石 新潮文庫
文学 青春の蹉跌 石川達三 新潮文庫
文学 丘に向かってひとは並ぶ 富岡多恵子 中公文庫
文学 数学ガール 結城浩 ソフトバンク
文学 あなたがもし奴隷だったら ジュリアス・レスター、ロッド・ブラウン 翔栄社
文学 置かれた場所で咲きなさい 渡辺和子 幻冬舎新書
文学 わたしの特別な場所 パトリシア・マキサック 新日本出版
文学 レディ・ジョーカー 髙村薫 新潮文庫
文学 日蝕 平野啓一郎 新潮社
文学 蔵 宮尾登美子 角川文庫
文学 三屋清左衛門残日録 藤沢周平 文春文庫
文学 人間万事塞翁が丙午 青島幸男 新潮文庫
文学 センセイの鞄 川上弘美 文春文庫
文学 鯨人 石川梵 集英社新書
文学 犠牲（サクリファイス）-わが息子・脳死の１１日 柳田郁男 文春文庫
文学 クライマーズ・ハイ 横山秀夫 文春文庫
文学 宇宙からの帰還 立花隆 中公文庫
文学 凍 沢木耕太郎 新潮文庫
文学 いま、会いにゆきます 市川拓司 小学館文庫
文学 夢をかなえるゾウ 水野敬也 飛鳥新社
文学 阪急電車 有川浩 幻冬舎
文学 蹴りたい背中 綿矢りさ 河出書房新社
文学 化物語 西尾維新 講談社
文学 クリスマス・キャロル ディケンズ チャップマン・アンド・ホール
文学 赤頭巾ちゃん気をつけて 庄司薫 中公文庫
文学 八日目の蝉 角田光代 中央公論新社
文学 水に似た感情 中島らも 集英社文庫
文学 ボックス！ 百田尚樹 講談社文庫
文学 舟を編む 三浦しをん 光文社
文学 博士の愛した数式 小川洋子 新潮文庫
文学 天使と悪魔 ダン・ブラウン 角川文庫
文学 亡国のイージス 福井春敏 講談社
文学 旅をする木 星野道夫 文春文庫
文学 君と会えたから 喜多川泰 ディスカヴァー・トゥエンティー・ワン
文学 精霊の守り人　全１０冊 上橋菜穂子 新潮文庫
文学 夜のピクニック 恩田陸 新潮文庫
文学 ミレニアム スティーグ・ラーソン 早川書房
文学 真田太平記 池波正太郎 新潮文庫
文学 風と共に去りぬ マーガレット・ミッチェル 新潮文庫
文学 海賊と呼ばれた男 百田尚樹 講談社
文学 源氏物語 紫式部
文学 あさきゆめみし 大和和紀 講談社
文学 金閣寺 三島由紀夫 新潮文庫
文学 車輪の下 ヘルマン・ヘッセ 新潮文庫
文学 坊っちゃん 夏目漱石 集英社文庫
文学 蒼穹の昴 浅田次郎 講談社文庫
文学 医学のたまご 海堂尊 理論社
文学 ナイフ 重松清 新潮文庫
文学 坂の上の雲 司馬遼太郎 文春文庫

　本校での高校生活３年間に少しでも多くの本を読んでもらいたい。そんな思いで、ぜひとも読んで欲しい本を先生方に募集いたしました。多
くの推薦図書の中から１００冊を選定し、これを、「みどり清朋高校の１００冊」としました。この１００冊の本を手に取り、読解能力、理解力を深
めて豊かな高校生活をすごす一助にし、また、これからの進路にいかせて欲しいと思います。　                                  　２０１8年４月１日
図書係り一同


