
書　　　名 編著者名

1 三四郎 夏目漱石

2 こころ 夏目漱石

3 十三夜 樋口一葉

4 ヰタ・セクスアリス 森　鷗外

5 高瀬舟 森　鷗外

6 出家とその弟子 倉田百三

7 藪の中 芥川龍之介

8 暗夜行路 志賀直哉

9 卍 谷崎潤一郎

10 細雪 谷崎潤一郎

11 檸檬 梶井基次郎

12 蒼氓 石川達三

13 雪国 川端康成

14 山の音 川端康成

15 路傍の石 山本有三

16 麦と兵隊 火野葦平

17 銀河鉄道の夜 宮沢賢治

18 山月記 中島　敦

19 斜陽 太宰　治

20 父・こんなこと 幸田　文

21 金閣寺 三島由紀夫

22 豊饒の海 三島由紀夫

23 天平の甍 井上　靖

24 海と毒薬 遠藤周作

25 沈黙 遠藤周作

26 或る「小倉日記」伝 松本清張

27 砂の器 松本清張

28 砂の女 安部公房

29 秀吉と利休 野上弥生子

30 黒い雨 井伏鱒二

31 ヒロシマ・ノート 大江健三郎

32 氷点 三浦綾子

33 火垂るの墓 野坂昭如

34 安土往還記 辻　邦生

35 坂の上の雲 司馬遼太郎

36 花神 司馬遼太郎

37 恍惚の人 有吉佐和子

38 岬 中上健次

39 驟り雨 藤沢周平

40 マークスの山 高村　薫

41 ねじまき鳥クロニクル 村上春樹

42 道頓堀の雨に別れて以来なり 田辺聖子

43 東京セブンローズ 井上ひさし

44 百年の預言 高樹のぶ子

45 博士の愛した数式 小川洋子

46 マクベス ウィリアム・シェイクスピア

47 若きウェルテルの悩み ゲーテ

48 高慢と偏見 ジェイン・オースティン

49 赤と黒 スタンダール

50 モンテ・クリスト伯 アレクサンドル・デュマ
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51 ジェイン・エア シャーロット・ブロンテ

52 嵐が丘 エミリ・ブロンテ

53 白鯨 メルヴィル

54 大いなる遺産 チャールズ・ディケンズ

55 レ・ミゼラブル ヴィクトル・ユゴー

56 戦争と平和 トルストイ

57 カラマーゾフの兄弟 ドストエフスキー

58 女の一生 モーパッサン

59 即興詩人 H・C・アンデルセン

60 トニオ・クレーゲル トーマス・マン

61 ジャン・クリストフ ロマン・ロラン

62 桜の園 チェーホフ

63 車輪の下 ヘルマン・ヘッセ

64 赤毛のアン ルーシー・モンゴメリー

65 狭き門 アンドレ・ジイド

66 ギタンジャリ ラビンドラナート・タゴール

67 失われた時を求めて マルセル・プルースト

68 変身 フランツ・カフカ

69 月と六ペンス サマセット・モーム

70 雨 サマセット・モーム

71 阿Ｑ正伝 魯迅

72 ダロウェイ夫人 ヴァージニア・ウルフ

73 静かなドン ミハイル・ショーロホフ

74 幸福論 アラン

75 武器よさらば アーネスト・ヘミングウェイ

76 老人と海 アーネスト・ヘミングウェイ

77 サンクチュアリ ウィリアム・フォークナー

78 大地 パール･バック

79 城砦 A・J・クローニン

80 駱駝祥子 老舎

81 嘔吐 ジャン＝ポール・サルトル

82 怒りの葡萄 ジョン・スタインベック

83 星の王子さま サン＝テグジュペリ

84 ペスト アルベール・カミュ

85 欲望という名の電車 テネシー・ウィリアムズ

86 第二の性 シモーヌ・ド・ボーヴォワール

87 1984年 ジョージ・オーウェル

88 ライ麦畑でつかまえて J・D・サリンジャー

89 蝿の王 ウィリアム・ゴールディング

90 ドクトル・ジバゴ パステルナーク

91 ブリキの太鼓 ギュンター・グラス

92 イワン・デニソヴィッチの一日 ソルジェニーツィン

93 冷血 トルーマン・カポーティ

94 百年の孤独 ガルシア＝マルケス

95 かもめのジョナサン リチャード・バック

96 モモ ミヒャエル・エンデ

97 バーガーの娘 ナディン・ゴーディマ

98 薔薇の名前 ウンベルト・エーコ

99 ビラヴド トニ・モリスン

100 ソフィーの世界 ヨースタイン・ゴルデル

番外 橋をかける　子供時代の読書の思い出 美智子皇后陛下


