
　　　千葉県立東部図書館　資料紹介コーナー

No. 書           名 出版社

1 伝え合う言葉　中学国語　　１・２・３ 教育出版

2 国語　　１・２・３ 光村図書

No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

1 「ぐずぐず」の理由 鷲田 清一／著 角川学芸出版 2011.8 814/46 一般開架

2 方言学入門 木部 暢子／編著 三省堂 2013.9 818/44 一般開架

3 方言の日本地図  ことばの旅 真田 信治／著 講談社 2002.12 81804/2 一般開架

4 サラダ記念日  俵万智歌集 俵 万智／著 河出書房新社 1987.5 91116/TA97 書庫ＣＬ

5 言葉の力を贈りたい ねじめ 正一／著 日本放送出版協会 2002.8 9115/57 一般書庫

6 中原中也詩集 中原 中也／著 埼玉福祉会 1993.1 L9115/ﾅﾁ1 一般開架

7 近代の詩人　2　　島崎藤村 潮出版社 1991.12 91152/18/2 一般書庫

8 わたしを束ねないで 新川 和江／詩 童話屋 1997.9 91156/ｼｶ2 一般書庫

9 智恵子抄 高村 光太郎／著 角川春樹事務所 2011.4 91156/ﾀｺ13 一般開架

10 まど・みちお全詩集 まど みちお／著 理論社 2001.5 91156/ﾏﾐ13 一般書庫

11 ザ・啄木  詩・歌小説全一冊 石川 啄木／著 第三書館 2007.9 L9186/ｲﾀ1 一般開架

12 藤村全集    第1巻 島崎 藤村／著 筑摩書房 1976 91868/ｼﾄ2/1 一般書庫

大人だって、本の世界を広げよう　

展示期間:平成27年４月２２日～６月１５日

～こども読書週間～　４/23～5/12　「小さな本の大きなせかい」

千葉県立東部図書館　資料紹介コーナー

　学校でこどもたちが使う国語の教科書は、作品のアンソロジーです。本文の出典はもちろん、

関連本や読書案内などお勧め本も紹介されています。中学生以上の教科書であれば、一度は

読んでおきたい名作、大人でも十分読み応えのある作品、普段は読まないジャンルだけれど

本を選んでご紹介いたします。

　近隣地域の中学校で使用する、【教育出版】【光村図書】の内容を中心に、幅広いジャンルの

　　＜詩歌・言語＞

気軽に手を伸ばせる作品などが揃っています。

　　＜参考教科書＞

　館内閲覧用としてご用意しております。

　著作権の範囲内でコピーも可能です。

★　小・中学校、高等学校の教科書見本を

（全て東部図書館所蔵）
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No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

13 木下順二作品集　1　　夕鶴 木下 順二／著 未来社 1978 9126/KI46/1 書庫ＣＬ

14 笑う月 安部 公房／著 新潮社 1976 9136/A12 書庫ＣＬ

15 羅生門・鼻 芥川 竜之介／著 新潮社 1960.3 9136/A39 書庫ＣＬ

16 地獄変・鼻・杜子春 芥川 竜之介／著 明治図書出版 1970 9136/ｱﾘ13 一般書庫

17 山椒魚　上 井伏 鱒二／著 埼玉福祉会 1999.5 L9136/ｲﾏ2/1 一般開架

18 山椒魚　下 井伏 鱒二／著 埼玉福祉会 1999.5 L9136/ｲﾏ2/2 一般開架

19 新潮日本文学　17　　井伏鱒二 新潮社 1981 9186/14/17 一般書庫

20 現代日本文学館　29　　井伏鱒二 小林 秀雄／編集 文藝春秋 1970 9186/70/29 一般書庫

21 井上靖歴史小説集    第3巻　　天平の甍 井上 靖／著 岩波書店 1981.8 91368/ｲﾔ1/3 一般書庫

22 井上靖全集    第16巻 井上 靖／著 新潮社 1996.8 91868/ｲﾔ1/16 一般書庫

23 伊豆の踊子・禽獣  他六篇 川端 康成／著 角川書店 1968.12 9136/KA91 書庫ＣＬ

24 日本の文学　45　　伊豆の踊子・浅草紅団 市古 貞次／責任編集 ほるぷ出版 1985 9136/KA91 書庫ＣＬ

25 日本の文学　10　　吾輩ハ猫でアル　上編 市古 貞次／責任編集 ほるぷ出版 1985 9136/N58/1 書庫ＣＬ

26 日本の文学　11　　吾輩ハ猫でアル　中編 市古 貞次／責任編集 ほるぷ出版 1985 9136/N58/2 書庫ＣＬ

27 日本の文学　12　　吾輩ハ猫でアル　下編 市古 貞次／責任編集 ほるぷ出版 1985 9136/N58/3 書庫ＣＬ

28 現代日本文学館　4　　夏目漱石 小林 秀雄／編集 文藝春秋 1970 9186/G34/4 書庫ＣＬ

29 潮騒 三島 由紀夫／著 新潮社 1990.9 9136/MI53 書庫ＣＬ

30 日本の文学　25　　お目出たき人・友情 市古 貞次／責任編集 ほるぷ出版 1986 9136/MU84 書庫ＣＬ

31 野菊の墓・忘れ得ぬ人々 伊藤 左千夫／著 明治図書出版 1970.6 91368/88 一般書庫

32 新潮日本文学　8　　志賀直哉 新潮社 1980 9186/14/8 一般書庫

33 石井桃子集　1 石井 桃子／著 岩波書店 1998.9 91868/ｲﾓ1/１ 一般書庫

34 幸田文全集　第7巻　　おとうと 笛 幸田 文／著 岩波書店 1995.6 91868/ｺｱ1/7 一般書庫

35 司馬遼太郎全集　3　　竜馬がゆく　一 司馬 遼太郎／著 文藝春秋 1977 91868/ｼﾘ1/3 一般書庫

36 司馬遼太郎全集　4　　竜馬ゆく　ニ 司馬 遼太郎／著 文藝春秋 1977 91868/ｼﾘ1/4 一般書庫

37 司馬遼太郎全集　5　　竜馬がゆく　三 司馬 遼太郎／著 文藝春秋 1977 91868/ｼﾘ1/5 一般書庫

38 太宰治全集　4　　小説3 太宰 治／著 筑摩書房 1998.7 91868/ﾀｵ1/4 一般書庫

39 壺井栄全集　5 壺井 栄／著 文泉堂出版 1997.4 91868/ﾂｻ1/5 一般書庫

40 校定 新美南吉全集    第3巻 新美 南吉／著 大日本図書 1980.7 91868/ﾆﾅ1/3 一般書庫

41 堀辰雄作品集　第2巻　小説Ⅱ 堀 辰雄／著 筑摩書房 1982.6 91868/ﾎﾀ5/2 一般書庫

42 <新>校本宮澤賢治全集    第12巻[1] 宮沢 賢治／著 筑摩書房 1995.11 91868/ﾐｹ1/12-１ 一般書庫

43 鷗外歴史文学集    第3巻 森 鷗外／著 岩波書店 1999.11 91868/ﾓｵ2/3 一般書庫

44 小泉八雲集 小泉 八雲／著 新潮社 2012.3 9336/ﾊﾗ12 一般開架

　　＜名作文学＞
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No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

45 思考の整理学    1 外山 滋比古／著 大活字文化普及協会 2014.3 L1415/1/1 一般開架

46 思考の整理学    2 外山 滋比古／著 大活字文化普及協会 2014.3 L1415/1/2 一般開架

47 星野道夫著作集　3 星野 道夫／著 新潮社 2003.6 29539/8/3 一般書庫

48 「里」という思想 内山 節／著 新潮社 2005.9 304/567 一般開架

49 ヒロシマ-壁に残された伝言 井上 恭介／著 集英社 2003.7 3198/131 一般書庫

50
トットちゃんとトットちゃんたち  TOTTO-
CHAN'S CHILDREN

黒柳 徹子／著 講談社インターナショナル 2000.8 3676/49 一般書庫

51 クイールを育てた訓練士 多和田 悟／著 文藝春秋 2003.5 36927/162 一般開架

52 緒方貞子―難民支援の現場から 東野 真／取材・構成 集英社 2003.6 36938/11 一般書庫

53 大人になるヒント 中沢 けい／著 メディアパル 2008.1 37145/116 一般開架

54 食と日本人の知恵 小泉 武夫／著 岩波書店 2002.1 38381/54 一般書庫

55 小児病棟の四季 細谷 亮太／著 岩波書店 2002.6 4904/28 一般書庫

56 木のいのち木のこころ    天 西岡 常一／著 草思社 1993.12 52618/1/1 一般書庫

57 木のいのち木のこころ    地 小川 三夫／著 草思社 1993.12 52618/1/2 一般書庫

58 木のいのち木のこころ    人 塩野 米松／著 草思社 1994.12 52618/1/3 一般書庫

59
のこされた動物たち  福島第一原発20キロ圏
内の記録

太田 康介／著 飛鳥新社 2011.7 6456/106 一般開架

60 名画に教わる名画の見かた 早坂 優子／著 視覚デザイン研究所 2000.8 723/21 一般開架

61 じいちゃんさま 梅 佳代／著 リトルモア 2008.8 748/609 一般書庫

62 狂言サイボーグ 野村 萬斎／著 日本経済新聞社 2001.12 7739/13 一般書庫

63 将棋の子 大崎 善生／著 講談社 2001.5 796/60 一般開架

64 贈る物語    Wonder 瀬名 秀明／編 光文社 2002.11 9083/19/3 一般書庫

65 よしもとばなな
現代女性作家読
本刊行会／編

鼎書房 2011.6 91026/ﾖﾊ7 一般開架

66 吉本ばなな自選選集　4 吉本 ばなな／著 新潮社 2001.2 9136/ﾖﾊ8/4 一般書庫

67 鉄道員(ぽっぽや) 浅田 次郎／著 集英社 1997.4 9136/ｱｼ5 一般書庫

68 ニライカナイの空で 上野 哲也／著 講談社 2000.6 9136/ｳﾃ2 一般書庫

69 海と毒薬 遠藤 周作／著 文藝春秋 1979 9136/E59 書庫ＣＬ

70 博士の愛した数式 小川 洋子／著 新潮社 2003.8 9136/ｵﾖ19 一般書庫

71 夜のピクニック 恩田 陸／著 新潮社 2004.7 9136/ｵﾘ12 一般書庫

72 空飛ぶ馬 北村 薫／著 東京創元社 1989.3 9136/KI68 書庫ＣＬ

73 エイジ 重松 清／著 朝日新聞社 1999.2 9136/ｼｷ6 一般書庫

74 楽隊のうさぎ 中沢 けい／著 新潮社 2000.6 9136/ﾅｹ18 一般書庫

75 アメリカひじき 火垂るの墓 野坂 昭如／著 文藝春秋 1977 9136/N97/ 書庫ＣＬ

76 ほしのはじまり  決定版星新一ショートショート 星 新一／著 角川書店 2007.11 9136/ﾎｼ3 一般開架

　　＜現代読み物＞
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No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

77 点と線 松本 清張／著 光文社 1983 9136/MA81 書庫ＣＬ

78 川の光 松浦 寿輝／著 中央公論新社 2007.7 9136/ﾏﾋ13 一般開架

79 川の光    外伝 松浦 寿輝／著 中央公論新社 2012.6 9136/ﾏﾋ13/1-2 一般開架

80 川の光    2 松浦 寿輝／著 中央公論新社 2014.2 9136/ﾏﾋ13/2 一般開架

81 海に沈んだ町 三崎 亜記／著 朝日新聞出版 2011.1 9136/ﾐｱ29 一般開架

82 神去なあなあ日常 三浦 しをん／著 徳間書店 2009.5 9136/ﾐｼ26 一般開架

83 舟を編む 三浦 しをん／著 光文社 2011.9 9136/ﾐｼ46 一般開架

84 いちご同盟 三田 誠広／著 河出書房新社 1990.1 9136/MI56 書庫ＣＬ

85 ブレイブ・ストーリー　上 宮部 みゆき／著 角川書店 2003.3 9136/ﾐﾐ15/1 一般書庫

86 ブレイブ・ストーリー　下 宮部 みゆき／著 角川書店 2003.3 9136/ﾐﾐ15/2 一般書庫

87 日暮らし　上 宮部 みゆき／著 講談社 2005.1 9136/ﾐﾐ21/1 一般開架

88 日暮らし　下 宮部 みゆき／著 講談社 2005.1 9136/ﾐﾐ21/2 一般開架

89 本所深川ふしぎ草紙 宮部 みゆき／著 新人物往来社 1991.4 9136/MI71 書庫ＣＬ

90 レキシントンの幽霊 村上 春樹／著 文藝春秋 1996.11 9136/ﾑﾊ3 一般書庫

91 晩年の子供 山田 詠美／著 講談社 1991.1 9136/Y19 書庫ＣＬ

92
横溝正史自選集　1　　本陣殺人事件・蝶々殺
人事件

横溝 正史／著 出版芸術社 2006.12 9136/ﾖｾ5/1 一般開架

93 十五歳の残像 江國 香織／著 新潮社 1998.1 9146/ｴｶ1 一般書庫

94 「新しい人」の方へ 大江 健三郎／著 朝日新聞社 2003.9 9146/ｵｹ12 一般書庫

95 あるようなないような 川上 弘美／著 中央公論新社 1999.11 9146/ｶﾋ1 一般書庫

96 そっと耳を澄ませば 三宮 麻由子／著 日本放送出版協会 2001.2 9146/ｻﾏ2 一般書庫

97 にっぽん虫の眼紀行 毛 丹青／著 法藏館 1998.12 9146/ﾏﾀ2 一般書庫

98 父の詫び状 向田 邦子／著 文藝春秋 1981 9146/MU27 書庫ＣＬ

99 まなざしの記憶  だれかの傍らで 鷲田 清一／著 TBSブリタニカ 2000.12 9146/ﾜｷ3 一般書庫

100 深夜特急    第1便 沢木 耕太郎／著 新潮社 1986.5 9156/SA94/1 書庫ＣＬ

101 深夜特急    第2便 沢木 耕太郎／著 新潮社 1986.5 9156/SA94/2 書庫ＣＬ

102 深夜特急    第3便 沢木 耕太郎／著 新潮社 1992.1 9156/SA94/3 書庫ＣＬ

103
沢木耕太郎ノンフィクション　8　　ミッドナイト・
エクスプレス

沢木 耕太郎／著 文藝春秋 2004.9 916/ｻｺ2/8 一般書庫

104
第２集　きけわだつみのこえ  日本戦没学生
の手記

日本戦没学生記
念会／編

岩波書店 2004.11 916/38/2 一般書庫

105 もの食う人びと 辺見 庸／著 共同通信社 1994.6 916/H52 書庫ＣＬ

106 江戸川乱歩全集　6　　押絵と旅する男 江戸川 乱歩／著 講談社 1979.4 91868/ｴﾗ1/6 一般書庫

107 愛といのちの記録  早乙女勝元自選集  1 早乙女 勝元／著 草の根出版会 1991.7 91868/ｻｶ1/1 一般書庫

108 カムイ・ユーカラ  アイヌ・ラッ・クル伝 山本 多助／著 平凡社 1993.11 9292/Y31 書庫ＣＬ
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No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

109 新訳絵本西遊記 呉 承恩／作 中央公論社 1993.3 K9/A3068 協力保存

110 リトル・トリー フォレスト・カーター／著 講談社インターナショナル 1999.1 8377/23 一般書庫

111 河出世界文学全集　6　　二都物語 河出書房新社 1989.1 908/13/6 一般書庫

112 完本三国志    第1巻 羅 貫中／原作 ガウスジャパン 2005.11 9235/ﾗｶ7/1 一般書庫

113 完本三国志    第2巻 羅 貫中／原作 ガウスジャパン 2006.1 9235/ﾗｶ7/2 一般書庫

114 完本三国志    第3巻 羅 貫中／原作 ガウスジャパン 2006.4 9235/ﾗｶ7/3 一般書庫

115 完本三国志    第4巻 羅 貫中／原作 ガウスジャパン 2006.5 9235/ﾗｶ7/4 一般書庫

116 完本三国志    第5巻 羅 貫中／原作 ガウスジャパン 2006.8 9235/ﾗｶ7/5 一般書庫

117 完本三国志    第6巻 羅 貫中／原作 ガウスジャパン 2006.9 9235/ﾗｶ7/6 一般書庫

118 山の郵便配達 彭 見明／著 集英社 2001.3 9237/ﾎｼ1 一般書庫

119 不思議の国のアリス ルイス・キャロル／著 新書館 2005.12 9336/ｷﾙ2 一般開架

120 ジキル博士とハイド氏 R.L.スティーヴンソン／著 恒文社 1997.4 9336/ｽﾛ1 一般書庫

121 ハックルベリー・フィンの冒険　上 トウェイン／著 光文社 2014.6 9336/ﾄﾏ10/1 一般開架

122 ハックルベリー・フィンの冒険　下 トウェイン／著 光文社 2014.6 9336/ﾄﾏ10/2 一般開架

123 あしながおじさん ジーン・ウェブスター／著 新潮社 1981 9337/W52/1 書庫ＣＬ

124 ライ麦畑でつかまえて J.D.サリンジャー／著 白水社 1984.5 9337/SA69 書庫ＣＬ

125 指輪物語　1　旅の仲間　上 J・R・R・トールキン／著 評論社 1992.5 9337/ﾄｼ1/1 一般書庫

126 リトルターン ブルック・ニューマン／作 集英社 2001.11 9337/ﾆﾌ1 一般書庫

127 かもめのジョナサン リチャード・バック／著 新潮社 1974 9337/B15 書庫ＣＬ

128 グレート・ギャッツビー フィッツジェラルド／著 光文社 2009.9 9337/ﾌﾌ22 一般開架

129 ジョン万次郎  海を渡ったサムライ魂 マーギー・プロイス／著 集英社 2012.6 9337/ﾌﾏ6 一般開架

130 老人と海 E.ヘミングウェイ／著 柏艪舎 2013.9 9337/ﾍｱ18 一般開架

131 完訳クラシック赤毛のアン    1 L.M.モンゴメリー／著 講談社 1999.5 9337/ﾓﾙ1/1 一般書庫

132 赤毛のアン  完全版 L・M・モンゴメリ／著 原書房 1999.11 9337/ﾓﾙ2 一般書庫

133 ゲド戦記 1 影との戦い ル=グウィン／著 岩波書店 1999.1 9337/ﾙｱ5/1 一般開架

134 バースデイ・ストーリーズ 村上 春樹／編訳 中央公論新社 2006.1 93378/37/06 一般書庫

135 カフカ小説全集　4　　変身 カフカ／著 白水社 2001.6 9437/ｶﾌ1/4 一般書庫

136 変身 カフカ／著 白水社 2006.3 9437/ｶﾌ4 一般開架

137
そこに僕らは居合わせた  語り伝える、ナチ
ス・ドイツ下の記憶

グードルン・パウ
ゼヴァング／著

みすず書房 2012.7 9437/ﾊｸ2 一般開架

138 エンデ全集　3　　モモ エンデ／著 岩波書店 1996.9 948/ｴﾐ1/3 一般書庫

139 アンネの日記 アンネ・フランク／著 文藝春秋 1970 94935/F92 書庫ＣＬ

140 アンネの日記 アンネ・フランク／著 文藝春秋 1986.11 94935/F92 書庫ＣＬ

　　＜海外文学＞
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141 赤いコーリャン ヤー・ディン／著 集英社 1990.3 953/D76 書庫ＣＬ

142 星の王子さま サン=テグジュペリ／著 平凡社 2006.1 9537/ｻｱ15 一般開架

143 カミュ全集　2　　異邦人・シーシュポスの神話 カミュ／著 新潮社 1976 958/ｶｱ1/2 一般書庫

144 コルチャック先生 近藤 二郎／著 朝日新聞社 1990.12 989/KO79 書庫ＣＬ

No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

145 論語物語 下村 湖人／著 青龍社 1998.11 12383/9 一般書庫

146 論語 孔子／著 講談社 2004.3 12383/18 一般開架

147
教科書にでてくる日本の古典詩歌  和歌・俳
句・川柳

東京美術／編集 東京美術 2001.11 91104/23 一般書庫

148 愛唱斎藤茂吉歌集赤光/初版 斎藤 茂吉／著 斎藤茂吉記念館 2013.5 91116/ｻﾓ57 一般開架

149 東海道中膝栗毛　上 十返舎 一九／作 岩波書店 2002.8 91355/23/1 一般開架

150 東海道中膝栗毛　下 十返舎 一九／作 岩波書店 2002.8 91355/23/2 一般開架

151 現代語訳南総里見八犬伝　上 曲亭 馬琴／作 河出書房新社 2004.2 91356/54/1 一般書庫

152 現代語訳南総里見八犬伝　下 曲亭 馬琴／作 河出書房新社 2004.2 91356/54/2 一般書庫

153 すらすら読める徒然草 中野 孝次／著 講談社 2004.4 91445/21 一般開架

154 田辺聖子の小倉百人一首 田辺 聖子／著 角川書店 1989.1 9146/TA83 書庫ＣＬ

155 日本文学全集　9　　平家物語 池澤 夏樹／個人編集 河出書房新社 2016.12 918/60/9 一般開架

156 一海知義著作集    7 一海 知義／著 藤原書店 2008.7 9208/10/7 一般書庫

157 漢詩百首  日本語を豊かに 高橋 睦郎／著 中央公論新社 2007.3 921/15 一般書庫

158 漢詩鑑賞事典 石川 忠久／編 講談社 2009.3 921/18 一般書庫

No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

159 眠れなくなる宇宙のはなし 佐藤 勝彦／著 宝島社 2016.1 4402/13/1 一般開架

160
ますます眠れなくなる宇宙のはなし  「地球外
生命」は存在するのか

佐藤 勝彦／著 宝島社 2011.12 4402/13/2 一般開架

161 生物と無生物のあいだ 福岡 伸一／著 講談社 2007.5 4604/66 一般開架

162
ナショナルジオグラフィックの絶滅危惧種写真
集

ジョエル・サートレイ／著 Pヴァイン・ブックス 2011.8 462/12 一般開架

163 海馬  脳は疲れない 池谷 裕二／著 朝日出版社 2002.6 49137/106 一般書庫

164 多重化するリアル  心と社会の解離論 香山 リカ／著 廣済堂出版 2002.1 4937/119 一般書庫

165 沈黙の春 レイチェル・カーソン／著 新潮社 2001.6 519/215 一般書庫

166
宇宙飛行  行ってみてわかったこと、伝えたい
こと

若田 光一／著 日本実業出版社 2011.1 5389/64 一般開架

167 花火の図鑑 泉谷 玄作／写真・文 ポプラ社 2007.7 57598/7 一般書庫

168
花火のふしぎ  花火の玉数は数え方しだい?
美しい花火の正式な基準とは?

冴木 一馬／著 ソフトバンククリエイティブ 2011.7 57598/8 一般開架

　　＜自然科学＞

　　＜古典・漢詩＞
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