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書　　名 著者名 表紙 コ　メ　ン　ト

映画ノベライズ

青空エール
下川 香苗

持地 佑季子 他

大介は野球部、つばさは吹奏楽部に入り、甲子園に行く約束
をする。一緒にいる時間が多くて仲が良いです。「この二人、
青春してるな～」と思いました。

明日のひこうき雲 八束 澄子
悩みを抱える14歳の少女は、サッカー少年が気になり始め
…中学生が共感できる、すごく素直な青春ストーリー。

暗黒学校 上・下 二宮 敦人
気がついたらトイレで倒れていた雄太。13人が校舎に閉じ込
められてしまい…そこで起こる争いやハプニングが面白くて、
とてもドキドキする作品です。

地獄堂霊界通信
シリーズ

香月 日輪
“三人悪”と呼ばれる少年たちが地獄堂のおやじから不思議
な力をもらいます。＜切ない思いが交差して＞とても心が温
かくなります。

未来の扉をひらく

偉人のことば
和田 孫博／監

偉人はどのような言葉を残しているのだろう。自分に響く名
言や言葉がきっと見つかる、最＆高なbookです。皆さんも名
言を見つけてみてはどうですか？

いつか、君の涙は
光となる

春田 モカ
高校生の詩春は、人の泣いた回数がわかる。一体、詩春に
何があったのか!?泣けない男子との出会い、詩春の行動が
二人を繋ぐラブストーリー。最後のシーンで感動します。

いつか、君の涙は
光となる

春田 モカ
不思議な力を持った主人公・詩春が出会った男の子は、好き
になってはいけない相手だった。誰も知らない２人の関係と
は?!切なくも感動のラブストーリー。

いつか、君の涙は
光となる

春田 モカ
高校生の時に大変な思いをした詩春。嫌いなわりに何かと助
けてくれる彼は、詩春と同じ不思議な力を持つが泣けない
人。読んでいくと一緒に考えさせられます。

いつかすべてが
君の力になる

梶 裕貴
数々のアニメの主役を務める人気声優・梶裕貴さんのプロに
なるまでの話。様々な事を乗り越えて、今があると思います。
アニメや声優が好きな人は、心読です。

一瞬の風になれ
① ｲﾁﾆﾂｲﾃ ② ﾖｳｲ ③ ﾄﾞﾝ

佐藤 多佳子
何かに打ち込むとはこういうことだと感じます。サッカー少年
が陸上に出会い、ライバルと出会い、少しずつ確実に成長す
る姿に魅せられることでしょう。

いなくなれ、群青 河野 裕
｢階段島｣、この島に送られてくる人たちは“捨てられた”人た
ちです。島から出る方法は、“なくした物”を見つけること…。
なくした物を見つけたときが感動します。

命あれば 瀬戸内 寂聴
今年97歳をむかえる著者が、約20年にわたって書き続けて
きた随筆をまとめた一冊。著者の法話会が、人気なのもわか
ります。
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いのちのパレード 八束 澄子
中３でバレー部の万里は、突然エースのセナから「妊娠した」
と言われる。彼女と小さな命を守るため、部員が手助けをす
る友情と絆に感動する本です。

インスタ映えする
戦国時代

スエヒロ
もし、戦国武将がスマホを使っていたら…大阪城築城のアプ
リ｢石垣積む積む｣や家康のホーム画面｢Sankin Go｣など、歴
史の勉強のつもりが頭に入らなくなる一冊。

WARRIORS
ウォーリアーズ シリーズ

エリン・ﾊﾝﾀｰ
金原 瑞人 他／訳

家猫として快適に暮らすよりも、過酷な野生での暮らしを選
んだファイアポー。私は、彼の勇敢さを越えるものは、きっと
誰一人いないだろうと思いました。

海と月の喫茶店 櫻 いいよ
主人公・香月は、ある理由でお菓子作りをあの間宮君に教え
てもらおうとするが…香月・父・弟・間宮君の心情の移り変わ
りが、物語のその後をそそります。

永遠の０（ゼロ） 百田 尚樹
軍人らしくない宮部は、生き残るために努力や工夫をする。
彼の強靱なメンタルから時代の過酷さが感じられ、結末がわ
かっていても、本当の結末を知ると複雑な気持ちになる。

ＬＧＢＴＱを知っていますか？
“みんなと違う”は“ヘン”じゃない

星野 慎二
日高 庸晴／監

ここ数年で浸透してきたＬＧＢＴという言葉。自分らしくいられ
ることがあたり前の世の中になる為に、知っておきたい知識
が詰まっています。

描きたい絵がスイスイ描ける

お絵かき辞典 ミヤタ チカ
絵本が好きで、｢絵がたくさん描いてある本はないかなっ｣と
思い探していたときに、この辞典に出会いました。誰でも簡
単に可愛い絵が描けます。

億　男 川村 元気
人は、突如億万長者となったら、幸せを手に入れられるので
しょうか。この「億男」は、「お金と幸せ」について、考えるきっ
かけを与えてくれます。

乙女の日本史
堀江 宏樹

滝乃 みわこ

『日本は元々肉食女子×草食男子の国!?』不倫哲学にラブス
キャンダル!!こんな歴史本なら親近感があって好きになれそ
う！さぁ、日本史の裏側へ来い、恋、恋❤

お面屋たまよし
シリーズ

石川 宏千花
なりたい姿になれる「妖面」。だが、負の感情と強く結びつくと
人には似つかないものになってしまう。人間の醜さ、愚かさ
が露わになる深～いお話。

怪談５分間の恐怖

たたられる本
中村 まさみ

不思議な話や怖い話など、25もの話が入っています。私は怖
い話が苦手でしたが、“霊”が助けてくれたりする場面もあっ
て、怖い話が好きになりました。

怪談５分間の恐怖

立入禁止
中村 まさみ

皆さんは怪談は好きですか？嫌いですか？どちらの人も楽
しめる一冊です。僕が気に入った話は、『こたつ』です。皆さ
んも、恐怖を味わってください。
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怪談５分間の恐怖

霊を呼ぶ本
中村 まさみ

「夜中に、ゲームセンターの中から人の声がする。」「画面に
血だらけの女の顔が張りついている。」など、この物語には
怖いことが書いてあって、本当に怖かったです。

崖（がい）の国物語
シリーズ

ﾎﾟｰﾙ･ｽﾁｭﾜｰﾄ
唐沢 則行／訳

僕達の世界とは全く違う不思議な世界が広がっている。長編
なので時代の移り変わりや主人公のその後が描かれてい
る。崖の国の秘密が明らかになっていくのがおもしろかった。

かがみの孤城 辻村 深月
安西こころは、色々な事情で中学校に通っていない。ある
日、家の鏡が光って“オオカミさま”から鏡の城に呼ばれる。
途中、少しハラハラする所もあり、読み応えのある本です。

かがみの孤城 辻村 深月
入学早々不登校になっていた主人公が、鏡の世界に入り込
み、集められた７人で鍵を探す。７人それぞれに繋がりやエ
ピソードがある物語！本屋大賞受賞作。

風に恋う 額賀 澪
突然、吹奏楽部の部長になった１年の基（もとき）。憧れの人が
指導する部で様々な問題に悩みながら、全日本に向けて部
員全員で頑張る。その姿に感動する青春物語。

学校では教えてくれない
大切なこと ①

整理整頓
入江 久絵

この本を読む人の中に、ひとりはいると思います“整理整頓”
ができない人。僕も以前は、そうでした。しかし、この本を読
んでから整理整頓ができるようになりました。

悲しみの底で猫が
教えてくれた大切なこと

瀧森 古都
Noritake／ｲﾗｽﾄ

この本は、４つのストーリーからできていて、別々の主人公の
物語が展開されていきます。猫がカギとなって、最終話に奇
跡が…。涙が流れます。

カフェ・デ・キリコ 佐藤 まどか
日本からイタリアへ母と引っ越したキリコは、母と一緒にカ
フェを開くことに。カフェのマシンの音がきれいに描かれてい
て、まるでカフェにいるような気分になれる一冊です。

神様のカルテ
シリーズ

夏川 草介
病院で働く医師・栗原一止。言葉づかいのおかしな人で、彼
が当直の日は患者の数が1.5倍になる!?ちょっと不思議な隣
人との関係、彼の医師生活を描く、かなり濃いシリーズ。

漫画

君たちはどう生きるか
吉野 源三郎

僕が病んでいた時に、この本を読んだら気持ちが楽になりま
した。皆さんも病んでる時に、読んでみてください。きっと救わ
れます。

君と夏が、鉄塔の上 賽 助
幼い頃から“鉄塔”が大好きな伊達君は、お化けが見える少
女に謎の少年のことを聞き、鉄塔の秘密を解こうとする。登
場人物が皆変人ばかりで、共感できない所が面白い。

きみの友だち 重松 清
～「友達って何だろう？」その意味をちゃんと知ったら、世界
はもっと優しくなる。～友達のこと、周りの色々なこと。本当に
大切なことに気づく一冊です。
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きみはいい子 中脇 初枝
「虐待」と聞くと、どんな感情を思い浮かべますか？辛い？悲
しい？きっと、あなたが思ったどれとも違うはず。人の優しさ
に包みこまれ、涙が止まらない！

君は月夜に光り輝く 佐野 徹夜
映画化された本です。物語が進んでいくごとに悲しくて、特に
後半の部分から感動することが増えてきます。とても読みが
いがある本です。

小説　キャプテン
君は何ができる

ちば あきお／原作

山田 明／小説

最上級生になって、野球部を卒業した先輩たちの意志を継
いだ後輩たちの“苦悩”や“喜び”が、「青春だなぁ」と感じる野
球小説です。尚、番外編もあるので、是非！

空気を読んでは
いけない

青木 真也
空気を読まず、関係を絶ち、自分のことは自分で決める。こ
こまで、極端でなくて良いが、こんな生き方もある。

くぅとしの
認知症の犬しのと介護猫くぅ

晴（はる）

くぅ（猫）は、しの（犬）にいつも寄り添い、助けています。な
ぜ？しのは、くぅが傍にいるだけで安心。くぅもまた…ふたりの
愛が溢れる温かで切ない写真集。

ぐるりと 島崎 町
シンは図書室で不思議な本を見つけ、その本を回すと暗闇
の世界に行ってしまう。読み進めていくうちに、暗闇の世界の
謎が解けていき、ハラハラして面白い本です。

交換ウソ日記 櫻 いいよ
ウソの交換日記から始まった瀬戸山と希美の不思議な関
係。ウソの日記で自分の本当の気持ちに気づいてしまった希
美。変わっていく二人の関係と驚きのラストに圧倒！

珈琲店タレーランの
事件簿 ①

また会えたなら、あなたの淹れた珈琲を

岡崎 琢磨
恋人と喧嘩した主人公。偶然に珈琲店を見つけ、運命の出
会いを果たす。謎解きでは、読み手が分からない所を解説し
てくれるので、読みやすい小説です。

意味がわかるとゾクゾクする
超短編小説

５４字の物語
氏田 雄介

全ての物語が54字ピッタリで終わる、すごく短い小説です。
読書嫌いの僕でも、簡単に読めます。でも、話の“すじ”は、
しっかりとした本です。

意味がわかるとゾクゾクする
超短編小説

５４字の物語
氏田 雄介

たったの54字で書かれた物語がたくさん詰まっています。イ
ラストも描かれているので本をあまり読まない、嫌いという人
にもおすすめできる本です。

意味がわかるとゾクゾクする
超短編小説

５４字の物語 怪
氏田 雄介

「異様に安い物件を見つけた。」ここで想像できることは、安
い物件であるということは、霊が住みついている物件かもし
れない…。こんな風に想像力を掻きたてられる本です。

ことだま
野球魂を熱くする名言集

『野球太郎』編集部＋

石井 孝／編

昔のプロ野球選手や今のプロ野球選手が言った名言がたく
さんあります。野球が好きな人も好きじゃない人も共感できる
名言があり、とても面白い本です。
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５秒後に意外な結末
ミノタウロスの青い迷宮

桃戸 ハル
自分は本を読むことが苦手です。このシリーズは、短い話の
中で沢山の工夫がされていることが分かります。みんなをワ
クワクドキドキさせる本です。

５分後に意外な結末
シリーズ

学研教育出版
５分後には、意外な結末があります。特に印象的だったの
は、一つ一つの話の最後が他の本とは違い、ドキドキさせら
れることです。

５分後に意外な結末
① 赤い悪魔

学研教育出版
約５分で読める短編小説。時間をかけて読むと、登場人物の
考えていることがだんだん出てきます。色々なジャンルが一
冊にまとまっていて、次の話が気になります。

５分後に意外な結末
① 赤い悪魔

学研教育出版
読んでいると次々に話が変わっていって、読んでいてもあき
ない。話の終わりには「なるほど」と思う話がたくさんあって、
とても面白いなと思いました。

５分後に意外な結末
⑤ 黄色い悲喜劇

学研教育出版
たまたま手にした本です。一話が短く、話が分かりやすくてあ
きない本です。最後まで読まないと展開がわからないので、
おもしろい本です。

５分後に意外な結末 ｅｘ
チョコレート色のビターエンド

学研教育出版
「まさか」「そんな」という結末が待っています。よく考えるとト
リックが見やぶれるかも…次の話が知りたくなって、どんどん
読みたくなる楽しい物語です。

５分後に思わず涙。
シリーズ

桃戸 ハル
何となく手に取った本ですが、物語の書き方が他の本と違っ
ていました。読み終わると思わず涙が出そうな本です。オス
スメは『世界が赤らむ、その瞬間に』です。

５分後に恋の結末
シリーズ

桃戸 ハル
タイトルを見て、気になりました。三人の少女が学校で素敵な
恋を必死に探すお話です。果たして恋の結末は？とても楽し
いので読書が好きになります。

５分後に恋の結末
友情と恋愛を両立させる

３つのルール

橘 つばさ
桃戸 ハル 他

『失敗したキューピット』がオススメ。告白したいけどなかなか
できない詩織。女子が男子に上から目線で告白。告白の仕
方や結末が面白くて注目です。

５分後に意外な結末

「悩み部」シリーズ
麻希 一樹

永和学園の「悩み解決部」は、様々な方法で友達・部活関係
の悩みを解決していきます。どのように、解決をするのかが、
とてもとても気になる本です。

５分後に意外な結末

「悩み部」の結成と、
その結末。

麻希 一樹
たった三人しかいない部員が悩みを解決していく話です。相
談内容は複雑で、僕が部員だったら解決できそうにない問題
です。事件や恋愛相談がたくさん！

５分で凍る！

ぞっとする怖い話
『このミステリーが

すごい！』編集部／編

一冊の中にいくつものストーリーがあり、本を読むのが苦手
な人でも読みやすいです。一話が短いので、読んだ後に「何
が怖いんだ?!」と考えてしまいます。
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コンビニ人間 村田 沙耶香
コンビニのアルバイトでアイドルになった人の話。最初は他
の人と意見や思考が合わず「何のことだかわからない」と言
われてしまう。この主人公は、オレの仲間。

最後の医者は桜を
見上げて君を想う ①

二宮 敦人
もし、「余命半年」と医者に告げられたら、あなたは残り少な
い時間をどう過ごしますか？様々な展開と死が近づいた瞬
間に、思わず感動して涙が出ます。

サッカーボーイズ
シリーズ

はらだ みずき
桜ヶ丘中のサッカーボーイズたちは、毎年勝って笑ったり、負
けて泣いたりしています。スポーツをやっていれば当たり前
だが、そんな彼らの思いに共感できる本です。

サッポロ一番
みそラーメンレシピ

サンヨー食品
株式会社／監

ラーメン好きの僕が、腹が減ったときに読むと腹が満たされ
た感じになる。逆に腹が減るときもある。みそラーメンの色々
な知識が詰まった、おいしい本です。

さとうきびの唄 遊川 和彦
映画を見て印象に残り、本を手に取りました。戦争中の話で
す。敵兵を助けようとした時、隊長に頭を撃たれる所が悲惨
です。もし、戦争が起きたら自分は、困惑します。

ザ・パーフェクト
日本初の恐竜全身骨格発見記

土屋 健／執筆

小林 快次 他／監

北海道のむかわ町で見つかった日本初の恐竜全身骨格、
“むかわ竜”の発見から発掘、研究までの物語。研究者たち
のエピソードも必見。

残像に口紅を 筒井 康隆
「あ」が消えれば、この小説の中に「あ」は二度と出てこない。
章を経るごとに使える音（おん）が減少していくという制約の下、
物語を紡いでいく実験的長編小説。

おもしろい！進化のふしぎ

ざんねんないきもの事典
今泉 忠明／監

本当に“ざんねん”ないきものや、「どうしてそうなった!?」と思
うものがたくさん載っています。「T-REXは肉の食べすぎで病
気になった」という話が一番印象的でした。

３分あれば世界は変わる
ウルトラマンが教えてくれること

神谷 和宏
ウルトラマンたちは３分間戦うヒーローです。でも悩んだり、
落ち込んだりしますが、強い心で復活します。私も励まされま
した。元気ももらえます。

思春期 小手鞠 るい
自分がもっと自分らしくなる｢思春期｣。進むごとにぶつかる
壁。一人で立ち向かっていく孤独を味わいながらも、未来に
希望を持つこの気持ちに、自分も共感しました。

マンガ 学校勝ち抜き戦

実験対決 シリーズ

ゴムドリ 他
洪 鐘賢／絵

科学に全く興味がなかったウジュが、科学クラブの仲間と協
力して世界一を目指す話。身近にある物を科学で説明してい
ます。オススメは、18巻。

マンガ 学校勝ち抜き戦

実験対決 シリーズ

ゴムドリ 他
洪 鐘賢／絵

実験で世界一を目指す小学生の話。なかでもオススメは、
「自分のDNAを見る」という実験。理科が苦手でもマンガで分
かりやすい。これで理科を先取りだ！
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書　　名 著者名 表紙 コ　メ　ン　ト

死にたい、ですか 村上 しいこ
兄の突然の失踪。謎を解き明かすため、妹と兄の親友の凸
凹コンビが協力する。妹の兄への深い、深～い愛情が、驚き
と感動を紡ぎ出すストーリー。

資本主義に
出口はあるか

荒谷 大輔
資本主義の問題を再構築するために、原点に戻り、ロックと
ルソーの思想を再確認する。その学習を通して、哲学につい
ての認識を新たにすることで、資本主義の出口を考える本。

１０年後、夜明けを待つ
僕たちへ

小春 りん
同じ団地に住む幼馴染５人が主人公の物語。５人の行動か
ら僕にとって今の自分を深く考えさせてくれた一冊だ。未読
は許さない！絶対読むべき絆の物語！

真行寺美琴の
ぬいぐるみ事件簿

飯田 雪子
美琴は母と２人暮らし。ある夜、祖父の形見のぬいぐるみが
突然動き出し、母の再婚問題などを解決していく。ミステリー
が好き、嫌い関係なしに楽しめる一冊。

絵本　 ずーっと ずっと
だいすきだよ

ﾊﾝｽ･ｳｨﾙﾍﾙﾑ
久山 太市／訳

人より早く寿命を迎えるペット達。生きている間に大切に思う
気持ちを伝えておきたい。読後、大好きなペットを思わずに
はいられない。心温まる一冊です。

世界でいちばん貧しくて
美しいオーケストラ
エル・システマの奇跡

ﾄﾘｼｱ･ﾀﾝｽﾄｰﾙ
原賀 真紀子／訳

「音楽は人の人生を変え、社会全体を変えることができる。」
この本を読み終えた時、実感した思いです。是非、ドゥダメル
の演奏も聴いてみてください。

世界の不思議なカエル 黒川 宇吉
世界各地のカエルの生態をイラストとともに紹介しています。
ミステリアスなカエルたちの生活にちょっとお邪魔してみま
しょう。

ふしぎ駄菓子屋

銭天堂 シリーズ
廣嶋 玲子

銭天堂には、不思議なお菓子があり、それを食べると様々な
効果が表れます。色々な料理を出す木など、皆さんも読ん
で、お気に入りのお菓子を見つけてください。

戦国武将の大誤解 丸茂 潤吉
すすめられて読んだらとても面白く、特に上杉謙信がゲーム
に興味をもっていたのがわかりビックリしました。皆さんも武
将の意外な姿を見つけてください。

空の上で本当にあっ
た心温まる物語 ②

ANAﾗｰﾆﾝｸﾞ／監

三枝 利枝子

プロ意識の高さを学べる。敬語を普段つかっていない人、つ
かい方がわからない人、将来就職するつもりの人、高校で面
接試験を受ける予定の人は必読。

空　へ いとう みく
小６の陽介は父を亡くし、妹と母と３人暮らし。妹のめんどう
をちゃんとみていて、見本になります。僕も妹がいるので、こ
んなお兄ちゃんになりたいです。

それでも
人のつもりかな

有島 希音
亜梨沙が目にしたのは、久しぶりの学校。卒業式だけ出席し
ろと!?なぜ彼女は、学校に行けなかったのか？「かわいそう
だな」と思う“光と闇”のストーリー。
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それでも
人のつもりかな

有島 希音
愛されるってなんだろう。なぜいじめがあるんだろう。新しい
中学での担任の先生のおかげで、人を思い愛せるようにな
る話です。

太陽に捧ぐ
ラストボール 上・下

高橋 あこ
付き合い始めた響也と翠。響也は翠の憧れである甲子園を
目指す。そんな中、翠の体に異変が…。響也の野球部との
絆や翠を強く思う気持ちに胸を打たれます。

「だから自分はダメなんだ」
と決めつけない

大野 裕
とある人が、私をダメだと決めつけるのに腹が立って、この本
を読みました。自分のネガティブな感情がポジティブに変
わった一冊です。

八咫烏シリーズ ⑤

玉依姫 阿部 智里
志帆は山神と暮らしていくうちに親子の絆ができていく。全て
がハッピーエンドにはならないけれど、皆の心を徐々に変え
ていく志帆がすごい！

タラ・ダンカン
シリーズ

ｿﾌｨ･ｵﾄﾞｩﾜﾝ=ﾏﾐｺﾆｱﾝ

山本　知子／訳

主人公タラは、強力な魔術が使える女の子。その魔術の力
を狙われて、危険な日々を送っている。仲間と一緒に敵を倒
す場面がとてもカッコいいです。

タラ・ダンカン
シリーズ

ｿﾌｨ･ｵﾄﾞｩﾜﾝ=ﾏﾐｺﾆｱﾝ

山本　知子／訳

“別世界”つまり、宇宙と地球を行き来する少女の話。魔術で
人がドラゴンになったりします。読み進めると、タラに親近感
がわき、成長する姿に思わず応援したくなります。

タラ・ダンカン
若き魔導師たち

ｿﾌｨ・ｵドｩﾜﾝ=ﾏﾐｺﾆｱﾝ

山本 知子／訳

タラは、自分が魔術を使えることを知ったが、祖母には彼女
に隠している事があるようで…現実ではありえない世界に引
きこまれていくような、面白い本です。

ダレン・シャン
シリーズ

Ｄａｒｒｅｎ･Shan
橋本 恵／訳

『ダレン・シャン』の著者の名前が本の題名と一緒。全てを読
んだとき、その理由がはっきりと分かります。ぜひ読んでみて
ください。

ダレン・シャン
シリーズ

Ｄａｒｒｅｎ･Shan
橋本 恵／訳

あるサーカスをきっかけに、バンパイアと出会う主人公・ダレ
ン。思いもしない出来事が次から次へと起こる。仲が深まっ
ていく二人の友情、強い絆を感じられる物語。

英国情報局秘密組織

ＣＨＥＲＵＢ チェラブ

ﾛﾊﾞｰﾄ･ﾏｶﾓｱ
大澤 晶／訳

17歳以下の部員からなる秘密情報機関｢チェラブ｣。その一
員になったジェームズに派遣先で様々な困難が降りかかる。
部員を育成する鬼教官達にも注目。

竹林はるか遠く
日本人ヨーコの戦争体験記

ﾖｰｺ･ｶﾜｼﾏ･ﾜﾄｷﾝｽﾞ

都竹 恵子／訳

戦争末期、朝鮮から日本へ向かう母娘３人。死体の衣服で
男装するなど地獄絵図の体験の中帰国。その後も母の死な
ど苦難の中で姉と生き延びる壮絶体験記。

父の詫び状 向田 邦子
２年生の国語の教科書「字のない葉書」の著者、向田邦子さ
んの随筆集（エッセイ）。次の行、そしてまた次の行が読みたくな
るその書き味は『表現』のお手本です。
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書　　名 著者名 表紙 コ　メ　ン　ト

つり球 大野 敏哉
人と話すのが苦手な高校生ゆき。６度の転校をして江の島
へ。でも、平凡な高校生活は送れず大事件に巻き込まれてし
まう。普通の“釣り”の話かと思いきや、全然違います。

ディズニーありがとうの
神様が教えてくれたこと

鎌田 洋
ディズニーランドでキャストとゲストの間に起こる物語が詰
まっています。中でも『真冬の桜ふぶき』は、涙が出そうにな
るくらい感動するお話です。

てのひら怪談
シリーズ

加門 七海
ほか／編

｢ビーケーワン怪談賞｣から人気の怪談を集めた作品集で
す。終わりがほっこり温まる話もあり、夏はもちろん冬でも楽
しめます。ぜひ恐怖を感じてください。

デルトラ・クエスト
① 沈黙の森

ｴﾐﾘｰ・ﾛｯﾀﾞ
岡田 好恵／訳

デルトラ王国を守るために、３人で数々の試練を乗り越えて
いく物語。他の本に比べて印象的で迫力があるので、状況を
思い浮かべながら読むと面白いです。

トイレで読むトイレのための

トイレ小説 雹月 あさみ
あなたは、トイレでどう過ごしていますか？誰もが使うトイレ
だからこそさまざまなストーリーが生まれる場所なのです。
さぁ、扉を開けてすてきなトイレライフを!!

読書をする人だけが
たどり着ける場所

齋藤 孝
グローバル社会だから読書。本は未知の世界へ誘い、歴史
や他者への理解など“人間力”を深めてくれます。その知識
が偏見や争いを無くします。｢読書は、世界を救う！｣

小説

図書館の
主塔の下のライブラリアン

真堂 樹
ウミハル／原著

図書館設立を任された司書・御子柴。五藤により設立に危機
が迫るも、病気の少女のために必ず建てる！と決心する。司
書と少女の少し悲しいお話。

トリガー いとう みく
きっとどんな人にも悩みはあるのだろう。そんな時は、この本
を読んでほしい。生きることがすばらしいワケではない。生き
ていることがすばらしいんだ。

ドレスを着た男子
ﾃﾞﾋﾞｯﾄﾞ･ｳｫﾘｱﾑｽﾞ
鹿田 昌美／訳

たまたま手に取って読んだ本です。主人公はLGBTの男の
子。そんな彼を理解してくれる友人達と偏見や差別に立ち向
かう姿がとても凄いと思いました。

夏の階段 梨屋 アリエ
一緒に過ごしてきた友達との別れと出会い。嬉しい反面、微
妙な関係…。高校生が未来へ歩んでいく恋と友情の深さに、
感動と仲間の大切さが身にしみました。

日本国憲法を
口語訳してみたら

塚田 薫
長峯 信彦／監

大人に理不尽なことを言われ、“法”で論破できないかと探
し、見つけた一冊。フレンドリーで分かりやすい口語訳なので
どんどん読めます！

学研マンガNEW

日本の歴史 ⑥
戦国時代から天下統一へ

～戦国時代・安土桃山時代～

高橋　典幸／監

織田信長は若い頃から天才だ。彼は兵の使い方など戦略が
すごい。特に、本能寺で明智軍に包囲された時も、最後まで
諦めず戦った姿が、超～かっこいいです。
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Ｎｅｗｔｏｎ ライト
円周率 π

『Ｎｅｗｔｏｎ』
編集部／編

たくさんのシリーズがあり、知識を増やす事ができるmook本
です。図などを用いて解説してあり分かりやすく、頁が少ない
ので朝読書の時に読み切れます。

猫と竜 アマラ
猫を守る竜とその竜が大好きな猫、そして、人間たちが繰り
広げる物語。きっとこの本を読んだら、心の中が温かくなり、
ちょっぴり悲しい気持ちになります。

絵本

ねないこ だれだ
せな けいこ

幼少の頃、布団の中で父に読んでもらった思い出の一冊で
す。あれから四十年が過ぎ、父の「おばけに、おなり」の口調
を真似て、息子を寝かしつけています。

呪われた首環の物語
ﾀﾞｲｱﾅ･ｳｨﾝ･ｼﾞｮｰﾝｽﾞ

野口 絵美／訳

ある男の子が“首環”が欲しくて始まった呪いの物語。魔法や
巨人が登場し、ファンタジー好きは必見！ですが、物語のな
かの巨人…実は○○な人です。

ショーセツバン

ハイキュー!! Ⅰ
烏野強化合宿

古舘 春一
星 希代子

翔陽が入部した烏野高校バレー部の皆が楽しみにしていた
合宿が始まった！翔陽の“ドジ”から迷子になる所で笑ってし
まい、ハプニングが沢山おきて面白いです。

ショーセツバン

ハイキュー!! Ⅰ
烏野強化合宿

古舘 春一/原著

星 希代子 ﾉﾍﾞﾗｲｽﾞ

｢小さな巨人｣に憧れてバレーを始めた日向。合宿に参加し、
レギュラーを取りあったりしているところが、僕もバレーをやっ
ているので共感できて面白いです。

博士の愛した数式 小川 洋子
約数・素数・√・階乗・友愛数に完全数。数学用語がたくさん
出てくるけど、家政婦の私と息子と博士の日常の話。物語と
一緒に数学も楽しめる一冊です。

動かなくてカッコいい鳥

ハシビロコウのすべて 今泉 忠明／監

国内に13羽いるハシビロコウ。同じように見えても、キュート
な後頭部がとっても個性的。あの『ざんねんな…』の今泉忠
明先生監修なので、やっぱり面白い！

バッタを倒しに
アフリカへ

前野 ｳﾙﾄﾞ 浩太郎
作物を食い尽くすサバクトビバッタを研究したいとモーリタニ
アに渡った作者。でも、お金もなくバッタも発生しない。それ
からどうしたのかが感動です。

カラー版

ハッブル望遠鏡
宇宙の謎に挑む

野本 陽代
宇宙にある星を豊富なカラー写真で紹介した本です。この中
で一番好きな写真は、わし星雲の紫色の光です。皆さんも見
てください。

浜村渚の計算ノート 青柳 碧人
中２で数学好きの渚に警視庁から協力の要請が来る。渚の
数学の力で『黒い三角定規』という組織が犯した事件を解
決。解決後に犯人の気持ちがわかっていいと思った。

THE VERY HUNGRY
CATERPILLAR

Eric Carle
Join one man on a long. Journey across the world. Experiance his life as
he tries different foods from his travels. This is a story about self
change,self discovery and healthy food options.
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ばんぱいやの
パフェ屋さん シリーズ

佐々木 禎子
現代吸血鬼のイケメン3人が営むパフェ屋さんで暮らすことに
なった音斗は、誰かさんのせいで様々な問題に出くわしま
す。音斗と3人の様子は、つっこみ所満載です。

ヒストリアン Ⅰ・Ⅱ
ｴﾘｻﾞﾍﾞｽ･ｺｽﾄｳﾞｧ

高瀬 素子／訳

娘、父、父の師である教授の三世代の歴史学者（ヒストリアン）が、
ドラキュラの謎を追い世界中を巡る物語（ストーリー）。読めば、ス
リルと驚き満点の世界旅行と時間旅行が味わえる！

ヒトラーと暮らした少年
ジョン・ボイン
原田 勝／訳

心優しき少年・ピエロ。そんな少年がたった一人の人物に影
響を受けていく…。元の自分が壊れていってしまう、そんな少
年の変化が面白い本です。オススメ。

絵本

ヒョウのハチ
松城 真理子／絵

門田 隆将／著

恐ろしいと思われているヒョウと人間が心を通わせることがで
きたのに、戦争がその絆を引き裂いてしまいました。命の重
さについて考えてほしい物語です。

ぶたぶたの花束 矢崎 存美
“ぶたぶた”は、声はおじさんでピンクの動くぬいぐるみ。つら
い時、彼に出会い笑顔を取り戻す場面で、私も幸せな気持ち
になれました。彼の頑張る姿が、かわいいです。

プロ野球語辞典
プロ野球語辞典プロ野球にまつわる言葉を

イラストと豆知識でカッキーンと読み解く

長谷川 晶一
佐野 文二郎／絵

プロ野球界で流行した名言やルール、大事件など、意味が
分かりやすくて絵もユニークです。野球をやっている僕にも、
とてもおもしろい本です。

僕は自分が
見たことしか信じない

内田 篤人
サッカー選手、内田篤人の成功までの情熱と苦悩を語った
本。サッカーをやっている僕のためになる言葉も多く、読み
きった後に、“この人すごい”と思えます。

ぼくら シリーズ 宗田 理
中学１年～３年までの物語。主人公の菊地英治は、一度決
めたら止まらない。悪い大人たちは絶対に許さない。英治を
含む19人の熱い戦いが今始まる。

ぼくらの七日間戦争 宗田 理
１年２組の男子が「解放区」をつくるために廃工場に立てこも
り、悪い大人たちと戦う。大人と対等に戦う場面など、読めば
“七日間戦争”をやってみたくなるはず！

ぼくらの七日間戦争 宗田 理
１年２組の男子生徒が廃工場に解放区をつくり、大人たちへ
の反乱をおこす！子供たちの面白い発想で大人たちを困ら
せます。読み出すと面白くて止まりません。

星新一 YAセレクション

妄想銀行 『声』
星 新一

著者の性格が伝わってくるこのシリーズが好きです。主人公
は冷静で落ち着いた判断ができます。会社の同僚が先輩を
恨む場面で、独特な恐怖を感じました。

本好きの下剋上
司書になるためには手段を選んでいられません

第一部「兵士の娘 I」
香月 美夜

現実の世界にいた本好きの主人公は、「識字率が低く紙が
高価」な異世界に転生し、マインという名で生活していきま
す。透明感のある色違いの表紙絵がいいです。
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本好きの下剋上
司書になるためには手段を選んでいられません

第一部「兵士の娘 I」
香月 美夜

本好きな女子大生が本に囲まれて死ぬが、気づくと魔法世
界の平民マインに転生していた。“識字率”が低いなか、弱い
体で努力する姿に「頑張れっ」と言いたいです。

本を守ろうとする猫の話 夏川 草介
言葉を話せる猫と本が好きな少年・林太郎の不思議な話。彼
の“本が好き”という気持ちが本を助けます。読めば本の大
切さが分かって、好きになるはず！

MINECRAFT
② こわれた世界

ﾄﾚｲｼｰ･ﾊﾞﾃﾞｨｽﾄ
金原 瑞人／訳

「マインクラフト」というサバイバルゲームの中で起こる、人間
関係についての物語です。特にゲームの中で、人が争ったり
協力したりする所が面白い本です。

都会のトム＆ソーヤ
シリーズ

はやみね かおる
ゲームを作る夢を持つ中学生２人。普段使わない言葉の説
明から、相手が銃を持っていても生き残る技まで、いろんなこ
とが学べて、この後が気になる物語です。

まろやかな狂気
② 夢眠ねむ遺言集

夢眠 ねむ
ミントグリーンの装いが美しいこの本を、単なるアイドル本と
侮るなかれ。ちなみに引退後に彼女が開いた「夢眠書店」
に、俺はもう行った。

蜜蜂と遠雷 恩田 陸
国際ピアノコンクールに挑む天才達の優勝を目指す姿がカッ
コ良いです。お互いに刺激し合いながら、コンクール中に成
長していくところが特に面白いです。

ミヤマの社
君に捧げる恋の舞

一石 月下
亜希が幼い頃、祖母と訪れた神社で出逢った少年は、「神
様」だった！二人は惹かれ合うが…感動よりも悲しみを感じ
ます。読み進めると理由がわかります。

みんなのノート
中学生の巻

金子 由美子
橋本 早苗

中学生のひとりひとりの気持ちが書いてあります。自分の事
で悩んでいるとすれば、本の中で同じ悩みを持っている人
が、何かヒントをくれるかもしれません。

もうどく水族館
水中＆水辺の“毒”生物

大集合！

サンシャイン
水族館／編

「可愛いっ」と思ったらヤバイ“毒”があって、「キレイだなぁ」っ
て思ったら、また“毒”がある生物がたくさんいる本です。自分
にも多少の“毒”はあるのかも…。

野球部ひとり 朝倉 宏景
渋谷のヤンキー校で野球をやっている８人。人数が足りず、
顧問に聞いたひとりのチームと手を組む。僕がひとりだった
らやめるけど、応援したくなる物語です。

やさしくて、ちょっぴり
不器用なあなたに。

宇佐美 百合子
誰のせいでもないのにモヤモヤする時ってありませんか？そ
んな時にとっておきの言葉があるんです。“serendipity”（セレン

ディピティ）この意味は…読んでからのお楽しみ。

YOU！ 五十嵐 貴久
女の子なのに男性グループとしてデビューを目指す優。いつ
か性別がばれてしまうのではないかと思いながら、練習生活
を送る姿にハラハラドキドキします。
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書　　名 著者名 表紙 コ　メ　ン　ト

勇者ライと３つの扉
シリーズ

ｴﾐﾘｰ・ﾛｯﾀﾞ
岡田 好恵／訳

勇者ライは、２人の兄と街を襲う怪鳥を探しに冒険へ出る。
禁断の森に住む民から９つの魔法をあたえられるが…。一
緒に冒険しているかのようで、スリル満点です。

絵本

ゆうたはともだち きたやま ようこ 犬が人間の言葉でしゃべるところが、おもしろいです。

妖怪アパートの
優雅な日常 シリーズ

香月 日輪
平凡な高校生・夕士は、奇妙な住人だらけのアパートに住む
事になる。住人たちに様々な事を教えられ、新しい自分に生
まれ変わっていく。いい言葉もいっぱいで、ためになる本。

夜カフェ ① 倉橋 耀子
私は、この本から勇気や元気をもらっています。自分に勇気
や元気が足りないな～と思う人は、一度でもいいので読んで
みてはどうですか？

よるのばけもの 住野 よる
無難に生きるのが得意な主人公は、夜になると“ばけもの”
になるという秘密を抱えている。なぜ？人に合わせてしまう、
眠れない場面など、共感できます。

英国幻視（ファンタズニック）

の少年たち シリーズ
深沢 仁

絵が好みで、｢何だろう？面白そう｣と思った本。主人公は霊
が見える人。一人でため込む性格は自分と似ています。英
国の雰囲気が良く描かれていて、早く続きが読みたいと思う
本。

竜馬がゆく 司馬 遼太郎
幕末、ペリー来航以来、激動の時代へ突入し、多くの血が流
れていきました。その日本を救おうと奔走する龍馬の熱き生
き様が凝縮されています。

ロウソクの科学
ファラデー
三石 巌／訳

「ロウソクが炎をあげて燃えるのはなぜか」など、素朴な疑問
に対して、実験の様子を交えて考えることのできる本。科学
する心を育ててくれると思う。

路上のストライカー
ﾏｲｹﾙ･ｳｲﾘｱﾑｽﾞ
さくま ゆみこ／訳

主人公・デオは、初めは村でサッカーをしていただけなのに、
苦難を乗り越え代表になり、すごいと思います。私も努力して
代表になりたいです。

EVERYTHING,EVERYTHING

わたしと世界のあいだに
ﾆｺﾗ･ﾕﾝ

橋本 恵／訳

難病で、17年間外の空気を吸ったことがない私。それがあた
りまえだった。彼と出会うまでは…。愛によって狂い出し、暴
かれた真実。胸がしめつけられる物語。
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令和元年度 おすすめ本リスト Vol.14

今年も全生徒・先生方からコメントを募集し、多くの人のご協力で『おすすめ本リスト2019』が完成しまし
た。ありがとうございました。
さて、『青木中学校おすすめ本リスト』は、平成18年から始まり、なんと、今年で14年目を迎えました。先

輩方から、長く受け継がれてきた『青木中学校おすすめ本リスト』の作成に、図書委員として関われたことを嬉
しく思います。リストの作成中、「今すぐ読みたい！」と思った本もたくさんありました。このリストを目にし
た人が、コメントを読んで本を手に取ったり、読書の世界が広がったり…と青木中学校から”読書”を発信するこ
とで、より多くの人と本の話題を共有したり、知らない誰かと本でつながっていけたらと思います。

図書委員会


