おすすめ本リスト
平成27年度版

青木中学校図書委員会

祝
『青木中学校おすすめ本リスト』が１０年目を迎えました
青木中学校では、先輩方から受け継いだ“伝統の朝読書”（H26年度、年間約１０１日）を行
っています。この朝読書を、“個人の読書”から、さらに“共有する読書”へと広げてい
くことはできないだろうか。もっと本の話題あふれる学校にできないか、それも、誰かが
世の中でいいと言っている本をリストにするのではなく、青木中学校に関係する方々のみ
んなで、「これおもしろいよ」と感動を分け合えるようなオリジナルのリストがつくれな
いか…もちろん、リストをつくる過程（ひとりひとりの想いや感動）を大切にしながら…
と考えたことがきっかけでした。
生徒はもちろん、先生方にもお家の方もみんな巻き込んで本の話をしたい。友だちは、
先輩は、どんな本を読んでいるんだろう。先生方やお家の人は、若かりし頃どんな本に感
動したんだろう。本にまつわるいろんなことを皆で共有したいという願いから、平成１８
年から始まり、今年で10年目を迎えました。
『青木中学校おすすめ本リスト』を作ることで、たくさんの本や人に出会えるような気
がします。そして、リストを通してたくさんの出会いがあったら、たっぷり読んで、どっ
ぷり本につかって、いっぱい感動して、トコトン話して…
絶対、今よりもっと読書が好きになると思います。
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小西 聖一
小泉 澄夫 画

今から230年ほど前に起きた、浅間山の大噴火。当時の人々
が被害を受けた悲惨な様子が、手に取るように伝わってきま
す。

学校の怪談

岡崎 弘明

ホラー好きや、本を借りる時迷っているそこの君！本の会話が面
白いです。身近な学校をテーマにしたこの怪談を一回見てみると
いいかも！

アナザー修学旅行

有沢 佳映

様々な理由で修学旅行に参加できなかった６人の生徒。彼ら
はもう一人の不参加者の存在に気づく…。多くの試練を乗り
越え、作り上げるもう一つの修学旅行。

紙コップのオリオン

市川 朔久子

ある日家に帰ると白い紙が置いてあった。いるはずの母がいな
い。突然の出来事にみんなはどうなっていくのか？家族の大切さ
を改めて感じられる本です。

あなたがもし
奴隷だったら…

ｼﾞｭﾘｱｽ･ﾚｽﾀｰ
ﾛｯﾄﾞ･ﾌﾞﾗｳﾝ 絵
片岡 しのぶ 訳

自分たちの住んでいる日本のような幸せな国ばかりではない
という事を知って下さい。人を物のように売っていた地獄のよ
うな日々が分かります。

神様しか知らない秘密

小林 深雪
牧村 久実 絵

「神様は、絶対にあなたが乗り越えられないような課題は与えな
い。」芽映は念願のバレエの主役を射止める。しかし、それを断念
しなければならないことが…。

あの日、
ブルームーンに。

宮下 恵茉

主人公は瞬のことが好き。だけど気づいてくれない。帰りに一
緒に帰るけど、気まずい空気になってしまう…このあと主人
公と瞬はどうなるのだろうか！？

神様の御用人①

浅葉 なつ

主人公・良彦は、特殊能力も不思議な力を持つ道具も持っていな
い普通の人間。そんな良彦が神様の願いを聞くことに！？良彦と
神様たちの物語が今始まる…。

あの日、
ブルームーンに。

宮下 恵茉

友達のいない女の子が初恋をし、彼とホタルを見たり、ブ
ルームーンを見る。しかし、二人を待ち受けていたのは…。
青春を感じる感動的なストーリーです。

神様は勝たせない

白河 三兎

真壁のひと言で試合の流れは一変！！後半、２点をとり返し２‐２
の同点。勝負は運命のPK戦へ！！中学生とは思えないプレーが
盛りだくさん！！

アヒルと鴨の
コインロッカー

伊坂 幸太郎

題名からはほのぼの系の印象ですが、ブータン人が登場し
て犯罪や仏教の考え方がからんでゆき、意外な展開をみせ
る物語です。いろいろ考えさせられます。

仮面の街

アフリカなんて二度と思い
出したくないわっ！アホ！！
…でも、やっぱり好き（泣）。

さくら 剛

さくら剛さんは、中国を目指したが、自分を鍛え直すためアフ
リカ大陸を縦断することに。しかし、泣いてばかり。剛さんの
中国を目指す旅はいつ終わるのか？

感じる科学

さくら 剛

理科の教科書なんて、真面目すぎて読む気にもなれない！という
人も、あまりのバカバカしさになんとなく読めてしまうかもしれませ
ん。

アフリカなんて二度と
行くか！ボケ！！
……でも、愛してる（涙）。

さくら 剛

中国を目指した作者がなぜか遠いアフリカの地に降り立つ。
空港から出た瞬間、全財産の百万円を盗られ、食中毒になり
…。災難続きの彼が中国を目指す！

君たちはどう生きるか

吉野 源三郎

大人になてからこの本に出会いました。人間であれば一度は考え
るであろう｢人生をどう生きるか？｣この問いを一緒に考えてはみ
ませんか。

雨の降る日は
学校に行かない

相沢 沙呼

ある理由で保健室登校をしている子、クラスで浮いてしまった
子、など６人の主人公が勇気を出すまでの物語が詰まった短
編集。読むと勇気をもらえます。

君の膵臓（すいぞう）を
たべたい

住野 よる

内気な少年が、余命わずかの明るい少女と出会い、徐々に心を
通わせていきます。ラストまで読んだあなたには、このタイトルの
意味が心から分かるはず。

ある日 犬の国から
手紙が来て

田中 マルコ
松井 雄功 絵

ある時、犬の国から手紙が来た。その手紙は昔、大事に育て
た愛犬からだった。読むととても感動するお話です。犬を育て
ている人におすすめです。

空想科学読本

柳田 理科雄

ウルトラマンは身長40m体重4万5千ｔ、ガメラは60m80ｔ。あれ？お
かしくないか、というような（どうでもいい）ことを真剣に考えてみよ
う！

暗黒学校 上

二宮 敦人

ある日、学校に集まり文化祭の準備をしていたら、突然校舎
が壁に囲まれ携帯も使えず電気もつかなくなってしまった。
果たして彼らの運命は…。

オオカミ族の少年

本山 理咲

いじめに関することが、マンガでわかりやすく描かれていま
す。小説ではありませんがこの本を読むと、いじめられている
人の気持ちがわかるかも…。

獣の奏者

浅間山、
歴史を飲みこむ
天明の大噴火

漫画 明日がくる

いじめ
心の中がのぞけたら

シリーズ

クロニクル千古の闇①

シリーズ

ｳｲﾘｱﾑ・ｱﾚｸｻﾝﾀﾞｰ

斎藤 倫子

訳

ﾐｼｪﾙ･ﾍﾟｲｳﾞｧｰ

さくま ゆみこ 訳
酒井 駒子 画

主人公ロウニーの兄、ロウワンを探す物語。魔法や魔族がでてく
る夢の中のファンタジーにあなたもひたってみませんか？

悪霊のクマに父を殺されたトラクは、精霊の山を探すため旅に出
る。そこにはたくさんの出会いと謎が待っていた。いよいよトラクの
冒険が始まる。

上橋 菜穂子

エリンの幸せな日々が一変、絶望のみが残る日々となってしまう
…。エリンの運命、世界の残酷さ、友情、絆、その全てを描いた本
当に感動の物語です。

永田 俊也

突如、弱小の進学校の野球部に部長として現れた大手企業社
長、小金澤結子。彼女はなぜこんな野球部に？その目的は…意
外な展開に驚かされます。

安藤 隆人 監修

みなさんは高校サッカーを見てどう思いますか？サッカーをやって
ケガをした僕は、この本のケガの話を読んで、自分のことのように
思いました。とても勇気が出ました。

カーシア国 三部作①

ｼﾞｪﾆﾌｧｰ・A・ﾆｰﾙｾﾝ

偽りの王子

橋本 恵 訳

孤児院に暮らす少年セージは、行方不明になっている王子
になる。逃げようとすると殺されるという現実。自由のない世
界、裏切り、意外な結末とは。

インドなんて
二度と行くか！ボケ！！

さくら 剛

インドにでも行くか！と、言ってみたけど…日本の常識が全く
通じない！なんと、ノラ牛にノラヤギ？何それ？がいっぱい
の爆笑インド旅行記！

失われたものたちの本

ｼﾞｮﾝ・ｺﾅﾘｰ
田内 志文 訳

母を亡くした少年デイヴィッドは苦痛な日々を送っていた。あ
る日、死んだ母の声に導かれ謎の世界に入る。元の世界に
戻るため『失われたものたちの本』を探す物語！！

古代エジプト
うんちく図鑑

芝崎 みゆき 画・文

誰かが書いたノートみたいでとても面白い本です。最初はどんな
ことが書いてあるのかと思って手に取ってみたら、詳しく書いてあ
り、とてもためになりました。

エースの覚悟

前田 健太

「僕はまだ全盛期じゃない」この言葉は前田健太投手の座右
の銘です。自分は今が全盛期だと思ってしまっては成長はな
いと考えるマエケンの一冊です。

古代エジプト
うんちく図鑑

芝崎 みゆき 画・文

古代エジプトについてわかりやすく楽しく説明してあります。絵も見
ているだけでおもしろく、エジプト好きにはたまりません。あなたも
エジプト好きに！

オコノギくんは
人魚ですので①②

紫村 仁

のんびり不思議な日常系ファンタジー。人魚がときどき転校し
てくる城兼高校。主人公ナツは、そんな人魚オコノギくんに興
味を持ち始めて…。

新海 誠

雨宿り。梅雨空の静庭で二人は出会った。心にも雨降る二人が秘
める｢鳴神の｣で始まる二つの短歌に込めた切なる思い。雨上がり
に二人が見る景色とは。

思い出のとき
修理します①②

谷 瑞恵

「おもいでの時 修理します」そう書かれたプレートを飾る時計
店。皆さんは悲しい思い出となった過去を修理できるとした
ら、どうしますか？

ﾊﾟﾄﾘｯｸ･ﾈｽ
金原 瑞人 訳
樋渡 正人 訳

理由もわからず故郷を追われた少年トッドは、宇宙から来た少女
ヴァイオラとともに、ひたすら逃げる。なぜ故郷を追われなくては
いけないのか?

オヤジ国
憲法でいこう

しりあがり寿＋
祖父江 慎

オヤジは最高である。と憲法前文で唱い、ヤングの人付き合
いや恋愛、敵についての悩みや混乱をバッサリ斬り捨てる。
読むと気持ちが楽になる一冊です。

齋藤 勝裕

結合、反応、触媒、高分子、有機化学実験、構造式、還元。う～ん
なんのこっちゃい！分らない有機化学の基本を読むだけで学べま
す。

かくれ山の冒険

富安 陽子

…でもまた行きたいかも

100％ORANGE 装画・挿画

時間の流れからはずれた「かくれ山」に入り込んだ尚は、山
から抜け出すための道具を手に入れる旅に出ます。勇敢な
尚に、僕は「カッコいい」と思いました。

県立コガネムシ高校

野球部

高校サッカー

心を揺さぶる１１の物語

小説

言の葉の庭

混沌の叫び②

問う者、問われる者 上

ｻｲｴﾝｽ･ｱｲ 新書

マンガでわかる有機化学
結合と反応のふしぎから
環境にやさしい化合物まで

ｻｲｴﾝｽ・ｱｲ 新書
マンガでわかる相対性理論
光の速さで飛んだらどうなる？
相対性理論のたった２つの結論とは？

新堂 進
二間瀬 敏史 監修

よく難しいと言われる相対性理論。その本質を、相対とは何か？
絶対的な基準はあるのか？光をもとに説明します。今までの常識
を捨てれば簡単かも？
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中村 元

水族館で「水槽は割れることはないのか？」など疑問に思っ
たことはないでしょうか。さあ、水族館に関する素朴な疑問
を、この本で解決しようじゃないか。

スポーツドクター

松樹 剛史

「仲間と一緒に試合に出たい。」最後の大会の前に膝を痛めた夏
季は、そこであるドクターと運命の出会いをする。その先生の心に
ひかれ、成長していく物語。

中村 克

毎日、感動を届けているディズニーランド。悲しい気持ちで来
たお客様が元気になれる。小さなお客さまに勇気を与える。
その裏ではどんな苦労があるのか？

世界から
猫が消えたなら

川村 元気

主人公のもとに悪魔が来て、何かを消すと、寿命が1日のびるとい
う約束をする。主人公は色々な物を消してゆく。最後に消したもの
とは…！？

櫻子さんの足下には
死体が埋まっている①

太田 紫織

最近アニメ化された本です。“骨好き”な主人公の櫻子さんが
様々な事件を解決していく話です。とても読みやすいので読
んでみてください。

絶望センチメンタル

朽葉屋 周太郎

少しおかしな二人の小旅行を描いた物語です。月見バーガーを強
盗したり、他にも色々な事が起こるとても不思議な物語です。

座敷童子の代理人①

仁科 裕貴

崖っぷちの妖怪小説家がネタを探しに行ったのは“迷家荘”。
座敷童子がいると噂されている旅館で巻き起こる妖怪たちの
お悩み相談とはいったい何か！

７ｄａｙｓ ｗｏｎｄｅｒ

谷原 秋桜子
野村 美月
緑川 聖司
加藤 実秋

｢紅桃寮の四〇四号室は開かずの間だからな｣寮の秘密を探りな
がら友情・青春・愛情を学んでいく４つの物語の主人公たち。本当
に大切なものって…なに？

大阪の陣悲運の武将

砂田 弘

大阪の陣でただ一人家康の本陣に詰め寄るが、あと一歩の
ところで戦死してしまった悲劇の武将｢真田幸村｣の山あり谷
ありあの一生を描く。

田中 芳樹

凶悪な敵に立ち向かう四兄弟、始、続、終、余。自分に危機がせ
まった時、四人は覚醒し竜に変身してしまう！？爽快感抜群の
ファンタジー小説ここに降臨！

サマー・ランサー

天沢 夏月

天智は剣道の達人だった。だが師である祖父の死とともに彼
の剣は折れてしまう。そんな時彼は槍道に出会い、剣を槍に
かえ、最高の一突きを目指しだす。

ザ・ワースト中学生①

ｼﾞｪｲﾑｽﾞ･ﾊﾟﾀｰｿﾝ
＆ ｸﾘｽ･ﾃﾍﾞｯﾂ
たから しげる 訳

退屈な中学生活を主人公レイフ・キャチャドリアンのイタズラ
できっと楽しめる！いつも隣にいる人は実はあの人の○
○！？今、退屈な君におすすめです。

幸せの条件

誉田 哲也

恋も仕事も中途半端なOＬ梢恵は、新燃料バイオエタノール
用の米を作れる農家を探すために、農業見習いを始めたが
…。働くこと、生きることとは？？

死にカタログ

寄藤 文平

みなさんは、死の世界のことを考えたことはありますか？死
にカタログには、死ぬ前と死んだ後の世界がダイナミックに
描かれています。

シノダ！

富安 陽子

シノダ家に毎回訪れる困難や謎。それを家族全員で解き明
かしていく、とてもユニークな本です。一体、人魚の島とはど
のような島なのでしょうか？

富安 陽子

夏休み、ユイとタクミはお父さんの実家の門前町に遊びに行
くことになった。その夜、ホタルを見に行き不思議なことが起
こる。さて、その不思議な事とは！？

中国なんて
二度と行くかボケ！

ホームズが事件を段々と解決する話です。登場人物が何人
か出て来て、なかなか推理が難しいです。どのように解決し
ていくかを想像し読んでみては…。

ｻｲｴﾝｽ･ｱｲ 新書 みんなが

知りたい水族館の疑問５０
イルカは楽しんでショーをしているか？
水槽が割れることはないのか？

最後のパレード
デイズニーランドで
本当にあった心温まる話

真田幸村

人生で最悪の日々

時のかなたの人魚の島

シノダ！

夏休みの秘密の友だち

シャーロック＝ホームズ全集⑬⑭

シャーロック＝ホームズ コナン＝ドイル
福島 正実 ほか 訳
の事件簿 上・下

紅桃寮の七日間

創竜伝

シリーズ

大盗賊石川五右衛門②
五右衛門党VS真田十勇士

タイムライダーズ
シリーズ

華麗なるスラッガー

高橋 由伸

ためらいがちの
シーズン

竹林はるか遠く
日本人ヨーコの戦争体験記

長尾 剛
若菜 等＋Ｋｉ

絵

天守閣の黄金の鯱（しゃち）を盗もうとする大盗賊石川五右衛門達と
それを守る真田十勇士の戦いが大阪城で繰り広げられる。五右
衛門とその仲間たちの愛と絆の物語。

ｱﾚｯｸｽ・ｽｶﾛｳ
金原 瑞人 訳
樋渡 正人 訳

死ぬはずだった、リアムたちが、タイムライダーズに採用され、乱
れた時間の流れを直していきます。タイムマシンとかが近未来的
でかっこいいです。

鳥飼 新市

プロ野球読売ジャイアンツの次期監督に高橋由伸が就任しまし
た。（12球団の中で最年少監督）努力し続ける天才の生い立ちが
書かれた本です。

唯川 恵

５年ぶりに地元に戻り懐かしい街の中学校で小学校の友人達と
再会。初恋の人と前とは変ってしまった親友との三角関係が再び
始まってしまった。

ﾖｰｺ･ｶﾜｼﾏ･ﾜﾄｷﾝｽ
著・監訳

都竹 恵子 訳

丸坊主で死体の軍服を身に付け常に空腹と死と隣り合わせの母
娘３人。親の死、貧困、濡れ衣、イジメ。戦後日本人引揚者の壮
絶な実話。生きるってスゴイ！！

さくら 剛

彼女に振られてしまった著者（さくら剛）が彼女を追いかけて中国
に行く旅行記です。中国や著者の品の無さが伝わってきてとても
面白いです。

チョコレート・
アンダーグラウンド

ｱﾚｯｸｽ・ｼｱﾗｰ
金原 瑞人 訳

健全健康党がチョコレート禁止法を発令した。２人の少年は、チョ
コレートの密造を始める。でも敵がいる。さぁどうなるのか？ワクワ
ク・ドキドキするストーリー。

ｱﾚｯｸｽ・ｼｱﾗｰ
金原 瑞人 訳

｢チョコレート禁止法｣というおかしな法と戦う子どもの話です。一度
読み始めると、すぐ続きを知りたくなり、本を読まない人にもおす
すめできます。

…でもまた行きたいかも。

シャーロック＝ホームズ
の冒険 上・下

コナン＝ドイル
中尾 明 ほか 訳

ロンドンの街に溢れている数々の謎を、名探偵シャーロック・
ホームズが解き明かす！ホームズの活躍が短編でも楽しめ
る作品です。

チョコレート・
アンダーグラウンド

修学旅行は終わらない

村崎 友

おれたちの夜はこれからだ！男子三人は女子部屋へ。突然
の先生の出現に慌てて逃げだす三人。すると窓に女の姿
が！？ちょっぴりミステリーな青春小説。

チョコレート屋のねこ

ｽｰ・ｽﾃｲﾝﾄﾝ
ｱﾝ・ﾓｰﾃｨﾏｰ 絵
中川 千尋 訳

決して笑わないチョコレート屋のおじいさんがある日作ったチョコ
レートねずみ。一緒に暮らす猫がちょっぴりかじり…さあ、魔法の
始まりです。

書店ガール

碧野 圭

実写化もされ、書店を舞台にした人間関係を描いた物語。理
子と亜紀の間で起きる様々な出来事が面白く、ドラマを見て
いない人も楽しめます。

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

ディズニーのおもてなしの心が多くの人を笑顔にしていることがわ
かります。“ありがとう”を伝えるという大切さに気づくことができる
物語です。

斉藤 洋

修行ののち、人間に化けられるようになった狐が、世に言う
「源平の戦い」に巻き込まれる。この戦いの新しい観点が狐
の目を通して見えてくる！

ディズニーの絆力

鎌田 洋

ウォルト・ディズニーが残した夢を叶えるための「４つのC」とは？
人との関わりや絆を深めることの大切さをディズニーをテーマに考
えさせられる物語。

後藤 圭

皆さんも一度は影絵をやったことがあると思います。ここには沢山
の動物の影絵の表現の仕方が載っています。丁寧に作り方が
載っているので、やってみては？

Darren Shan
橋本 恵 訳
田口 智子 絵

人狼のグラブスとデモナータへ通じる窓を開けるカーネル。魔術
師のべックの三人を中心に、魔法を使って悪魔と戦います。戦い
がとてもかっこいいです。

児玉 光雄

｢言霊（ことだま）｣という言葉を知っていますか？言葉には魂が宿る
ということです。この本には、たくさんのいい言霊がつまっていま
す。前向きになれる本です。

上橋 菜穂子
二木 真希子 絵

皇子チャグムは自国を守るため他国へと旅立つ。たくさんの困難
をバルサとともに乗り越えていく。果たして、自国を守り抜くことが
できるのか？！

シャーロック＝ホームズ全集⑤⑥

シリーズ

白狐魔記

源平の風

絵本

シリーズ

田川 ちょこ 漫画
由女 監修・イラスト

外練で心が折れそうになる。楽器をぶつけた瞬間時間が止
まる。など、あるあると思えることが書いてあります。吹奏楽
を知らない人でも楽しみながら読めます。

おもしろ影絵ブック

水族館ガール①

木宮 条太郎

市役所で働き、平凡な暮らしをしていた由香。突然、水族館
への異動を命じられる。イタズラ好きのイルカと無愛想な先
輩と働く中で数々の困難が…。どうなる由香！？

デモナータ

杉原千畝（ちうね）物語

杉原 幸子
杉原 弘樹

第二次世界大戦が勃発した1939年、リトアニア国に赴任した
領事、杉原千畝（ちうね）が難民となって押し寄せてくるユダヤ
人に対して取った行動とは？！

冲方 丁

家族が死んだ。それは少年が微笑みを失う理由となった。家
族を結ぶ絆。それは少女が涙を封じる理由となった。ある街
で、一人の人間と出会うまでは…。

吹奏楽部あるある

命のビザをありがとう

ストーム・ブリング・
ワールド①②

吹奏楽部あるある勉強会

手で遊ぶ

シリーズ

天才・イチローを創った
魔法の｢言葉｣
なぜ、この人はブレないのか

天と地の守り人
シリーズ

書

名

電脳コイル⑩

東海道中膝栗毛
（とうかいどうちゅうひざくりげ）

Ｔｏｍｏｒｒｏｗ

シリーズ

著者名

表紙

宮村 優子 ノベライズ
磯 光雄 原作

十返舎一九
（じゅっぺんしゃいっく）

松村 友視 訳・著

ｼﾞｮﾝ・ﾏｰｽﾃﾞﾝ
二見 千尋 訳

ドーン・ロシェルの季節

ﾛｰﾚｲﾝ･ﾏｸﾀﾞﾆｴﾙ

シリーズ

日当 陽子 訳

トキメキ♥図書館①
二人のソラとわたし

トキメキ♥図書館①
二人のソラとわたし

服部 千春
ほおのき ソラ

絵

服部 千春
ほおのき ソラ

絵

コ メ ン ト

書

名

松原 秀行
梶山 直美 絵

趣味が合い、偶然が重なり、知り合った小学生の５人。５人は時に
はパズルを解き、時には事件に遭遇する。果たして事件を解決に
導くことはできるのか？

江戸時代に書かれた滑稽本（こっけいぼん）のひとつで、弥次郎兵
衛（やじろべえ）と北八（きたはち）の東海道珍道中の物語。笑いとユー
モアがみちあふれており、腹を抱えて笑ってしまいます。

白球ガールズ

赤澤 竜也

女子は甲子園に出場できないことを知った青山由佳が、高校生に
なり女子のチームをつくり、女子野球をする話です。

７人の高校生がキャンプを楽しんでいた時、彼らの町は武装
集団に占拠された。今日が平和なら明日も平和なんて確証
はない。今、日常は終わりを告げた。

花の道は嵐の道

天野 頌子

花道部の泣き虫な理生（みちお）。そこに学院制覇をねらう茶道部に
活動場所が乗っ取られそう。ある時一緒に暮らしている猫が言葉
を話す妖怪だったことから…。

もし、ある日突然自分が重い病気だと知らされたら。もし、自
分の体の自由がきかなくなったら、どう思いますか。命の尊さ
に思わず涙してしまいます。

はるか遠く、
彼方の君へ

安澄 加奈

夕鷹は、修学旅行中平安時代にタイムスリップした！！近くには
源義経が。そして遠矢と華月という高校生に出会うが、三人は元
の時代へと戻れるのか？

｢おんなじ名前？｣私が飼っている犬の“ソラ”と転校した学校
にいる“宙”。私とソラには宙の死んだ兄弟の海が見える。他
の人には見えていないのに…なんで！？

ひと駅ストーリー

『このミステリーが
すごい！』編集部 編

笑える話やちょっぴりぐっとくる話、本格派謎解きなど…意表をつく
話がたくさん詰まった一冊です。５分で一作品読めるので、忙しい
あなたにもオススメです！

萌はある理由で犬をかってもらう。その犬は死んだ人が見え
る犬だった！なんとその影響が萌にも。そんな萌がいろんな
人と出会っていく物語。

ビブリア古書堂の
事件手帖 シリーズ

三上 延

北鎌倉でひっそりと営業している「ビブリア古書堂」店主の栞子さ
んは、店に似合わずきれいな人。そんな栞子さんが次々と事件を
解決していく所に注目です！

たかぎ なおこ

身長が150センチから経験したこと、見たことなどがあり、身長が
低い人のあるあるはもちろん高い人もびっくり！！どちらもはまる
本です。

米澤 穂信

古典部に入部した省エネ主義者、折木奉太郎と美人でかわいい
千反田えるの日常で巻き起こる謎を解き明かす青春とミステリー
のハイブリッドな一冊です。

ぶたぶた図書館

矢崎 存美

図書館のある企画でモデルになったぶたぶたさん。見た目はぬい
ぐるみだけど、中身はおっさん！？そんなぬいぐるみが周りの人
を変えていく物語。

ふむふむ

三浦 しをん

自称オタクの著者が、特殊技能（！！）を持つ16人のお仕事女子
に、インタビューします。｢ふむふむ｣とか｢へー｣とか｢おぉー｣と思
いつつ読む一冊。

佐藤 克文

あなたが行く学校はなぜ、小、中、高、大とわれているか知ってい
ますか。その理由を知ってみてはどうですか。

萩原 晴一郎

5人の野球部の元に4人の助っ人が登場！9人で初めての大会へ
出場。助っ人は、迷惑をかけないよう猛練習。いよいよ試合開始。
結果はどうなるのか？

宗田 理

中三になった「ぼくら」が自分たちだけの修学旅行を計画する。し
かし、途中でヤクザにからまれ、一体どうなる？スリルを味わえま
す。

宗田 理

１人１人のキャラクターがとてもわかりやすく描かれています。話
がどんどん進んでいくので、本が好きじゃない人でも読みやすい
です。

星 新一
和田 誠 絵

未来、現代、過去、宇宙、様々な世界で、描くストーリー。１つ１つ
は短いが、その中に、意外なオチや、人間の姿を描くメッセージ深
さもある短編集。

ｻﾝ＝ﾃﾞｸﾞｼﾞｭﾍﾟﾘ
内藤 濯 訳

『一番大切なことは、目に見えない。』よその星から来た王子さま
は、自分の星との違い、そして大切なものの存在に気づいていく。

佐藤 雅彦

「デジタルとは何か」と考えたことはありますか？このような話題が
48個も書かれています。読んでみることで、自分の考え方が変わ
るかもしれませんよ！？

タマの猫又相談所

５分で読める！
シリーズ 乗車編

言葉とは何かわかりますか。この物語で言葉とは、声でもなく
字でもありません。普段考えたことのない問いが陰謀や思惑
の中で次々と浮かび上がる話です。

図書館戦争

有川 浩

高校生の時に書店で助けてもらった王子様を追って図書特
殊部隊に入った。そこに配属された主人公は、良化特務機関
との壮絶な戦いが繰り広げられる。

図書館戦争

有川 浩

高校生の時に助けられた王子様にあこがれて入った図書隊
で、 堂上という教官と出会って成長していく女の主人公の話
です。そして、主人公の王子様とは！？

ドラえもんのことば

横山 泰行

何のとりえもなく、ろくな目にしか合わないのび太を支えるドラ
えもん。そんなドラえもんが人生で壁にぶち当たった時にあ
なたを助ける言葉を贈る。

長野あるある

長野あるある研究会
峰尾 こずえ 監修
水元 あきつぐ イラスト
小山 高志郎画

思わずうなずいてしまう｢あるある｣！『｢東京で積雪数㎝で大
混乱｣のニュースを鼻で笑ってしまう』井の中の蛙にならぬた
めにも読んでおきたい一冊です。

ペンギンもクジラも
秒速２メートルで泳ぐ

森岡 浩

県内の名字が多い順にランキング形式で載っています。友達
やあまり目にしない名字を見つけるのもいいかも。あなたの
名字は県内、第何位！？

放物線のキセキ

長野県の名字

謎解きはディナーの
あとで シリーズ

東川 篤哉

麗子はケタ違いの大金持ちだか、警察に勤めている。その執
事・影山は超辛口。「お嬢様はアホでございますか？」こんな
二人が次々と難事件を解いていく！？

ぼくらの修学旅行

七人の王国

峰月 皓

東京から千ｋｍ離れたある島に七人の人がいた…。彼らはあ
る日、日本から独立を宣言する。しかし、総理大臣は十七
歳！？これは、建国を目指す七人の物語。

ぼくらの奇跡の七日間

野﨑 まど

ゆかり君は縁結びと名乗るうさぎに出会い、一緒に縁結びを
していく。わがままなうさぎとゆかり君のかけ合いがおもしろ
おかしく、楽しい１冊です。

なにかのご縁
①ゆかりくん、
白いうさぎと縁を見る
②ゆかりくん、
碧い瞳と縁を追う

南総里見八犬伝
シリーズ

滝沢 馬琴

虹色ほたる
永遠の夏休み

ネバー×エンド×ロール
巡る未来の記憶

パーシージャクソンと
オリンポスの神々
①盗まれた雷撃
②魔海の冒険

シリーズ

氷 菓
（ひょうか）

おしえて、お仕事！

ハイテク海洋動物学への招待

寄せ集め野球部
たった９人の快進撃

｢ぼくら｣シリーズ

｢ぼくら｣シリーズ

星新一 ショートショート
セレクション シリーズ

星の王子さま

壁井 ユカコ

黒羽と灰島の１年生エースコンビは、春高バレー全国大会を
目指すが、彼らの前に県内最強“福峰工業”が現れる。鉄壁
福峰に挑む黒羽達の闘う姿が見どころです。

毎月新聞

川口 雅幸

僕は生き返るために、知らない町で、知らない親と、知らない
妹と暮らしていた。この町も人々も、僕が生き返るための“過
程”でしかなかったのに…。

本田 壱成

ﾘｯｸ・ﾘｵｰﾀﾞﾝ
金原 瑞人 訳

山本 タカト 画

２．４３
清陰高校男子バレー部
①ｆｉｒｓｔ ｓｅａｓｏｎ
②ｓｅｃｏｎｄ ｓｅａｓｏｎ

１５０㎝ ライフ。

房総半島の南端にあり、一年中花がたえないといわれる安
房の国。ここで不思議な縁で結ばれた犬士が生まれる。江戸
時代に生まれたファンタジー。

原作

浜 たかや 編著

コ メ ン ト

風浜電子探偵団事件ノート
パスワードシリーズ

高田 大介

総理大臣は十七歳

表紙

ついに、「あっちの世界」への入り口が開いた。その頃奇妙な
眠り病にかかった京子にも魔の手が襲いかかる。京子を守る
ため、ヤサコたちは、立ちあがれるのか？

図書館の魔女 上・下

よくわかる

著者名

＜オリジナル版＞

マララ

文・絵

ﾏﾗﾗ・ﾕｽﾌｻﾞｲ

｢マララさんは、どんな少女？なぜ、勇気があるの？｣マララさんは
普通の子。行動を続けたからこその勇気。私たちの中にも、同じ
勇気、きっとある。

教育のために立ち上がり、
世界を変えた少女

ﾊﾟﾄﾘｼｱ・ﾏｺｰﾐｯｸ
道傳 愛子 訳

主人公の佐久間駆15歳は、高い壁に囲まれた札幌の街に住
んでいる。ある日学校の屋上でこよみと名乗る少女と出会
う。彼女は未来から来たというのだが…。

美晴さんランナウェイ

山本 幸久

中学生の世宇子の家には、同居の叔母さんがいる。この美晴さん
に、家族は振り回されっぱなし。世宇子にとっての美晴さんは迷惑
な叔母さん？それとも…。

神と人間の間に生まれた「ハーフゴット」パーシージャクソン
は海神の息子であった。パーシーが仲間と共に戦い、成長し
ていく人生を描いた物語。

みんなのふこう

若竹 七海

「私の友達、こんなにも不幸なんです…」海辺の田舎町葉月市を
舞台に、ココロちゃんとペンペン草ちゃんが出会う数々の不幸と
は！？

書

名

著者名

表紙

コ メ ン ト

書

名

著者名

表紙

コ メ ン ト

横浜編

土屋 理敬
満田 拓也 原作

母親や父親まで亡くした五郎は、保育園の担任の桃子に引
き取られる。そこで友達となった小森や清水に野球をやらな
いかとさそわれる…。

余命１ヶ月の花嫁

TBS「ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ･
ﾌｧｲﾌﾞ」 編

幸せな結婚生活を送るはずだった花嫁は、わずか一か月の命
だった。つらい治療や、激しい痛みに耐え、たくさんの人に支えら
れて精一杯生きた女性の実話。

小説 ＭＡＪＯＲ④
海堂高校編

丹沢 まなぶ
満田 拓也 原作

名門海堂高校野球部へ入部した吾郎は、「夢島」という養成
所で厳しいトレーニングを積んで、成長していきます。強敵相
手に勝ち進んでいく吾郎の姿が爽快です。

よろず占い処陰陽屋

天野 頌子

ネコ耳中学生とイケメン偽陰陽師のコンビがあらゆる事件を解決
するほのぼのミステリー。二人の掛け合いがおもしろいドラマ化も
されたシリーズ本です。

もしもネイティブが
中学英語を教えたら

ﾃﾞｲﾋﾞｯﾄﾞ・ｾｲﾝ

ｉｓ not と ｉｓｎ’ｔ ではニュアンスが違う？知っているようで知ら
なかった英語のあれこれがわかる本です。ネイティブならで
はの視点が興味深く新鮮です。

林業少年

リチャード・カルティ
久保 美代子 訳

身勝手な人間のせいでサルの部族同士に争いが起こる。友
か部族か。自分を信じ行動する彼らの苦悩や息づかいが伝
わってきて、最後には読んでいる自分も仲間になっていま
す。

野球部あるある

菊地選手
ｸﾛﾏﾂ ﾃﾂﾛｳ 漫画

「引退後、監督が優しくなる。」というような、だれもが「これは
よくあるなー」と思わず言ってしまいそうになる内容がたくさん
つまっています。

レインツリーの国

山城柚希の
妖かし事件簿

青谷 真未

妖怪が見える柚希は、彼氏イナイ歴＝年齢。その時目の前
にイケメンが！だが｢貴方から妖怪の気配が…。｣男性は妖
怪が見えるのか！？笑って楽しめる本です。

和菓子のアン

①めざせ！富士山編
②いくぞ！屋久島編

鈴木 ともこ

以前から山登りに興味がありこの本を読んでみました。コミッ
クエッセイですがわくわくしながら読んでしまいました。いつか
八ヶ岳天狗岳に登りたいです。

桜井 進
わくわく
数の世界の大冒険① ふわ こういちろう 絵

｢１をかけるとピラミッドができちゃう！？｣読んでみると、計算がす
ぐにとけるので、勉強になります。この本は２冊まであります。

図鑑

ミクロ生物
選定委員会 編

♪特別な本をあ～なた～に♪“クマムシ”の本物って見たこと
ある？ミクロの生物は超個性的。ページをめくるのに覚悟と
勇気が…｢大丈夫です、写真集ですから！｣

わたしの優しい死神

人を信じられなくなった女の子が選んだ道は“死”。そんな女の子
に生きる意味を教えてくれたのは“死神”。何の目的で死神は女
の子に近づいたのか、その結末は…。

小説

ＭＡＪＯＲ①

ＭＯＮＫＥＹ ＷＡＲＳ
モンキー・ウォーズ

縁は異なもの！？

山登りはじめました

夢に出そうなミクロ生物

夢へ翔けて

ﾐｹｰﾗ・ﾃﾞﾌﾟﾘﾝｽ

戦争孤児から
世界的バレリーナへ

ｴﾚｰﾝ・ﾃﾞﾌﾟﾘﾝｽ 共著

夜中に犬に起こった
奇妙な事件

ﾏｰｸ・ﾊｯﾄﾞﾝ
小尾 芙佐 訳

田中 奈津子

訳

｢夢｣って何だろう。見るもの？叶えるもの？この本を読んだ
あと、｢夢｣はあきらめないもの。挑戦し続けるもの。その先に
は成功が必ずあるとわかります。

ある日、近所の庭先で犬の死体が発見された。自閉症の少年は、
誰が何のために犬を殺したのか知りたいが、彼の父親はかかわる
なと言う。少年は探偵となり犯人捜しを始めるが、次々と驚くべき事
実が明らかになる。

シリーズ

レイン

シリーズ

Ｗｏｒｌｄ ｏｆ ｄｅｌｉｇｈｔ

堀米 薫
スカイ エマ

絵

林業、なんかパっとしない。そんな林業を家業とする家族一人一
人の願い、思い、そして愛情。登場人物の人間性がビシビシと伝
わってきます。

吉野 匠

レインという世界最強の男がいた。その男がシェルファ姫を守るた
めに戦場へと向かう。でも、姫は一緒に戦場に行くと言い張った。
何故、自ら危ない所に？

有川 浩

ネットの書き込みから始まった恋。伸とひとみはひかれ合っていた
が彼女には重大な秘密があった。心ときめくストーリー。きっとあ
なたも恋をしたくなる。

坂木 司

食べることが大好きな杏子。そんな杏子が働き始めたお店には和
菓子にまつわる謎が舞い込んでくる。和菓子の様に優しくて、美
味しいミステリー！

親子で楽しむ！

きの とりこ

