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青い鳥

重松 清

村内先生は上手くしゃべることができません。でも村内
先生の言葉は、悩める生徒の心を強く動かします。人に
寄り添うことの大切さを教えてくれます。

青空エール

河原 和音 原作
持地 佑季子 脚本
下川 香苗 著

つばさは、小学生のときに見た甲子園で演奏する吹奏楽
に憧れて、白翔高校の吹奏楽部に入部する。野球部の大
介とスタンドで応援するという約束をするがー。

岡田 麿里

いつも一緒にいた幼なじみ｢超平和バスターズ｣。高校生
になったある日、昔と姿が変わらないめんまが急にじん
たんの前に現れる。めんまの願いをかなえるため再び６
人が集まる…。

あの日、
ブルームーンに。

宮下 恵茉

蒼井君との出会いは最悪だった。でも蒼井君のことを知
るうちに結愛は彼に惹かれていく。そんな彼には秘密が
あった。時にキュンキュン、時に甘ずっぱい二人の恋物
語。

アホウドリの
糞でできた国

古田 靖 文
寄藤 文平 絵

アホウドリの糞（ふん）でできた国。なんと、その糞で国
民は大金持ちに！そのせいでだらだらしすぎた国民に待
ち受ける「これはしょうがない」と思う運命とは！

新野 剛志

“あぽやん”とは、空港勤務のエキスパートです。空港
でたくさんの問題が発生し、それを１つ１つ解決してい
く物語です。空港のことを知らなくても読めます。

天（あめ）と地（つち）の
方程式 ①

富安 陽子

不思議な力を持った男女が“カクレド”という別世界に
送り込まれてしまう。力を持った子の個性的な性格に注
目です。彼らは“カクレド”を出ることができるのか。

天（あめ）と地（つち）の
方程式 ②

富安 陽子

神から授かった不思議な力を持つ７人の“カンナギ”た
ち。それぞれが自分の力を恨んでいますが、その力こそ
が世界を救う!!この７人の力がうらやましいです。

斉藤 洋

｢児童読書相談コーナー｣で働き始めた主人公。そこで出
会った子供たちは、皆が不思議な体験をしていたー。読
めば、あなたも不思議な気持ちになれるはず！

ﾄﾞﾘｱﾝ・助川

どら焼屋で始まる老婆と青年の物語。人生の甘さ、苦さ
も悲しさもある「生きる価値」がテーマ。どら焼きのよ
うに優しく包みこむようなストーリーです。

＜映画ノベライズ＞

あの日見た花の名前を
僕達はまだ知らない。 上

ナウル共和国物語

あぽやん

①

ビブリオ・ファンタジア

アリスのうさぎ

あ ん

表紙

コ メ ン ト
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１行バカ売れ

表紙

アップルやダイソン、橋本環奈が売れた裏には、機能や
容姿だけではない「魔法の１行」あり。その魔法を知り
たくありませんか？

川上 徹也

犬川柳

Ｓｈｉ‐Ｂａ編集部

柴犬地獄変

コ メ ン ト

編

飼い主の愛はコワイほど深い！

「決闘に毎回遅刻のダメ番長」「荒波を越えてナンボが
男なり」この川柳がおもしろかったです。

犬と私の１０の約束

川口 晴

愛犬ソックスが来てから１０年。あかりはソックスとし
た１０の約束をいつのまにか忘れてしまった。そして
ソックスの死後、あかりは母からの手紙を見つけ…。

イヌのなみだ
犬と人の涙あふれる１７の物語

イヌのなみだ
製作委員会 編

ある日、ブーメランを取ろうとした愛犬・ラブが茂みの
中へ落ちていってしまったー。その後ラブはどうなって
しまったのか？涙無しでは読めない一冊です。

エイジ

重松 清

すべては友人の通り魔事件から始まったー。事件をきっ
かけに恋愛、勉強そして友情など、壁に正面からぶつ
かっていく中学生の姿に共感を覚えます。

エースの覚悟

前田 健太

“マエケン”こと元広島のエースだった前田健太さんの
本です。彼の投球論やトレーニング方法、ルーティーン
など、これまでの彼の思いがつまっている一冊です。

エースの覚悟

前田 健太

今年プロ野球セ・リーグを制した広島カープ。その広島
を支え続けた前田健太投手(現在大リーグドジャース)が
「エースの自覚」について書かれた本です。

オデュッセイア

上・下

原作

トロイア戦争後、王が凱旋する途中で多くの怪物や魔物と戦い帰国す
るまでの10年間の旅が語られた古代ギリシャの物語です。彼の妻や息
子が自らの身や財産を狙う者達から家を守り、父の帰りを待ちます。
私の好きな物語のひとつです。

NHKﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄX
制作班

１９５５年、本州四国連絡船の衝突事故で多くの修学旅
行生が亡くなった。二度とこのような悲劇を起こさない
ために立ち上がった技術者たちの感動の話である。

石川 宏千花

自分の望む姿になれるが、時として人ならざるものに
なってしまうという「妖面」。妖面を求める人々の裏に
あるものとは？人間の欲望や温かさに触れることが出来
ます。

ホメーロス

ジュニア版 NHKプロジェクトX⑩

男たち 不屈のドラマ
瀬戸大橋
～世紀の難工事に挑む～

お面屋たまよし

①
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思い出のとき
修理します ①

谷 瑞恵

“おもいでの時 修理します”奇妙な時計店の青年・秀
司と出会い、商店街に起こる事件に巻き込まれる明里。
商店街のようにどこか懐かしい物語。

表参道高校合唱部！

櫻井 剛 脚本
桑畑 絹子 小説

とある高校の合唱部が廃部寸前。TVドラマを元に書き下
ろされた小説です。歌の力の偉大さを感じられる感動の
ストーリー。

天野 頌子

偶然立ち寄った陰陽屋で働くことになった中学生の瞬
太。しかし、瞬太は妖狐 （ようこ：人間を化かす怪しい力をもつ
狐） だった!?店主と瞬太は依頼を解決することが出来る
のか、ドキドキします。

涙の数だけ強くなれるよ

陰陽屋

シリーズ

カーシア国３部作 ①

偽りの王子

怪盗クイーン

ｼﾞｪﾆﾌｧｰ･A･ﾆｰﾙｾﾝ 作

橋本 恵

訳

ピラミッドキャップの謎
前・後 編

はやみね かおる

混沌（カオス）の叫び ①
心のナイフ 上・下

ﾏﾊﾟﾄﾘｯｸ･ﾈｽ 著

混沌（カオス）の叫び ①
心のナイフ 上・下

混沌（カオス）の叫び ②
問う者、答える者 下

金原 瑞人

ほか 訳

ﾏﾊﾟﾄﾘｯｸ･ﾈｽ 著
金原 瑞人

ほか 訳

ﾏﾊﾟﾄﾘｯｸ･ﾈｽ 著
金原 瑞人

ほか 訳

学年ビリのギャルが
１年で偏差値を４０上げて
慶応大学に現役合格した話

坪田 信貴

ジブリの教科書 ①

スタジオジブリ 編

風の谷のナウシカ

文春文庫

編

孤児のセージは偽の王子の候補に選ばれたが、その中で
王子に選ばれなければ殺されてしまう。セージがどのよ
うにして切り抜けていくのか、目が離せません。

突如ドイツの古城が上下逆さまに！謎の鍵を握る「ピラ
ミッドキャップ」、それを手に入れようとなまけ者の怪
盗や個性豊かすぎる探偵卿 （たんていきょう） 達が動き出
すー！

新世界のたった一つの町で、男は互いの考えがすべて
“ノイズ”として聞こえる。心の葛藤、怒り、憎しみ、
悲しみ…人はなぜ戦争をするのか。

十三歳で大人という変な国で、主人公が大切な人のため
に戦います。「僕は濡れた衣を着せられただけだ」。一
人で戦い抜く姿がかっこいい。お話の結末は…!?

スパクルの戦いで活躍したレジスタンス組織にヴァイオ
ラが出会った。そして罠を掛け合う二つの陣営。味方で
すら信じられない状況に…。

学年ビリのさやかは、様々な困難を乗り越え慶應大学に
現役合格する。周りからなんと言われようと必死に頑張
るさやかの姿に感動します。勉強のやる気がでる本で
す！
宮崎駿は、『風の谷のナウシカ』をアニメにする気はな
かった!?なぜ、アニメにしたのか？映画の裏を知ること
ができる本です。映画好きの人は読んでみてはどうです
か？
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家族ゲーム

本間 洋平

成績の悪い弟に、体育会系ノリで厳しく勉強を教える６
人目の家庭教師・吉本が面白いです。成績の悪い弟が高
校進学を目指すお話しです。

ギフト

日明 恩

死者が見える少年・明生。彼に触れた時だけ他の人にも
死者がみえるようになる。ホラー＋探偵物語。読んでい
くうちに次どうなるのかドキドキします。

ギフト

日明 恩

もし死者の姿が見えたら…。伝えたかった思いが交わり
合い、一つの答えを見つけ出す物語です。悲しみの中に
も幸せはあるということが伝わってきます。

きみが見つける物語
恋愛編より 植物図鑑

有川 浩

ほか 著

冬のある夜、空腹で倒れていたイツキに声をかけられた
さやか。二人は植物と一緒に生活をし、少しずつお互い
を知っていく。続きが気になる物語です！

君の名は。

新海 誠

少女・三葉と少年・瀧はある日、目が覚めたら入れ替
わっていた。今後の２人の生活は!?映像とは違って本の
内容は面白く、すごく心に残ります。

Ｓｅｐａｒａｔｅ ｗａｙｓ
君のいる場所

ジミー 作・絵
宝迫 典子 訳

右に行く癖がある彼。左に行く癖がある彼女。同じア
パートに住んでいながら出会えない二人。二人のドラマ
は、公園で突然にはじまる。

喬林 知

普通の高校生がトイレから異世界に飛ばされ突然、“魔
王”になってしまう。主人公は元の世界に帰ってくるこ
とができるのか。読んでいて続きが気になる本です。

雲は湧き、光あふれて

須賀 しのぶ

少年たちの熱い夏といえば…甲子園！いつの時代でも、
何があっても全力で立ち向かう少年たちの姿に感動する
物語。君も一緒に熱い夏を巡りに行こう!!

珈琲店タレーランの
事件簿 シリーズ

岡崎 琢磨

京都にひっそりと店を構える珈琲店「タレーラン」。店
に持ち込まれる日常の謎を、青野大和と女性バリスタ・
切間星美たちが鮮やかに解き明かしていく。

五島慶太翁生誕130年
記念誌編纂委員会 編
重永 睦夫 文

１９５９年のロンドンタイムスに「世界の代表的人物」
と評され、逝去の日読売新聞夕刊に「巨星墜つ」と書か
れた殿戸出身の慶太氏の７７年間の生涯とは?!

今日からマ王！

①

五島 慶太 伝
東京都市大学グループの祖
五島慶太の立志伝
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村山 早紀

「たそがれ堂」。本当に大切ななにかを探している人だ
けのための不思議なコンビニ。誰もが共感でき、感動で
きるお話になっています。

中村 克

ディズニーランドを訪れたゲストとキャストとの感動物
語。キャストのおもてなしが想像以上に感動します。あ
とがきの最後の所にある物語は心にグッときます。

ザ・藤川家族
カンパニー シリーズ

響野 夏菜

「あなたのご遺言、代行いたします。」長兄・四寿雄が
営む遺言代行業。今日も字足らずの依頼を解いてゆく
…。あなたには“後悔”、ありませんか？

三匹のおっさん

有川 浩

「三匹の悪ガキ」がそのまま「三匹のおっさん」となっ
て、竹刀を振ったり投げ技したり、時にはスタンガンや
モデルガンを使って、町の平和を守ります。

ジェイン・エア

ｼｬｰﾛｯﾄ･ﾌﾞﾛﾝﾃ

家庭教師としてロチェスター卿の家で働くジェイン。１
９世紀の英国で自分の道を切り拓く彼女の姿に勇気をも
らえます。館で起こる怪奇現象も注目です。

子規と漱石の
プレイボール

長尾 誠夫

正岡子規、夏目漱石、どちらも日本の有名な文豪だ。そ
んな二人の友情野球物語。ラストには、衝撃の結末。こ
の物語には、あるカラクリが…。

スエヒロ

歴史上の人物があきれる程のポップ＆あるある感満載！
塩止めされた信玄がネットの知恵袋で相談したら…信長
のLINEトーク一覧など、思わず
歴史本。

下町不思議町物語

香月日輪

関西から引っ越してきた直之は学校でいじめられてい
た。でも彼は絶対にめげない！その強さには秘密があっ
た。それは“不思議町”と“師匠”がいるから！

下町ロケット

池井戸 潤

佃製作所は、ロケットエンジンについてのトラブルを解
決していき、ついにロケットを飛ばします。ロケット飛
行ができたときの佃の言葉が良いと思いました。

ｼｬｰﾛｯｸ=ﾎｰﾑｽﾞ 全集 ①

ｺﾅﾝ･ﾄﾞｲﾙ 著
各務 三郎 訳

シャーロック・ホームズ、その助手ワトスン博士に注目
してほしい。推理下手なワトスンがシャーロック・ホー
ムズにより“観察”という技を身につけていく。

コンビニ
たそがれ堂 ①

最後のパレード
ディズニーランドで
本当にあった心温まる話

【至急】塩を止められて
困っています【信玄】
～日本史パロディ～

戦国～江戸時代篇

緋色の研究
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すぎやま まさこ

〔じゃがいも＋犬＝じゃがいぬくん〕という不思議な生
き物。じゃがいぬくんの日常が描かれてあり、はりぽて
とちゃんとの恋の始まりなども可愛らしいです。

ﾏﾘｱ･G･ﾊﾘｽ 作
石随 じゅん 訳

ジョシュの父親がマヤの遺跡を調査に行く途中、謎の事
故に遭う。ジョシュは父の死の謎を解くため、二人の仲
間とメキシコへ向かうが…。

碧野 圭

｢これ、お返しします。」亜紀は上司の理子に結婚式の
祝儀を叩き返す。仲の良くない二人が働く書店にとんで
もない危機が訪れる。これを乗り越えるには、協力が必
要だが…。

水族館で珍に会う

中村 元 監修・写真

「紋花青竜蝦」と書いて、何と読むでしょうか？「モン
ハナシャコ」です。南の海のハードパンャー。すごいパ
ンチを持っています。海の珍しい生き物がいっぱいで
す。

世界で一番美しい
元素図鑑

ｾｵﾄﾞｱ･ｸﾞﾚｲ 著
若林 文高 監修
ﾆｯｸ･ﾏﾝ 写真

写真の美しさに思わずうっとり。悪臭を放つ硫黄でさえ
も金と同じ輝きを持つように見えてしまいます。元素の
ことならこの１冊でバッチリ！

酒井 シヅ

戦国武将の死亡診断書

監修
幕末☆保健委員会 著

“戦国武将＝戦死”というイメージが強いけど、実際は
病死が多かった?!ストレス＆お酒に溺れる武将もいて、
現代のサラリーマンのようで親近感がわいてきます。

戦場で心が壊れて

ｱﾚﾝ･ﾈﾙｿﾝ

著者は沖縄米軍基地からベトナム戦争へ派兵された元米
海兵隊員。PTSD、沖縄問題、憲法９条、メディアのあり
方など、考えさせてくれる一冊です。

じゃがいぬくん

ジョシュア・ファイル

①

見えない都市 上・下

書店ガール

①

武将たちの死因を
現代医学で解き明かす！

元海兵隊員の証言

そして五人がいなくなる はやみね かおる
夢水清志郎事件ノート

三姉妹の近所に引っ越してきた夢水清志郎は探偵です。
夏休みに子どもが消える事件が発生。４人は事件を解決
できるのか？｢報告書｣が載っているので誰でも読めま
す。

空 へ

いとう みく

ある日突然、お父さんは死んでしまった。主人公は神興
が大好きだったお父さんの神興を担ぐことに…。興味が
ある人は、読んでみてください。

体感する宇宙

竹内 薫

日常生活で偶然出くわしてしまいそうなこと、体感でき
ることを宇宙用語に例えて細かく分かりやす面白く説明
する。知らず知らずのうちに、少し知識がつきます。
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だいじょうぶ
たいしたことないから

Ｄａｙａｎ ｉｎ Ｗａｃｈｉｆｉｅｌｄ ④

ダヤンとタシルの王子

だれも寝てはならぬ

よ

り
動物園の不思議な家具

超高速！参勤交代

泣いて笑ってドラマチックに学ぶ

超現代語訳戦国時代

ディズニーランドであった
心温まる物語

表紙

コ メ ン ト

伊藤 守

心のつまづきや悩み。自分の価値観で考えて解決しよう
と思っても、又悩んでしまうときにオススメしたい一冊
です。前向きになれるヒントがあります。

池田 あきこ

猫のダヤンとジタンは、つき進んで行くしかない！火と
水のトリポカの戦いが特にかっこいい。前回の話からど
んどん展開していく、勇気ある二人のファンタジー。

ﾃﾞﾎﾞﾗ･ﾗｲﾄ ほか著

いろいろな家具が命を宿した動物園があり、子どもとそ
のおじさんが遊ぶ空想上の世界を描いた本です。家具が
生きているのがおもしろいです。

安次 嶺佳子 ほか 訳

土橋 章宏

貧乏藩の藩主・内藤政醇は、幕府から「５日以内に参勤
せよ」と命令される。策をこらしながら、けもの道を
走っていくうちにだんだんと慣れていく武士はすごいと
思った。

房野 史典

裏話やエピソードを知ることで、教科書や授業が断然オ
モシロくなる超～現代語訳の歴史本。真紅の鎧を着たあ
の人もタメ口であんなことやこんなことを…これであな
たも歴史系のつわものに!?

香取 貴信

監修

東京ディズニーランド卒業生有志 著

ゲストを喜ばせることだけを考えて行動する“キャス
ト”達の様々な話が２６話収録されています。一つ一つ
の話は短いですが、心温まる一冊です。

鎌田 洋

ゲストが何かの拍子に落としてしまった心をきれいにし
てくれる美意識が詰まった物語。本を読む人の心もキレ
イに掃除してくれる一冊です。

ディズーハピネスの
神様が教えてくれたこと

鎌田 洋

ウォルト・ディズニーの様々な言葉が出てきたり、キャ
スト達がゲストにしてくれた話などがあります。ディズ
ニーが好きな人や興味がある人は、ぜひ読んでみて下さ
い。

でかい月だな

水森 サトリ

友達に崖から蹴り落とされてしまったゆき（男）。そし
てヤツらの正体は…！私たちにうってつけの青春ストー
リー。同世代には共感しやすい本です。

てんからどどん

魚住 直子

あなたなら性格が全く逆の人と入れ替わってしまったら
どうしますか！雷が原因で入れ替わってしまった二人
…。果たして二人は元に戻ることはできるのか？

ディズニーそうじの神様が
教えてくれたこと

書

名

著者名

トリックアートクイズ

トワイライト

①

愛した人はヴァンパイア

北岡 明佳
ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ｺﾛﾝﾌﾞｽ

表紙

監修
構成･文

ｽﾃﾌｧﾆｰ･ﾒｲﾔｰ

著

小原 亜美 訳

コ メ ン ト
トリックアートのクイズが３３問つまった本です。皆さ
んもたくさんだまされてみて下さい。先生のオススメは
問題２１です。さて、何問解けるかな？

彼女が愛した人はまさかのヴァンパイア!?二人を狙って
次々に現れる強敵たち。二人は強敵たちを倒すことがで
きるのか!?笑いあり、涙ありの超大作！

ﾛﾃﾞﾘｯｸ･ｺﾞｰﾄﾞﾝ ほか著
堀江 里美 ほか 訳

突然、父がいなくなった。その後、父が掘っていたトン
ネルを見つける。積極的なウィルと優しい友との関係に
注目です。果たして父は、どこへ行ったのか。

ﾛﾃﾞﾘｯｸ･ｺﾞｰﾄﾞﾝ ほか著
橋本 恵 訳

探検気分でトンネルを掘っていたウィルたち。ある日、
二人が想像もしていなかった物が目の前に現れる。な
ぜ、それがつくられたのか？続きが読みたくなる一冊で
す。

小林 深雪

主人公の蘭は、廃部寸然の文芸部に入ることに。いろん
な人との出会いの中で、だんだん人数が増えていきま
す。絵がかわいくて、たくさん読める本です。

夏のバスプール

畑野 智美

主人公のＹシャツの右肩を染めたトマト。投げたのは同
じ学校の制服を着た女だった。話したこともなかった不
思議な女子に惹かれていく青春ストーリーです。

菜の子先生が
やってきた！

富安 陽子

春休みの学校で研人が出会った奇妙な先生は、はめを外
した道具たちを探していた。不思議で、面白くって、思
わずワクワクする“体感”を、ぜひ、あなたも!!

あさの あつこ

近未来都市№６で起きた事件の犯人に仕立てられた紫苑
と謎の少年・ネズミ。彼らは都市の陰謀によって捕らえ
られた沙布を助けられるのか、胸が苦しくなる物語。

川口 雅幸

気を失って目覚めたユウタの目の前には、沈んだはずの
村が…。タイムスリップは二度とない夏の始まりだっ
た。ジワジワと物語の世界に引き込まれていきます。

越水 利江子

パッと見、子供向けだと思うかもしれませんが、この本
からはどの世代の人でも沢山の教訓を得られます。ぜ
ひ、主人公に共感し、共に成長してください。

トンネル

上

地底都市コロニア ①

トンネル
迷宮への扉 上

泣いちゃいそうだよ
《高校生編》

秘密の占い

学校ふしぎ案内･つむじ風の一学期

Ｎｏ．６

シリーズ

虹色ほたる
永遠の夏休み 上・下

忍剣花百姫伝
シリーズ

書

名

著者名

表紙

コ メ ン ト

野ブタ。を
プロデュース

白岩 玄

クラスの人気者、桐谷修二が転校生の信太を人気者にす
るプロデュースを始める…。修二の人間関係に注目して
ください。読み始めたら止まらない一冊です。

ノベルダムと本の虫

天川 栄人

大陸の戦火から本を守る、『物語の王国』ノベルダム。
本が大好きな少女・アミルは、隠された王国の秘密に迫
ります。物語の大切さが伝わってくる一冊です。

ハーブガーデン

草野 たき

電話をしている母からショックな言葉を聞いた由美。あ
る日、ハーブガーデンに誘われたのをきっかけに、母や
友達の由美に対する本当の気持ちがわかる！

爆笑問題
ニッポンの犯罪１２選

爆笑問題

昔の日本で起こり、そして今でも起こりそうな事件をと
てもわかりやすく？解説した本です。注）ただし、静か
なところではあまり読まない方がいいです。

走れ、走って逃げろ

ｳｰﾘｰ･ｵﾙﾚﾌﾞ 作
母袋 夏生 訳

実体験をもとに小説化されたホロコースト作品。映画
『ふたつの名前を持つ少年』の原作。現代の若者達に強
く薦めたい。生きるって何？考え方が変わる。

ハチミツドロップス

草野 たき

楽しいはずの部活に居場所がなくなり、失恋もしてすべ
てなくなってしまったカズコ。そんなカズコが自分らし
さを新たにして、だんだんと変わっていく。

蜂蜜と遠雷

恩田 陸

国際ピアノコンクールの物語です。知っている曲をこん
なふうに文字にするのかと思い、どんな音色がどんな演
奏か、聞いてみたくなります。

絵本

ﾚｵ･ﾊﾞｽｶｰﾘｱ 著
みらい なな 訳

一枚の葉っぱが生まれてから散っていくまでの物語で
す。四季を通じてフレディが感じたことは、私たちに生
きていることの素晴らしさを教えてくれます。

花や咲く咲く

あさの あつこ

「うちらは、非国民やろか」戦争中だって「かわいそ
う」なだけじゃない。「青春」だってあったはずだよ。
いつの時代も女のコは闘ってるよ。

はるか遠く、
彼方の君へ

安澄 加奈

修学旅行中に夕鷹は、平安時代にタイムスリップしてし
まった!?同じようにタイムスリップした華月と遠矢に出
会うが、三人は元の時代に戻れるのか？

日本史原論犯罪史編

葉っぱのフレディ
いのちの旅

書

名

著者名

表紙

コ メ ン ト

阪急電車

有川 浩

同じ電車に乗り合わせた乗客。図書館好きな男女、お婆
さんと孫、白いドレスの女性…。彼らの背景は？どんな
繋がりが？私も電車で人間観察したくなる。

ばんぱいやの
パフェ屋さん シリーズ

佐々木 禎子

虚弱体質の中学生・音斗。血を吸わない吸血鬼３人が経
営するパフェバーで、自分なりの考えを持つことで、次
第に強くなっていく音斗の物語。

山本 弘

「コミケ」。それは世界最大の同人誌即売会。空と興水
銀は、小金井ミーナとコミケを楽しむ！小金井ミーナの
キャラの濃さに注目！

青井 俊樹

近年のクマの出没及び人への被害が世間を騒がせてい
る。クマと人との共存はできるのか、私自身狩猟を行っ
ている関係で考えさせられるものがありました。

越谷 オサム

猫から人間になった元猫の真緒と中学の同級生・浩介と
の恋愛×ファンタジー。恋愛をする瞬間のときめきや切
なさにとても感動します。

手塚 治虫 原作
大林 憲司 文

人間のダークな部分まで描かれているところがすごいと
思う。その時代の人間の精神論が、今の時代にも通じ
る。いつの世代でも新くて、満足感がハンパない！

米澤 穂信

奉太郎は同じ古典部の仲間に依頼され、日常に潜む謎を
次々と解き明かしていくことに。そして三十年前の『氷
菓』という題名の文章に秘められた真実とは。

フェンネル大陸
偽王伝 シリーズ

高里 椎奈

“裏切り”それは突然やってくる。王女にして将軍の
フェンは、ある理由で「海流し」になってしまう。「生
きる目的が無い」と絶望の底の彼女を引き戻したある者
その名は、“テオ”。

ふるさと日本百景

原田 泰治

長野県出身の画家、原田泰治さんの日本各地の人や風景
のベスト画文集です。なかでも長野県の作品が一番好き
です。

武士道
シックスティーン

誉田 哲也

剣道少女の香織と早苗。性格も剣道も正反対の二人が時
にぶつかり合いながらも心を通わせていくお話しです。
読めば心に良い汗がたくさんかけると思います。

ＢＩＳビブリオバトル部

世界が終わる前に

森の新聞⑳

ヒグマの原野

陽だまりの彼女

火の鳥

シリーズ
黎明編 ほか

氷 菓

書

名

著者名

表紙

コ メ ン ト

不動心

松井 秀喜

「努力できることが才能である」。ゴジラと呼ばれる松
井秀喜選手を支えていた言葉です。あなたの心を不動の
心にしてくれる言葉がたくさんつまっています。

高校野球を１００倍楽しむ

ブラバン甲子園大研究

梅津 有希子

高校野球の盛り上げ役、それは吹奏楽部の応援です。私
はこの本を読んで甲子園にとても興味を持ちました。吹
奏楽目線から、野球をみるのもおもしろいですよ。

文房具図鑑

山本 健太郎

好きなものについて、いいところも悪いところも一冊の
白い本に詰め込んだらこうなりましたという感じの本で
す。小６男子の感性が炸裂しています。

松尾 清貴

野球を知らない進学校が甲子園常連校と対決。野球の基
本を無視した天才少女・ヒカルさんの大胆な打撃理論や
守備理論に野球好きは大興奮!!今までにない最終章！

萩原 晴一郎

その奇跡は、一本のホームランから始まった。中学に
入ってぼくが初めて全て読み切りました！野球がもっと
好きになる一冊です。

ボクの音楽武者修行

小澤 征爾

今や「世界のオザワ」になり、長野県とは「セイジオザ
ワ松本フェスティバル」で縁の深い作者。無名の若者
が、ヨーロッパに一人乗り込み大あばれの様が痛快。

「ぼくら」シリーズ ⑱

宗田 理

ある高校生達が悪の秘密結社を倒そうとする。高校生だ
けど、大人に戦いを挑んでいく所がとてもカッコイイで
す。

宗田 理

高二のぼくらに、変な手紙がきた。そして、セブンシス
ターズの一人が連れさられてしまう。これから、ぼくら
はどうするのか？スリリングな展開の一冊です。

偏差値７０の野球部

④

実戦応用 編

放物線のキセキ
寄せ集め野球部たった９人の快進撃

ぼくらの秘密結社

「ぼくら」シリーズ ⑬

ぼくらの『第九』殺人事件

ボブという名の
ストリート・キャット

ｼﾞｪｰﾑｽﾞ･ﾎﾞｰｴﾝ 著

本日は、お日柄もよく

原田 マハ

服部京子

訳

「おまえ一緒にくるか？」ジェームズは人生で一番気の
合う友達を見つけ暮らすことになります。人生を立て直
し、毎日懸命に生きていこうとする姿に感動します。

幼なじみの結婚式で、感動するスピーチに出会ったこと
葉。一言で空気を変える“言葉”に、こと葉はだんだん
魅せられていく。感動必至のお仕事小説。

書

名

著者名

表紙

コ メ ン ト

香月 美夜

少女マインは本を作るため、色々な手段を選んで本を作
ります。しかし、全て失敗してしまいます。さて、マイ
ンは本を作る事が出来るのでしょうか？

本能寺の変
４３１年目の真実

明智 憲三郎

あの有名な『本能寺の変』について、光秀の子孫が書い
た本です。教科書では教えてくれない、あっとびっくり
するようなことが満載!!すごく勉強になります。

「また、必ず会おう」と
誰もが言った

喜多川 泰

一人の若者が旅の途中で様々な人に出会い、多くの人に
助けられながら成長していくストーリー。心がほっこり
元気になれる本です。

都会のトム＆ソーヤ

はやみね かおる

ゲームクリエイターを目指す創也は、サバイバル能力を
持つ内人を夢のために冒険へと連れ出すが、次々と困難
が二人を襲う。ハラハラドキドキする本です。

和田 竜

戦国時代に瀬戸内海を支配していた村上海賊。その首領
の娘・景（きょう）は、信長に追い詰められた本能寺門
徒を救うべく、戦いに挑んだ。景の痛快な活躍ぶりに注
目！

中学生編

満田拓也 原作
丹沢 まなぶ 著

右肩をこわした野球少年・茂野五郎。サッカー部に入っ
た彼は、左肩で再び野球をしようと野球部に…。野球を
する仲間と野球少年が共に成長する物語です。

燃えよ剣

司馬 遼太郎

幕府が消える。時代が変わる。だが幕府を守り戦う男が
いた！果たして守れるのか!?ファンタジーとは違い、内
容を思い浮かべやすい本です。

ＹＯＵ！

五十嵐 貴久

「女だってバレないかな？」女性を入れない事で有名な
芸能事務所に入ってしまった優。さらに、優の秘密をあ
ばこうとする者が現れて!?

岸川 悦子

“ユウキ”というのはこの本の主人公・三田雄基のこと
である。雄基は２３歳という若さでこの世を去った。雄
基の２３年間は、どのような人生だったのか。

香月 日輪

突然住むことになったアパート。それは、ただのアパー
トではなく妖怪が出るアパートだった。さまざまな人や
妖（あやかし）達と出会い成長する主人公の物語。

本好きの下剋上
第１部 ①
司書になるためには
手段を選んでいられません

シリーズ

村上海賊の娘

小説

上・下

ＭＡＪＯＲ

③

ユウキ
世界で８番目のたたかいに
勝った男の物語

妖怪アパートの
幽雅な日常 シリーズ

書

名

幼獣マメシバ

著者名

上・下

無職でニート、
おまけに中年で何が悪い？の巻

表紙

永森裕二 原案・脚本

柳 雪花

著

コ メ ン ト
皆さんは、犬が好きですか？この本は、豆柴犬と中年
ニートの成長を描いた物語です。猫好きの自分でも犬好
きになってしまった“悩殺級”の本です。

皆藤 黒助

「要するに、これは怪異の仕業ではありません」。妖怪
のしわざだという事件を持ち込んでくるハル先輩に対
し、妖怪嫌いの皆人が謎を解き明かす。

ルーシー変奏曲

ｻﾗ･ｻﾞｰﾙ 著
西本かおる 訳

｢また弾く時が来るなんて思ってなかった｣。ルーシーを
変えたのは家族？友達？自分？同世代で共感できる場面
がたくさん。一人の高校生の成長を描いた物語。

レイさんといた夏

安田 夏菜

「あたしが誰か、思い出す手伝いしてくれへん？」汚部
屋に住む莉緒の前にある日突然、幽霊が現れた。人との
コミュ二ケーションの大切さが見直される本です。

吉野 匠

地上最強の剣士、レイン。ミュールゲニアで繰り広げら
れる異世界ファンタジー。大勢の仲間と厳しい戦いに挑
戦していく。壮大なストーリーにワクワク!!

レインツリーの国

有川 浩

十年前に読んだ本をきっかけに出会った二人。メールが
返ってきて喜んだり、返ってこないと不安になったり、
読んでいる方も同じ気持ちになる物語です。

レッドスワンの絶命

綾崎 隼

高校のサッカー部『レッドスワン』に起きた悲劇。そん
な時現れた舞原世怜奈先生は、こんな状態のチームを、
どう強くしていくのか？

ようするに、
怪異ではない。
シリーズ

レイン

シリーズ

わしは誰じゃ？
戦国武将の巻

わしは誰じゃ？
戦国武将の巻

山崎 史人
山田 真哉

絵

山崎 史人
山田 真哉

絵

文

文

「わしは誰じゃ？」絵で楽しむことができる歴史クイズ
の本です。マスクをかぶった武将が誰なのかを当てる本
です。君はいくつ当てられるかな。

歴史が嫌いというあなたでも楽しめる！クイズ形式で楽
しく歴史の人物を覚えることができます。これを読めば
誰もがうんちくマスターになれるかも…！

