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アーサー王ここに眠る

ﾌｨﾘｯﾌﾟ･ﾘｰｳﾞ
井辻 朱美 訳

宗教や神など、人の想像力が生み出す力ははかりしれませ
ん。想像力が生み出す物語が、歴史的事実と、どう合致する
のか確かめて見てください。

あずかりやさん

大山 淳子

１日百円で何でも預かる“あずかりや”。でも、悩んでいること
や困っていることをただ聞くこともしています。みなさんの心
の奥をそっと開いてみませんか？

あなたへ

河崎 愛美

15歳とは思えない“あなた”への思い、最後に書かれた｢愛し
ています｣の一言に胸が打たれました。感情表現の比喩や会
話に「」がないのが面白くて、最後まで読んだ本です。

あの日見た花の名前を
僕たちはまだ知らない

岡田 磨里

小学生の頃いなくなった「めんま」が、高校の夏に突然現れ
た。何事もなく終わるはずの夏休みの出来事。私なら「うわぁ
～」と思ってしまう。その目的は…。

ある犬のおはなし

kaisei

お店で売られている犬の飼い主が見つかり、その犬の一生
が書かれた話です。今、実際に起きている現実と向き合って
みてはどうですか。

ある犬のおはなし

kaisei

少し悲しい話です。犬の「殺処分」のことを考えさせられる話
です。私は｢殺処分｣を少なくしたいので、みなさんもこの本を
読んで考えてみましょう。

あるかしら書店

ヨシタケ シンスケ

『あるかしら書店』は、「本にまつわる本の専門店」。今日も
色々なお客さんが本を求めにやってきます。こんな本屋さん
があれば、楽しい日々が送れるはず！

一瞬の風になれ

佐藤 多佳子

「俺は連れの走りに取りつかれていた。あんなふうに走りた
い。」春野台高校陸上部。新二と連。４継でのインターハイ出
場を目指す。高校生活３年間の成長物語。

絵本

①ｲﾁﾆﾂｲﾃ、②ﾖｳｲ、③ﾄﾞﾝ

世界で実際に起きていることが書かれています。例えば、「１
秒で、トラックが排出しているガスは、体育館１個分」とか…
すっげぇ本です。ぜひ手に取ってみてください。

１秒の世界

山本 良一

GLOBAL CHANGE in
ONE SECOND

Think the Earth
Project

美しい変形菌

高野 丈

形を変える変形菌の写真集です。青や黄色など色々な変形
菌がきれいです。特に、バクテリアを抑える菌などは、地球
環境にとって必要だと思いました。

海辺の石コロ図鑑

渡辺 一夫

「海辺の石コロ」普通に考えればただの石。しかし、そんな石
にも奥深きモノが存在するのである。海岸の砂のことも解説
してあるので面白いです。

永遠の０（ゼロ）

百田 尚樹

特攻隊として天才パイロットであり、一番の臆病者と言われ、
娘に会うまでは死なないという妻との約束を守ろうとした宮部
久蔵の一生を描いた作品です。
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①

おかあさんのそばがすき
犬が教えてくれた大切なこと

お城のすべて
天守から石垣、縄張、名城の
見所まで全部丸わかり

表紙

コ メ ン ト

佐藤 いつ子

駅伝大会で、走哉がラストに５人抜きで３位になったシーンに
感動しました。彼のように、一つのことに真剣に取り組めるよ
うに頑張ろうと思える小説です。

今西 乃子

蘭丸とおかあさんの12年間の成長が書かれています。最後
に亡くなってしまった所では、私が去年まで飼っていた犬と重
なり、とても感動しました。

三浦 正幸

監

日本のお城の写真がたくさん載っています。城の建て方や種
類、橋のことなど、少し難しいですがいろいろ書いてある本で
す。

田辺 聖子

貴族の家に生まれ、継母にいじめられていた「おちくぼ姫」。
地獄のような生活の中でも優しい心を持ち続けた姫は、最後
に幸せになることができて“スカッ”とする物語です。

おちゃめに１００歳！
寂聴さん

瀬尾 まなほ

瀬戸内寂聴さんの秘書をしている著者が、飾らない言葉で
綴った一冊。写真やイラストもあります。「日々若返る」寂聴
先生の秘密が明かされます。

お任せ！数学屋さん

向井 湘吾

「数学なんてなんの役に立つの？」と思っているそこのあな
た。あなたのお悩みを数学が解決するかも。少しだけ数学が
身近に感じることができるでしょう。

涙の数だけ強くなれるよ

桑畑 絹子
櫻井 剛

高校合唱部のお話です。合唱コンクールで優勝を狙う生徒
は、生き生きしています。１巻の終わり方から、つい続きが読
みたくなってしまう本です。

終わらない歌

宮下 奈都

仲の良い親友二人組が人間関係で苦しみながらも、「なんと
かなる」と前向きな姿勢が自分と似ていて中学生にはピッタ
リ！男子でも気軽に読んでみてください。

ｼﾞｪﾆﾌｧｰ･A･ﾆｰﾙｾ
ﾝ
橋本 恵 訳

孤児のセージは、男のある目的のため買われる。そこで選ば
れた４人のうち生き残れるのはただ一人。最後まで読んだ人
にしかわからない感動を、ぜひ！

中村 まさみ

この話は１回だけ読んでも怖くありません。深く、深～く読ん
でいくうちに体が震えてきて、まるで自分が実際に体験をして
いるような味わいを得られます。

中村 まさみ

表紙に書いてある「怪談５分間の恐怖」のとおり、５分間位で
恐怖に落ちます。本の中の怪談話は怖くて面白いものばかり
です。読めばわかります。

中村 まさみ

自分が体験したことのない怖い体験を、読むだけでその経験
者の気持ちになれる、ちょっと面白くて、でも、心臓が飛び出
しそうなお話です。

おちくぼ姫

シリーズ

表参道高校合唱部！①

カーシア国三部作Ⅰ

偽りの王子

怪談 ５分間の恐怖

集合写真

怪談 ５分間の恐怖

人形の家

怪談 ５分間の恐怖

病院裏の葬り塚
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中村 まさみ

作者が体験した数々の恐怖を物語っています。“暗い”、“怖
い”、“リアル”が印象に残ります。話が短い時間で読めるの
で、その間に多くの恐怖を味わえます。

中村 まさみ

５分間で終わる怪談が集まった短編集です。読んでいるだけ
でハラハラ、ドキドキして、読み始めたら止まらない、とっても
面白い本です。

中村 まさみ

みんなが絶対に体験したことのない、恐怖の怪談話が書か
れています。二人の会話や叫び声など、ひとつひとつの言葉
の表現がわかりやすいです。

ﾎﾟｰﾙ･ｽﾁｭﾜｰﾄ
唐沢 則幸 訳

妖しい生き物や恐ろしい木々、不可思議な謎とエネルギーに
満ちた世界、それが《崖（がい）の国》。さあ、あなたも不思議な
世界へ、冒険の旅に出かけよう!!

かがみの孤城

辻村 深月

かがみでつながるあの空間「城」。同じ中学校に通っている、
いや通っていた七人。悲しみ・怒り・不安・喜び。様々な感情
が巡る物語。「ヒトリハイヤダ」

学年ビリのギャルが１年で
偏差値を４０あげて
慶応大学に現役合格した話

坪田 信貴

「聖徳太子」を「せいとくたこ」と読むくらい勉強が苦手な女子
高生が、塾の先生のおかげで勉強の楽しさを知り、慶応大学
に合格！夢を叶えたのがすごいです。

菓子フェスの庭

上田 早夕里

「甘い物なんか大嫌いだ。」それが武藤の本音だった。だが、
仕事でお菓子の企画に参加することで、彼の中で何かが変
わる。甘い物の魅力がわかる本です。

風が強く吹いている

三浦 しをん

灰二の策略により、陸競技部の竹青荘に入居させられた天
才ランナー走（かける）。個性豊かな仲間と共に箱根駅伝を目指
す中で、走ることの意味を見出します。

小川 良樹

私の好きな下北沢成徳の練習メニューやバレーへの取組方
などが細かく書かれています。バレーが好きな人なら絶対読
みたくなります。バレー部におすすめ。

神風ニート特攻隊

荒川 祐二

現代で死んだような生活を送る二十歳（はたち）の「隼斗」が時を
さかのぼり、戦乱の時代へタイムスリップ。特攻による悲しさ
や、深き友情を描くいいお話です。

神様のカルテ

夏川 草介

私達が住んでいる信州を舞台に、主人公が内科医や救急医
として病院で働くお話です。主人公の先生がもし私の主治医
だったら、困ってしまいそうです。

神様の子守
はじめました。

霜月 りつ

就職に失敗続きの羽鳥梓が四神の子供達の子守をして生
活していく物語。ハプニングや色々な事に巻き込まれて大変
だけど、ドキドキハラハラ楽しい作品です。

怪談 ５分間の恐怖

また、いる･･････

怪談 ５分間の恐怖

見てはいけない本

怪談 ５分間の恐怖

見てはいけない本

崖の国物語

シリーズ

部活で差がつく！

勝つバレーボール
上達のポイント60
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神様の子守
はじめました。

霜月 りつ

就活で苦しむ梓(男）は、神頼みをしに神社へ行く。突然、神
と名のる女性が現れ無理やり神様の子の子守（しかも４人）
をするように言われる。子供達と梓のやりとりが面白いです。

烏（からす）に単（ひとえ）は
似合わない

阿部 智里

大貴族四家から四人の姫達が若宮の后の座を競う中、朝廷
で様々な事件が起こる。姫達の恋愛と成長を通して、人間の
本当の姿が少しずつ見えてくる所が面白いです。

きのこ検定
公式テキスト

ホクトきのこ
総合研究所 監

秋も深まってきましたね。この本を読んで僕と一緒にキノコ狩
りに行きましょう。毒キノコには注意してね!!山には絶対に一
人で行くなよ！

漫画

吉野 源三郎 原作

君たちはどう生きるか

羽賀 翔一

漫画

今の日本人は、平和ボケしている。それは、言葉や態度にあ
らわれている。それから逃れる一冊！『君たちはどう生きる
か』を読めば、生き方が変わる。

君の膵臓を食べたい

住野 よる

同じクラスの男の子が女の子の病気を知る所から始まりま
す。お互いに伝えたい思いがあり、その言葉が強く伝わって
来て、沢山の事を考えさせられます。心に残る本です。

君の膵臓を食べたい

住野 よる

余命が１年以内の山内桜良と“僕”との、日常を装った日々
が始まった。『君の膵臓をたべたい』という意味不明な題名
に、きっとあなたは涙する。

（株）ピックルス
コーポレーション 監

キムチを使ったレシピが載っていて、しかも、作りやすい作り
方です。見るとよだれが出てきそうな写真がいっぱいです。
ぜひ作ってみてください。

遠藤 周作

「明日できることは、今日するな」昭和の日常をちょっとした笑
いに変えながら、こんな考え方もいいんじゃないですか？

「ご飯がススム」一家の

キムチレシピ
甘っ辛っうまっ!!＆ヘルシー

ぐうたら生活入門

原題

ｻﾝﾃﾞｨ･ﾋﾟｰﾀｰｾﾝ
CALL of CTHULHU
ﾘﾝ･ｳｲﾘｽ
ｸﾄｩﾙﾌ神話TRPG

くまのプーさん

心を見つめる言葉
くまのプーさんと読む「論語」

月刊誌

ＫＵＲＡ （くら）

子どもに語る

グリムの昔話

②

ｳｫﾙﾄ･ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ
ｳｫﾙﾄ･ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ（株） 監

ホラーの本です。怪物と狂気に満ちたクトゥルフ神話の世界観が好きで、
私にとっては特別な一冊です。実際に､飲んだくれの話などもあります。こ
の本のビデオゲームが10月30日に配信されました。ホラー好きの人にはお
すすめの一冊です。

文字数が少ないので、本を読むのが苦手な人でも読めま
す。さらに、文章の横にかわいいプーさん達の絵が描いてあ
るので、読んでいてとても癒される本です。

（株）まちなか
カントリープレス 著・編

長野県をマルチに紹介してくれる月刊誌です。一度機会が
あったら読んでみて下さい。

グリム

“白雪姫を殺す”までに、お妃は３回の作戦に失敗していた?!
誰もが知っている昔話には、「ふぇッ!?」と思う衝撃的な事実
が!!昔話好きにはとっておきのオススメ本です。

佐々 梨代子、野村 現泫 訳
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ぐるりと

島崎 町

本を回すと、太陽のない別の世界へ行ける不思議な本を見
つけ、太陽を取り戻し、人々を助けようとする男の子の不思
議で、引き込まれるお話です。

小説版

黒子のバスケ シリーズ

藤巻 忠俊
平林 佐和子

主人公、黒子は影のうすい人物です。黒子が夕暮れ時に屋
上で言った、「この時間が好きなんです。」の言葉に感動！黒
子のバスケは、マンガが原作だけど小説でもおもしろい!!

幸福トラベラー

山本 幸久

東京の中学生・春生は、先輩に似ている女の子に出会い、
修学旅行中の彼女と上野を一緒に回ることになる。不思議な
人がいっぱい登場して、本当にいたら会ってみたいです。

新 国語の便覧

各出版社

表紙

編

コ メ ン ト

超・高コスパ本の代表『国語便覧』。とにかく情報量がハンパ
ない。古典からプレゼン、入試作文の書き方等々。大人に
なっても役立つ内容が満載の一冊。

氏田 雄介

青木中の皆さん、おすすめ本コメントの70字で泣かないよう
に。この物語は一話54字です。たった９マス×６行の文章か
ら“想像”という無限の物語が広がる本です。

古生物の飼い方

土屋 健

飼ってみたいなアノマノカリス。飼えたら絶滅しないように柔
らかいエサを食べさせてあげるからね！古代の生物に思い
を馳せてみよう！！

こちら弁天通り
ラッキーロード商店街

五十嵐 貴久

『YOU！』の著者、五十嵐さんの作品です。最初、主人公は
商店街の人を騙していたけれど、ばれても最後には街の人
に「いてください」と言われ、よかったと思いました。

子どもの王様

殊能 将之

「子どもの王様は、子どもを自分の奴隷にするんだ。」虐待に
怯える子供の姿をリアルに描いたお話です。この本で改めて
虐待の怖さを実感しました。

このあとどうしちゃおう

ヨシタケ シンスケ

しんだおじいちゃんが残した「このあとどうしちゃおう」と書か
れたノート。天国へ行くことの「不安」がちょっぴり「悲しみ」に
変わる、読んでいて楽しい一冊。

５秒後に意外な結末

桃戸 ハル

『５分後シリーズ』とは違い、１ページめくれば、「あっ！」と驚
き、「そういうことか！」と納得できます。本を読むのが苦手な
人におすすめの一冊です。

桃戸 ハル

とても物語が短くて読みやすいです。次のページの展開が
びっくりする展開なので、ひとつの物語だけでもワクワクでき
ます。

桃戸 ハル

大人気、『５分後シリーズ』。この本は、人間の悲しみの感情
を収束したかのような本です。予想できない未来に待つ悲し
い現実に、あなたはきっと涙する。

意味がわかるとゾクゾクする短編小説

５４字の物語

「もしも？」の図鑑

絵本

パンドラの赤い箱

５秒後に意外な結末
パンドラの赤い箱

５分後に思わず涙。
世界が赤らむ、その瞬間に
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橘 つばさ
桃戸 ハル

女子高生の仲良し３人組が、自分達だけでなく、人の恋の悩
みまで解決しちゃうお話。５分後には意外な結末が！本当に
こんな３人組がいたらいいな。

学研教育出版

このシリーズは、短編集です。書名のとおり、最後には想像
もできないような、“驚き”とか“びっくり”する結末が待ってい
ます。読んでいて、とても楽しい本です。

学研教育出版

このシリーズは、長いお話を工夫して短編集にしてあります。
約５分で１話が読めます。書名のとおり、最後は自分の予想
外の結果になります。

村田 沙耶香

コンビニのアルバイトの何がいけないんだ！主人公が「コン
ビニ」を通して、「自分には何が足りないのか」を考え、懸命
に生きようとするお話。

夏原 雪

事故にあって死んだはずの男友達が帰ってきた！女の子一
人、男の子二人。三人で夏を楽しく過ごす。最後に、ホタルの
様に消えてしまう瞬間がとても感動的です。

太田 紫織

「被害者遺族は一生遺族だ」死体に隠された真実を次々と解
き明かしていく、お嬢様で残念美人の櫻子さんと平凡な少
年・正太郎がおくる、最高で最強のミステリ！

ストライカーDX 編

スター選手である、メッシ、イニエスタ選手たちの少年時代に
ついて書かれている本です。技術的な所が特に勉強になる
本です。

小前 亮

悲情な戦乱の世に、このような愛ある物語があっただろう
か。それぞれが自分らしく胸を張って生きている姿が、読ん
でいて自分にとって羨ましく思える話です。

太田 忠司

沙之里に転校してきた千陰は演劇部に入り、元女優の母の
勧めで映画に出演する。しかし、沙之里の皆を守るために戻
る。自分の人生を犠牲にする千陰がすごいと思いました。

さるのこしかけ

さくら ももこ

テレビアニメでお馴染の『ちびまる子ちゃん』の原作者・さくら
ももこさんのちょっとおバカで面白いエッセイ。独特の表現
で、読む人の笑いを誘います。

検定クイズ１００

仲田 紀夫

今年の元旦は月曜日でした。ここで問題です。来年の元旦は
何曜日でしょうか。数学的に考えてください。頭の体操になる
算数パズルを数学的に考えてみましょう。

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

５分後に意外な結末
シリーズ

５分後に意外な結末
シリーズ

コンビニ人間

最後の夏
ここに君がいたこと

櫻子さんの足下には
死体が埋まっている
シリーズ

サッカースターの
少年時代
プロになった16人の成長物語

真田十勇士
シリーズ

さよならと嘘をつく
沙之里幽譚

算数パズル

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

不思議な動物の事が詳しく、しかも、あきないように面白く書
かれています。読む毎に意外な一面がわかってくるところ
に、興味が持てます。
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おもしろい! 進化のふしぎ

著者名
続々

ざんねんないきもの事典

おもしろい! 進化のふしぎ

続々

ざんねんないきもの事典

表紙

コ メ ン ト

今泉 忠明

監

『ざんねんないきもの事典』の本は、全部で３巻もあります。
例えば、「リスはほお袋で食べ物がくさって病気になる」など
です。豆知識になって楽しい本です。

今泉 忠明

監

大好評の『ざんねんないきもの事典』の第三弾です。「ざんね
んないきもの」の生き方、能力、こだわりなどが書かれてい
て、とても楽しい本です。

ﾄﾘｲ･Ｌ･ﾍｲﾃﾞﾝ
入江 真佐子 訳

虐待により心に傷を負ったシーラは、扱いにくい子どもだっ
た。自分にとって、彼女の世界はまるで現実味がない。シー
ラの担任、トリイ先生による感動のノンフィクション。

新宅 広二

書名どおり進化に“しくじった”動物たちを紹介しています。動
物の進化のしかたが面白く書いてあるので、機会があったら
手に取ってみてください。

しくじり動物大集合

新宅 広二

動物のポンコツやしくじりが載っていて面白いです。ローラン
ドゴリラは、「両手をついて歩くナックルウォーク」で退化して
親指が短いです。たまにある四コママンガが楽しいです。

地獄堂霊界通信

香月 日輪

このシリーズは、上院小のてつしと彼の右腕リョーチンと軍師
役の椎名の“イタズラ三人悪”と地獄堂のおやじ達が繰り広
げる悪霊退治のストーリーです。

香月 日輪

てつし、椎名、リョーチンの町内イタズラ大王三人悪のイタズ
ラな性格は、私と少し似ています。幽霊と人間の複雑な関係
が描かれています。読むにつれて続きが気になる本です。

池井戸 潤

下町の中小企業である佃（つくだ）製作所の戦いの物語です。
立ちはだかるライバル企業や、大企業に立ち向かっていく佃
製作所に胸が熱くなります。

富安 陽子

「人間のパパとキツネのママ、そして生まれた子供たち」が親
戚がもたらす災いを乗り越えていく物語です。楽しくて、何度
でも読みたくなる本です。

車輪の下

ﾍﾙﾏﾝ・ﾍｯｾ
秋山 英夫 訳

町一番の天才に向けられた期待が少しずつ彼の人生を壊し
ていく。自分の人生について考えさせられる本です。大人に
なる前に絶対に読んでほしい本です。

女性たちの貧困

NHK 「女性の

シーラという子
虐待されたある少女の物語

なんでそうした！？そうなった！？

しくじり動物大集合

なんでそうした！？そうなった！？

シリーズ

地獄堂霊界通信
シリーズ

下町ロケット

②

ガウディ計画

シノダ

シリーズ

“新たな連鎖の衝撃”

貧困」取材班

吹部！すいぶ

赤澤 竜也

世界中に広がる貧困。日本でも一見、貧困に無縁な服装の
若い女性たちが、実は母親の生活状態から貧困の状態に
陥っている実態を教えてくれる本です。

都立高校の吹奏楽部の話。一人の少女と新しく入ってきた顧
問の先生がきっかけで、ほぼ壊滅状態だった部活が救われ
る!!いろんなドキドキ感あふれるストーリーです。
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スラムダンク論語

遠越 段

｢『論語』は、約二千五百年前に生きた孔子の教えを集めた
語録｣です。この本は、バスケマンガ『スラムダンク』の名言で
論語を読み解く本です。古文が得意に?!

星座の神話伝説大図鑑

グラフィオ

それぞれの星座が、どのようにしてできたのか詳しく書かれ
ています。ひとつひとつの星に物語があって、感動したり笑え
たりする、とても面白い本です。

世界の美しい
透明な生き物

武田 正倫
西田 賢司 監

この本を見たとき、私は吸い込まれていくのを感じました。美
しく不思議な花・昆虫・水生生物などの、透明な生き物たちの
世界です。

戦場で心が壊れて

ｱﾝ･ﾈﾙｿﾝ

貧困と人種差別から解放されるため18歳で入隊。良心や人
間性を失わされる訓練。戦場の現実。帰還後烈しいPTSDの
苦しみ。心に深く刻まれる一冊。

その時の教室

谷原 秋桜子

ある日の事件がきっかけで、生徒達と教師がその事件を解
決していくという、感動と謎のミステリーです。ぜひおもしろい
ので読んでみてください。

タスキメシ

額賀 澪

「来るぞ。」と聞こえて来たのは、仲間からの声だった。箱根
駅伝が行われるのは二日間。一区から二区へ襷(たすき)をつな
ぎ、自分を追い込む駅伝ストーリー。

たまちゃんの
おつかい便

森沢 明夫

「買い物弱者」のために、大学を中退をしておつかい便を始
めた、たまちゃん。やりたいことをすぐに行動する所や色々な
場面が面白くて、感動する本です。

ダヤン、
わちふぃーるどへ

池田 あきこ

「風も雨も稲妻もダヤンが生まれる時を待っていた。」その不
思議な猫は人間みたいなしっかり者です。感動あり、笑いあ
り、涙ありのファンタジー小説です。

寮 美千子 編・訳
篠崎 正喜 画

アメリカのインディアン、日本のアイヌ、オーストラリアのアボ
リジニ、パレスチナとイスラエル、戦争中のアジアと日本等
…。いつの時代もどこの国も抱える問題。

つくり方からしくみまで
電気のすべてがわかる本

谷腰 欣司

身近にある電気の事をわかりやすく説明してくれているの
で、自分の周りで電気がどんな働きをしているのかがとても
楽しく理解できる本です。

冷たい校舎の
時は止まる

辻村 深月

学校に閉じ込められた８人の高校生。２ヶ月前自殺が起こっ
た時間に１人ずつ消えていく。彼らはどうなってしまうのか。
一気読みしたくなる本です。

石崎 洋司

原作は、サッカーのマンガです。全国大会を戦うメンバー発
表の日、監督の口から飛び出した言葉と最後の結末に思わ
ず、涙してしまう本です。

元海兵隊員の証言

絵本

父は空 母は大地
インディアンからの伝言

DAYS

①
出会い
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天使のみつけかた

おーなり 由子

あらゆるところに“天使”がいるらしい。笑ったり怒ったりする
のも天使の仕業なんだとか…。そんな天使達との接し方が
書かれていて、自分の思いと重なる時があり、面白いです。

天地明察

冲方 丁

「今日が実は明後日だった。」そう言われたら、みなさんはど
う思いますか？350年前に実在した、日本の暦を作り上げた
ある男性の生涯を描いた物語です。

トキメキ♡図書館

服部 千春

もうすぐ萌たちの運動会。リレーの選手になりたくなかった
り、祥子さんのお見舞いに行ったりと、周りで色々なハプニン
グが起こる、笑いとドキドキの物語です。

多田 統一 監
新津 英夫 漫画

一冊で、徳川家の将軍（１５代まで）の生い立ちが書かれて
いる本です。特に初代、徳川家康（征夷大将軍）は、江戸幕
府を開いたので勇ましくてカッコイイ。

真堂 樹
篠原 ウミハル

図書館で一緒に働く仲間達が様々な問題を解決していく話で
す。主人公の御子柴は最初、皆との間に“壁”がある感じで
すが、次第に打ち解けてくる様子が面白いです。

シリーズ

まんが

徳川十五代将軍
ものがたり

小説

図書館の主
塔の下のライブラリアン

原作・イラスト

謎解きは
ディナーのあとで

東川 篤哉

宝生グループの御令嬢・麗子（刑事）は、難事件のたび執事に
助言を求めるが、「お嬢様の目は節穴でございますか？」と
一言。読んだら止まらないコメディ＆ミステリー小説。

「悩み部」

麻希 一樹

主人公のミキがいる“悩み解決部”がいろいろな方法で、友
達や部活関係の悩みを解決していきます。どうやって解決す
るのかが気になる本です。

麻希 一樹

この本の種類はいろいろあります。その中でもこの本が読ん
だ中で面白かったです。いろいろな内容が書かれていて、と
てもいい本です。

蛇蔵＆
海野 凪子

「しゃもじの“もじ”ってどういう意味？」外国人の素朴な疑問
は、超難問。そんな難問と日々格闘する日本語教師の物
語。楽しく日本語について学べます。

関根 尚

文豪たちの人生や有名な作品の紹介がマンガで描かれてま
す。ツッコミなどがいっぱいあってすごくおもしろくて、読みや
すいです。

星 新一

この本は、短い物語の中にたくさんの゛顔″があってとても面
白いです。一話、一話考えさせられる本です。

古舘 春一
星 希代子

主人公が東京の四強のバレー部と戦い、チーム力を上げて
さらに上を目指す話です。この話を読んで、バレーを好きに
なってみてください。

シリーズ

「悩み部」の栄光と、
その慢新心

日本人の知らない
日本語 シリーズ
なるほど～×爆笑！の日本語“再発見”
コミックエッセイ

教科書では教えてくれない

日本文学のススメ

星新一ショートショートセレクション

ねむりウサギ

小説版

ハイキュー!!

Ⅲ
トーキョー遠征!!
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古舘 春一
星 希代子

僕は、『ハイキュー』を読んでバレーを始めました。日向は
様々な技で点を取り、チームに信頼され活躍します。この本
を読んで、あなたもバレーをやってみてください。

べつやく れい

このシリーズでは、ばか（著者）が、“ばか”みたいな物を作っ
ていて、僕が笑顔になれる本です。皆さんもサイゲンできま
す。ぜひ手に取り、皆さんも“ばか”に浸ってください。

ばかごはん

べつやく れい

『ばかシリーズ』の『ばかごはん』という本。面白い発想の「ば
か」ごはんがたくさん載っています。この本を読んで、「ばか」
ごはんの世界を楽しんでください。

八月の終わりは、きっと
世界の終わりに似ている

天沢 夏月

めっちゃ『君の膵臓を食べたい』に似ている本です。違うとこ
ろは、ヒロインがすぐに死んでしまうところです。こういうジャ
ンルが好きな人は、楽しめる本です。

ハッピーバースデー

青木 和雄
吉冨 多美

「生まなきゃよかった」こんな事を言われたら、どう思います
か？命の尊さを改めて考えさせられる、「愛に餓え愛を求め
て進む母娘の感動の再生」ストーリー。

ハッピーバースデー

青木 和雄
吉富 多美

あなたは“本当の愛”とは何だと思いますか？愛してもらたい
のに愛してもらえない主人公。そんな主人公が親の愛を求め
ながら、成長していく感動と涙の物語。

羽根の鎖（くさり）

ﾊﾝﾈﾚ・ﾌｫﾎﾞｲ
末延 洋子 訳

鳥と話が出来る少女は、どんな事があっても折れない心の
持ち主です。自分と真反対で僕もこんな強い心の持ち主にな
りたいと思いました。

パパとムスメの７日間

五十嵐 貴久

“ある事故”によって、小梅 （女子高生） と小梅の父の人格が入
れ替わってしまう！小梅と父はお互いの生活を全うすること
ができるのか！？

BISビブリオバトル部

山本 弘

図書館で武人と空が出会い“ビブリオバトル部（ＢＩＳ)”に入部
する。薦める勧めたい本を紹介するため、他の高校と勝負（バ
トル）したりする部の日常が描かれていて面白いです。

シリーズ

ｸﾚｼｭｯﾀﾞ･ｺｰｳｪﾙ
相良 倫子 他 訳

主人公はバイキング。仲間にいじめられていたが最後には、
いじめた奴に助けられる。この本がきっかけで本が好きに
なった。荒々しいが、絶望と感動の連続する本。

響け！ユーフォニアム

武田 綾乃

みんなで１つのものを作りあげる喜びと大変さを、私は部活
を通して学び成長できたので、この本を読んで、もう一度仲
間たちに感謝を伝えたいと思いました。

【悲報】本能寺で何か
あったらしい……
光秀ブログ炎上中！

藤井 青銅
金谷 俊一郎 監

歴史がパソコンを見ているみたいに“今風”に書いてありま
す。この時代にネットがあって、もしもハッキングしたら、歴史
がめちゃくちゃになってしまうかも。

小説版

ハイキュー!!

Ⅲ
トーキョー遠征!!

「ばか」

シリーズ

翼を持つ少女

ヒックとドラゴン
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ファーブル昆虫記

ファーブル
奥本 大三郎 訳

ファーブル昆虫記は小学生から大人まで、虫好きの人も虫
は苦手という人も楽しめる一冊です。中でも奥本大三郎訳の
ものは、文と挿絵両方で楽しめますよ。

ベースライン

須藤 靖貴

転入してきた亮の学校の野球部はたった３人。自分だったら
こんな部活に入るのは嫌だ。その中で亮が残った部員と大
会出場を目指し“部と友情”を創り上げる青春小説。

ぼくの嘘（うそ）

藤野 恵美

主人公・笹川が屋上で犯した事をきっかけに、色々な人との
関わりを繰り広げていく物語。実際におこったら、自分がその
立場になったら、あなただったら、どう思いますか？

僕はお父さんを
訴えます

友井 羊

「なぜ、僕の愛犬は殺されたんだ。」父に疑念をもち、裁判で
訴える決意をした光一。私は、その驚愕の真実を知った時、
息をのみ、涙があふれ、心がしめつけられました。

シリーズ

宗田 理

主人公と「ぼくら」の仲間達が先生や親、ヤクザと闘いながら
成長していく物語です。自分もやってみたいと思うことばかり
です。皆さんも同じ気持ちになるよ。

ぼくらの悪（ワル）
校長退治

宗田 理

主人公の英治と仲間たちが、いじめを受けている教師を助け
る物語。“ぼくら”がいじめる教師に勝つ場面や、最後の場面
が面白くて笑えます。

星空図鑑

藤井 旭

ふと夜空を見上げると沢山の星が光っている。どんな星があ
るのでしょう。よく耳にする太陽や月、星座など、星に関する
ことがこと細かに書かれているすごい一冊。

星の王子さま

ｻﾝ=ﾃﾞｸﾞｼﾞｭﾍﾞﾘ
河野 万里子 訳

「ゾウを呑み込んだウワバミ」このフレーズが気になる人は読
んでみて下さい。何年も前に一度だけ読んだ本ですが、不思
議と印象に残っています。

坊っちゃん

夏目 漱石

１年生の国語の教科書にも載っている本作品。歯切れのい
い文体が好きです。次の文、そしてまた次の文と、どんどん
先が読みたくなる見事な筆致です。

ホビット

J.R.R.ﾄｰﾙｷﾝ
瀬田 貞二 訳

小人のホビット族、ビルボ・バギンズが、もう少し大きいドワー
フ族の13人と繰り広げる大冒険。竜からドワーフの故郷を奪
還すべく大奮闘。読み応え大。

香月 美夜

読み始めると、時間を忘れてしまうだろう。なぜなら、主人公
の葛藤する姿が普通では考えられないほどスゴイから。「本
好きのために捧ぐ、ビブリア・ファンタジー」。

「ぼくら」

ゆきてかえりし物語

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

都会（まち）のトム＆ソーヤ はやみね かおる
シリーズ

普通な中学生、内人（ないと）と成績優秀な同級生、創也（そうや）。２
人の夢は“第六のゲームを”作ること。凸凹な２人と一緒に、
自分も一緒に冒険がしたいと感じる一冊。
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一石 月下

私はこの本を読み終えた後、サブタイトルに納得すると同時
に感動で涙が出ました。私の周りも泣く人続出中です。泣け
る本が読みたいあなた、ぜひ読んで下さい。

はやみね かおる

この物語に出てくる探偵・夢水清志郎は常識と記憶力がない
です。そんな探偵がどのようにして事件を解決するのか、気
になる人は読んでください。

そして五人がいなくなる はやみね かおる

名探偵の夢水清志郎は常識はないが、とても探偵に向いて
います。題名にひかれて選んだ本ですが、推理だけの堅苦し
い本ではないので推理が好きになれます。

ミヤマの社
君に捧げる恋の舞

名探偵 夢水清志郎
事件ノート シリーズ

名探偵 夢水清志郎事件ノート

北原 保雄

ふだん使っている日本語ですが、あなたにも気になる日本語
があると思います。日本語の本来の使い方を考える本です。
文字に対してのギモンが晴れます。

優しい死神の飼い方

知念 実希人

地上のホスピスに左遷された死神レオ。日々謎を解決してい
くが、思いもよらない危機が…。ラストはとても切なくて、死神
のイメージがガラッと変わる本です。

やり残した、
さよならの宿題

小川 晴央

「過去に戻れる“時渡り”が伝わる町」の物語。青斗と鈴がわ
かれる場面では、思い通りにいかない辛さに心が痛くなった
けど、最後に人を思う心に幸せな気持ちになれます。

よるの美容院

市川 朔久子

声を出せない少女が叔母の美容院で働くなかで、様々なこと
を体験し成長していく。そんな姿に貴方も勇気づけられるで
しょう。大切なことを思い出させてくれる話です。

４コマ哲学教室

南部 ヤスヒロ＋
相原 コージ

動物から学ぶことはたくさんあるのだと関心します。「食べら
れるために生きているんだ。でも抵抗はするけどね」という４
コマがとても印象的でした。

ルーズヴェルト・ゲーム

池井戸 潤

業績不振の会社とその野球部が大逆転を引き起こす。ドラマ
でもおなじみの著者だが、その中では易しいか。頑張ればい
いことがあると励まされる物語。

ローワンと魔法の地図

ｴﾐﾘｰ･ﾛｯﾀﾞ
さくま ゆみこ 訳

弱虫で引っ込み思案のローワンは、少し私に似ています。で
も、大人たちと一緒に旅をしている時にあきらめない姿は、す
ごい。自分も旅をしている感じになれました。

どこがおかしい？何がおかしい？

問題な日本語
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今年度も全校生徒・先生方はもちろん、今回は特に、“お家の方のおすすめ本を生徒が
インタビューする”という企画を実施し、お家の方（誰でも）の心に残った本や中学生に
おすすめしたい本、さらには、本にまつわるエピソード等も添えていただきました。自分
の家族が、どんな本を読んでいるのか（いたのか）がわかる、よい機会になりました。お
家の方にはお忙しいなか、本当にありがとうございました。このように、多くの人の協力
で『青木中学校おすすめ本リスト 201８』を完成させることができました。その結果、今
回のリストは今まで以上に、とても読み応えのあるものになりました。

平成 30 年度

図書委員会

