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中学生、高校生のみなさん、このブックリストを参考に、どんどん面白い本に

出会ってください。リストに掲載されている本が見つからない場合は、スタッフ

にお声かけください。 

図書展示期間中、市図書館 HPに本の表紙画像を加えたブックリスト「宇治市

図書館スタッフのコレ！」を掲載します。ぜひご覧ください。 

 

＊このリストは、札幌のくすみ書房が始めた“本屋のオヤジのおせっかい”フェアのブックリストから市

図書館が所蔵している、平成 12(2000)年以降に発刊された本などを選び、市図書館職員と職場体験

学習にきてくれた中学２年生のおすすめ本を独自に加えたものです。 

 

スポーツ派のきみも！ 

文系のきみも！ 

理系のあなたも！ 

 

 

市図書館ホームページはここからご覧ください→ 



分類 書名 著者 出版社
002 １６歳の教科書 7人の特別講義プロジェクト＆モーニング編集部　編著 講談社
01 勝てる読書 豊崎 由美　著 河出書房新社
019.5 ページをめくる指 金井 美恵子　著 河出書房新社
03 事物はじまりの物語 吉村 昭　著 筑摩書房
10 １４歳からの哲学 池田 晶子　著 トランスビュー
10 １４歳の君へ 池田 晶子　著 毎日新聞社
14 考える練習をしよう マリリン　バーンズ　著 晶文社
15 みんなのなやみ（全２巻） 重松 清　著 理論社
15 この世でいちばん大事な「カネ」の話 西原 理恵子　著 理論社
D159ｺ ブッタとシッタカブッタ（全３巻） 小泉 吉宏　著 メディアファクトリー
159ｺ １２の贈り物 シャーリーン　コスタンゾ　作　 ポプラ社
159ｻ プチ哲学 佐藤 雅彦　文と絵 マガジンハウス
159ｶ 悩む力 正・続 姜 尚中　著 集英社
159ｼ ２０歳のときに知っておきたかったこと ティナ  シーリグ　著 阪急コミュニケーションズ
184 考えない練習 小池 龍之介　著 小学館
188.5 ボクは坊さん。 白川 密成　著 ミシマ社
198.9 アーミッシュの赦し ナルド Ｂ．クレイビル　ほか著 亜紀書房
204 銃・病原菌・鉄 上・下 ジャレド ダイアモンド　著 草思社
21 日本という国 小熊 英二　著 理論社
D209.7 まんが現代史 山井 教雄　著 講談社
210.6 それでも、日本人は「戦争」を選んだ 加藤 陽子　著 朝日出版社
210.6 未来をひらく歴史 日中韓３国共通歴史教材委員会　編著 高文研
210.7 敗北を抱きしめて 上・下 ジョン ダワー　著 岩波書店
210.7 昭和史（全２巻） 半藤 一利　著 平凡社
25 学校では教えてくれない本当のアメリカの歴史 上・下 ハワード　ジン　著 あすなろ書房
28 ペンギンの教え 小菅　正夫　著 講談社
28 聖の青春 大崎　善生　著 講談社
289.1ｱ 半ケツとゴミ拾い 荒川 祐二　著 地湧社
289.1ｵ だから、あなたも生きぬいて 大平　光代　著 講談社
289.1ｶ 最後の冒険家 石川 直樹　著 集英社
289.1ｸ 散るぞ悲しき 梯 久美子　著 新潮社
289.1ﾌ ゆびさきの宇宙 生井  久美子　著 岩波書店
289.2ﾎﾞ 中村屋のボース 中島 岳志　著 白水社
289.2ﾕ わたしはマララ マララ  ユスフザイ　著 学研パブリッシング
289.3ｷ マリー・キュリーの挑戦 川島  慶子　著 トランスビュー
290.3 地名の世界地図 ２１世紀研究会　編 文芸春秋
294.8 アフリカにょろり旅 青山 潤　著 講談社
302 世界を見る目が変わる５０の事実 ジェシカ　ウィリアムズ　著 草思社
302.2 インドの時代 中島 岳志　著 新潮社
302.4 絵はがきにされた少年 藤原 章生　著 集英社
302.5 ルポ貧困大国アメリカ（全２巻） 堤 未果　著 岩波書店
304 ｾ 世界がもし１００人の村だったら　シリーズ 池田　香代子　再話 マガジンハウス
304ﾁ 若き友人たちへ 筑紫  哲也　著 集英社
304ﾃ 世界を知る力 寺島  実郎　著 ＰＨＰ研究所
304ﾓ 誰が誰に何を言ってるの？ 森  達也　著 大和書房
319.0 交渉プロフェッショナル 島田　久仁彦　著 ＮＨＫ出版
32 ドッグ・シェルター 今西　乃子　著 金の星社
326.4 死刑 森 達也　著 朝日出版社
327.0 裁判長！ここは懲役４年でどうすか 北尾 トロ　著 文芸春秋
333.8 人は愛するに足り、真心は信ずるに足る 中村　哲　著 岩波書店
36 正しい保健体育 みうら　じゅん　著 理論社
36 １４歳からの仕事道 玄田　有史　著 理論社
36 １３歳のハローワーク 村上　竜　著 幻冬舎
361.4 こころのほつれ、なおし屋さん。 村中　李衣　著 クレヨンハウス
361.4 日本辺境論 内田　樹　著 新潮社
361.5 １７歳のための世界と日本の見方 松岡 正剛　著 春秋社
366.1 １５歳のワークルール 道幸 哲也　著 旬報社
367.6 私たちはいま、イラクにいます シャーロット　アルデブロン　文 講談社
367.6 夜回り先生 水谷 修　著 サンクチュアリ・パブリッシング
368.2 反貧困 湯浅 誠　著 岩波書店
369.2 盲導犬クイールの一生 石黒　謙吾　文 文芸春秋
369.2 こんな夜更けにバナナかよ 渡辺 一史　著 北海道新聞社
369.3 私の仕事 緒方 貞子　著 草思社
37 不登校、選んだわけじゃないんだぜ！ 貴戸　理恵　著／常野　雄次郎　著 理論社
37 先生はえらい 内田　樹　著 筑摩書房
376.4 ドキュメント高校中退  青砥　恭　著 筑摩書房
383.9 トイレの話をしよう ローズ　ジョージ　著 日本放送出版協会
393.2 戦争のつくりかた シリーズ りぼん　ぷろじぇくと　文 マガジンハウス
41 世にも美しい数学入門 藤原　正彦　ほか著 筑摩書房
410.2 天才の栄光と挫折 藤原　正彦　著 新潮社
460.4 生物と無生物のあいだ 福岡 伸一　著 講談社
470.4 そらみみ植物園 西畠　清順　文 東京書籍
486 素数ゼミの謎 吉村　仁　著 文芸春秋
489.8 カリブー 星野　道夫　著 新潮社
49 バカなおとなにならない脳 養老　孟司　著 理論社
491.3 トリセツ・カラダ 海堂　尊　著 宝島社
523.1 建築家安藤忠雄 安藤 忠雄　著 新潮社
538.9 ＮＡＳＡより宇宙に近い町工場 植松　努　著 ディスカヴァー・トゥエンティワン
538.9 ドキュメント宇宙飛行士選抜試験 大鐘　良一　ほか著 光文社
54 アレクセイと泉のはなし 本橋　成一　写真と文 アリス館
589.2 裸でも生きる（全２巻） 山口 絵理子　著 講談社
589.2 ＨＡＰＰＹ ＶＩＣＴＩＭＳ着倒れ方丈記 都築 響一　文 写真 青幻舎
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596.0 バルサの食卓 上橋　菜穂子　ほか著 新潮社
627.7 青いバラ 最相 葉月　著 小学館
64 いのちの食べかた 森　達也　著 理論社
659 羆撃ち 久保　俊治　著 小学館
659 ぼくは猟師になった 千松 信也　著 リトルモア
659 狩猟サバイバル 服部　文祥　著 みすず書房
674.8 チンドン 大場　ひろみ ほか著 バジリコ
723 日のあたる白い壁 江国 香織　著 白泉社 
723 怖い絵　シリーズ 中野 京子　著 朝日出版社
726.5 ラブレター おーなり 由子　著 大和書房
726.5 君のいる場所 ジミー　作　絵 小学館
726.5 君といたとき、いないとき ジミー　作　絵 小学館
726.5 魔笛 ミヒャエル　ゾーヴァ　画 講談社
726.5 おかあさんとあたし。 ムラマツ　エリコ　ほか著 大和書房
726.5 デューク 江国 香織　文 講談社
726.5 はじめは「好き」って気持ちから 堀川 波　作 ポプラ社
748 私が見た戦争 石川 文洋　著 新日本出版社
748 浅田家 浅田 政志　著 赤々舎
748 メメント・モリ 死を想え 藤原 新也　著 三五館
762.3 Ｉ ＬＯＶＥモーツァルト 石田 衣良　ほか著 幻冬舎
764.7 ロックンロールが降ってきた日 浅井 健一　ほか著 Ｐヴァイン・ブックス
767.8 放送禁止歌 森 達也　著 解放出版社
772.1 ぼく、ドラえもんでした。 大山 のぶ代　著 小学館
779.1 落語の国からのぞいてみれば 堀井 憲一郎　著 講談社
779.1 赤めだか 立川 談春　著 扶桑社
783.1 ファイブ 平山 譲　著 日本放送出版協会
783.7 夢をつかむイチロー２６２のメッセージ イチロー　述 ぴあ
786.1 一歩を越える勇気 栗城 史多　著 サンマーク出版
791.0 日日是好日 森下 典子　著 飛鳥新社
796.0 泣き虫しょったんの奇跡 瀬川 晶司　著 講談社
809.4 声に出して読みたい日本語　シリーズ 斎藤 孝　著 草思社
809.7 暗号解読 サイモン シン　著 新潮社
81 世にも美しい日本語入門 安野 光雅　ほか著 筑摩書房
810.4 日本語が亡びるとき 水村 美苗　著 筑摩書房
811.2 漢字と日本人 高島 俊男　著 文芸春秋
812 ひらがなでよめばわかる日本語のふしぎ 中西 進　著 小学館
816 中学生からの作文技術 本多 勝一　著 朝日新聞社
816.6 日記をつける 荒川 洋治　著 岩波書店
901.1 生きのびろ、ことば 小池 昌代　ほか編著 三省堂
910.2ｺ 小林多喜二 ノーマ  フィールド　著 岩波書店
910.2ｼ 渋沢竜彦との日々 渋沢 竜子　著 白水社
910.2ﾊ 林芙美子の昭和 川本 三郎　著 新書館
910.2ﾚ 恋愛小説ふいんき語り 麻野 一哉　ほか著 ポプラ社
911 おーいぽぽんた 茨木 のり子　ほか編集委員 福音館書店
911.1 万葉集（英文併記あり） リービ英雄　英訳 ピエ・ブックス
911.1 恋する歌音（カノン） 佐藤 真由美　著 集英社
911.5 ぼくもいくさに征くのだけれど 稲泉 連　著 中央公論新社
911.5 自分の感受性くらい自分で守ればかものよ 茨木 のり子　著 小学館
912 義経千本桜 橋本 治　文 ポプラ社
913.3 源氏物語（全１０巻） 紫式部　著 ／ 瀬戸内 寂聴　訳 講談社
D913.3 まろ、ん？ 小泉 吉宏　著 幻冬舎
916ﾀ 種まく子供たち 佐藤 律子　編 ポプラ社
916ｻ 牛を屠る 佐川 光晴　著 解放出版社
916ｻ 無名 沢木 耕太郎　著 幻冬舎
916ﾖ 余命１ケ月の花嫁 ＴＢＳ「イブニング ファイブ」　編 マガジンハウス
929.1 ハル　哲学する犬 クォン　デウォン　著 ポプラ社
930.2 一人で生きる勇気 ドロシー ギルマン　著 集英社
931 よりぬきマザーグース 谷川　俊太郎　訳 岩波書店
933ｲ わたしを離さないで カズオ イシグロ　著 早川書房
933ｴ 小説家を見つけたら ジェームズ　Ｗ．エリソン　著 ソニー・マガジンズ
933ｵ ミスター・ヴァーティゴ　 ポール　オースター　著 新潮社
933ｶ きらきら シンシア カドハタ　著 白水社
933ｷ 青い野を歩く クレア  キーガン　著 白水社
933ｷ プリンセス・ダイアリー　シリーズ メグ キャボット　著 河出書房新社
933ｷ 夕暮れをすぎて スティーヴン  キング　著 文藝春秋
933ｹ あの空をおぼえてる ジャネット　リー　ケアリー　著 ポプラ社
933ｼ 青空のむこう アレックス　シアラー　著 求竜堂
933ｼ チョコレート・アンダーグラウンド アレックス　シアラー　著 求竜堂
933ﾃﾞ ３４丁目の奇跡 ヴァレンタイン　デイヴィス　著 あすなろ書房
933ﾄﾞ 残された天使たち テレサ　ドラン　著 求竜堂
933ﾌ ゴーン・ガール 上・下 ギリアン  フリン　著 小学館
933ﾌﾞ ダ・ヴィンチ・コード 上・下 ダン ブラウン　著 角川書店
933ﾍ オリーブの海 ケヴィン　ヘンクス　著 白水社
933ﾏ 夢みるピーターの七つの冒険 イアン　マキューアン　著 中央公論新社
933ﾏ 十二番目の天使 オグ　マンディーノ　著 求竜堂
933ﾍﾞ 燃えるスカートの少女 エイミー ベンダー　著 角川書店
933ﾏ ザ・ロード コーマック マッカーシー　著 早川書房
933ﾒ トワイライト（全１３巻） ステファニー  メイヤー　著 ヴィレッジブックス
933ﾒ 柘榴のスープ マーシャ メヘラーン　著 白水社
933ﾗ その名にちなんで ジュンパ ラヒリ　著 新潮社
933ﾘ 千年の祈り イーユン リー　著 新潮社
934ｳﾞ 国のない男 カート ヴォネガット　著 日本放送出版協会
936ﾍ アシュリー アシュリー　ヘギ　著 フジテレビ出版
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943ｼ 朗読者 ベルンハルト シュリンク　著 新潮社
949.8 笑う警官 マイ　シューヴァル　ほか著 角川書店
953ﾊﾟ 茶色の朝 フランク　パヴロフ　物語 大月書店
953ﾎﾞ ぼくのともだち エマニュエル　ボーヴ　著 白水社
963ﾊﾞ アミ小さな宇宙人 エンリケ　バリオス　著 徳間書店
963ﾛ グッドラック アレックス　ロビラ　著 ポプラ社
F-ｱｵ イソップ 青木 和雄　作 金の星社
F-ｱｶ 東京プリズン 赤坂 真理　著 河出書房新社
F-ｱｶ 友よ 赤川 次郎　著 角川書店
F-ｱｷ 忘れ形見 秋山 香乃　著 幻冬舎
F-ｱｻ 敗者たちの季節 あさの あつこ　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ｱｻ さいとう市立さいとう高校野球部　シリーズ あさの あつこ　著 講談社
F-ｱｻ ランナー あさの あつこ　著 幻冬舎
F-ｱｻ Ｎｏ．６　シリーズ あさの あつこ　著 講談社
F-ｱｻ Ｔｈｅ　ｍａｎｚａｉ　シリーズ あさの あつこ　著 ジャイブ
F-ｱｻ 四日間の奇蹟 浅倉 卓弥　著 宝島社
F-ｱｻ 君の名残を 浅倉 卓弥　著 宝島社
F-ｱｻ 憑神 浅田 次郎　著 新潮社
F-ｱｻ 桐島、部活やめるってよ 朝井 リョウ　著 集英社
F-ｱｻ 何者 朝井 リョウ　著 新潮社
F-ｱｻ ともしびマーケット 朝倉 かすみ　著 講談社
F-ｱｻ 田村はまだか 朝倉 かすみ　著 光文社
F-ｱﾗ ちょんまげぷりん　シリーズ 荒木 源　著 小学館
F-ｱﾘ 図書館戦争 シリーズ 有川 浩　著 メディアワークス
F-ｱﾘ 阪急電車 有川 浩　著 幻冬舎
F-ｱﾘ キケン 有川 浩　著 新潮社
F-ｱﾝ 頭のうちどころが悪かった熊の話 安東 みきえ　作 理論社
F-ｲｶ 相棒　シリーズ 輿水 泰弘　ほか脚本 朝日新聞出版
F-ｲｹ 下町ロケット　シリーズ 池井戸 潤　著 小学館
F-ｲｹ 静かな大地 池沢 夏樹　著 朝日新聞社
F-ｲｹ キップをなくして 池沢 夏樹　著 角川書店
F-ｲｹ 南の島のティオ 池澤 夏樹　著 講談社
F-ｲｻ 砂漠 伊坂 幸太郎　著 実業之日本社
F-ｲｻ 陽気なギャングが地球を回す 伊坂 幸太郎　著 祥伝社
F-ｲｼ ぶらんこ乗り いしい しんじ　作 理論社
F-ｲｼ 麦ふみクーツェ いしい しんじ　作 理論社
F-ｲｼ トリツカレ男 いしい しんじ　著 ビリケン出版
F-ｲｼ 雪屋のロッスさん いしい しんじ　著 メディアファクトリー
F-ｲｼ 卵と小麦粉それからマドレーヌ 石井 睦美　作 ＢＬ出版
F-ｲｼ レモン・ドロップス 石井 睦美　著 講談社
F-ｲｼ ６ＴＥＥＮ 石田 衣良　著 新潮社
F-ｲｼ ４ＴＥＥＮ 石田 衣良　著 新潮社
F-ｲｼ ぼくとひかりと園庭で 石田 衣良　著 徳間書店
F-ｲﾁ いま、会いにゆきます 市川 拓司　著 小学館
F-ｲﾁ そのときは彼によろしく 市川 拓司　著 小学館
F-ｲﾂ 親鸞　上・下 五木 寛之　著 講談社
F-ｲﾄ えんの松原 伊藤 遊　作 福音館書店
F-ｲﾄ つくも神 伊藤 遊　作 ポプラ社
F-ｲﾇ メグル 乾 ルカ　著 東京創元社
F-ｲﾇ 夏光 乾 ルカ　著 文芸春秋
F-ｲﾌﾞ 四十九日のレシピ 伊吹  有喜　著 ポプラ社
F-ｳｴ 神の守り人（全２巻） 上橋 菜穂子　著 新潮社
F-ｳｴ 鹿の王 上・下 上橋 菜穂子　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ｳｴ 獣の奏者　シリーズ 上橋 菜穂子　著 講談社
F-ｳｵ 園芸少年 魚住 直子　著 講談社
F-ｳﾌﾞ 天地明察 冲方 丁　著 角川書店
F-ｴｸ 間宮兄弟 江国 香織　著 小学館
F-ｴﾝ 後藤さんのこと 円城 塔  著 早川書房
F-ｴﾝ 算法少女 遠藤 寛子  著 筑摩書房
F-ｵｵ 魔女の笑窪 大沢 在昌　著 文芸春秋
F-ｵｶﾞ 食堂かたつむり 小川 糸　著 ポプラ社
F-ｵｶﾞ 小川未明童話集 小川 未明　著 新潮社
F-ｵｶﾞ 猫を抱いて象と泳ぐ 小川 洋子　著 文芸春秋
F-ｵｶﾞ 博士の愛した数式 小川 洋子　著 新潮社
F-ｵｸ イン・ザ・プール 奥田 英朗  著 文芸春秋
F-ｵｸ サウスバウンド 奥田 英朗  著 角川書店
F-ｵﾂ ＺＯＯ 乙一　著 集英社
F-ｵﾂ 暗いところで待ち合わせ 乙一　著 幻冬舎
F-ｵﾝ ネクロポリス　上・下 恩田　陸　著 朝日新聞社
F-ｵﾝ ネバーランド 恩田　陸　著 集英社
F-ｵﾝ 夜のピクニック 恩田　陸　著 新潮社
F-ｶｲ 医学のたまご 海堂　尊　作 理論社
F-ｶﾀ ジョナさん 片川　優子　著 講談社
F-ｶﾈ フライ，ダディ，フライ 金城 一紀　著 講談社
F-ｶﾈ ＧＯ 金城 一紀　著 角川書店
F-ｶﾈ レヴォリューションＮｏ．３ 金城 一紀　著 講談社
F-ｶﾜ あなたへ 河崎 愛美　著 小学館
F-ｶﾜ ヘヴン 川上 未映子　著 講談社
F-ｶﾜ 翼はいつまでも 川上 健一　著 集英社
F-ｶﾜ 古道具中野商店 川上 弘美　著 新潮社
F-ｶﾜ 七夜物語 上・下 川上 弘美　著 朝日新聞出版
F-ｶﾜ 乳と卵 川上 未映子　著 文芸春秋
F-ｷﾀ リセット 北村 薫　著 新潮社
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F-ｸﾛ 万寿子さんの庭 黒野 伸一　著 小学館
F-ｺｳ 妖怪アパートの幽雅な日常 シリーズ 香月 日輪　著 講談社
F-ｺﾞﾄ １２歳たちの伝説（全５巻） 後藤 竜二　作 新日本出版社
F-ｺﾝ サクリファイス 近藤 史恵　著 新潮社
F-ｺﾝ 隠蔽捜査　シリーズ 今野 敏　著 新潮社
F-ｻｲ ジーク　シリーズ 斉藤 洋　作 偕成社
F-ｻｲ 七つの季節に 斉藤 洋　著 講談社
F-ｻｶ 和菓子のアン 坂木 司　著 光文社
F-ｻｷﾞ 私の話 鷺沢 萠　著 河出書房新社
F-ｻｸ 砂糖菓子の弾丸は撃ちぬけない 桜庭 一樹　著 角川書店
F-ｻｸ ほんとうの花を見せにきた 桜庭 一樹　著 文藝春秋
F-ｻｸ 少女七竃と七人の可愛そうな大人 桜庭 一樹　著 角川書店
F-ｻｻ 北帰行 佐々木 譲　著 角川書店
F-ｻｻ 警官の血　上・下 佐々木 譲　著 新潮社
F-ｻﾄ 黄色い目の魚 佐藤 多佳子　著 新潮社
F-ｻﾄ 一瞬の風になれ（全３巻） 佐藤 多佳子　著 講談社
F-ｼｸﾞ キノの旅　シリーズ 時雨沢 恵一　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ｼｹﾞ ビタミンＦ 重松 清　著 新潮社
F-ｼｹﾞ きよしこ 重松 清　著 新潮社
F-ｼｹﾞ 流星ワゴン 重松 清　著 講談社
F-ｼｹﾞ きみの友だち 重松 清　著 新潮社
F-ｼﾏ ナラタージュ 島本 理生　著 角川書店
F-ｼﾖ 東京バンドワゴン　シリーズ 小路 幸也　著 集英社
F-ｼﾗ 野ブタ。をプロデュース 白岩 玄　著 河出書房新社
F-ｼﾞﾝ カゲロウデイズ　シリーズ じん（自然の敵Ｐ）　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ｾｵ 図書館の神様 瀬尾 まいこ　著 マガジンハウス
F-ｾｵ 幸福な食卓 瀬尾 まいこ　著 講談社
F-ｾｵ 温室デイズ 瀬尾 まいこ　著 角川書店
F-ﾀｸﾞ ひかりのメリーゴーラウンド 田口 ランディ　著 理論社
F-ﾀｹ 下妻物語 岳本 野ばら　著 小学館
F-ﾀｹ 響け！ユーフォニアム　シリーズ 武田 綾乃　著 宝島社
F-ﾀﾜ 旅をする裸の眼 多和田 葉子　著 講談社
F-ﾂｼﾞ スロウハイツの神様 上・下 辻村 深月　著 講談社
F-ﾂｼﾞ 凍りのくじら 辻村 深月　著 講談社
F-ﾂﾂ 旅のラゴス 筒井 康隆　著 新潮社
F-ﾂﾂ 七瀬ふたたび 筒井 康隆　著 新潮社
F-ﾂﾑ エヴリシング・フロウズ 津村 記久子　著 文藝春秋
F-ﾃﾝ 大誘拐 天藤 真　著 東京創元社
F-ﾃﾝ 包帯クラブ 天童 荒太　著 筑摩書房
F-ﾄｼ 檸檬のころ 豊島 ミホ　著 幻冬舎
F-ﾅｶ イトウの恋 中島 京子　著 講談社
F-ﾅｶ 祈祷師の娘 中脇 初枝　作 福音館書店
F-ﾅｶﾞ 猛スピードで母は 長嶋 有　著 文芸春秋
F-ﾅｼ 家守綺譚 梨木 香歩　著 新潮社
F-ﾅｼ 村田エフェンディ滞土録 梨木 香歩　著 角川書店
F-ﾅｽ ペーターという名のオオカミ 那須田　淳　作 小峰書店
F-ﾅﾂ 神様のカルテ　シリーズ 夏川  草介　著 小学館
F-ﾆｼ しずく 西 加奈子　著 光文社
F-ﾆｼ サラバ！ 上・下 西 加奈子　著 小学館
F-ﾆﾂ 孤高の人 上・下 新田 次郎　著 新潮社
F-ﾉﾅ 世界のはてのレゲエ・バー 野中 ともそ　著 双葉社
F-ﾊﾀ しゃばけ　シリーズ 畠中 恵　著 新潮社
F-ﾊﾂ 退出ゲーム 初野 晴　著 角川書店
F-ﾊﾗ 楽園のカンヴァス 原田 マハ　著 新潮社
F-ﾊﾗ 奇跡の人 原田 マハ　著 双葉社
F-ﾊﾗ 旅の短篇集　春夏・秋冬 原田 宗典　著 角川書店
F-ﾋｶﾞ いとの森の家 東 直子　著 ポプラ社
F-ﾋｶﾞ 新参者 東野 圭吾　著 講談社
F-ﾋﾗ 決壊　上・下 平野 啓一郎　著 新潮社
F-ﾌｶ ひとかどの父へ 深沢 潮　著 朝日新聞出版
F-ﾌｼﾞ 美乃里の夏 藤巻 吏絵　作 福音館書店
F-ﾌｼﾞ ルート２２５ 藤野 千夜　作 理論社
F-ﾎｼ ブランコのむこうで 星 新一　著 新潮社
F-ﾎﾝ 武士道シックスティーン 誉田 哲也　著 文芸春秋
F-ﾏｷ プリンセス・トヨトミ 万城目 学　著 文藝春秋
F-ﾏｷ かのこちゃんとマドレーヌ夫人 万城目 学　著 筑摩書房
F-ﾏﾂ 天国の本屋　シリーズ 松久 淳　ほか著 かまくら春秋社
F-ﾐｳ 自分なくしの旅 みうら  じゅん　著 幻冬舎
F-ﾐｳ 神去なあなあ日常 三浦 しをん　著 徳間書店
F-ﾐｳ 神去なあなあ夜話 三浦 しをん　著 徳間書店
F-ﾐｳ 舟を編む 三浦 しをん　著 光文社
F-ﾐｳ 風が強く吹いている 三浦 しをん　著 新潮社
F-ﾐｶ ビブリア古書堂の事件手帖　シリーズ 三上 延　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 
F-ﾐｻ コロヨシ！！　シリーズ 三崎 亜記　著 角川書店
F-ﾐｻ となり町戦争 三崎 亜記　著 集英社
F-ﾐﾔ ソロモンの偽証 第１部～第３部 宮部 みゆき　著 新潮社
F-ﾐﾔ 小暮写眞館 宮部 みゆき　著 講談社
F-ﾐﾔ 孤宿の人　上・下 宮部 みゆき　著 新人物往来社
F-ﾑﾗ 天翔る 村山 由佳　著 講談社
F-ﾑﾗ 星々の舟 村山 由佳　著 文芸春秋
F-ﾑﾗ 海辺のカフカ 上・下 村上 春樹　著 新潮社
F-ﾑﾗ 希望の国のエクソダス 村上 竜　著 文芸春秋
F-ﾑﾗ しろいろの街の、その骨の体温の 村田 沙耶香　著 朝日新聞出版
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F-ﾑﾚ かもめ食堂 群 ようこ　著 幻冬舎
F-ﾓﾘ ダイブ　シリーズ 森 絵都　著 講談社
F-ﾓﾘ 風に舞いあがるビニールシート 森 絵都　著 文芸春秋
F-ﾓﾘ 四畳半神話大系 森見 登美彦　著 角川書店
F-ﾓﾘ れんげ野原のまんなかで 森谷 明子　著 東京創元社
F-ﾔﾂ 明日につづくリズム 八束 澄子　著 ポプラ社
F-ﾔﾏ 名のないシシャ 山田 悠介　著 角川書店
F-ﾔﾏ 利休にたずねよ 山本 兼一　著 ＰＨＰ研究所
F-ﾕｳ ８月の果て 柳 美里　著 新潮社
F-ﾕｽﾞ 王妃の帰還 柚木  麻子　著 実業之日本社
F-ﾖｺ クライマーズ・ハイ 横山 秀夫　著 文芸春秋
F-ﾖｼ デッドエンドの思い出 よしもと ばなな　著 文芸春秋
F-ﾖｼ 王国　シリーズ よしもと　ばなな　著 新潮社
F-ﾖﾈ オリガ・モリソヴナの反語法 米原 万里　著 集英社
F-ﾖﾈ さよなら妖精 米沢 穂信　著 東京創元社
F-ﾘﾘ 東京タワー リリー　フランキー　著 扶桑社
F-ﾜﾀ 蹴りたい背中 綿矢　りさ　著 河出書房新社
F-ﾜﾀﾞ のぼうの城 和田 竜　著 小学館
F-ﾜﾀﾞ 忍びの国 和田 竜　著 新潮社
E-ｱﾗ 文学の門 荒川  洋治　著 みすず書房
E-ｵｵ 「自分の木」の下で 大江　健三郎　著 朝日新聞社
E-ｶｸ しあわせのねだん 角田 光代　著 晶文社
E-ｶﾏ １％の力 鎌田 實　著 河出書房新社
E-ｷｼ 気になる部分 岸本 佐知子　著 白水社
E-ｺｳ 孤独と不安のレッスン 鴻上 尚史　著 大和書房
E-ｺﾞﾐ しあわせになりたい研究 五味 太郎　著 大和書房
E-ｻﾉ シズコさん 佐野 洋子　著 新潮社
E-ﾀｶ 帰ってから、お腹がすいてもいいようにと思ったのだ。 高山 なおみ　著 ロッキング・オン
E-ﾀﾅ 歳月がくれるもの 田辺 聖子　著 世界文化社
E-ﾀﾆ 陰翳礼讃 谷崎 潤一郎　著 中央公論新社
E-ﾏﾁ 猫にかまけて 町田 康　著 講談社
E-ﾏﾁ 人生を救え！ 町田 康　ほか著 毎日新聞社
E-ﾏﾂ 日々の１００　正・続 松浦  弥太郎　著 青山出版社
N-ｳｲ ガールズインラブ ジャクリーン　ウィルソン　作 理論社
N-ｳﾂ マディソン通りの少女たち シリーズ ジャクリーン　ウッドソン　著 ポプラ社
N-ｴﾝ ロバートは歴史の天使 エンツェンスベルガー　著 晶文社
N-ｸﾊﾟ 影の王 スーザン　クーパー　作 偕成社
N-ｸﾞﾘ 少年弁護士セオの事件簿 シリーズ ジョン  グリシャム　作 岩崎書店
N-ｸﾛ ゴンドワナの子どもたち アレクシス クーロス　作 岩崎書店
N-ｺﾙ アルテミス・ファウル　シリーズ オーエン　コルファー　著 角川書店
N-ｻﾃ サーティーナイン・クルーズ　シリーズ リック  ライオダン　著 メディアファクトリー
N-ｼﾞﾖ フクロウはだれの名を呼ぶ ジーン　クレイグヘッド　ジョージ　著 あすなろ書房
N-ｼﾞﾖ 九年目の魔法　上・下 ダイアナ　ウィン　ジョーンズ　著 東京創元社
N-ｽﾄ バーティミアス シリーズ ジョナサン ストラウド　作 理論社
N-ｽﾋﾟ スターガール ジェリー　スピネッリ　作 理論社
N-ﾈﾙ ネルソンさん、あなたは人を殺しましたか？ アレン ネルソン　著 講談社
N-ﾊﾟｸ モギちいさな焼きもの師 リンダ　スー　パーク　著 あすなろ書房
N-ﾌﾟﾗ 天才ネコモーリスとその仲間たち テリー　プラチェット　著 あすなろ書房
N-ﾌﾚ ヒットラーのむすめ ジャッキー　フレンチ　作 鈴木出版
N-ﾎﾞﾅ エドウィナからの手紙 スーザン　ボナーズ　作 金の星社
N-ﾎﾛ ストームブレイカー アンソニー　ホロヴィッツ　著 集英社
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分類 書名 著者 出版社 コメント

007.3
１１歳からの正しく怖がるインター
ネット　大人もネットで失敗しなくなる
本

小木曽　健∥著 晶文社

インターネットで絶対失敗しない方法を丁寧
に書いています。ネットに載せた情報から個
人が特定されるしくみやネット炎上、SNSと
の付き合い方などが良く分かる１冊です。

01
今すぐ読みたい！
１０代のためのＹＡブックガイド１５０！

金原  瑞人∥監修
ひこ  田中∥監修

ポプラ社

「本の世界では、何でも見たいものを見て、
どこでも行きたいところへ行ける。」とは、
マイケル・ジャクソンが残した言葉です。本
選びの参考におススメの一冊です。

041 高校生と考える人生のすてきな大問題
桐光学園中学校
高等学校∥編

左右社

桐光学園大学で行われた、高校生対象の講義
が収録されています。ジャーナリストの田原
総一朗、漫画家の竹宮恵子など、多彩な講師
陣が魅力の一冊です。

104 子どものための哲学対話 永井　均∥著 講談社

哲学者の著者が、「ぼく」と飼い猫の「ペネ
トレ」との対話という形式で、人生や死、地
球といった、壮大ですが、実は身近にある、
哲学的問題を語った本です。

146.1
嫌われる勇気
自己啓発の源流「アドラー」の教え

岸見　一郎∥著 ダイヤモンド社

自分に自信が持てない青年が哲人との対話に
よって「どうすれば幸せに生きられるか」を
理解していくお話しです。初めは拒否反応を
示す青年が変化していく様子を対話形式で分
かりやすく書いています。

15
どう解く？
答えのない道徳の問題

やまざき　ひろし
∥ぶん

ポプラ社
たくさん悩んで考えて、いっぱい人と話をし
て、ステキな大人になってほしいな。

ぜひ、手に取ってみ

てください。 

宇治市図書館スタッフのコレ！ 
実習にきてくれた現役中学生のおすすめ本も掲載しています
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159 ｻ 不機嫌は罪である 齋藤  孝∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
快適な暮らしを追及する社会において、不機
嫌は罪なのか。上機嫌を追及するのも一考。

28
オウリィと呼ばれたころ
終戦をはさんだ自伝物語

佐藤  さとる∥作 理論社

「オウリィ」とは、アメリカ兵につけられた
「フクロウ坊や」というあだな、コロボック
ルシリーズなどの作者が終戦前後の１７～１
９歳の頃を語った自伝です。

28
ルイ・ブライユ
暗闇に光を灯した十五歳の点字発明者

山本　徳造∥著 小学館

目の見えない人でも、６つの点を使って読み
書きができる点字。発明したのは、ルイ・ブ
ライユという１５歳の少年でした。ブライユ
の生涯が読みやすく書かれています。

304 ｼﾞ
人類の未来
ＡＩ、経済、民主主義

吉成  真由美∥イ
ンタビュー  編

ＮＨＫ出版
現在、地球上で最も優れた頭脳の持ち主５人
にインタビューしました。さて、人類の未来
は？希望は見えたかな。

31 １４歳からの戦争のリアル 雨宮　処凛∥著 河出書房新社

太平洋戦争・イラク・各地の紛争地帯など
様々な形で戦争に関わったことのある８人の
“リアル”な戦争体験。「知らなかった」で
は済まされない戦争に関するインタビューで
す。

327.6 名作裁判あの犯人をどう裁く？ 森　炎∥著 ポプラ社

裁判員って何？小説の中の犯罪を裁くことで
誌上体験できます。また、タイトルだけは
知っている名作のさわりを読むのも面白いで
す。

36 髪がつなぐ物語 別司　芳子∥著 文研出版

長く伸ばした髪を寄付する ヘア・ドネーショ
ン。髪を失くした子らの切ない思いや、誰か
の役に立ちたいと髪を寄付する子ども達の強
い意志に心打たれます。



366.2 もっとやりたい仕事がある！
池上　彰∥著　監

修
小学館

大きく変わろうとしているこれからの働き方
や仕事観について解説。こんな仕事もあるん
だとその数にもおどろくだろう。

369.3 １６歳の語り部
佐藤　敏郎∥案内

役
ポプラ社

東日本大震災当時、小学５年生だった３人の
高校生が、震災での体験を語った本です。辛
い記憶を紐解いていく彼らの、語り部として
の使命感と勇気に、心打たれます。

376.8
オックスフォード＆ケンブリッジ大学
世界一「考えさせられる」入試問題あ
なたは自分を利口だと思いますか？

ジョン　ファーン
ドン∥著

河出書房新社

「あなたは利口ですか？」「リンゴをどのよ
うに説明しますか？」難問だらけの問題集。
気になる問題に出合ったら、著者のヒントを
参考にしたり、自分で調べたりしながら答え
を探してください！

378
自閉症の僕が跳びはねる理由
会話のできない中学生がつづる内なる心

東田　直樹∥著
エスコアール

出版部

自閉症で会話ができない中学生の筆者が、突
然大声を発したり、跳びはねたりする理由な
ど心の内を文章で表現した作品です。これま
で、理解されにくかった彼らの言葉に耳を傾
けてみませんか。

40 世界を変えた５０人の女性科学者たち
レイチェル

イグノトフスキー
∥著

創元社

マリー・キュリー、レイチェル・カーソンな
ど女性科学者の業績をイラストとともに紹介
した本です。教育を受けることもままならな
かった時代の女性たちの奮闘に勇気をもらえ
ます。

準備中

407 魅了する科学実験　シリーズ
早稲田大学本庄高
等学院実験開発班

∥著
すばる舎リンケージ

光が見せる不思議な姿、音にまつわる不思議
な現象、薬品の不思議な力、理科が苦手な人
も不思議な現象を表現する実験を見れば興味
がわくかもしれません。

43 空気は踊る
結城　千代子　ほ

か∥著
太郎次郎社エディ

タス

あることは感じるが目には見えない空気。私
たちは空気を動かし、閉じ込め、また追い出
してとても便利に使っている。その利用を読
みながらうなずくともっと科学が身近なもの
になる。



D432 ビーカーくんのゆかいな化学実験 うえたに夫婦∥著 誠文堂新光社 準備中

D450
あっ！地球が…
漫画による宇宙の始まりから近未来の破局
噴火まで

尾池　和夫∥原案 マニュアルハウス
宇宙について、前半の漫画で大筋を把握し、
後半の解説で理解を深める構造になっていま
す。長文が苦手な人でも読みやすい本です。

460.4
知の発見
「なぜ」を感じる力

中村　桂子∥著 朝日出版社

「生きている」こととは、？（疑問）と、！
（感動）を持ち続けることです。そこから
「どう生きるか」を探し出すことができるの
です。

49 ちいさなちいさなベビー服 八束　澄子∥作 新日本出版社

生まれることなく亡くなった赤ちゃんのため
に、最初で最後の小さなベビー服を作るボラ
ンティア活動をしている人たちを取材し、一
緒に活動した記録です。

491.1
山中伸弥先生に、人生とｉＰＳ細胞に
ついて聞いてみた

山中　伸弥∥著 講談社

研究者 山中伸弥氏がiPS細胞を研究するまで
の道のりやiPS細胞について、非常に分かりや
すい言葉で語っています。タフでユニークで
人柄のよい山中氏の魅力が伝わる一冊です。

51 レイチェル・カーソンはこう考えた 多田　満∥著 筑摩書房

「沈黙の春」「センス・オブ・ワンダー」を
1960年代に執筆した生物学者レイチェル・
カーソン。彼女の自然観察への感性をもっ
て、現代社会を見つめたくなる一冊です。

54 フクシマから学ぶ原発・放射能 安斎　育郎∥監修 かもがわ出版
原子力のことをもっと知ろう。そしてこれか
らのエネルギーについても考えてみよう。

中学生おすすめ！ 



59 中高生のための「かたづけ」の本
杉田　明子
ほか∥著

岩波書店

整理整頓が苦手でも、人生に支障はないかも
しれません。でも、もの探しから一日が始ま
る生活から抜け出したいな、と思っている学
生の方は読んでみてください。

59
正しい目玉焼きの作り方
きちんとした大人になるための家庭科の教
科書

森下　えみこ∥イ
ラスト

河出書房新社

目玉焼きの作り方だけではなく、料理・洗
濯・掃除・裁縫といった家庭科の基本をマン
ガやイラストを交えてわかりやすく解説され
ています。

726.5 それでも僕は夢を見る 水野　敬也∥作 文響社

いつも夢に裏切られるも、いつも一緒にいて
くれた夢を捨てた男性の一生の物語。生きる
ことの大切さを文章と画の両方から感じる一
冊です。

748 ロバート・キャパ写真集
ロバート　キャパ

∥撮影
岩波書店

戦争写真家として有名なキャパの写真集で
す。戦地で活動し、兵士の死をとらえた写真
などは有名ですが、キャパは自身は争いを大
変嫌ったといいます。写真が伝える真実を体
感してください。

769.1
スカートはかなきゃダメですか？
ジャージで学校

名取　寛人∥著 理論社

女性であることに違和感を持ち、ジャージで
通学した著者が、悩んだり諦めたりしながら
性別適合手術を受け、思い通りに生きるまで
をユーモアを交えて描いています。

778.2 るろうにほん熊本へ 佐藤　健∥著 アミューズ
朝ドラ「半分、青い」の律君でもおなじみ、
佐藤健さんが、震災後の熊本で地元の人と触
れ合います。

778.7 前田建設ファンタジー営業部ＮＥＯ
前田建設工業株式

会社∥著
幻冬舎

銀河鉄道９９９の発射台を作るとしたら、い
くらかかる？
建設会社の経験とコネクション、大人たちの
知恵とプライドをかけた本気の挑戦。



779.1
表参道のセレブ犬とカバーニャ要塞の
野良犬

若林　正恭∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

本好き芸人としても知られるお笑い芸人、
オードリーの若林さんの著書。あるきっかけ
で彼が、アメリカ国交回復後のキューバに一
人旅をしたエッセイです。

783.7 甲子園だけが高校野球ではない 岩崎　夏海∥監修 廣済堂あかつき
高校野球の雑誌記者や編集者が取材で集めた
感動の実話です。

809.4
ＴＥＤ　ＴＡＬＫＳ
スーパープレゼンを学ぶＴＥＤ公式ガイド

クリス　アンダー
ソン∥著

日経ＢＰ社

あなたは人前で話すことが好きですか？ＴＥ
Ｄは、「異彩を放つ人々による魅惑的な講演
を無償で世界に」提供する非営利団体です。
話すことが苦手な人こそ、ＴＥＤ登壇者たち
の努力を覗いてみてください。

908
ほか

５分後に意外な結末  シリーズ 学研プラス
人気作五分後シリーズの本です。どれも感動
や悲しみを感じる作品ばかりです。

910.2 ﾅ 漱石を知っていますか 阿刀田  高∥著 新潮社
なんてったって漱石!
いくらでも深読みできる奥深さ。漱石を読ん
でみたくなります。

911
大人になるまでに読みたい１５歳の詩
シリーズ

あそぶ 青木／健
∥編

ゆまに書房

[あそぶ」、「たたかう」、「わらう」のテー
マ別に、大人になるまでに読んでおきたい詩
を集めた本です。時に楽しく、時に悲しく紡
がれる言葉のリズムを堪能できます。

911 十代に贈りたい心の名短歌１００
田中　章義∥

〔編〕著
ＰＨＰ研究所

万葉の歌人や与謝野晶子、石川啄木などの、
一度口ずさめば心に残る短歌が集められた一
冊です。歌人と、その歌が詠まれた状況につ
いての解説もあります。

中学生おすすめ！ 



933 ｽ ペナンブラ氏の２４時間書店
ロビン  スローン

∥著
東京創元社

失業中の主人公は古い24時間営業の書店で働
きはじめるが、この書店には、信じられない
秘密が隠されていた。主人公は仲間ととも
に、プログラミングや大企業の技術力を駆使
して書店の謎に迫っていく。

933 ﾈ まだなにかある　上・下
パトリック  ネス

∥著
辰巳出版

海で溺れ死んだ１６歳の少年は、目を覚ます
と誰もいない町の道路で倒れていました。こ
れは「現実」か、それとも死ぬ前の世界が
「虚空」だったのか。展開の面白さに引き込
まれます。

F-ｱｵ 星に願いを、そして手を。 青羽  悠∥著 集英社

中学生の頃、4人の親友を繋いでいたのは宇宙
への好奇心でした。やがて大人になり別々の
道を進んでいた彼らですが、大切な人の死を
きっかけに再会し…。

F-ｱｵ 浜村渚の計算ノート　シリーズ 青柳  碧人∥著 講談社

「数学の地位向上のため国民全員を人質とす
る」天才数学者・高木源一郎が始めた「黒い
三角定規」によるテロ活動。テロに対抗する
ため警視庁が探し出したのは一人の女子中学
生だった。

F-ｱﾘ アンマーとぼくら 有川  浩∥著 講談社

母の休暇に付合うため沖縄に帰省したリョ
ウ。血の繋がらない母と思い出の場所を巡る
うち、過去と現実が交錯する光景が広がりま
す。沖縄の自然と家族の大切さを描く切なく
優しい作品です。

F-ｲｻ グラスホッパー 伊坂 幸太郎∥著 角川書店
殺し屋たちのかけひきにドキドキするおはな
しです。

F-ｲﾜ Ｍａｓａｔｏ 岩城  けい∥著 集英社

父の転勤のため異国の小学校に通う真人は言
葉が通じず孤独で辛い日々を乗り越えます。
しかし、現地に馴染めず孤立する母との間に
は溝ができてしまいます。真人がMasatoにな
るまでを描きます。

中学生おすすめ！ 中学生おすすめ！ 



F-ｲﾜ
がん消滅の罠
完全寛解の謎

岩木  一麻∥著 宝島社

生命保険の生前給付がなされた直後に消滅し
てしまう「がん」。同様の事案が連続して起
こります。はたして、この謎を解明できるの
でしょうか。

F-ｵｷﾞ 海の見える理髪店 荻原  浩∥著 集英社

主人公と理髪師のやりとりから垣間見える人
間の絆を巧妙に描きます。平成30年度の嵯峨
野高校前期入試問題に本文からの出題あり。
第155回直木賞受賞作品。

F-ｵｷﾞ ストロベリーライフ 荻原  浩∥著 毎日新聞出版

グラフィックデザイナーとして働く主人公の
実家は農家。父親が病に倒れ、イチゴ畑を継
ぐことに。初めてのイチゴ栽培に悪戦苦闘す
る様子と、その家族模様を明るく朗らかに描
きます。

F-ｵﾘ 幸福のパズル 折原  みと∥著 講談社

老舗ホテルの御曹司優斗と純粋なみちるのラ
ブストーリー。売れっ子作家となったみちる
を家族の裏切りやストーカーなど次々悲劇が
襲い、ふたりは翻弄されます。純愛に胸が
キュンとなる一冊です。

F-ｵﾝ 蜜蜂と遠雷 恩田  陸∥著 幻冬舎

国際ピアノコンクールを舞台に若者の夢と才
能、葛藤や挫折を瑞々しく描いています。楽
曲の表現が秀逸で、曲を聞きながらもう一度
読みたくなります。音楽を文学で感じる喜び
に溢れた作品です。

F-ｶﾄﾞ トンネルの森１９４５ 角野  栄子∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
新しい母親と生まれたばかりの弟と疎開生活
を始めたイコは、家のそばにある幽霊の噂が
ある森へと近づきます。

F-ｶﾅ 王様ゲーム　シリーズ 金沢  伸明∥著 双葉社 中学生おすすめ！ 



F-ｶﾜ アクセル・ワールド　シリーズ 川原  礫∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

F-ｶﾜ 世界から猫が消えたなら 川村  元気∥著 マガジンハウス

F-ｷﾘ バラカ 桐野  夏生∥著 集英社

震災で原発が爆発する。警戒区域で発見され
た少女バラカ。人身売買で日本人に買われた
バラカは人間の欲望や憎悪に翻弄され数奇な
運命を辿ります。圧倒的なスケールで描かれ
たダークな作品です。

F-ｸﾂ 八月の光 朽木  祥∥作 小学館
１９４５年８月６日のヒロシマ、原爆投下を
生き延びた人たちの七つの物語です。

F-ｸﾘ １５歳、ぬけがら 栗沢  まり∥著 講談社

極貧家庭で暮らす中学３年生の麻美。心療内
科に通う母は寝ているだけで、食事は給食が
頼りでした。夏休み、初めて信頼できる大人
と出会い…。

F-ｻｶ アンと青春 坂木  司∥著 光文社

「和菓子のアン」の続編。主人公・デパ地下
の和菓子屋でバイトをするアンちゃんの青春
ストーリー。和菓子にまつわるナゾかけ・薀
蓄が、絶妙な甘さ加減で物語の展開を盛り立
てます。

F-ｻﾄ シロガラス　シリーズ 佐藤  多佳子∥著 偕成社
古武術の達人で由緒ある白烏神社の一族であ
る少女、千里はお祭りの夜をきっかけに不思
議な力を開花させていきます。

中学生おすすめ！ 

中学生おすすめ！ 



F-ｻﾄ 明るい夜に出かけて 佐藤  多佳子∥著 新潮社
ラジオ番組のリスナーたちの交流を描いた青
春小説。

F-ｼｹﾞ 娘に語るお父さんの歴史 重松  清∥著 新潮社

「お父さんの子どもの頃って、どんな時代
だったの？」娘に尋ねられ、父は自分が育っ
てきた「歴史」を振り返ります。これからの
未来について考えさせられる一冊です。

F-ｼﾝ 小説君の名は。 新海  誠∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
2016年に公開されヒットしたアニメ映画の
小説です。映画を観た人も、まだ観ていない
人も楽しめるのではないでしょうか。

F-ｽｶﾞ 夏の祈りは 須賀  しのぶ∥著 新潮社
昭和最後の夏、甲子園出場の夢を果たせな
かった北園高校野球部。平成の後輩たちに託
され続けた夢は叶うのでしょうか。

F-ｽｶﾞ また、桜の国で 須賀  しのぶ∥著 祥伝社

第二次世界大戦下、ドイツに侵攻され人々が
苦しむポーランドのため、大使館員の慎は厚
い友情で結ばれた仲間と闘い抜きます。当時
の悲惨な状況や史実を重厚に描く読み応えあ
る作品です。

F-ｽﾐ か「」く「」し「」ご「」と「 住野  よる∥著 新潮社

クラスの仲良し５人組は、それぞれ「かくし
ごと」（特殊な能力）を抱えています。それ
ぞれのかくしごとが暴かれていき、そして
…。

F-ｽﾐ 君の膵臓をたべたい 住野  よる∥著 双葉社

昔の人は、身体に悪い箇所があると、薬がわ
りに動物などの同じ箇所を食べていたそうで
す。死の恐怖と闘いながら、明るくふるまう
女子高生と静かに見守る男子高生の切ない物
語です。



F-ｾｵ 君が夏を走らせる 瀬尾  まいこ∥著 新潮社

金髪ピアスの少年は頼み込まれて嫌々ベビー
シッターを引受けます。彼はこの１か月を乗
り切れるのか？16歳と1歳の長くて短い夏が
始まります。思わず応援したくなる物語で
す。

F-ｾｵ そして、バトンは渡された 瀬尾  まいこ∥著 文藝春秋

親子とは･･･と考えさせられる本。両親共に何
度も変わりながら成長していく女の子。登場
人物がよすぎると思いながらも心地よい読後
感。

準備中

F-ﾀｹ 図書室のピーナッツ 竹内  真∥著 双葉社
高校図書室で働く新米司書の詩織は、生徒た
ちから受ける難問、珍問に日々、果敢に挑み
ます。

F-ﾂｼﾞ かがみの孤城 辻村  深月∥著 ポプラ社

不登校になり部屋に閉じこもっていた少女
は、鏡の向こう側へと誘いこまれます。そこ
には居場所をなくした６人の子どもたちがい
ました。なぜ７人は集められたのか？驚きの
展開が待っています。

F-ﾂｼﾞ 噛みあわない会話と、ある過去について 辻村  深月∥著 講談社

「ナベちゃんのヨメ」「パッとしない子」
「ママ・はは」「早穂とゆかり」四作の短編
小説。大学卒業から７年、コーラス部の男友
達ナベちゃんが結婚するという。その婚約者
がヤバいらしい・・・

F-ﾂｼﾞ 島はぼくらと 辻村  深月∥著 講談社
島に高校が無いため、毎日フェリーで本土の
学校へ通う4人は、それぞれの夢や悩みを持ち
ながら将来の岐路に立っています。

F-ﾂｼﾞ ハケンアニメ！ 辻村  深月∥著 マガジンハウス

９年ぶりの新作発表を前に、伝説のアニメ監
督が失踪。何故？どこへ？期待の新人監督が
同時に作品を発表するというのに。アニメ業
界の人々の情熱に溢れたお仕事小説です。



F-ﾄｷ
８年越しの花嫁
奇跡の実話

岡田  惠和∥脚本 小学館

結婚式を間近に控えた尚志と麻衣。ある日、
原因不明の病が突然麻衣を襲い、意識不明と
なってしまう。１年半後、麻衣は奇跡的に目
を覚ます。しかし麻衣は、尚志の事を全く覚
えていなかった。

F-ﾄﾞﾘ あん ドリアン助川∥著 ポプラ社
どら焼き屋「どら春」の物語。社会が置き去
りにしてきた重い題材を浮き彫りにする小説
です。学び、考えさせられる一冊です。

F-ﾅｶ 今日から仲居になります 中居  真麻∥著 ＰＨＰ研究所

 京都の老舗料理旅館に転職した虹子。慣れな
い仕事に、失敗も多いが、その後の行動力に
驚かされます。新人仲居として成長していく
虹子を自分のことのように応援したくなる本
です。

F-ﾅﾂ 本を守ろうとする猫の話 夏川  草介∥著 小学館

あなたはどっち派？
○あらすじさえ解ればＯＫ、とにかく１冊で
も多く読む
○大事に読んで、大好きな作品は何度も読み
返す

F-ﾊｼ 走る？
東山  彰良∥ほか

著
文藝春秋

通学や部活など日常的な“走る”こと。有名
作家が“走る”をテーマに書いた短編集で
す。いろいろな“走る”シーンが楽しめま
す。

F-ﾊﾅ ロック・オブ・モーゼス 花村  萬月∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 音楽好きにおすすめ！しかも舞台は京都。

F-ﾊﾔ 都会のトム＆ソーヤ シリーズ
はやみね かおる

∥著
講談社

ゲームクリエーターを目指す天才ソーヤとサ
バイバルの天才トムがくりひろげる話です。

中学生おすすめ！ 中学生おすすめ！ 



F-ﾊﾗ 生きるぼくら 原田  マハ∥著 徳間書店

引きこもりの主人公は母の失踪をきっかけ
に、認知症の祖母と暮らし、コメ作りを手伝
うことになります。豊かな自然と暖かな周囲
の人々が主人公を再生に導きます。

F-ﾊﾗ
ニーチェが京都にやってきて１７歳の
私に哲学のこと教えてくれた。

原田  まりる∥著 ダイヤモンド社

ニーチェ、キルケゴール、サルトルらが現代
人となって現れ、女子高生アリサに簡単な言
葉で哲学を語る入門書です。随所に京都の地
名やカフェ等が書かれていて楽しめます。

F-ﾋﾔ 永遠の０ 百田 尚樹∥著 太田出版

零戦に乗り亡くなった祖父は臆病者と誹られ
ていた。そのことを知った主人公は本当の祖
父の姿を求めて戦友を訪ね歩きます。やがて
明らかになる祖父の強靭な意志と真摯な思い
に心が震えます。

F-ﾌｼﾞ ふたご 藤崎  彩織∥著 文藝春秋

「居場所がない。」と感じる思春期の男女が
バンドという繋がりを持つことで大きく成長
していきます。「セカオワ」で知られる著者
が自らのサクセスストリーに重ねて描いてい
ます。

準備中

F-ﾌﾙ 蒼のファンファーレ 古内  一絵∥著 小学館

疲弊する地方競馬で夢に挑む女性騎手瑞穂の
成長物語です。女性騎手の厳しさ、個性的だ
が温かい厩舎の仲間、人と馬との交流が描か
れ、競馬の魅力を存分に味わえます。

F-ﾎﾝ あの夏、二人のルカ 誉田  哲也∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
誰にだって青春がある。栄光と挫折、その中
から自分探しが始まる。楽器にまつわる興味
深い話も織り込み、気軽に楽しめる。

F-ﾏｲ 夕凪の街  桜の国
こうの  史代∥原

作
双葉社

広島で被爆した少女が、10年後に亡くなりま
す。多くの夢を果たすことができずに。原爆
を落とした人はわたしを見て、「やった！ま
た一人殺せた」とちゃんと思うてくれとる？
という言葉は衝撃でした。



F-ﾏｲ この世界の片隅に
こうの  史代∥原

作
双葉社

昭和19年、呉の街に嫁いだ少女すずは、物資
が不足する中でも様々な工夫をして暮らしを
立てていきます。空襲が激しさを増す中でけ
んめいに生きる家族がほのぼのと描かれてい
ます。

準備中

F-ﾐﾊ 図書館ホスピタル 三萩  せんや∥著 河出書房新社

通称「図書館ホスピタル」といわれる図書館
に就職した悦子。疲れた人を元気にしながら
悦子自身も成長していきます。やる気と元気
がもらえる一冊です。

F-ﾐﾔ あとは野となれ大和撫子 宮内  悠介∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

中央アジアの小国で大統領が暗殺され、政府
の男たちが逃げた後、臨時政権を立ち上げた
のは残された女の子たちでした。シリアスあ
り、笑いありのポップなエンタメ小説です。

F-ﾐﾔ 羊と鋼の森 宮下  奈都∥著 文藝春秋 生涯の仕事と出会い、成長する幸福。

F-ﾐﾔ
よろこびの歌
Ｕｎａ  ｂｅｌｌａ  Ｍａｄｏｎｎａ

宮下  奈都∥著 実業之日本社
音大付属高校の受験に失敗した玲が新しい高
校生活の中で違った価値観を見出していきま
す。

F-ﾑﾗ うたうとは小さないのちひろいあげ 村上  しいこ∥著 講談社
高校のうた部（短歌）の話。高校生らしい言
葉で綴られる歌。過去を抱えながら、明日に
向かう青春小説。

F-ﾑﾗ 桜風堂ものがたり 村山  早紀∥著 ＰＨＰ研究所
書店員ってこんなしごとなんだと良くわかり
ます。



F-ﾓﾘ クラスメイツ　前期・後期 森  絵都∥著 偕成社

クラス１の秀才も、学年１の美女も、ふざけ
てばかりのあの子も、みんな密かに悩みを抱
えて生きている。１年Ａ組２４人、それぞれ
が主役の２４話の物語です。

F-ﾔﾏ 僕はロボットごしの君に恋をする 山田  悠介∥著 河出書房新社

2060年の東京。人型ロボットを使った国家
的秘密プロジェクトが進む中、プロジェクト
メンバーである健の想い人、咲の勤務先にテ
ロ予告が届く。怒濤の展開に目が離せませ
ん。

F-ﾖｼ おとなになるってどんなこと？ 吉本  ばなな∥著 筑摩書房

おとなになるってどんなこと？勉強や、友だ
ちとの関係、年をとること、など、様々な疑
問について、ベストセラー作家である著者が
若い人たちに向けて書いた一冊です。

F-ﾖﾈ 春期限定いちごタルト事件 米沢 穂信∥著 東京創元社

恋愛でも依存でもない、協力関係にある高校
生の小鳩君と小佐内さん。2人は慎ましい小市
民を目指しますが、なぜか周囲では謎が頻
発。ライトなミステリー小説です。

E-ｼｲ ノミのジャンプと銀河系 椎名  誠∥著 新潮社

著者一流の軽妙な語り口で繰り広げられるサ
イエンスエッセイです。生き物の速さ比べや
極地での体験談などシーナワールドにいらっ
しゃい。

E-ﾏｷ ザ・万歩計 万城目 学∥著 産業編集センター
「鴨川ホルモー」「鹿男あをによし」の作者
である万城目学によるエッセイの第一弾で
す。

E-ﾐｿﾞ
何がいいかなんて終わってみないとわ
かりません。

ミゾイ  キクコ∥
著

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

戦争世代の著者は平成に入り、ツイッターを
始めました。その名言を集めた本です。時代
は変わっても、人として大切なことは変わり
ません。



N-ｼｱ 骨董通りの幽霊省
アレックス  シア

ラー∥著
竹書房

幽霊探しのアルバイトを始めたのは小学生男
女コンビですが、読み応えはしっかり！！

N-ｽﾚ
セブン・レター・ワード
７つの文字の謎

キム  スレイター
∥作

評論社
言葉に障害を持つ少年が　行方不明の母親を
探しながら　社会の中で成長していく姿を描
くミステリー。

N-ﾊﾟﾗ ワンダー
Ｒ．Ｊ．パラシオ

∥作
ほるぷ出版

生まれつき顔に障害があるオーガストは、１
０歳で学校に通うことになりました。始め
は、彼の顔を見て避ける生徒もいましたが、
次第に彼の内面を知り、友だちが出来始めま
す。

N-ﾍﾞﾝ ファニー１３歳の指揮官
ファニー  ベン＝

アミ∥著
岩波書店

第二次世界大戦末期、フランスに住むユダヤ
人の少女ファニーは、ナチスの迫害から逃れ
るため、スイスへ向かいますが・・・。映画
化もされた実話です。

N-ﾗｲ 列車はこの闇をぬけて
ディルク  ライン

ハルト∥作
徳間書店

グァテマラの少年が母を追ってアメリカ合衆
国に向かう、列車で一緒になった４人の仲間
とともに苦難の旅を続ける。実際に不法移民
の少年たちを取材して作り上げられた物語で
す。




