
分類 書名 著者 出版社 コメント 名前

00 プログラマーの一日
ＷＩＬＬこども

知育研究所　編著
保育社

プログラマーの仕事内容や収入、どうやったらなれるのかなどがカラー写真やグラフを用いて、目
で見てわかりやすく紹介されています。

北口

007.3 エガちゃんねる革命 藤野 義明 宝島社
Youtube「エガちゃんねる」の裏側や成功秘話などを、エガちゃんと共同でチャンネルを運営して
きた著者が語ります。

森

15 しれっと逃げ出すための本。 ヨシダ ナギ ＰＨＰ研究所
「逃げること」は自分を守ること、自分の中にある幸せと向きあうこと。逃げ出したいのに逃げら
れない毎日を送っている人にぜひ読んでほしい本。

松本

159.7
泣いたあとは、

新しい靴をはこう。
日本ペンクラブ ポプラ社

10代の若者が抱える心のモヤモヤに、44人の作家が「言葉」を贈ります。まずは目次に目を通し
てみてください。一歩前へ進むヒントになる言葉と出会えるかもしれません。

山﨑

18 こども般若心経 齋藤 孝 リベラル社
般若心経は二千年以上受け継がれてきたお経のひとつですが、もともとは「呪文」や「おまじな
い」でした。なんだか難しそうですが、齋藤先生がやさしく解説してくれます。般若心経がみなさ
んの抱えているイライラ、モヤモヤを軽くしてくれる…かも？

松本

36 女の子はどう生きるか 上野 千鶴子 岩波書店
令和に生きる女の子のために、ジェンダー研究の第一人者が書いたQ＆A式の本です。鋭く楽しい
アドバイスで日頃のモヤモヤが解消されます。

橋村

ぜひ読んでみて

くださいね
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36 親の期待に応えなくていい 鴻上 尚史 小学館
受験や進学、いろいろな場面で親がうるさいと感じるときはありませんか。この本の著者は、自立
して生きていくコツや注意点を伝え、これから社会で生きていこうとする中高生の背中を押してく
れます。

36 みんなに好かれなくていい 和田 秀樹 小学館
友達関係で悩んだとき、誰かに相談したり、気分転換ができていますか。コロナ禍の中で友達関係
が変化したり、周りと自分を比べたりしてつい辛くなってしまうとき、そっと支えになってくれる
1冊です。

森川

40 科学って何のためにあるの？ DK社　編 東京書籍
天気の予測、ワクチンの開発、電気の発明。私たちの日常は科学で溢れています。歴史に名を残し
た学者の功績など学校では学ばないことを、生物学、物理学、化学、地球科学、宇宙科学の５つの
視点から学べる1冊です。

山﨑

44 宇宙に行ったらこうだった! 山崎 直子 repicbook
宇宙飛行士の山崎直子さんが、Ｑ＆Ａ方式で宇宙の魅力について語ります。やさしい文章で書かれ
ていますが、ページ上半分の写真を見るだけでも楽しめます。

松井

44
よむプラネタリウム

冬の星空案内
野崎 洋子　文

中西 昭雄　写真
アリス館

日が沈むところから次の日の朝までの空の様子を見ることができる、プラネタリウムのような本で
す。美しい天体写真とやさしい語り口調の解説で、冬の星空を楽しみましょう。

松井

45 へんてこりんな地球図鑑 岩谷 圭介 小学館
空気がなければ雨にうたれて死ぬ。ティラノサウルスの化石は３つしかない。この本に理屈や数式
などのお勉強はありません。地球の愉快な話しとカラフルなイラストがいっぱい。おもしろくて、
ためにならないけど、とても楽しい科学の本です。

安田

475 ときめくコケ図鑑 田中 美帆 山と渓谷社
おじいちゃんの趣味と思うなかれ！道端に生えているコケってよく見るととってもかわいいんです
よ。この図鑑を持ってお散歩して、コケにときめいてみませんか？

森

482 わけあって絶滅しました。 丸山 貴史 ダイヤモンド社
のろますぎて絶滅したドードー、クジラが南極に泳いできて絶滅したジャイアントペンギンなど、
絶滅した生き物がその理由を語ります。たくさんのイラストとともに基本データが載っており、ど
こから読んでも楽しい生き物図鑑です。

安田



486.1 街なか葉めくり虫さんぽ とよさき かんじ ベレ出版
散歩の途中で植物の葉をめくり、そこで発見した虫を紹介しています。カラー写真に吹き出しがつ
いていて、マンガを読むような感覚で、楽しく虫や植物について知ることができます。

北口

49 心の病気ってなんだろう？ 松本 卓也 平凡社
心の病気ってどういうもの？心の病気の人はどんな風に困っているの？心の病気でも暮らしやすい
社会って？わからないことが生み出す様々な偏見や差別が、自分の中にもあることを考えさせられ
ます。

福本

50 不便益のススメ 川上 浩司 岩波書店
「車が故障したから歩いていったら、時間がかかったけとオシャレなカフェを見つけたよ。」便利
さが求められる現代に、「不便」だからこそ良いこともあるという新たな視点に気づかされます。

藤井

59
生き抜くためのごはんの作り方

悩みに効く16人のレシピ
河出書房新社　編 河出書房新社

生きるために不可欠なご飯の作り方を、悩み別に16人の料理のプロたちが伝授します。これまで
料理なんてしたことない人も、いつも作っているよという人も、ぜひ読んでほしい1冊です。

有林

667.9 さばの缶づめ、宇宙へいく
小坂 康之
林 公代

イースト・プレス
福井県の高校生が開発したさば缶が宇宙へ行った実話です。JAXAの正式認証や学校存続の危機な
ど幾多の困難を乗り越え、いかにして宇宙食を開発することができたのか。教師と生徒の１０年以
上に及ぶ挑戦を描いた作品です。

藤井

726.5
ずっとの居場所

エポルのイラストダイアリー
エポル グラフィック社

韓国で人気のイラストレーター「エポル」が丁寧に描いた、まるでおとぎ話のような絵日記。可愛
らしい森の少女に心癒されます。

北口

772.1
台詞は喋ってみなけりゃ

分からない
石丸 健二郎 敬文舎

「世界の車窓から」のナレーションでおなじみの石丸健二郎さんが、撮影の裏話、俳優仲間のこ
と、日常の中で見つけたことや驚いたことなどを語ります。短く読みやすい文章です。

松井

783.4
Ｊリーガーが海外サッカーの

ヤバイ話を教えます
林 陵平 飛鳥新社

元Jリーガーによる欧州サッカーの解説本。スター選手の能力の高さを素人にも分かるように説明
しているほか、知られざる選手のエピソードも多数紹介されています。普段あまりサッカーを観な
い人でも気軽に楽しめる1冊です。

藤井



783.7 奇跡のバックホーム 横田 慎太郎 幻冬舎
脳腫瘍によりプロ野球を引退へ追い込まれた著者。周りの人に支えられ、厳しいリハビリに耐えな
がら迎えた引退試合に起きた奇跡。常に前を向き続けた著者に心を動かされます。

藤井

814 名前のないことば辞典 出口 かずみ 遊泳舎
物事を表現する時に使う「オノマトペ」本書では、同じ語が２つつながった言葉を「名前のないこ
とば」と呼び、動物たちのゆかいな日常にとけこませて紹介しています。「ごろごろ」ということ
ばからあなたは何を連想しますか？

山﨑

902
恋って何ですか？

27人がすすめる恋と愛の本
河出書房新社　編 河出書房新社 あなた自身の悩みは、あなたにしか解けない。でも、あなたの悩みに効く本が見つかるかも。 福本

909.3
もしも桃太郎が

少年ジャンプの連載だったら
スエヒロ 集英社

金太郎がYouTuberだったら？浦島太郎がTwitterをやっていたら？想像のファインダーを通して
みると、昔話も意外と身近に思えます。

三好

911.1ア 愛×数学×短歌 横山 明日希　編 河出書房新社
数学が得意なあなただからこそ楽しめる短歌がここにあります。Twitterで集められたちょっと数
学的でとっても甘酸っぱい、他にはない特別な短歌をぜひ味わってみてください。

森川

911.5キ 今日は誰にも愛されたかった
谷川 俊太郎
岡野 大嗣
木下 龍也

ナナロク社
詩や短歌って難しそうだと思いませんか。三人の作家が連歌を作り、後日集まってこだわりを語り
合います。その楽しそうな様子に、詩歌を見る目が変わることまちがいなしです。

森川

911.5サ 夜景座生まれ 最果 タヒ 新潮社
詩人であるながら小説家としても活躍する著者の第8詩集です。全43篇の中から、あなたのお気に
入りの詩を見つけてください。

Fアサ 六人の嘘つきな大学生 浅倉 秋成 KADOKAWA
IT企業の最終選考に残った６人の大学生は、内定者1人を自分達で決めるよう指示されます。6通
の手紙が発見され、それぞれの裏の顔が明らかになっていきます。二転三転する展開にぐいぐい引
き込まれる１冊です。

安田



Ｆアヤ 死にたがりの君に贈る物語 綾崎 隼 ポプラ社
若者に爆発的な人気がある作家が亡くなります。熱烈なファン7人は未完の物語の続きを探ろうと
共同生活を始めますが…。全員が嘘をついている状況で起きるトラブル、事件、脱落していく参加
者。物語の結末にたどり着けるのは誰か。

安田

Ｆイシ
見た目レンタルショップ

化けの皮
石川 宏千花 小学館

キツネ遣いの血を継ぐ大学生が営む「見た目レンタルショップ化けの皮」。シュッとしたキツネ達
が、あなたのオーダー通りの見た目・姿に見事に変身、あなたの悩みを解決して差し上げます！

西村

Ｆイマ 屍人荘の殺人 今村 昌弘 東京創元社
神紅大学ミステリ愛好会の葉村と会長の明智、探偵少女の剣崎比留子は、映画研究部の夏合宿に参
加するため訪れたペンションで想像を絶する事態に巻き込まれる！ミステリ初心者にもおすすめで
す。

稲田

Ｆカイ 医学のひよこ 海堂 尊 KADOKAWA
洞窟で巨大な卵を発見した中坊4人組。彼らは卵が無事に孵化するのを見守り、生まれてきた赤
ちゃん（謎の新生物）の成長を支えたいと頑張りますが、容赦ない医学研究の手が伸びてきて望ま
ぬ方向へ。前作「医学のたまご」の続編です。

嶋田

Ｆカト バニラな毎日 賀十 つばさ 幻冬舎
洋菓子店の厨房で開催されている料理教室のお話。自称：料理研究家で奇抜な容姿のオバサマが指
導するパワフルで大胆な調理法といったら…！パティシエをめざす人にオススメです。

西村

Ｆキミ
きみが、この本、読んだなら

～ざわめく教室編～
戸森 しるこ　ほか さ・え・ら書房

「ねぇ、この本、読んでみたら？」と言われ、その本を読んでみると…。そしたら、あの子の気持
ちに気づくことができました。4人の作家による短編集。次に読みたくなる素敵な本にも出会えま
す。

西村

Ｆキミ
きみが、この本、読んだなら

～とまどう放課後編～
森川 成美　ほか さ・え・ら書房

あの子の気持ちが知りたくて、その本を開いたら…。あなたも読んでみませんか。4人の作家によ
る短編集。サラサラ読めて、次に読みたくなる名作にも出会えます。

西村

Ｆクボ 小説となりのトトロ
久保 つぎこ　文

宮崎 駿　原作・絵
徳間書店

サツキとメイの生い立ちや、お父さんお母さんの馴れ初め、里山に引っ越してきた理由など、アニ
メを観て想像していたことが色々と明らかになります。ラストまで読んでスッキリしてください。

嶋田



Fゴフ 5分後に驚愕のどんでん返し エブリスタ 河出書房新社
「こんな結末、想像しなかった！」というおはなしを集めた、１作５分で読める短編集です。あな
たもきっと騙されます。

多田

Fコウ ぼくのまつり縫い 〔３〕
神戸 遥真　作
井田 千秋　絵

偕成社
中学三年生の優人は、裁縫の好きな手芸男子。被服部の部長として、文化発表会でのファッション
ショーに向け多忙な日々を送っています。勉強と部活の両立に悩み、進路に迷う優人でしたが…。
シリーズ第三弾ですが、この一冊だけでも楽しめます。

重光

Fコン
今昔百鬼夜行

９分読み切り妖怪奇談 ３
大庭／桂　作

山科 理絵　装画
教育画劇

日本各地に伝わる怖い話を、すぐに読める長さにまとめたシリーズです。この第三弾は、「雪女」
「のっぺらぼう」「ろくろっ首」など、よく知られたお話ばかりですが、改めて読むと、ぞくっと
するかも？！

重光

Ｆシオ たまごのはなし しおたに まみこ ブロンズ新社
ある日キッチンで突然目をさましたたまごが、初めて歩き、話し、マシュマロといっしょに探検に
出かけます。たまごとマシュマロの何気ない一言ややりとりに思わず考えさせられます。

松本

Ｆシン 元彼の遺言状 新川 帆立 宝島社
「僕の財産は、僕を殺した犯人に譲る」という遺言状を残して亡くなった元カレ・栄治。弁護士剣
持麗子は依頼人を犯人に仕立てようと「犯人選考会」に乗り込みます。莫大な遺産を巡るミステ
リーをお楽しみください。

安田

Ｆセオ 夜明けのすべて 瀬尾 まいこ 水鈴社
ＰＭＳ（月経前症候群）のため月に一度イライラが抑えられなくなる美紗と、パニック障害の山添
君がお互いを支え合いながら、恋でも友情でもない不思議な絆を深めていく物語。心が温かく前向
きになる一冊です。

稲田

Ｆスズ 14歳、明日の時間割 鈴木 るりか 小学館
「小説家になりたいからからじゃない、書くことが好きだから書いているんだ」中学生が書いた短
編小説集です。中学校を舞台に息苦しさ、悩み、友情、更に「死」を通して「生きる」ことを伝え
ます。

橋村

Ｆタケ 愛されなくても別に 武田 綾乃 講談社
浪費家の母に搾取されバイトに明け暮れる陽彩と殺人犯の父を持つ雅。家族に翻弄され続けるやり
きれない日常が書き綴られていきます。愛されなくても幸せに生きることを許されたい、という願
いは叶うのか。

安田



Ｆタケ 君と漕ぐ１ 武田 綾乃 新潮社
「響けユーフォニアムシリーズ」の武田綾乃による青春部活小説。両親の離婚で引っ越してきた高
校一年生の舞奈は、カヌーが趣味の恵梨香と出会い入部するが…。ながとろ高校カヌー部シリーズ
第１巻。

仁木

Ｆタビ 旅する５４字の物語 氏田 雄介 ＰＨＰ研究所
空想の物語を通して４７都道府県の魅力が５４文字で表現されています。日本全国の地理、特色、
観光名所などが楽しく学べる一冊です。

山﨑

Ｆチネ 誘拐遊戯 知念 実希人 実業之日本社
「ゲームマスター」が、元刑事の信吾に再び誘拐ゲームを挑んできた。今度こそ全てのミッション
をクリアし、犯人の正体を暴けるのか。衝撃のラストが待つ犯罪サスペンス。

北口

Ｆヌカ 風は山から吹いている 額賀 澪 二見書房
登山中の岳が受けた無言電話は高校時代のコーチからのものでした。翌日、岳はコーチが滑落死し
たことを知ります。事故なのか自殺なのか…。山登りの魅力とともに、彼の抱える闇が描かれ、
徐々に謎が解き明かされていきます。

安田

Ｆヌカ モノクロの夏に帰る 額賀 澪 中央公論新社
第二次世界大戦中のモノクロ写真をカラーにした写真集がカギになる小説です。カリスマ書店員、
保健室登校の中学生、広島出身のＴＶディレクター、それぞれの場所でそれぞれの立場で平和を願
う思いが繋がります。読みやすい短編集です。

嶋田

Ｆハマ マスクと黒板 濱野 京子 講談社
皆さんの学校もコロナでイベントが中止になっていませんか。この物語は、「コロナ禍の中学生」
にフォーカスを当てていて、主人公のコロナ禍に学校生活を送る素直な気持ちが描かれています。

山本

Ｆハヤ
探偵ＡＩの

リアル・ディープラーニング
早坂 吝 新潮社

人工知能(AI)の研究者だった父が、密室で謎の死を遂げます。事故死だと言われた高校生の息子は
納得できず、父が作ったAIと一緒に真相を解明していきます。人工知能×ミステリーの新しい推理
小説です。

山本

Ｆハラ スイート・ホーム 原田 マハ ポプラ社
寡黙なパティシエの父、明るい母、引っ込み思案な姉、華やかな妹。緑豊かな高台の町にある洋菓
子店「スイート・ホーム」で暮らす一家の物語。家族っていいなとほっこり、幸せな気持ちになり
ます。

稲田



Ｆヒガ うまたん 東川 篤哉 ＰＨＰ研究所
元競走馬のルイスと牧場の娘で女子高生のマキバ子のコンビが迷宮入りしそうな事件を解決するミ
ステリー。人の心の機微を人より理解する聡明？な老サラブレッドがコテコテの関西弁で謎を解き
明かします。面白い上、競馬の知識も得られます。

嶋田

Ｆフセ
転生したら

スライムだった件１
伏瀬

マイクロ
マガジン社

冴えないサラリーマンが通り魔に刺され、転生した先はなんと異世界。スライムとして生きていく
ことになった主人公は、仲間とともに魔物の王を目指していきます。アニメ化・児童書にもなった
人気作です。

仁木

Ｆマツ ミッキーマウスの憂鬱 松岡 圭祐 新潮社
２１歳の後藤大輔は、念願だったディズニーランドで新人バイトとして働くことになりました。し
かし、華やかなテーマパークの〈裏舞台〉に配属され…。様々な出来事を経験し、裏方の誇りに目
覚めていく成長ストーリーです。

多田

Fミツ 赤毛証明 光丘 真理 くもん出版
中学生のめぐの髪の色は、生まれながら、赤みを帯びた茶色。校則で、登校するたび、赤毛証明と
スタンプを押された手帳を見せなくてはならなくなり、普通じゃないと言われているようで落ち込
みます。でも、普通ってなに？という疑問がわいてきて。

重光

Eアサ 風と共にゆとりぬ 朝井 リョウ 文藝春秋
一癖ある眼科医との攻防、作家仲間と披露した結婚式の余興、ハワイでの珍道中…。直木賞作家の
日常を切り取ったエッセイ集。声に出して笑えるように、ぜひ自分のお部屋で読んでくださいね。

有林

916シ 少女たちの戦争 中央公論新社　編 中央公論新社
戦争当時、20歳未満だった女性たちのエッセイを、作者の生年順に収録した本です。戦後、作家
や詩人となった少女たちは、戦争中、何を考え、どんな日々を送っていたのでしょうか。

重光


