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　　　　　　　「読書案内」紹介図書一覧
◆�この資料は，令和３年度版「新しい国語」に掲載している紹介図書の一覧です。１年で，145 冊，２年で 112 冊，
３年で 105 冊，合計 362 冊の本を紹介しています。
◆�発行元，本体価格（税別）は，2020 年 10 月時点のものです。発行元の都合により，価格や在庫状況は変更され
ることもございますのでご了承ください。

書名 著者・編者・監修者 発行元（種類・シリーズ）本体価格（税別）
1　年
話し方を学ぼう（p.19)
声と話し方のトレーニング 村上由美 平凡社新書 760
詩の世界に親しもう（p.27)
詩のこころを読む 茨木のり子 岩波ジュニア新書 860
同じ作者の作品を読もう（p.39)
小さな雪の町の物語 杉みき子 童心社 1,200
同じ作者の作品を読もう（p.51)
京のかざぐるま 吉橋通夫 日本標準 1,400
人物の心情を想像して読もう（p.52)
楽隊のうさぎ 中沢けい 新潮文庫 590
山のむこうは青い海だった 今江祥智 理論社 1,500
本で世界を広げよう〈戦争・平和〉（p.92・93)
ぼくは満員電車で原爆を浴びた 米澤鐡志／由井りょう子 小学館 950
ナガサキノート 朝日新聞長崎総局・編 朝日文庫 660
新版　ガラスのうさぎ 高木敏子 金の星社　フォア文庫 600
白旗の少女 比嘉富子 講談社　青い鳥文庫 580
少年たちの戦場 那須正幹 新日本出版社 1,800
新版　流れる星は生きている 藤原てい 偕成社文庫 800
綾瀬はるか「戦争」を聞く 『ＮＥＷＳ 23』取材班・編 岩波ジュニア新書 900
綾瀬はるか「戦争」を聞くⅡ 『ＮＥＷＳ 23』取材班・編 岩波ジュニア新書 920

第八森の子どもたち エルス・ペルフロム／
野坂悦子・訳 福音館文庫 750

弟の戦争 ロバート・ウェストール／　
原田勝・訳 徳間書店 1,200

戦火の馬 マイケル・モーパーゴ／
佐藤見果夢・訳 評論社 1,300

「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 講談社文庫 550

平和をつくった世界の 20 人

ケン・ベラー／ヘザー・チェ
イス／作間和子・訳／淺川和
也・訳／岩政伸治・訳／平塚
博子・訳

岩波ジュニア新書 840

植物の謎を探ろう（p.103)
植物のひみつ 田中修 中公新書 860
詩集を読もう（p.124)
中原中也詩集 中原中也／吉田凞生・編 新潮文庫 550

立原道造詩集 立原道造 角川春樹事務所　
ハルキ文庫 680

中学生に贈りたい心の詩 40 水内喜久雄・編著 PHP研究所 1,200
古典の本に親しもう（p.129)
竹取物語 平田喜信・監修 くもん出版 951
枕草子 角川書店・編 角川ソフィア文庫 680
こころ彩る徒然草 木村耕一 １万年堂出版 1,500
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図説　平家物語
佐藤和彦／鈴木彰／樋口州男
／錦昭江／松井吉昭／
出口久徳

河出書房新社 1,800

おくのほそ道 高橋治 講談社 1,400
千年後の百人一首 清川あさみ／最果タヒ リトル・モア 1,600

絵物語　古事記 富安陽子／山村浩二・絵／
三浦佑之・監修 偕成社 1,600

気ままに漢詩キブン 足立幸代／三上英司・監修 ちくまプリマー新書 850
かわいい絵巻 上野友愛／岡本麻美 東京美術 1,800
声に出して読みたい論語 齋藤孝 草思社文庫 700
ヘッセの作品に親しもう（p.166)

車輪の下 ヘルマン・ヘッセ／
高橋健二・訳 新潮文庫 340

本で世界を広げよう〈福祉・共生〉（p.180・181)
義足のアスリート山本篤 鈴木祐子 東洋館出版社 1,500
太陽ときみの声 川端裕人 朝日学生新聞社 1,200
太陽ときみの声　明日のもっと未来へ 川端裕人 朝日学生新聞社 1,200
伴走者 浅生鴨 講談社 1,400�
知ろう・やってみよう　障がい者スポーツ 中西哲生・監修 文溪堂 2,900

テオの「ありがとう」ノート クロディーヌ・ル・グイック
＝プリエト／坂田雪子・訳 PHP研究所 1,400

音のない世界と音のある世界をつなぐ 松森果林 岩波ジュニア新書 860

ピーティ ベン・マイケルセン／
千葉茂樹・訳 鈴木出版 1,500

多様性を大切にするユニバーサルデザイン 神保哲生・監修 あかね書房 3,000

ぼくらは壁を飛びこえて シンシア・レヴィンソン／金
原瑞人・訳 文溪堂 1,600

スカートはかなきゃダメですか？ 名取寛人 理論社 1,300
リマ・トゥジュ・リマ・トゥジュ・トゥジュ こまつあやこ 講談社 1,200

おじいちゃんの口笛 ウルフ・スタルク／
菱木晃子・訳 ほるぷ出版 1,500

メディアリテラシーを育もう（p.189)
わかりやすさの罠 池上彰 集英社新書 800
作家を知る（p.219)
本をもっと楽しむ本③作家 塩谷京子・監修 学研プラス 2,800
文豪ナビ　芥川龍之介 新潮文庫・編 新潮文庫 430
恋する文豪 真山知幸・監修 東京書籍 1,200
名作を読もう（p.220・221)

一房の葡萄 有島武郎 角川春樹事務所
ハルキ文庫 267

銀河鉄道の夜 宮沢賢治 集英社文庫 390
二十四の瞳 壺井栄 ポプラポケット文庫 660

アラビアン・ナイト　上 E・ディクソン・編／
中野好夫・訳 岩波少年文庫 760

アラビアン・ナイト　下 E・ディクソン・編／
中野好夫・訳 岩波少年文庫 720

あしながおじさん Ｊ・ウェブスター／
坪井郁美・訳 福音館文庫 700

夕鶴・彦市ばなし 木下順二 偕成社文庫 700
路傍の石 山本有三 偕成社文庫 900
兎の眼 灰谷健次郎 角川つばさ文庫 780

飛ぶ教室 エーリヒ・ケストナー／
池田香代子・訳 岩波少年文庫 680
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宝島 Ｒ・Ｌ・スティーブンソン／
坂井晴彦・訳 福音館文庫 850

私のおすすめの本（p.287)

パパラギ エーリッヒ・ショイルマン／
岡崎照男・訳

SBクリエイティブ
SB文庫 600

エンダーのゲーム　上 オースン・スコット ･カード
／田中一江・訳 ハヤカワ文庫 SF 760

エンダーのゲーム　下 オースン・スコット ･カード
／田中一江・訳 ハヤカワ文庫 SF 760

ナミヤ雑貨店の奇蹟 東野圭吾 角川文庫 680
本の世界を楽しもう（p.288 ～ 291)
ふしぎなことば　ことばのふしぎ 池上嘉彦 ちくまプリマーブックス 1,200
詩の玉手箱 三木卓・編・解説 いそっぷ社 1,600
あたらしい図鑑 長薗安浩 ゴブリン書房 1,500
マザー・グース　１ 谷川俊太郎・訳 講談社文庫 500
マザー・グース　２ 谷川俊太郎・訳 講談社文庫 390
マザー・グース　３ 谷川俊太郎・訳 講談社文庫 419
マザー・グース　４ 谷川俊太郎・訳 講談社文庫 419
クラスメイツ　〈前期〉 森絵都 角川文庫 560
クラスメイツ　〈後期〉 森絵都 角川文庫 560
十一月の扉 高楼方子 講談社　青い鳥文庫 900
夏の庭 湯本香樹実 新潮文庫 460
川床にえくぼが三つ にしがきようこ 小学館 1,400
チポロ 菅野雪虫 講談社 1,400
鬼の橋 伊藤遊 福音館文庫 750

トムは真夜中の庭で フィリパ・ピアス／
高杉一郎・訳 岩波少年文庫 720

都会のトム＆ソーヤ　⑴ はやみねかおる 講談社　YA!
ENTERTAINMENT 950

都会のトム＆ソーヤ　⑵
乱！RUN！ラン！ はやみねかおる 講談社　YA!

ENTERTAINMENT 950

都会のトム＆ソーヤ　⑶
いつになったら作戦終了？ はやみねかおる 講談社　YA!

ENTERTAINMENT 950

都会のトム＆ソーヤ　⑷
四重奏 はやみねかおる 講談社　YA!

ENTERTAINMENT 950

都会のトム＆ソーヤ　⑸
IN�塀戸（上） はやみねかおる 講談社　YA!

ENTERTAINMENT 950

都会のトム＆ソーヤ　⑸
IN�塀戸（下） はやみねかおる 講談社　YA!

ENTERTAINMENT 950

都会のトム＆ソーヤ　⑹
ぼくの家へおいで はやみねかおる 講談社　YA!

ENTERTAINMENT 950

都会のトム＆ソーヤ　⑺
怪人は夢に舞う〈理論編〉 はやみねかおる 講談社　YA!

ENTERTAINMENT 980

都会のトム＆ソーヤ　⑻
怪人は夢に舞う〈実践編〉 はやみねかおる 講談社　YA!

ENTERTAINMENT 980

都会のトム＆ソーヤ　⑼
前夜祭 (EVE)〈内人 side〉 はやみねかおる 講談社　YA!

ENTERTAINMENT 950

都会のトム＆ソーヤ　⑽
前夜祭 (EVE)〈創也 side〉 はやみねかおる 講談社　YA!

ENTERTAINMENT 980

都会のトム＆ソーヤ　⑾
DOUBLE（上） はやみねかおる 講談社　YA!

ENTERTAINMENT 950

都会のトム＆ソーヤ　⑾
DOUBLE（下） はやみねかおる 講談社　YA!

ENTERTAINMENT 950
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都会のトム＆ソーヤ　⑿
IN　THE　ナイト はやみねかおる 講談社　YA!

ENTERTAINMENT 950

都会のトム＆ソーヤ　⒀
黒須島クローズド はやみねかおる 講談社　YA!

ENTERTAINMENT 1,100

都会のトム＆ソーヤ　⒁
夢幻（上） はやみねかおる 講談社　YA!

ENTERTAINMENT 950

都会のトム＆ソーヤ　⒁
夢幻（下） はやみねかおる 講談社　YA!

ENTERTAINMENT 950

都会のトム＆ソーヤ　⒂
エアポケット はやみねかおる 講談社　YA!

ENTERTAINMENT 1,000

都会のトム＆ソーヤ　⒃
スパイシティ はやみねかおる 講談社　YA!

ENTERTAINMENT 1,200

ホビットの冒険　上 Ｊ・Ｒ・Ｒ・トールキン／
瀬田貞二・訳 岩波少年文庫 760

ホビットの冒険　下 Ｊ・Ｒ・Ｒ・トールキン／
瀬田貞二・訳 岩波少年文庫 680

王への手紙　上 トンケ・ドラフト／
西村由美・訳 岩波少年文庫 840

王への手紙　下 トンケ・ドラフト／
西村由美・訳 岩波少年文庫 760

コンチキ号漂流記 トール・ハイエルダール／
神宮輝夫・訳 偕成社文庫 800

だいじな本のみつけ方 大崎梢 光文社文庫 480
シャーロック・ホウムズ
まだらのひも

アーサー・コナン・ドイル／
林克己・訳 岩波少年文庫 720

海の島 アニカ・トール／
菱木晃子・訳 新宿書房 2,000

モギ　ちいさな焼きもの師 リンダ・スー・パーク／
片岡しのぶ・訳 あすなろ書房 1,300

シャイローがきた夏 フィリス・レイノルズ・ネイ
ラー／さくまゆみこ・訳 あすなろ書房 1,300

Wonder�ワンダー R・J・パラシオ／
中井はるの・訳 ほるぷ出版 1,500

さよなら、スパイダーマン アナベル・ピッチャー／
中野怜奈・訳 偕成社 1,700

わたしは目で話します たかおまゆみ 偕成社 1,200
面白くて眠れなくなる植物学 稲垣栄洋 PHP研究所 1,300
アラスカ　永遠なる生命 星野道夫 小学館文庫 800
素数ゼミの謎 吉村仁 文藝春秋 1,500

ファーブルの昆虫記　上 ジャン・アンリ・ファーブル
／大岡信・編訳 岩波少年文庫 760

ファーブルの昆虫記　下 ジャン・アンリ・ファーブル
／大岡信・編訳 岩波少年文庫 760

14 番目の金魚 ジェニファー・Ｌ・ホルム／
横山和江・訳 講談社 1,600

ガリレオと新しい学問 マーチン・サジェット／
おおつかのりこ・訳 玉川大学出版部 1,900

ロボットが家にやってきたら… 遠藤薫 岩波ジュニア新書 800
地球の声に耳をすませて 大木聖子 くもん出版 1,400

図解　日本列島 100 万年史　１　誕生のふしぎ 山崎晴雄・監修／
久保純子・監修 講談社 3,200

図解　日本列島 100 万年史　２　大地のひみつ 山崎晴雄・監修／
久保純子・監修 講談社 3,200
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絵で見る　ある町の歴史
スティーブ・ヌーン／アン・
ミラード／松沢あさか・訳／
高岡メルヘンの会・訳

さ・え・ら書房 2,200

天と地を測った男　伊能忠敬 岡崎ひでたか くもん出版 1,500
地球人記 小松義夫 福音館書店 5,000
マイナス 50℃の世界 米原万里 角川ソフィア文庫 476
ナビラとマララ 宮田律 講談社 1,200
僕らがサッカーボーイズだった頃　1 元川悦子 カンゼン 1,600
僕らがサッカーボーイズだった頃　2 元川悦子 カンゼン 1,600
僕らがサッカーボーイズだった頃　3 元川悦子 カンゼン 1,600
僕らがサッカーボーイズだった頃　4 元川悦子 カンゼン 1,600
もっともっと、速くなれる　パラ水泳　山田拓朗 沢田俊子 新日本出版社 1,600
向かい風で飛べ！ 乾ルカ 中公文庫 680
バッテリー あさのあつこ 角川文庫 520
バッテリー　Ⅱ あさのあつこ 角川文庫 600
バッテリー　Ⅲ あさのあつこ 角川文庫 520
バッテリー　Ⅳ あさのあつこ 角川文庫 480
バッテリー　Ⅴ あさのあつこ 角川文庫 520
バッテリー　Ⅵ あさのあつこ 角川文庫 560
？が！に変わるとき 小国綾子 汐文社 1,400
自分のことがわかる本 安部博枝 岩波ジュニア新書 800
調べてみよう、書いてみよう 最相葉月 講談社 1,200
大人を黙らせるインターネットの歩き方 小木曽健 ちくまプリマー新書 820
2　年
言葉に関する随筆を読もう（p.16)
言葉の贈り物 若松英輔 亜紀書房 1,500
短歌の世界に親しもう（p.20)
短歌をよむ 俵万智 岩波新書 840
同じ筆者の作品を読もう（p.33)
父の詫び状 向田邦子 文春文庫 630
辞書をめぐる小説を読もう（p.43)

小辞譚

澤西祐典／加藤ジャンプ／木
村衣有子／小林紀晴／小林恭
二／三遊亭白鳥／中川大地／
藤谷文子／藤谷治／文月悠光

猿江商會 1,600

人物の言動の意味や人物像を考えて読もう（p.44)
岳物語 椎名誠 集英社文庫 430
泣けない魚たち 阿部夏丸 講談社文庫 640
本で世界を広げよう〈考え方・生き方〉（p.86・87)
たまごを持つように まはら三桃 講談社 1,400
サッカーボーイズ 14 歳 はらだみずき 角川文庫 600
武士道シックスティーン 誉田哲也 文春文庫 740

闘牛の影 マヤ・ヴォイチェホフスカ／
渡辺茂男・訳 岩波少年文庫 700

おれのおばさん 佐川光晴 集英社文庫 450
西の魔女が死んだ 梨木香歩 新潮文庫 490

太陽の戦士 ローズマリ・サトクリフ／
猪熊葉子・訳 岩波少年文庫 800

豚の死なない日 ロバート・ニュートン・ペッ
ク／金原瑞人・訳 白水Uブックス 900

ぼくを探しに シェル・シルヴァスタイン／
倉橋由美子・訳 講談社 1,500
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敗北を力に！ 元永知宏 岩波ジュニア新書 880
ミライの授業 瀧本哲史 講談社 1,500
大人になるっておもしろい？ 清水真砂子 岩波ジュニア新書 880
美について考えてみよう（p.93)
美しいをさがす旅にでよう 田中真知 白水社 1,800
芸術論を読んでみよう（p.97)
芸術とは何か 千住博 祥伝社新書 820
詩集を読もう（p.118)
北原白秋詩集 北原白秋／神西清・編 新潮文庫 400
萩原朔太郎詩集 萩原朔太郎／河上徹太郎・編 新潮文庫 490
草にすわる 市河紀子・選詩 理論社 1,400
太宰治の作品に親しもう（p.168)
お伽草紙 太宰治 新潮文庫 630
本で世界を広げよう〈日本文化〉（p.180・181)
未来へ伝えたい日本の伝統料理
日本の食を考える 小泉武夫・監修／後藤真樹 小峰書店 3,800

絵本ごよみ　二十四節気と七十二候　春 坂東眞理子・監修 教育画劇 3,200
絵本ごよみ　二十四節気と七十二候　夏 坂東眞理子・監修 教育画劇 3,200
絵本ごよみ　二十四節気と七十二候　秋 坂東眞理子・監修 教育画劇 3,200
絵本ごよみ　二十四節気と七十二候　冬 坂東眞理子・監修 教育画劇 3,200
再発見！　くらしの中の伝統文化
衣服と日本人 市川寛明・監修 ポプラ社 3,100

伝統工芸ってなに？ 日本工芸会東日本支部・編 芸艸堂 1,600
はじめての和楽器 石川憲弘 岩波ジュニア新書 940
木に学べ 西岡常一 小学館文庫 552
歌舞伎の解剖図鑑 辻和子 エクスナレッジ 1,600
はじめての浮世絵　１ 深光富士男 河出書房新社 2,800
はじめての浮世絵　２ 深光富士男 河出書房新社 2,800
はじめての浮世絵　３ 深光富士男 河出書房新社 2,800
カムイ・ユーカラ 山本多助 平凡社ライブラリー 854
色を奏でる 志村ふくみ／井上隆雄・写真 ちくま文庫 1,000
世界に誇る！　日本のものづくり図鑑 ワン・ステップ・編 金の星社 5,000
人生を変えるアニメ 河出書房新社・編 河出書房新社 1,350�
日本語の表現技法を学ぼう（p.189)
日本語のレトリック 瀬戸賢一 岩波ジュニア新書 840
さまざまなメディアへ　（p.223)

夢十夜 近藤ようこ・漫画／
夏目漱石・原作 岩波書店 1,300

名作を読もう（p.224・225)

母六夜・おじさんの話 佐多稲子／大岡昇平／
梅崎春生／伊藤整／中野重治

講談社　21 世紀版・少年
少女日本文学館 1,400

山椒魚 井伏鱒二 新潮文庫 490
伊豆の踊子 川端康成 金の星社　フォア文庫 660
西遊記　上 呉承恩／君島久子・訳 福音館文庫 800
西遊記　中 呉承恩／君島久子・訳 福音館文庫 800
西遊記　下 呉承恩／君島久子・訳 福音館文庫 800

最後のひと葉 オー・ヘンリー／
金原瑞人・訳 岩波少年文庫 640

檸檬 梶井基次郎／げみ・絵 立東舎 1,800

サアカスの馬・童謡
安岡章太郎／吉行淳之介／
遠藤周作／阿川弘之／
小川国夫／北杜夫

講談社　21 世紀版・少年
少女日本文学館 1,400
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潮騒 三島由紀夫 新潮文庫 460

人は何で生きるか レフ・トルストイ／
北御門二郎・訳 あすなろ書房 900

レ・ミゼラブル　上 ヴィクトル・ユゴー／
清水正和・編・訳 福音館書店 2,500

レ・ミゼラブル　下 ヴィクトル・ユゴー／
清水正和・編・訳 福音館書店 2,500

私のおすすめの本（p.285)
ダーウィンの「種の起源」
はじめての進化論

サビーナ・ラデヴァ／
福岡伸一・訳 岩波書店 2,300

おそろし　三島屋変調百物語事始 宮部みゆき 角川文庫 720
人間失格 太宰治 新潮文庫 280
本の世界を楽しもう　（p.286 ～ 289)
人はかつて樹だった 長田弘 みすず書房 1,800
ときめき百人一首 小池昌代 河出文庫 880
日本語えとせとら 阿刀田高 角川文庫 514
うたうとは小さないのちひろいあげ 村上しいこ 講談社 1,500
時速 47 メートルの疾走 吉野万理子 講談社 1,400

リバウンド Ｅ・ウォルターズ／
小梨直・訳 福音館書店 1,600

14 歳の水平線 椰月美智子 双葉文庫 667

ナゲキバト ラリー・バークダル／
片岡しのぶ・訳 あすなろ書房 1,300

穴　HOLES ルイス・サッカー／
幸田敦子・訳 講談社文庫 680

ペーパーボーイ ヴィンス・ヴォーター／
原田勝・訳 岩波書店 1,700

マッチ箱日記
ポール・フライシュマン／
バグラム・イバトゥーリン／
島式子・訳／島玲子・訳

BL出版 1,600

怪物はささやく
パトリック・ネス／
シヴォーン・ダウド・原案／
池田真紀子・訳

創元推理文庫 800

時の旅人 アリソン・アトリー／
松野正子・訳 岩波少年文庫 840

クラバート オトフリート・プロイスラー
／中村浩三・訳 偕成社 1,600

RDG　レッドデータガール 荻原規子 角川文庫 560
RDG　レッドデータガール　２ 荻原規子 角川文庫 552
RDG　レッドデータガール　３ 荻原規子 角川文庫 552
RDG　レッドデータガール　４ 荻原規子 角川文庫 552
RDG　レッドデータガール　５ 荻原規子 角川文庫 552
RDG　レッドデータガール　６ 荻原規子 角川文庫 680
時をかける少女 筒井康隆 角川文庫 440
光のうつしえ 朽木祥 講談社 1,300
わたしが子どものころ戦争があった 野上暁・編 理論社 1,400�

あのころはフリードリヒがいた ハンス・ペーター・リヒター
／上田真而子・訳 岩波少年文庫 700

アンネの日記 アンネ・フランク／
深町眞理子・訳 文春文庫 960

Masato 岩城けい 集英社文庫 500

モンスーンの贈りもの ミタリ・パーキンス／
永瀬比奈・訳 鈴木出版 1,600
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センス・オブ・ワンダー レイチェル・カーソン／
上遠恵子・訳 新潮社 1,400

春の数えかた 日高敏隆 新潮文庫 490

ホワット・イフ？ ランドール・マンロー／
吉田三知世・訳 早川書房 1,500

せいめいのれきし
バージニア・リー・バートン
／いしいももこ・訳／
まなべまこと・監修

岩波書店 1,700

命の意味　命のしるし 上橋菜穂子／齊藤慶輔 講談社 1,200
僕がロボットをつくる理由 石黒浩 世界思想社 1,300
自分の顔が好きですか？ 山口真美 岩波ジュニア新書 860

ロボットの歴史を作ったロボット 100 アナ・マトロニック／
片山美佳子・訳

日経ナショナルジオグラ
フィック社 2,800

和の色のものがたり　歴史を彩る 390 色 早坂優子 視覚デザイン研究所 1,500
江戸の町　上 内藤昌／穂積和夫 草思社 1,600
江戸の町　下 内藤昌／穂積和夫 草思社 1,600
円周率の謎を追う 鳴海風 くもん出版 1,500
くらべる東西 おかべたかし／山出高士 東京書籍 1,300
世界のお弁当 服部直美 河出書房新社 1,500
女も男も生きやすい国、スウェーデン 三瓶恵子 岩波ジュニア新書 880
夢を跳ぶ 佐藤真海 岩波ジュニア新書 800
あと少し、もう少し 瀬尾まいこ 新潮文庫 590

レガッタ！ 濱野京子 講談社　YA!
ENTERTAINMENT 950

レガッタ！　２ 濱野京子 講談社　YA!
ENTERTAINMENT 950

レガッタ！　３ 濱野京子 講談社　YA!
ENTERTAINMENT 950

安藤百福 筑摩書房編集部 筑摩書房 1,200
林業少年 堀米薫 新日本出版社 1,500
一〇五度 佐藤まどか あすなろ書房 1,400
正しいコピペのすすめ 宮武久佳 岩波ジュニア新書 860
型で習得！　中高生からの文章術 樋口裕一 ちくまプリマー新書 780
図鑑大好き！ 千葉県立中央博物館・監修 彩流社 2,000
3　年
小説の言葉を味わおう（p.16)
雪沼とその周辺 堀江敏幸 新潮文庫 430
俳句の世界に親しもう（p.20)
こども歳時記 長谷川櫂・監修 小学館 1,600
同じ作者の作品を読もう（p.33)
恩讐の彼方に・忠直卿行状記　他八篇 菊池寛 岩波文庫 600
同じ作者の作品を読もう（p.49)
ミーナの行進 小川洋子 中公文庫 686
人物どうしの関係に着目して読もう（p.50)
いちご同盟 三田誠広 集英社文庫 540
カラフル 森絵都 文春文庫 620
本で世界を広げよう〈国際理解・人権〉（p.92・93)
医者のたまご、世界を転がる。 中島侑子 ポプラ社 1,300
旅に出よう 近藤雄生 岩波ジュニア新書 820
子どもたちにしあわせを運ぶチョコレート。 白木朋子 合同出版 1,400
平和をつくるを仕事にする 鬼丸昌也 ちくまプリマー新書 780
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娘と話す　文化ってなに？ ジェローム・クレマン／
佐藤康・訳 現代企画室 1,200

翻訳できない世界のことば エラ・フランシス・サンダー
ス／前田まゆみ・訳 創元社 1,600

手話の世界を訪ねよう 亀井伸孝 岩波ジュニア新書 820
未来を変える目標
SDGs アイデアブック

一般社団法人
Think�the�Earth・編著

一般社団法人
Think�the�Earth 1,800

ようこそ、難民！ 今泉みね子 合同出版 1,500
となりのイスラム 内藤正典 ミシマ社 1,600
性の多様性ってなんだろう？ 渡辺大輔 平凡社 1,400
あん ドリアン助川 ポプラ文庫 600
哲学の本に挑戦しよう（p.103)
はじめて考えるときのように 野矢茂樹 PHP文庫 619
詩歌に親しもう（p.126)
藤村詩集 島崎藤村 新潮文庫 430
みだれ髪 与謝野晶子 新潮文庫 430
大人になるまでに読みたい 15 歳の詩　①愛する 青木健・編 ゆまに書房 1,500
魯迅の作品に親しもう（p.168)
阿Q正伝・藤野先生 魯迅／駒田信二・訳 講談社文芸文庫 1,300
本で世界を広げよう〈現代社会〉（p.178・179)

働くってどんなこと？　人はなぜ仕事をするの？ ギヨーム・ル・ブラン／
伏見操・訳 岩崎書店 1,300

14 歳からの仕事道 玄田有史 イースト・プレス 1,200
大人になったらしたい仕事 朝日中高生新聞編集部・編著 朝日学生新聞社 1,500
よのなかを変える技術 今一生 河出書房新社 1,300
幸せを届けるボランティア　不幸を招くボラン
ティア 田中優 河出文庫 640

あなたのまわりのデータの不思議 景山三平 実教出版 1,200
友だち幻想 菅野仁 ちくまプリマー新書 740
10 代からの情報キャッチボール入門 下村健一 岩波書店 1,600
14 歳からのマーケティング 中野明 総合法令出版 1,200
エコノミストの父が、子どもたちにこれだけは
教えておきたい大切なお金の話 永濱利廣 ワニ・プラス 1,300

昔話法廷 NHK　Eテレ「昔話法廷」
制作班・編 金の星社 1,300

昔話法廷　season2 NHK　Eテレ「昔話法廷」
制作班・編 金の星社 1,300

昔話法廷　season3 NHK　Eテレ「昔話法廷」
制作班・編 金の星社 1,300

正しいパンツのたたみ方 南野忠晴 岩波ジュニア新書 840
名作を読もう（p.231・232)
山月記・名人伝ほか 中島敦 ちくま文庫 680
友情 武者小路実篤 新潮文庫 370
第七官界彷徨 尾崎翠 河出文庫 670

三国志　上 羅貫中／小川環樹・訳／
武部利男・訳 岩波少年文庫 760

三国志　中 羅貫中／小川環樹・訳／
武部利男・訳 岩波少年文庫 800

三国志　下 羅貫中／小川環樹・訳／
武部利男・訳 岩波少年文庫 760

老人と海 アーネスト・ヘミングウェイ
／福田恆存・訳 新潮文庫 430

壁 安部公房 新潮文庫 550
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たけくらべ 樋口一葉 集英社文庫 360
野菊の墓 伊藤左千夫 新潮文庫 340

変身／掟の前で　他２編 フランツ・カフカ／
丘沢静也・訳 光文社　古典新訳文庫 480

ロミオとジュリエット ウィリアム・シェイクスピア
／小田島雄志・文 汐文社 1,600

私のおすすめの本　（p.287)

新訳　マクベス ウィリアム・シェイクスピア
／河合祥一郎・訳 角川文庫 400

ジヴェルニーの食卓 原田マハ 集英社文庫 560
宇宙からの帰還 立花隆 中公文庫 800
本の世界を楽しもう（p.288 ～ 291)
大人になるまでに読みたい
15 歳の短歌・俳句・川柳　①愛と恋 黒瀬珂瀾・編 ゆまに書房 1,500

すてきなひとりぼっち 谷川俊太郎 童話屋 1,500
落語と私 桂米朝 文春文庫 550
舟を編む 三浦しをん 光文社文庫 620
獣の奏者　Ⅰ闘蛇編 上橋菜穂子 講談社文庫 680
獣の奏者　Ⅱ王獣編 上橋菜穂子 講談社文庫 840
獣の奏者　Ⅲ探求編 上橋菜穂子 講談社文庫 820
獣の奏者　Ⅳ完結編 上橋菜穂子 講談社文庫 790

影との戦い アーシュラ・Ｋ・ル＝グウィ
ン／清水真砂子・訳 岩波少年文庫 720

はてしない物語　上 ミヒャエル・エンデ／上田真
而子・訳／佐藤真理子・訳 岩波少年文庫 760

はてしない物語　下 ミヒャエル・エンデ／上田真
而子・訳／佐藤真理子・訳 岩波少年文庫 840

ギヴァー　記憶を注ぐ者 ロイス・ローリー／
島津やよい・訳 新評論 1,500

春や春 森谷明子 光文社文庫 740
幕が上がる 平田オリザ 講談社文庫 690
一瞬の風になれ　第一部　―イチニツイテ― 佐藤多佳子 講談社文庫 600
一瞬の風になれ　第二部　―ヨウイ― 佐藤多佳子 講談社文庫 640
一瞬の風になれ　第三部　―ドン― 佐藤多佳子 講談社文庫 820
木を植えた男 ジャン・ジオノ／寺岡襄・訳 あすなろ書房 1,000
おしょりん 藤岡陽子 ポプラ社 1,600
「どうせ無理」と思っている君へ 植松努 PHP研究所 1,200
聊斎志異 蒲松齢／立間祥介・編訳 岩波少年文庫 680
のぼうの城　上 和田竜 小学館文庫 457
のぼうの城　下 和田竜 小学館文庫 457
燃えよ剣　上 司馬遼太郎 新潮文庫 790
燃えよ剣　下 司馬遼太郎 新潮文庫 790
戦後日本史の考え方・学び方 成田龍一 河出書房新社 1,200
ある晴れた夏の朝 小手鞠るい 偕成社 1,400

アウシュヴィッツの図書係 アントニオ・G・イトゥルベ
／小原京子・訳 集英社 2,200

わたしたちの「無言館」 窪島誠一郎 アリス館 1,000
30 代記者たちが出会った戦争 共同通信社会部・編 岩波ジュニア新書 900

スピニー通りの秘密の絵 L・M・フィッツジェラルド
／千葉茂樹・訳 あすなろ書房 1,500

14 歳からの天文学 福江純 日本評論社 1,500
この空のかなた 須藤靖 亜紀書房 1,700
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宇宙を仕事にしよう！ 村沢譲 河出書房新社 1,300
マンボウのひみつ 澤井悦郎 岩波ジュニア新書 1,100

自分の体で実験したい レスリー・デンディ／メル・
ボーリング／梶山あゆみ・訳 紀伊國屋書店 1,900

ちいさい言語学者の冒険 広瀬友紀 岩波科学ライブラリー 1,200
そして、ぼくは旅に出た。 大竹英洋 あすなろ書房 1,900
冬のデナリ 西前四郎 福音館文庫 900
窓から見える世界の風 福島あずさ／ nakaban・絵 創元社 1,600
素晴らしき洞窟探検の世界 吉田勝次 ちくま新書 920
カレーライスを一から作る 前田亜紀 ポプラ社 1,200

16 歳の語り部
雁部那由多・語り部／津田穂
乃果・語り部／相澤朱音・語
り部／佐藤敏郎・案内役

ポプラ社 1,300

気象災害から身を守る大切なことわざ 弓木春奈 河出書房新社 1,400
フラダン 古内一絵 小峰書店 1,500
働きたくないイタチと言葉がわかるロボット 川添愛 朝日出版社 1,700
人間はだまされる 三浦準司 理論社 1,300

夢へ翔けて
ミケーラ・デプリンス／エ
レーン・デプリンス／田中奈
津子・訳

ポプラ社 1,600

泣き虫しょったんの奇跡 瀬川晶司 講談社文庫 640

希望のいる町 ジョーン・バウアー／
中田香・訳 作品社 1,800

勉強するのは何のため？ 苫野一徳 日本評論社 1,400
中学生からの哲学「超」入門 竹田青嗣 ちくまプリマー新書 820
社会の今を見つめて 大脇三千代 岩波ジュニア新書 840


