
Ｎｏ 書　　　　　名 著　者　名　等 出 版 社 請求記号
（本のある場所）

1 はじめての万葉集　上・下 萩原 昌好／編 あすなろ書房 ＫＹ９１１ハ

2
ぼくがゆびをぱちんとならして、きみが
おとなになるまえの詩集

斉藤 倫／著 福音館書店 ＫＹ９１１サ

3 赤毛証明 光丘 真理／作 くもん出版 ＫＹ９１３ミ

4 アンネの日記 アンネ・フランク著 文芸春秋 ＫＹ９４９フ

5 宇宙への秘密の鍵
ルーシー・ホーキング／作
スティーヴン・ホーキング／作

岩崎書店 ＫＹ９３３ホ

6 影との戦い（ゲド戦記１） アーシュラ・K．ル＝グウィン／作 岩波書店 ＫＹ９３３ル

7 風が強く吹いている 三浦 しをん／著 新潮社 ＫＹ９１３ミ

8 機関車先生 伊集院 静／著 講談社 ＫＹ９１３イ

9 きよしこ 重松 清／著 新潮社 ＫＹ９１３シ

10 くちびるに歌を 中田 永一／著 小学館 ＫＹ９１３ナ

11 クラバート オトフリート＝プロイスラー／作 偕成社 ＫＹ９４３プ

12 ゴースト ジェイソン・レノルズ／作 小峰書店 ＫＹ９３３レ

13 朔と新 いとう みく／著 講談社 ＫＹ９１３イ

14 鹿の王　上・下 上橋 菜穂子／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ ＫＹ９１３ウ

15 島はぼくらと 辻村 深月／著 講談社 ＫＹ９１３ツ

16 １４歳の水平線 椰月 美智子／著 双葉社 ＫＹ９１３ヤ

17 空色勾玉 荻原 規子／著 徳間書店 ＫＹ９１３オ

18 第九軍団のワシ ローズマリ・サトクリフ／作 岩波書店 ＫＹ９３３サ

19 ツバメ号とアマゾン号　上・下 アーサー・ランサム／作 岩波書店 ＫＹ９３３ラ

20 夏の庭 湯本 香樹実／著 徳間書店 ＫＹ９１３ユ

21 博士の愛した数式 小川 洋子／著 新潮社 ＫＹ９１３オ

22 武士道シックスティーン 誉田 哲也／著　 文藝春秋 ＫＹ９１３ホ

23 ホビットの冒険 Ｊ.Ｒ.Ｒ.トールキン／作 岩波書店 ＫY９３３ト

24 ほんとうのリーダーのみつけかた 梨木 香歩／著 岩波書店 ＫY９１４ナ

25 幕が上がる 平田 オリザ／著 講談社 ＫＹ９１３ヒ

26 水を縫う 寺地 はるな／著 集英社 ＫＹ９１３テ

27 夜のピクニック 恩田 陸／著 新潮社 ＫＹ９１３オ

28 羅生門　杜子春 芥川 龍之介／作 岩波書店 ＫＹ９１３ア

29 レディオワン 斉藤 倫／著 光村図書出版 ＫＹ９１３サ

♪♪♪ 中学生用おすすめ本リスト ♪♪♪
越谷市立図書館　　２０２２年４月作成

〔詩・文学〕

「水を縫う」 「ゴースト」

「14歳の水平線」「クラバート」



Ｎｏ 書　　　　　名 著　者　名　等 出 版 社 請求記号
（本のある場所）

1 アラスカ光と風 星野 道夫／著 福音館書店 ＫＹ２９５ホ

2 生きものたちのつくる巣１０９ 鈴木 まもる／文・絵 エクスナレッジ ＫＹ４８１ス

3 絵で読む広島の原爆 那須 正幹／文　西村 繁男／絵 福音館書店 ＫＹ３１９ナ

4 大人になるっておもしろい？ 清水 真砂子／著 岩波書店 ＫＹ１５９シ

5 大人になる前に身につけてほしいこと 坂東 眞理子／著 ＰＨＰ研究所 ＫＹ１５９バ

6 かならずお返事書くからね
ケイトリン・アリフィレンカ／著
マーティン・ギャンダ／著　リズ・ウェルチ／編

ＰＨＰ研究所 ＫＹ２８９ア

7 古典がおいしい！平安時代のスイーツ 前川 佳代／著　宍戸 香美／著 かもがわ出版 Ｋ３８３マ

8 １４歳からの哲学 池田 晶子／著 トランスビュー ＫＹ１００イ

9 世界を動かした塩の物語 マーク・カーランスキー／文　Ｓ．Ｄ．シンドラー／絵 ＢＬ出版 ＫY６６９カ

10 世界一おもしろい国旗の本 ロバート・Ｇ.フレッソン／絵・文 河出書房新社 Ｋ２８８フ

11 世界でいちばん素敵な宇宙の教室
多摩六都科学館天文グループ／監修
日本星景写真協会／写真　ＮＡＳＡ／写真　ほか 三才ブックス ＫＹ４４０セ

12 正しいコピペのすすめ 宮武 久佳／著 岩波書店 ＫＹ０２１ミ

13 なんで洞窟に壁画を描いたの？ 五十嵐 ジャンヌ／著　中島 梨絵／画 新泉社 ＫＹ７０２イ

14 走れ！移動図書館 鎌倉 幸子／著 筑摩書房 ＫＹ０１５カ

15 仏像なんでも事典 大谷 徹奘／監修 理論社 ＫＹ７１８ブ

16
もっとある！学校図書館の司書が選ぶ小中
高生におすすめの本２２０

東京・学校図書館スタンプラリー実行委員会／編著 ぺりかん社 ＫＹ０１９モ

Ｎｏ 書　　　　　名 著　者　名　等 出 版 社 請求記号
（本のある場所）

1 彼の手は語りつぐ パトリシア・ポラッコ／文・絵　 あすなろ書房 ＫＹＥカ

2 かえるの平家ものがたり 日野 十成／文　斎藤 隆夫／絵 福音館書店 ＫＹＥカ

3 急行「北極号」 Ｃ．Ｖ．オールズバーグ／絵・文 あすなろ書房 KYＥキ

4 ギルガメシュ王ものがたり ルドミラ・ゼーマン／文・絵 岩波書店 KYＥギ

5 せいめいのれきし バージニア・リー・バートン／文・絵 岩波書店 KYＥセ

6 百年の家
ロベルト・インノチェンティ／絵
Ｊ．パトリック・ルイス／作

講談社 KYＥヒ

7 モンゴル大草原８００年
イチンノロブ・ガンバートル／文
バーサンスレン・ボロルマー／絵

福音館書店 KYＥモ

〔知識の本〕

〔絵本〕

「生きものたちのつくる巣１０９」
「正しいコピペのすすめ」

探している本が見つからないときは、
図書館の職員にどんどん聞いてくださいね！

「彼の手は語りつぐ」

「モンゴル大草原８００年」

「世界でいちばん素敵な宇宙の教室」


