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書　　　名 著　者 出　版　社 税抜定価 　　　　　　ひ　と　こ　と

1 ハリー・ポッターと呪いの子 Ｊ．Ｋ．ローリング 静山社 ¥850 父親となったハリーが２人目の子どもをホグワーツ魔法学校へ

2 オリエント急行の殺人 アガサ・クリスティー 早川書房 ¥860 著者の代表作、名探偵ポアロが大活躍

3 線は、僕を描く 砥上裕将 講談社 ¥1,500 美しさに温かさに涙があふれる。いつまでも読み終わりたくない傑作

4 １３歳からの家事のきほん アントラム　柏木利美 海竜社 ¥1,200 子どものための本当に必要な生活の知恵

5 グレタと立ち上がろう　気候変動の世界を救うための１８章 ヴァレンティナ・ジャンネッラ 岩崎書店 ¥1,800 スウェーデンの若き活動家グレタさんの気候変動の世界を救うための提言

6 浜村渚の計算ノート 青柳碧人 講談社 ¥600 天才数学者のテロ活動に対抗するため警視庁が探したのは一人の中学生だった！

7 吹部！ 赤澤竜也 ＫＡＤＯＫＡＷＡ ¥600 まるで教師らしくない言動で部をかき回すが、なぜだか腕を上げ始める生徒たち

8 １４歳からのお金の話 池上　彰 マガジンハウス ¥1,200 世の中の不思議をお金から考える役立つ知識が満載です

9 世界がもし100人の村だったら 池田香代子 マガジンハウス ¥838 世界を100人にちぢめると全くちがうあなたがみえてくる

10 １４歳の君へ 池田晶子 毎日新聞社 ¥1,143 本当に大切なこと

11 ４ＴＥＥＮ 石田衣良 新潮文庫 ¥550 １４歳の中学生４人組が１年間に出会った８つの物語

12 ABC！曙第二中学校放送部 市川朔久子 講談社 ¥1,500 みさとが所属するのはたった２名の零細クラブ、放送部

13 倚りかからず 茨城のり子 筑摩文庫 ¥580 できあいのものにはよりかからない

14 エースの系譜 岩崎夏海 講談社 ¥1,400 敗北と再生の青春野球小説

15 十五少年漂流記 ヴェルヌ 新潮文庫 ¥400 見知らぬ岸辺に漂着した少年たちの冒険の日々

16 非・バランス 魚住直子 講談社文庫 ¥448 友だちはつくらないと決めていた中学生の私の前に一人の女性があらわれた

17 アルジャーノンに花束を ダニエル・キイス 早川書房 ¥860 人生のさまざまな問題と喜怒哀楽を繊細に描く

18 ５分後に感動のラスト エブリスタ・編 河出書房新社 ¥980 ページをめくればすぐ涙。２万作から選ばれた心ゆさぶる短編集

19 はてしない物語　（上・下） エンデ 岩波少年文庫 上\760下\840 現実と物語を行ったりきたり

20 聖の青春 大崎善生 角川文庫 ¥640 難病とたたかいながらＡ級棋士となり、29年を生きた村山聖の生涯

21 ツバキ文具店 小川糸 幻冬舎文庫 ¥600 鎌倉を舞台にしたある代筆屋の物語

22 ブレイブ・ストーリー（上・下） 宮部みゆき 角川文庫 各￥760 運命を変えるため、幻界へと旅立つ感動の長編ファンタジー

23 我が家のヒミツ 奥田英朗 集英社文庫 ¥560 笑って泣いて、読んだあとに心が晴れわたる家族小説

24 蜜蜂と遠雷（上・下） 恩田睦 幻冬舎文庫 各￥730 人間の才能と運命、そして音楽を描き切った青春群像小説

25 夜のピクニック 恩田睦 新潮文庫 ¥710 夜だからいつものみんなも違って見える

26 鴨川食堂 柏井　壽 小学館 ¥570 京都発！　思い出の味、探します

27 世界で一番たいせつなあなたへ 片柳弘史 PHP研究所 ¥1,200 マザー・テレサの死後に発見された手紙です

28 ボッコちゃん 星新一 新潮文庫 ¥630 日本のSFのパイオニア星新一のショートショート集

29 風のヒルクライム 加部鈴子 岩崎書店 ¥1,300 １３歳の誕生日にロードバイクを贈られた涼太は

30 コーヒーが冷めないうちに 川口俊和 サンマーク出版 ¥1,300 過去に戻れるといううわさの喫茶店を訪れた４人の女性の物語

31 人生を変えるアニメ 河出書房新社・編 河出書房新社 ¥1,350 監督、声優、小説家など27人が中高生に本気ですすめるアニメガイド

32 伊豆の踊子 川端康成 新潮文庫 ¥360 青春とは？　高校生と踊り子の心が通い合う…

33 願いながら、祈りながら 乾ルカ 徳間文庫 ¥650 生徒数たったの５人、北の大地の中学分校で彼らは青春のドアを開ける

34 ひとりではじめたアフリカボランティア 栗山さやか 金の星社 ¥1,300 元ギャル店員が世界を旅し、アフリカでNPO法人をたちあげた

35 脱・限界集落株式会社 黒野伸一 小学館文庫 ¥712 都市開発か現状維持か。日本が直面する問題にきりこむエンタメ小説

36 武器より１冊の本をください　少女マララ・ユスフザイの祈り ヴィヴィアナ・マッツァ 金の星社 ¥1,296 ノーベル平和賞最年少受賞マララさんの軌跡が一気に読める感動の書

37 蜘蛛の糸・杜子春 芥川龍之介 新潮社 ¥320 ＜救い＞とは何だろう？

38 女の子が生きていくときに覚えていてほしいこと 西原理恵子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ ¥1,100 きびしくもハートフルな人生指南

39 こども六法 山崎聡一郎 弘文堂 ¥1,200 法律は自分を守る武器になる

40 世界でもっとも貧しい大統領ホセ・ムヒカの言葉 佐藤美由紀 双葉社 ¥1,000 ２０１２年リオ会議での感動的なスピーチ

41 失敗図鑑　すごい人ほどダメだった! 大野正人 文饗社 ¥1,200 すごい人ほどダメだった

42 夜が明けたら、いちばんに君に会いに行く 汐見夏衛 スターツ出版 ¥1,200 高校教師が描いた青春小説

43 きみのともだち 重松清 新潮文庫 ¥670 「いちばん大切なもの」が見つかった

44 ノーベル賞受賞者が教えるノーベル賞をとる方法 バリー・マーシャル WAVE出版 ¥1,400 ズボラで片づけられなかったから、ノーベル賞!?成績悪くても、落第してもノーベル賞!?

45 一瞬の永遠を、きみと 沖田円 スターツ出版 ¥540 絶望の中、高１の夏海は、夏休みの学校の屋上でひとり命を絶とうとしていた。

46 ヒーロー！ 白岩　玄 河出文庫 ¥630 大仏マンショーでいじめをなくせ！ヒーロー好き男子とひねくれ演劇部女子が立ち上がる！

47 いつかすべてが君の力になる 梶裕貴 河出書房新社 ¥1,300 第1章 僕が14歳だった頃/第2章 夢に向かって進むという事/第3章 「声優」の仕事とは。

48 スウガクって、なんの役に立ちますか？ 杉原厚吉 誠文堂新光社 ¥1,300 へたな字も方向オンチも治る！スウガクは最強の問題解決ツール

49 答えは本の中に隠れている 岩波ジュニア新書編集部 岩波書店 ¥860 友達や恋愛、部活、進路等悩みや迷いが尽きない学生時代。「人生の回答書」授けます！

50 さよなら田中さん 鈴木るりか 小学館 ¥1,200 「１２歳の文学賞」史上初３年連続大賞受賞の中学生作家のデビュー作
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51 君の膵臓をたべたい 住野よる 双葉社 ¥667 高校生の僕は病院で一冊の文庫本を拾う。それは秘密の日記帳だった。

52 か「」く「」し「」ご「」と「 住野よる 新潮社 ¥1,400 きっと誰もが持っている、自分だけのかくしごと

53 女子中学生の小さな大発見 清　邦彦 新潮社 ¥430 正しい答えを求めるばかりが理科だろうか？

54 戸村飯店　青春１００連発 瀬尾まいこ 理論社 ¥1,500 要領も見た目もいい兄、ヘイスケと、ボケがうまく単純な性格の弟、コウスケ。

55 傑作はまだ 瀬尾まいこ エムオンエンタテイメント ¥1,400 笑って泣ける父と子の再生の物語

56 少年Ｈ（上・下） 妹尾河童 講談社文庫 上\840下\676 神戸で戦争の時代を生きた好奇心旺盛でたくましい少年Ｈの話

57 さくらいろの季節 蒼沼洋人 ポプラ社 ¥1,400 十二歳。時に教室は戦場になる。少女たちのむきだしの日々を描く

58 ねこねこ日本史 そにしけんじ 実業之日本社 ¥800 もしもあの偉人が猫だったら…？

59 メシが食える大人になる！　よのなかルールブック 高濱正伸 日本図書センター ¥1,300 人生を生きぬくための５０の言葉をユーモアあふれるイラストとともに

60 「文系？」「理系？」に迷ったら読む本　ＡＩ時代の進路の選び方 竹内　薫 ＰＨＰ研究所 ¥1,200 15年後の世界で生き残るためには？職業を考えるための学科の選び方

61 むかしむかしあるところに、死体がありました。 青柳碧人 双葉社 ¥1,300 ヤバすぎる昔ばなし×ミステリ。読めば誰かに話したくなる、驚き連続の作品集！

62 これからを生きる君へ 天野篤 毎日新聞出版 ¥1,200 医学部３浪のち天皇陛下の執刀医へ！心が折れない考え方。「ピンチをチャンスに！」

63 学年ビリのギャルが１年で偏差値を４０上げて慶応大学に現役合格した話 坪田信貴 ＫＡＤＯＫＡＷＡ ¥1,200 坪田先生とさやかちゃんの笑いと涙の実話

64 文豪ストレイドッグス　太宰治の入社試験 朝霧カフカ ＫＡＤＯＫＡＷＡ ¥560 堅物で理想主義者の国木田独歩は“武装探偵社”の一員。自殺ﾏﾆｱ太宰治とｺﾝﾋﾞで…。

65 黒板アート甲子園作品集　高校生たちの消えない想い 日学株式会社 日東書院本社 ¥3,600 全国の高校生たちの情熱の結晶を収録した作品集！応募作２５０点以上を掲載！

66 東大ナゾトレAnotherVisionからの挑戦状 東京大学謎解き制作集団 扶桑社 ¥1,000 東大サークルによるアッとおどろくひらめき問題がこの一冊に

67 小説ちはやぶる中学生編 時海結以 講談社 ¥1,100 百人一首かるたへの情熱を抱え、迷い、つまずき成長していく姿を描く

68 風味【さんじゅうまる】 まはら三桃 講談社 ¥1,400 新しいお菓子作りを手伝う事になった風味。和菓子職人修業中のチャラ男の兄と…。

69 くちびるに歌を 中田永一 小学館文庫 ¥619 長崎県五島列島のある中学合唱部が舞台の物語

70 １０代のための疲れた心がラクになる本 長沼睦雄 誠文堂新光社 ¥1,300 ＨＳＰ/ＨＳＣの臨床医が教える、今すぐためしてほしい心のセルフケア

71 瓶詰地獄 夢野久作 立東舎 ¥1,800 浜辺に流れ着いた３通の手紙。そこには、遭難した兄妹の無人島での生活が綴られ…。

72 世界一清潔な空港の清掃人 新津春子 朝日新聞出版 ¥1,000 心をこめないと本当の意味できれいにできないんです

73 雨ふる本屋とうずまき天気 日向理恵子 童心社 ¥1,400 〈雨ふる本屋〉は忘れられた物語を集めて本をつくるお店。シリーズ３作目。

74 店長がバカすぎて 早見和真 角川春樹事務所 ¥1,500 谷原京子（契約社員、時給９９８円）「マジ、辞めてやる！」。でも、でも…。

75 スガリさんの感想文はいつだって斜め上 平田　駒 河出書房新社 ¥1,200 読書感想部のスガリさんが名作文学とともに事件を解決するミステリー

76 声優語 藤津亮太・編 一迅社 ¥1,389 アニメに命を吹き込むプロフェッショナル

77 図書館のトリセツ 福本友美子・江口絵理 講談社 ¥1,200 図書館ってどんなところ？

78 ノースライト 横山秀夫 新潮社 ¥1,800 望まれて設計した新築の家Ｙ邸。そこに家族の姿はなく、「タウトの椅子」だけが。

79 medium　霊媒探偵城塚翡翠 相澤沙呼 講談社 ¥1,700 霊媒師香月は霊視と論理の力を組み合わせて、姿なき連続殺人鬼に挑む。

80 流浪の月 凪良ゆう 東京創元社 ¥1,500 再会すべきではなかった男女。運命は周囲の人間を巻き込みながら疾走を始める。

81 走れ！Ｔ校バスケット部 松崎　洋 幻冬舎文庫 ¥495 雑草集団が最強チームとなって活躍する痛快ベストセラー

82 本屋さんで待ちあわせ 三浦しをん 大和書房 ¥680 本と本を愛するすべての人にささげるエッセイ

83 クジラと海とぼく 水口博也 アリス館 ¥1,400 海とクジラを追いつづけた少年の物語

84 万引き家族 是枝裕和 宝島社 ¥650 日常的に万引きをする親子。幼い少女が家から閉め出されているのを見かね連れ帰る。

85 桐島、部活やめるってよ 朝井リョウ 集英社 ¥480 バレー部のキャプテン桐島の突然の退部が、５人の高校生達に波紋を起こして…。

86 海辺のカフカ（上・下） 村上春樹 新潮社 上￥710下￥750 15歳になった僕は二度ともどらない旅に出た

87 新・１３歳のハローワーク 村上龍・はまのゆか 幻冬舎 ¥2,600 13歳のハローワークに新しい仕事を加えた新編

88 桜風堂ものがたり（上・下） 村山早紀 ＰＨＰ文芸文庫 各￥660 田舎町の書店の心あたたまる奇跡

89 リズム 森絵都 講談社青い鳥文庫 ¥670 優しくせつなくたくましくすてきな大人に近づいてゆく女の子たちへ

90 優しいおとな 桐野夏生 中央公論社 ¥648 福祉ｼｽﾃﾑが破綻し、ｽﾗﾑ化したシブヤで生きる少年イオンは全ての大人を敵視する。

91 晴れたらいいね 藤岡陽子 光文社 ¥700 夜勤中地震に見舞われた看護師紗穂。なぜか１９４４年のマニラに別人となって…。

92 犬と猫の向こう側 山田あかね 扶桑社 ¥880 犬猫みなしご救援隊代表・中谷百里さんの活動を追う

93 ぼくは勉強ができない 山田詠美 新潮社 ¥430 17歳　サッカー少年

94 93番目のキミ 山田悠介 文芸社 ¥620 心を持つ成長型ロボットがみんなの気持ちをかえていく感動のストーリー

95 数学ガール 結城浩 ソフトバンククリエイティブ ¥1,800 僕の心をときめかす数式と二人の少女

96 バカなおとなにならない脳 養老孟司 イーストプレス ¥1,200 脳ミソの専門家・養老先生が素朴な疑問に答えます

97 「のび太」が教えてくれたこと 横山泰行 アスコム ¥1,200 のび太の言葉には、生きていくうえでのヒントがたくさんある

98 こちらあみ子 今村夏子 筑摩書房 ¥640 風変わりな少女あみ子の純粋な行動が、周囲の人々を否応なしに変えていく。

99 漫画　君たちはどう生きるか 吉野源三郎 マガジンハウス ¥1,300 人間としてあるべき姿を求め続けるコペル君とおじさんの物語

100 白の王 廣嶋玲子 東京創元社 ¥2,000 世界に一つしかない宝石を守るさすらいの青年と孤児の少女。その行く手を阻むのは…。

※価格は税抜（2020年7月現在）


