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テーマ：冒険のカタチ１

　物語の舞台はイギリス。主人公のハリー・ポッターは
父母を失い、親戚のダーズリー家に預けられています。
しかし、11歳になろうとするとき、ホグワーツ魔法学
校から入学許可証が届きます。そしてハリーは魔法学校
で仲間とさまざまな魔法を身につけていきます。次々に
ハリーにふりかかる多くの試練。ハラハラドキドキの魔
法バトル。今、開幕です。　　倉敷市立新田中学校３年

　ハリー、ロン、ハーマイオニーがそれぞれの特技（魔法！）を生かして、悪者に立ち
向かっていくとてもすてきな物語です。３人はぎくしゃくしても必ず仲直りをします。
また、映画にもなっているので、本を読み終わった後に見るのもとてもいいです。この
本は仲間の大切さを教えてくれるのでぜひ読んでみてください。倉敷市立庄中学校１年

　ハリー・ポッターのように魔法が使えたらなんて楽しいかって考えたことはありませんか？私はあり
ます！『吟遊詩人ビードルの物語』は『ハリー・ポッター』シリーズの中に出てきた魔法界のおとぎ話
集。短編集で読みやすいよ。作者はもちろんＪ．Ｋ．ローリング氏。『指輪物語』は大長編ファンタジ
ーで、映画化もされました。人間、魔法使いだけでなくホビット、ゴブリンなど様々な種族が登場し、
剣と魔法で「中つ国」をめぐって戦います。『大魔法師マーリンと王の誕生』は古代イギリスの伝説の
アーサー王と彼に仕えたマーリンの物語。作者はヤングアダルト作品の多い斉藤洋さん。翻訳物は苦手
という人も大丈夫です。

ハリー・ポッターと賢者の石
作　J.K.ローリング 
訳　松岡佑子　画　ダン・シュレンジャー
静山社

～剣と魔法の世界～

紹介文

吟遊詩人ビードルの物語
新装版
作　Ｊ.Ｋ.ローリング
訳　松岡佑子
静山社

指輪物語（1）
旅の仲間　上１

著　J.R.R. トールキン
絵　手島龍一
訳　瀬田貞二，田中明子
評論社

アーサー王の世界（1）
大魔法師マーリンと王の誕生
著　斉藤洋
静山社

あなたもハリポタの世界へ
倉敷市立西中学校１年
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テーマ：冒険のカタチ２

　19世紀後半に活躍したイギリスの作家アーサー・コ
ナン・ドイルが生み出した架空の名探偵「シャーロッ
ク・ホームズ」。彼がいろいろな難事件を解決していく
作品です。

矢掛町立矢掛中学校３年

　世界中の推理小説やドラマでは、名探偵と呼ばれるキャラクターが星の数ほど生み出
されています。みんながよく知っている明智小五郎、金田一耕助、江戸川コナン……。
それらすべての名探偵は『シャーロック・ホームズ』シリーズの影響を受けて作られた
と言ってもいいでしょう。あなたは中学生向け、それとも大人向け、どっちを読んでみ
る？「さて、みなさん……」魅力的な謎を解いて名探偵の決めぜりふを言ってみたいで
すね。

作成委員

　ミステリーの本場とも言われる英国。名探偵はシャーロック・ホームズだけではありません。大雪の
ため立ち往生した豪華な列車の中での密室殺人を描いた『オリエント急行殺人事件』では、名探偵エル
キュール・ポワロが見事な推理を披露します。『英国幻視の少年たち』は、現代イギリスの学園を舞台
にしたファンタジー。その主人公にはなんと妖精や幽霊が見えるのです。そう言えば、ハリー・ポッタ
ーの舞台もイギリスでしたね。『憂国のモリアーティ』は漫画から始まって、小説化、アニメ化されて
いる人気作品です。「モリアーティ」はホームズの最大のライバルの名前ですね。

シャーロック・ホームズの冒険
著　コナン・ドイル 
訳　延原謙
新潮文庫

～謎に満ちた英国～

紹介文

オリエント急行殺人事件
著　アガサ・クリスティ
訳　田内志文
ＫＡＤＯＫＡＷＡ／角川文庫

英国幻視の少年たち
ファンタズニック

著　深沢仁
ポプラ社

憂国のモリアーティ
“緋色” の研究

著　竹内良輔，三好輝（原作）
　　埼田要介（小説）
集英社JUMP j BOOKS

ようこそ探偵の世界へ
矢掛町立矢掛中学校３年
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テーマ：冒険のカタチ3

　この物語の舞台は、蝦夷地（「えぞち」、今の北海
道・ロシア領カラフト）です。登場人物が未知の土地を
歩いて、地図を作るために奮闘する姿が描かれていて、
いろいろと学べる本です。

倉敷市立南中学校２年

　行方知れずの父を探すため、主人公の平次は、蝦夷地の測量をしている伊能忠敬隊と
共に旅をします。悪天候のため、なかなか船が出せなかったり、測量ができなかったり
苦労の連続でした。しかし、忠敬は平次にはげましの言葉を贈り続けます。自分らしく
生きるとはどういうことなのか、社会に貢献するということはどういうことなのか、考
えながら読む本です。

倉敷市立南中学校２年

　動物が大好きな人たちへの３冊。『ドエクル探検隊』は、第二次世界大戦前の南米ペルーが舞台。小
学校を卒業したばかりの竜二、さゆり、博士とコトバを話す動物たちが大冒険するファンタジーで
す。大昔に絶滅したはずの大型ほ乳類も登場。有名な霊長学者である作者が生きることを問いかけます。
『オオカミの旅』は実在した１匹のオオカミの行動記録から着想を得て生まれた物語で、写実的な挿し
絵が豊富に使われており、北米の厳しくも美しい大自然の様子がよく分かります。何よりも釣りが大好
きな人には、『怪魚ハンター、世界をゆく』。この本は実話です。表紙の写真を見るだけで、巨大な怪
魚と釣り上げた作者のすごさがわかります。

星の旅人
伊能忠敬と伝説の怪魚
作　小前亮
小峰書店

～謎めいた土地で～

紹介文

ドエクル探検隊
作　草山万兎
画　松本大洋
福音館書店

オオカミの旅
作　ロザンヌ・パリー
絵　モニカ・アルミーニョ
訳　伊達淳
あかね書房

怪魚ハンター、世界をゆく
巨大魚に魅せられた冒険家・小塚拓矢

文　こうやまのりお
佼成出版社

地図を作る物語
倉敷市立南中学校２年
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テーマ：冒険のカタチ４

　中学二年生になる田代有礼は猿が「くるすの丘に、来
い」と言う夢を見ました。その直後に引っ越すことにな
って「栗栖（くるす）の丘学園」に通うことになりまし
た。同学年はたったの三人で、一人はおそろしく数学が
できて、もう一人はとてつもなく馬鹿とうわさのＱでし

た。関わりあいになりたくないと思った矢先にＱとともに異空間に閉じこめられてしま
います。それぞれの力を使って異空間から脱出しようと考えるところに、自分も本の中
に入りこんだかのような感じになってしまいます。とてもおもしろい本になっているの
でぜひ読んでみてください。

倉敷市立南中学校２年

　現在の世界の中で最も栄え、科学の進んだ国の一つである日本。しかし、千年、二千年前はどんな国
だったのでしょう。『絵物語古事記』は、日本最古の歴史書である古事記が原典です。この世の始まり
からの神話をわかりやすい文章と多くの絵で描き、親しみのある作品になっています。やはり日本最古
の物語とも言われている竹取物語は国語の授業で学んだことでしょう。『いまはむかし』はかぐや姫を
守る少年たちと出会った弥吹と朝香の旅を描いたファンタジーです。『鬼の橋』は平安時代に実在した
貴族、歌人の小野篁（おののたかむら）を主人公とするファンタジー。死後の世界へ続く橋で鬼から京
都を守っている征夷大将軍坂上田村麻呂と出会い……。

天と地の方程式（1）
著　富安陽子 
絵　五十嵐大介
講談社

～いにしえの日本で～

紹介文

絵物語古事記
文　富安陽子
絵　山村浩二
監修　三浦佑之
偕成社

いまはむかし　竹取異聞
著　安澄加奈
ポプラ社

鬼の橋
作　伊藤遊
画　太田大八
福音館書店

猿はいったい何を伝えたかったのか？
倉敷市立南中学校２年
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テーマ：冒険のカタチ５

　漫画『キングダム』で描かれる中国の戦国時代は、秦
の始皇帝（エイセイ）による統一で終わりますが、その
平和は長くは続きません。再び乱世に向かいます。そん
な時代の中国へ、現代日本の平凡なサラリーマンがタイ
ムスリップしてしまいます。彼の名は「田中」、もちろ

ん「たなか」さんなのですが、たちまち殺されるはずのところ、「田（デン）氏」の一
族と間違えられたことで運よく助かります。戦闘力はほとんどゼロ。しかし口先だけは
上手な田中、果たして生き延びられるのか？現代に戻れるのか？ちなみにコミックスに
もなっていますよ。

作成委員

　大阪の陣で徳川家康を追い詰めたことから、「日の本一の兵（つわもの）」と呼ばれた真田幸村。彼
に仕えて活躍したとされる十人の勇士たちの物語が『真田十勇士』です。猿飛佐助をはじめとする忍者
や武者が描かれています。『南総里見八犬伝』は、室町時代後期の小国安房、里見家ゆかりの八犬士
（剣士）が悪人、怨霊（おんりょう）や敵軍をやっつける痛快なお話です。仲間を増やし、協力しなが
ら敵と戦う……。現代にもあるそんなストーリーの原点です。一転、『西遊記』は古代中国が舞台です
ね。あまりにも有名な孫悟空（もちろん「ドラゴンボール」じゃないよ）の物語。三蔵法師のお供をし
て天竺（今のインド）を目指す冒険。

項羽と劉邦、あと田中
著・文・その他　古寺谷雉
画　獅子猿
主婦と生活社

～熱き戦いの舞台～

紹介文

真田十勇士（1）
参上、猿飛佐助

作　小前亮
装画　遠田志帆
小峰書店

南総里見八犬伝（１）
運命の仲間

原作　曲亭馬琴
文　時海結以
絵　亜沙美
講談社

西遊記（1）
天の巻

文　斉藤洋
絵　広瀬弦
理論社

異世界転生にもほどがあるだろ！
作成委員



冒
険
の
カ
タ
チ

46

テーマ：冒険のカタチ６

　この物語は孤独で空想好きな少年、ジョバンニと親友
で人気者の優等生、カムパネルラがある日の夜、不思議
な汽車銀河鉄道に乗り、銀河を旅する物語です。二人は
銀河鉄道の旅で何を知り何を感じたのでしょうか。「本
当の幸せって何だろう。」

津山市立加茂中学校３年

　宮沢賢治さんの作品は、ほかにも多く知られています。『やまなし』『セロ弾きのゴ
ーシュ』『風の又三郎』『注文の多い料理店』など。詩『雨ニモマケズ』も有名ですね。
ぜひ、これらの作品も読んで独特の世界に浸ってみましょう。

作成委員

　『銀河鉄道の夜』の作者である宮沢賢治は多くの不思議な物語を残しています。例えば、『やまな
し』。小学校の国語で学んだ人は多いことでしょう。『注文の多い料理店』もその一つです。いったい
どんな料理が出てくるお店なのかな。どの作品も独創的な発想があります。独創的な発想と言えば、芥
川龍之介の作品もすばらしい。『くもの糸・杜子春』はその代表的な短編集です。この世にあるはずの
ない出来事にみなさんはどんな思いを抱くでしょうか。『耳なし芳一・雪女』は日本古来の民話をもと
にした怪談話です。鬼、妖怪、化け物……。今もどこかの暗闇に隠れていそう。ちなみに作者小泉八雲
（本名ラフカディオ・ハーン）はギリシャ出身です。

新編　銀河鉄道の夜
著　宮沢賢治
新潮文庫

～奇想あふれる物語～

紹介文

注文の多い料理店
宮沢賢治童話集１（新装版）

作　宮沢賢治
絵　太田大八
講談社

くもの糸・杜子春
芥川龍之介作品集

作　芥川龍之介
絵　ひと和
ＫＡＤＯＫＡＷＡ／角川つばさ文庫

耳なし芳一・雪女
八雲　怪談傑作集（新装版）

作　小泉八雲
訳　保永貞夫
絵　黒井健
講談社

本当のみんなの幸せのために歩もう
倉敷市立南中学校２年
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テーマ：冒険のカタチ７

　『精霊の守り人』『獣の奏者』の作者である上橋菜穂
子さんの描く壮大なファンタジー。上下２巻で長いぶん、
読みごたえたっぷりで、冒険好きにはオススメの本です。
飛鹿（ピュイカ）を操り、故郷を守る戦士ヴァンと天才
医術師ホッサルが謎の伝染病「黒狼熱」に立ち向かいま
す。戦いに敗れ、岩塩鉱で働かされるヴァン。伝染病の
ため、周囲の人々が次々に死んでいく中、小さな女の子

ユナと二人だけが生き残ります。いったいなぜなのか？伝染病の原因を解明し、くい止
めようとする二人は、部族間の争いに巻き込まれ、困難が続きます。果たして、故郷の
人々を守ることができるのか。

作成委員

　『裏庭』は『西の魔女が死んだ』を書いた梨木香歩さんの作品です。古い洋館に住むバーンズ家の
人々、近所に住む主人公の少女照美やその家族、それぞれの過去と現在が「裏庭」を通して不思議な
糸で結ばれているファンタジー。鏡の中をのぞくと……。時間旅行をするタイムマシン。創造したの
はＨ．Ｇ．ウェルズ氏。『タイムマシン』は1895年に発表されています。時間旅行者が到達した紀元
802701年の未来世界は、どんな世界でしょうか。『宇宙への秘密の鍵』は世界的に有名な車いすの科
学者ホーキング博士の書いたファンタジー。スーパーコンピューター・コスモスの力で宇宙を大冒険、
科学コラムや美しい宇宙写真もあって楽しいですよ。

鹿の王（上）--生き残った者--
著　上橋菜穂子
ＫＡＤＯＫＡＷＡ

～異世界への入口～

紹介文

裏庭
著　梨木香歩
新潮文庫

タイムマシン
作　H.G.ウェルズ
訳　金原端人
岩波書店

宇宙への秘密の鍵
作　ルーキー＆
　　スティーブン・ホーキング
訳　さくまゆみこ
日本語版監修　佐藤勝彦
岩崎書店

戦え！守れ！愛する人のために！
作成委員
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テーマ：冒険のカタチ８

　この本は、単に海底の冒険に驚いたりおもしろかった
りというだけではなく、ノーチラス号という潜水艦の
ネモ艦長の思いに感動する主人公の様子も描かれていて、
とても良い本だなと思います。

倉敷市立東陽中学校１年

　ノーチラス号に乗って、誰も見たことのない深海を探検する、というだけでもわくわ
くしますが、潜ってみると想像もしない世界が広がって……。今は深海の様子も知られ
てきましたが、このお話が１８７０年に書かれているということにも驚きです。

作成委員

　広大な海が大好きな人には『ブルーウォーター・ストーリー』。中古ヨットで太平洋横断、南極単独
航海、そして８年かけて多くの困難を克服して世界一周した片岡さんが書いた実話です。『ダーク・ラ
イフ』は、地殻変動により多くの陸が海に沈んだ世界で、海底人のダイと地上人の少女ジェマが闇の陰
謀と戦うＳＦファンタジー。海底人の容貌や暮らしぶり、特殊能力……。海が好きな人必見！上下巻あ
り『トンネル　迷宮への扉』。ロンドンに住む14歳の少年ウィルは、行方不明の父の書斎に、隠しト
ンネルを見つけた。友人を連れ探検気分で進んで行くと、そこには巨大な地底都市「コロニア」が……。
ハードタッチの冒険物語、あっと驚く展開にも注目！

海底二万海里
作　ジュール・ベルヌ 
訳　清水正和
画　アルフォンス・ド・ヌヴィル
福音館書店

～海上、海底、地底、謎だらけ！～

紹介文

ブルーウォーター・ストーリー
たった一人、ヨットで南極に挑んだ日本人

著　片岡佳哉
舵社

ダーク・ライフ（上）
海底の世界

著　カット・フォールズ
翻訳　岡本由香子
ＫＡＤＯＫＡＷＡ

トンネル　迷宮への扉（上）
地底都市コロニア

著　ロデリック・ゴードン,
　　ブライアン・ウィリアムズ
訳　橋本恵
学研プラス

海洋冒険ＳＦの原点
作成委員
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～若人よ、奮い立て！冒険の世界へ旅立とう。
ハラハラドキドキは終わらない。～

　19世紀半ば、ロンドンの下町ブロード街。少年イールが必死で
生き延びるこの街で「青い恐怖」と呼ばれるコレラが発生。コレ
ラ研究者の助手となったイールは感染経路の証拠集めに奔走しま
すが……。イールの活躍に胸がすく物語です。

ブロード街の12日間
著　デボラ・ホプキンソン
訳　千葉茂樹
あすなろ書房

　舞台は古代ギリシャ。妹と二人で暮らす「よそ者」の少年ヒュ
ラスは、ある日突然戦士たちに襲われ命からがら逃げ出します。
偶然手にした青銅の短剣に導かれて過酷な旅へ。試練の数々はも
ちろん、自由を求めて戦う少女ピラとの出会いが見逃せない！全
５巻。

神 と々戦士たち（1）青銅の短剣
著　ミシェル・ペイヴァー
訳　中谷友紀子
あすなろ書房

　このお話はアイヌ神話をもとにしています。チポロは、魔物に
さらわれてしまった幼なじみのイレシュを助けるためにたった一
人で旅立ちます。優しいけれど弱かった少年が、周囲の人々に支
えられながらまっすぐに成長する姿がとてもさわやかです。

チポロ
著　菅野雪虫
講談社

　自分自身でGoogleマップのピンになって世界中に刺さりに行く
旅に出る！頭から地球に刺さっているかのような写真に驚きます。

SASARU 〜地球の刺さり方〜
著　kozee
A-Works
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