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書名さくいん（50音順）
★はおすすめ本（各ページのトップで紹介している本）です。

アーサー王の世界（１）大魔法師マーリンと王の誕生　……………………………… 41 冒険のカタチ

EARTH SONG 地球の絶景と守りたい生命　…………………………………………… 111 いろんなカタチ

アーモンド　………………………………………………………………………………… 55 自分のカタチ

★ アイスプラネット　………………………………………………………………………… 70 家族のカタチ

愛なき世界　………………………………………………………………………………… 26 青春のカタチ

★ 青いスタートライン　……………………………………………………………………… 13 青春のカタチ

青くて、溺れる　…………………………………………………………………………… 61 自分のカタチ

青空エール（１）マーガレットコミックス（コミック）　…………………………… 30 熱中のカタチ

赤毛証明　…………………………………………………………………………………… 14 青春のカタチ

★ 明日になったら　一年四組の窓から　…………………………………………………… 25 青春のカタチ

明日の子供たち　…………………………………………………………………………… 82 「生きる」のカタチ

明日の僕に風が吹く　……………………………………………………………………… 9 青春のカタチ

★ 明日のランチはきみと　…………………………………………………………………… 87 平和へのカタチ

アタックライン　…………………………………………………………………………… 32 熱中のカタチ

新しい分かり方　…………………………………………………………………………… 60 自分のカタチ

★ あと少し、もう少し　……………………………………………………………………… 29 熱中のカタチ

アドリブ　…………………………………………………………………………………… 37 熱中のカタチ

あの夏を生きた君へ　……………………………………………………………………… 23 青春のカタチ

★ アポリア　あしたの風　…………………………………………………………………… 82 「生きる」のカタチ

★ 天久鷹央の推理カルテ　…………………………………………………………………… 107 仕事のカタチ

あやかし動物病院の診察カルテ　………………………………………………………… 115 岡山ゆかりの作品

あらゆるところにたくさんいる！　目に見えない微生物の世界　…………………… 113 いろんなカタチ

歩いて見た太平洋戦争の島々　…………………………………………………………… 86 平和へのカタチ

★ あるかしら書店　…………………………………………………………………………… 109 いろんなカタチ

★ ある晴れた夏の朝　………………………………………………………………………… 86 平和へのカタチ

アレにもコレにも！　モノのなまえ事典　……………………………………………… 113 いろんなカタチ

杏っ子　……………………………………………………………………………………… 76 「生きる」のカタチ

アンネの日記　増補新訂版　……………………………………………………………… 85 平和へのカタチ

いいたいことがあります！　……………………………………………………………… 14 青春のカタチ

★ いい人ランキング　………………………………………………………………………… 16 青春のカタチ

家をせおって歩く　かんぜん版　………………………………………………………… 112 いろんなカタチ

★ 怒りをコントロールする〈アンガーマネジメント〉　………………………………… 108 いろんなカタチ

★ 行きたくない　……………………………………………………………………………… 24 青春のカタチ

生きる　俳句が生まれる時　……………………………………………………………… 58 自分のカタチ

生きるぼくら　……………………………………………………………………………… 40 熱中のカタチ

居酒屋すずめ　迷い鳥たちの学校　……………………………………………………… 10 青春のカタチ

異次元へ　型破りの守備・攻撃＆メンタル追求バイブル　…………………………… 36 熱中のカタチ

いじめ　－女王のいる教室－　…………………………………………………………… 17 青春のカタチ

いじめのある世界に生きる君たちへ
いじめられっ子だった精神科医の贈る言葉　…………………………………………… 58 自分のカタチ

医者になりたい　夢をかなえた四人の女性　…………………………………………… 99 仕事のカタチ

★ 医者になりたい君へ　心臓外科医が伝える命の仕事　………………………………… 99 仕事のカタチ

遺跡発掘師は笑わない　鬼ヶ島の証明　………………………………………………… 115 岡山ゆかりの作品

１日ひとつだけ、強くなる。世界一プロ・ゲーマーの勝ち続ける６４の流儀　…… 108 いろんなカタチ

あ行
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一富士茄子牛焦げルギー　………………………………………………………………… 71 家族のカタチ

いつかすべてが君の力になる　…………………………………………………………… 105 仕事のカタチ

１分音読「万葉集」　……………………………………………………………………… 96 学びのカタチ

一編の詩があなたを強く抱きしめる時がある　………………………………………… 57 自分のカタチ

★ いなくなれ、群青　………………………………………………………………………… 19 青春のカタチ

犬たちをおくる日　この命、灰になるために生まれてきたんじゃない　…………… 81 「生きる」のカタチ

★ いのちの花　………………………………………………………………………………… 81 「生きる」のカタチ

祈りのカルテ　……………………………………………………………………………… 78 「生きる」のカタチ

居場所がほしい　…………………………………………………………………………… 27 青春のカタチ

今泉先生教えて！一度は猫に聞いてみたい100のこと　……………………………… 81 「生きる」のカタチ

イマジン？　………………………………………………………………………………… 102 仕事のカタチ

いまはむかし　竹取異聞　………………………………………………………………… 44 冒険のカタチ

宇宙について知っておくべき100のこと　……………………………………………… 91 学びのカタチ

宇宙への秘密の鍵　………………………………………………………………………… 47 冒険のカタチ

裏庭　………………………………………………………………………………………… 47 冒険のカタチ

ウルド昆虫記　バッタを倒しにアフリカへ　…………………………………………… 100 仕事のカタチ

★ ヴンダーカンマー　ここは魅惑の博物館　……………………………………………… 104 仕事のカタチ

永遠に解けないパズル　…………………………………………………………………… 25 青春のカタチ

英国幻視の少年たち　ファンタズニック　……………………………………………… 42 冒険のカタチ

エール！（１）　…………………………………………………………………………… 103 仕事のカタチ

駅伝ランナー　……………………………………………………………………………… 29 熱中のカタチ

江戸川乱歩語辞典　
乱歩にまつわる言葉をイラストと豆知識で妖しく読み解く　………………………… 113 いろんなカタチ

エヴリディ　………………………………………………………………………………… 51 自分のカタチ

絵物語古事記　……………………………………………………………………………… 44 冒険のカタチ

えん93のアイスボックスクッキー　
どこを切ってもほのぼの　クマ彦とおいしい仲間たちの楽しいおやつ　…………… 112 いろんなカタチ

王妃の帰還　………………………………………………………………………………… 15 青春のカタチ

★ お絵かき禁止の国　………………………………………………………………………… 54 自分のカタチ

オオカミの旅　……………………………………………………………………………… 43 冒険のカタチ

大きくなる日　……………………………………………………………………………… 68 家族のカタチ

大家さんと僕（コミック）　……………………………………………………………… 70 家族のカタチ

お菓子の箱だけで作る空箱工作　………………………………………………………… 112 いろんなカタチ

おかんメール　……………………………………………………………………………… 68 家族のカタチ

お仕事ナビ４　医療に関わる仕事　……………………………………………………… 99 仕事のカタチ

オダカマサキ　ダンボールアートワークス　…………………………………………… 112 いろんなカタチ

弟の戦争　…………………………………………………………………………………… 87 平和へのカタチ

大人になったらしたい仕事　「好き」を仕事にした３５人の先輩たち　…………… 105 仕事のカタチ

おとなになるってどんなこと？　………………………………………………………… 76 「生きる」のカタチ

大人は知らない　今ない仕事図鑑100　………………………………………………… 104 仕事のカタチ

鬼の橋　……………………………………………………………………………………… 44 冒険のカタチ

お弁当を作ったら　………………………………………………………………………… 72 家族のカタチ

お面屋たまよし　…………………………………………………………………………… 106 仕事のカタチ

おもしろ実験研究所（改訂新版）　……………………………………………………… 114 岡山ゆかりの作品

思わず考えちゃう　………………………………………………………………………… 109 いろんなカタチ

オリエント急行殺人事件　………………………………………………………………… 42 冒険のカタチ

おりがみ王子のカワイイ！けれど難しすぎるおりがみ　……………………………… 112 いろんなカタチ

おれ、よびだしになる　…………………………………………………………………… 105 仕事のカタチ
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女の子が生きていくときに、覚えていてほしいこと　………………………………… 80 「生きる」のカタチ

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　……………… 43 冒険のカタチ

★ 海底二万海里　……………………………………………………………………………… 48 冒険のカタチ

怪物はささやく　…………………………………………………………………………… 61 自分のカタチ

外来生物のきもち　………………………………………………………………………… 81 「生きる」のカタチ

★ かえたい二人　……………………………………………………………………………… 51 自分のカタチ

顔がわかるさかな図鑑　…………………………………………………………………… 113 いろんなカタチ

★ かがみの孤城　……………………………………………………………………………… 9 青春のカタチ

輝く夜　……………………………………………………………………………………… 22 青春のカタチ

岳物語　……………………………………………………………………………………… 69 家族のカタチ

貸出禁止の本をすくえ！　………………………………………………………………… 14 青春のカタチ

風に恋う　…………………………………………………………………………………… 37 熱中のカタチ

★ 風のヒルクライム　ぼくらの自転車ロードレース　…………………………………… 33 熱中のカタチ

数え方のえほん　…………………………………………………………………………… 113 いろんなカタチ

学研の図鑑　新版　美しい元素　………………………………………………………… 91 学びのカタチ

★ 学校では教えてくれない大切なこと（１）整理整頓　………………………………… 94 学びのカタチ

学校へいきたい！世界の果てにはこんな通学路が！　
エルボル　キルギスの 1 2 歳　…………………………………………………………… 89 学びのカタチ

学校へ行けない僕と９人の先生（コミック）　………………………………………… 27 青春のカタチ

悲しみの秘義　……………………………………………………………………………… 57 自分のカタチ

★ 奏のフォルテ　……………………………………………………………………………… 37 熱中のカタチ

カナヘイのイラスト描きかた帳　………………………………………………………… 112 いろんなカタチ

神々と戦士たち（１）青銅の短剣　……………………………………………………… 49 冒険のカタチ

カミングアウト・レターズ　子どもと親、生徒と教師の往復書簡　………………… 54 自分のカタチ

カレーライスを一から作る　関野吉晴ゼミ　…………………………………………… 94 学びのカタチ

★ 環境破壊図鑑　ぼくたちがつくる地球の未来　………………………………………… 93 学びのカタチ

感じる科学　………………………………………………………………………………… 90 学びのカタチ

完訳　７つの習慣　………………………………………………………………………… 108 いろんなカタチ

技術と心　至高の打撃・野球道＆精神力探求バイブル　……………………………… 36 熱中のカタチ

奇跡のプレイボール　元兵士たちの日米野球　………………………………………… 86 平和へのカタチ

木の中の魚　………………………………………………………………………………… 56 自分のカタチ

きみが来た場所　…………………………………………………………………………… 79 「生きる」のカタチ

きみが、この本、読んだなら　とまどう放課後編　…………………………………… 50 自分のカタチ

★ キミがくれた希望のかけら　……………………………………………………………… 18 青春のカタチ

君たちは今が世界　………………………………………………………………………… 17 青春のカタチ

★ 君たちはどう生きるか　…………………………………………………………………… 67 自分のカタチ

君に伝えたい！学校や友達とのルール　………………………………………………… 17 青春のカタチ

★ 君の膵臓をたべたい　……………………………………………………………………… 77 「生きる」のカタチ

★ きみの存在を意識する　…………………………………………………………………… 56 自分のカタチ

★ きみの友だち　……………………………………………………………………………… 15 青春のカタチ

きみはスゴイぜ！　一生使える「自信」をつくる本　………………………………… 59 自分のカタチ

★ 君は月夜に光り輝く　……………………………………………………………………… 75 「生きる」のカタチ

★ 君を忘れたそのあとに。　………………………………………………………………… 23 青春のカタチ

★ キャラでわかる！はじめての感染症図鑑　……………………………………………… 91 学びのカタチ

ギャングを抜けて。僕は誰も殺さない　………………………………………………… 64 自分のカタチ

★ 給食アンサンブル　………………………………………………………………………… 12 青春のカタチ

給食のおにいさん　………………………………………………………………………… 12 青春のカタチ

給食のおばさん、ブータンへ行く！　…………………………………………………… 97 仕事のカタチ

か行
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★ 今日も嫌がらせ弁当　……………………………………………………………………… 72 家族のカタチ

★ 嫌われる勇気　自己啓発の源流「アドラー」の教え　………………………………… 61 自分のカタチ

切り絵作家ｇａｒｄｅｎの切り絵で作る浮世絵　……………………………………… 112 いろんなカタチ

ギリギリの本屋さん　……………………………………………………………………… 109 いろんなカタチ

桐島、部活やめるってよ　………………………………………………………………… 28 熱中のカタチ

キリン解剖記　……………………………………………………………………………… 100 仕事のカタチ

★ 銀河鉄道の父　……………………………………………………………………………… 69 家族のカタチ

吟遊詩人ビードルの物語　新装版　……………………………………………………… 41 冒険のカタチ

「空気」を読んでも従わない　生き苦しさからラクになる　………………………… 65 自分のカタチ

草の辞典　野の花・道の草　……………………………………………………………… 26 青春のカタチ

クジラのおなかからプラスチック　……………………………………………………… 93 学びのカタチ

★ 薬屋のひとりごと　………………………………………………………………………… 106 仕事のカタチ

クニマスは生きていた！　………………………………………………………………… 93 学びのカタチ

くもの糸・杜子春　芥川龍之介作品集　………………………………………………… 46 冒険のカタチ

雲は湧き、光あふれて　…………………………………………………………………… 30 熱中のカタチ

くらしきぎゃらりーかふぇ物語
- ともえおばあちゃんとひまわりの秘密 -（コミック）……………………………… 116 岡山ゆかりの作品

★ 限界の正体　自分の見えない檻から抜け出す法　……………………………………… 36 熱中のカタチ

恋する寄生虫　……………………………………………………………………………… 22 青春のカタチ

★ 項羽と劉邦、あと田中　…………………………………………………………………… 45 冒険のカタチ

高校生を、もう一度（コミック）　……………………………………………………… 10 青春のカタチ

広辞苑　第七版　…………………………………………………………………………… 95 学びのカタチ

コウノドリ（１）（コミック）　………………………………………………………… 99 仕事のカタチ

★ 聲の形（上）　……………………………………………………………………………… 62 自分のカタチ

★ 故郷の味は海をこえて　「難民」として日本に生きる　……………………………… 64 自分のカタチ

★ 告白予行練習　……………………………………………………………………………… 20 青春のカタチ

黒板アート甲子園作品集　高校生たちの消えない想い　……………………………… 111 いろんなカタチ

心を強くする　「世界一のメンタル」 5 0 のルール　………………………………… 31 熱中のカタチ

50代のロッカーが毎朝せっせとお弁当作ってるって
かっこ悪いことかもしれないけれど　…………………………………………………… 72 家族のカタチ

古生物のサイズが実感できる！　リアルサイズ古生物図鑑　中生代編　…………… 111 いろんなカタチ

ことだま　野球魂を熱くする名言集　…………………………………………………… 30 熱中のカタチ

ことばハンター　国語辞典はこうつくる　……………………………………………… 109 いろんなカタチ

★ こども六法　………………………………………………………………………………… 95 学びのカタチ

この世界を知るための大事な質問　……………………………………………………… 87 平和へのカタチ

このままじゃ学校にいけません　………………………………………………………… 24 青春のカタチ

小林先生に学ぶ動物行動学　……………………………………………………………… 114 岡山ゆかりの作品

心晴日和　…………………………………………………………………………………… 62 自分のカタチ

小やぎのかんむり　………………………………………………………………………… 18 青春のカタチ

これからを生きる君へ　…………………………………………………………………… 65 自分のカタチ

転んでも、大丈夫　ぼくが義足を作る理由　…………………………………………… 63 自分のカタチ

昆虫戯画びっくり雑学辞典　……………………………………………………………… 113 いろんなカタチ

こんな夜更けにバナナかよ　筋ジス・鹿野靖明とボランティアたち　……………… 74 「生きる」のカタチ

今夜、世界からこの恋が消えても　……………………………………………………… 75 「生きる」のカタチ

ザ・ヘイト・ユー・ギヴ　あなたがくれた憎しみ　…………………………………… 53 自分のカタチ

彩雲国物語（１）はじまりの風は紅く　………………………………………………… 21 青春のカタチ

★ 最後の医者は桜を見上げて君を想う　…………………………………………………… 78 「生きる」のカタチ

サイド・トラック　走るのニガテなぼくのランニング日記　………………………… 29 熱中のカタチ

さ行



123

西遊記（１）天の巻　……………………………………………………………………… 45 冒険のカタチ

サウスバウンド（上）　…………………………………………………………………… 69 家族のカタチ

朔と新　……………………………………………………………………………………… 13 青春のカタチ

SASARU　〜地球の刺さり方〜　………………………………………………………… 49 冒険のカタチ

真田十勇士（１）参上、猿飛佐助　……………………………………………………… 45 冒険のカタチ

★ さよなら、田中さん　……………………………………………………………………… 68 家族のカタチ

サン＝テグジュペリと星の王子さま　空に幸せをもとめて　………………………… 50 自分のカタチ

ざんねん？はんぱない！脳のなかのびっくり事典　…………………………………… 60 自分のカタチ

幸せになる勇気　自己啓発の源流「アドラー」の教え Ⅱ 　…………………………… 80 「生きる」のカタチ

しあわせの牛乳　…………………………………………………………………………… 98 仕事のカタチ

★ 鹿の王（上）--生き残った者--　………………………………………………………… 47 冒険のカタチ

疾風の女子マネ！　………………………………………………………………………… 35 熱中のカタチ

自転車とさんぽで日本遺産・倉敷めぐり　
「一輪の綿花から始まる倉敷物語」を訪ねて　………………………………………… 116 岡山ゆかりの作品

自転車冒険記　１２歳の助走　…………………………………………………………… 33 熱中のカタチ

★ 「死ぬんじゃねーぞ！！」いじめられている君はゼッタイ悪くない　……………… 58 自分のカタチ

★ 渋谷ギャル店員　ひとりではじめたアフリカボランティア　………………………… 97 仕事のカタチ

★ 自分コンプレックス　……………………………………………………………………… 52 自分のカタチ

★ シャーロック・ホームズの冒険　………………………………………………………… 42 冒険のカタチ

車夫　………………………………………………………………………………………… 106 仕事のカタチ

★ １５歳の寺子屋　宇宙少年　……………………………………………………………… 105 仕事のカタチ

★ １３歳からの「学問のすすめ」　………………………………………………………… 96 学びのカタチ

１３歳からの研究倫理　知っておこう！科学の世界のルール　……………………… 92 学びのカタチ

★ １３歳のキミへ　中学生生活に自信がつくヒント３５　……………………………… 65 自分のカタチ

１４歳で“おっちゃん”と出会ってから、
１５年考えつづけてやっと見つけた「働く意味」　…………………………………… 97 仕事のカタチ

十四歳日和　………………………………………………………………………………… 17 青春のカタチ

★ ジュニア空想科学読本　…………………………………………………………………… 90 学びのカタチ

殉国　陸軍二等兵比嘉真一　……………………………………………………………… 84 平和へのカタチ

障害者とともに働く　……………………………………………………………………… 74 「生きる」のカタチ

証言イチロー「孤高の天才」の素顔と生き様　………………………………………… 34 熱中のカタチ

★ 小説　天気の子　…………………………………………………………………………… 21 青春のカタチ

小説　春待つ僕ら　………………………………………………………………………… 8 青春のカタチ

小説　響　HIBIKI　………………………………………………………………………… 38 熱中のカタチ

小説の神様　あなたを読む物語（上）　………………………………………………… 38 熱中のカタチ

少年たちの戦場　…………………………………………………………………………… 84 平和へのカタチ

少年と犬　…………………………………………………………………………………… 79 「生きる」のカタチ

じょうぶな頭とかしこい体になるために　……………………………………………… 94 学びのカタチ

★ 植物図鑑　…………………………………………………………………………………… 26 青春のカタチ

知らなかった、ぼくらの戦争　…………………………………………………………… 85 平和へのカタチ

白バイガール　……………………………………………………………………………… 102 仕事のカタチ

新型コロナ　見えない恐怖が世界を変えた　…………………………………………… 111 いろんなカタチ

★ 新装版　行為の意味　青春前期の君たちへ贈る心の詩　……………………………… 57 自分のカタチ

新版　日本史モノ事典　…………………………………………………………………… 113 いろんなカタチ

★ 新編　銀河鉄道の夜　……………………………………………………………………… 46 冒険のカタチ

★ 水族館ガール　……………………………………………………………………………… 103 仕事のカタチ

すぐに役立つ366日記念日事典　第４版（上下）　…………………………………… 113 いろんなカタチ

スタートライン　…………………………………………………………………………… 77 「生きる」のカタチ
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スッキリわかる！敏感すぎる自分の処方箋　…………………………………………… 108 いろんなカタチ

すべての瞬間が君だった　きらきら輝いていた僕たちの時間　……………………… 75 「生きる」のカタチ

スマイリング！  岩熊自転車 関口俊太　………………………………………………… 33 熱中のカタチ

★ 青春サプリ。自分がここにいる理由
（心が元気になる、５つの部活ストーリー）　………………………………………… 28 熱中のカタチ

青春ノ帝国　………………………………………………………………………………… 19 青春のカタチ

青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢をみない　……………………………………… 51 自分のカタチ

★ 青少年のための小説入門　………………………………………………………………… 38 熱中のカタチ

★ 世界から猫が消えたなら　………………………………………………………………… 79 「生きる」のカタチ

世界でいちばん美しい廃墟　強烈な存在感を見せる世界の廃墟たち　……………… 111 いろんなカタチ

世界のいまを伝えたい　フォトジャーナリスト久保田弘信　………………………… 66 自分のカタチ

セカイの空がみえるまち　………………………………………………………………… 10 青春のカタチ

★ 世界は「」で満ちている　………………………………………………………………… 16 青春のカタチ

世界は変形菌でいっぱいだ　……………………………………………………………… 92 学びのカタチ

世界を変えた５０人の女性科学者たち　………………………………………………… 89 学びのカタチ

世界を変えた建物　………………………………………………………………………… 113 いろんなカタチ

世界を救うパンの缶詰　…………………………………………………………………… 101 仕事のカタチ

セカンドウィンド（１）　………………………………………………………………… 33 熱中のカタチ

切断ヴィーナス　…………………………………………………………………………… 63 自分のカタチ

絶滅野生動物事典　………………………………………………………………………… 93 学びのカタチ

戦争というもの（コミック）　…………………………………………………………… 83 平和へのカタチ

装幀室のおしごと。～本の表情つくりませんか？～　………………………………… 103 仕事のカタチ

増補新版　ザ・ママの研究　……………………………………………………………… 94 学びのカタチ

続　学校に行きたくない君へ　大先輩たちが語る生き方のヒント。　……………… 27 青春のカタチ

そして、バトンは渡された　……………………………………………………………… 82 「生きる」のカタチ

★ そのままでいい　…………………………………………………………………………… 59 自分のカタチ

空が、赤く、焼けて　原爆で死にゆく子たちとの８日間　…………………………… 83 平和へのカタチ

空への助走　福蜂工業高校運動部　……………………………………………………… 28 熱中のカタチ

それ行け!! 珍バイク　mini　……………………………………………………………… 111 いろんなカタチ

ソンジュの見た星　………………………………………………………………………… 64 自分のカタチ

ダーク・ライフ（上）海底の世界　……………………………………………………… 48 冒険のカタチ

タイムマシン　……………………………………………………………………………… 47 冒険のカタチ

太陽はひとりぼっち　……………………………………………………………………… 68 家族のカタチ

★ 高瀬舟　……………………………………………………………………………………… 76 「生きる」のカタチ

ただいるだけで　…………………………………………………………………………… 57 自分のカタチ

ダッシュ！　………………………………………………………………………………… 29 熱中のカタチ

★ DOUBLES!!　－ダブルス－　…………………………………………………………… 31 熱中のカタチ

★ 多分そいつ、今ごろパフェとか食ってるよ。　………………………………………… 60 自分のカタチ

団地のコトリ　……………………………………………………………………………… 82 「生きる」のカタチ

ちいさなちいさなベビー服　……………………………………………………………… 116 岡山ゆかりの作品

チェンジ！　パラアスリートを撮り続けて、ぼくの世界は変わった　……………… 63 自分のカタチ

地球生まれで旅育ち　……………………………………………………………………… 66 自分のカタチ

地球の食卓　世界２４か国の家族のごはん　…………………………………………… 71 家族のカタチ

父が娘に語る　美しく、深く、壮大で、とんでもなくわかりやすい経済の話。　… 95 学びのカタチ

地底都市コロニア　トンネル　迷宮への扉（上）　…………………………………… 48 冒険のカタチ

チポロ　……………………………………………………………………………………… 49 冒険のカタチ

中学生からの大学講議１　何のために「学ぶ」のか　………………………………… 88 学びのカタチ

注文の多い料理店　宮沢賢治童話集１（新装版）　…………………………………… 46 冒険のカタチ

た行
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超効率勉強法　……………………………………………………………………………… 110 いろんなカタチ

頂点への道　………………………………………………………………………………… 31 熱中のカタチ

蝶の羽ばたき、その先へ　………………………………………………………………… 62 自分のカタチ

鳥類学者だからって、鳥が好きだと思うなよ。　……………………………………… 100 仕事のカタチ

★ 月にハミング　……………………………………………………………………………… 85 平和へのカタチ

ディズニー　ミッキーマウスに学ぶ決断する勇気　ニーチェの強く生きる方法　… 96 学びのカタチ

でーれーガールズ　………………………………………………………………………… 115 岡山ゆかりの作品

テオの「ありがとう」ノート　…………………………………………………………… 55 自分のカタチ

てんからどどん　…………………………………………………………………………… 51 自分のカタチ

天下をめざせ！　戦国合戦パノラマ大図鑑　…………………………………………… 113 いろんなカタチ

天使のにもつ　……………………………………………………………………………… 104 仕事のカタチ

★ 天地ダイアリー　…………………………………………………………………………… 40 熱中のカタチ

★ 天と地の方程式（１）　…………………………………………………………………… 44 冒険のカタチ

桃源郷ラビリンス　………………………………………………………………………… 115 岡山ゆかりの作品

ドエクル探検隊　…………………………………………………………………………… 43 冒険のカタチ

時の名前　…………………………………………………………………………………… 113 いろんなカタチ

特装版　人生を変える言葉2064 　……………………………………………………… 59 自分のカタチ

どこよりも遠い場所にいる君へ　………………………………………………………… 23 青春のカタチ

杜子春　……………………………………………………………………………………… 76 「生きる」のカタチ

図書館の主（１）（コミック）　………………………………………………………… 107 仕事のカタチ

となりの火星人　…………………………………………………………………………… 15 青春のカタチ

となりの難民　日本が認めない 9 9 ％の人たちのＳＯＳ　…………………………… 64 自分のカタチ

★ 戸村飯店　青春100連発　………………………………………………………………… 71 家族のカタチ

友だち幻想　人と人の〈つながり〉を考える　………………………………………… 17 青春のカタチ

★ 友達ゼロで不登校だった僕が世界一ハッピーな高校生になれたわけ　……………… 27 青春のカタチ

鳥が好きすぎて、すみません　…………………………………………………………… 110 いろんなカタチ

ドルフィン・デイズ！　…………………………………………………………………… 103 仕事のカタチ

とわの庭　…………………………………………………………………………………… 80 「生きる」のカタチ

とんび　……………………………………………………………………………………… 69 家族のカタチ

内戦の地に生きる　フォトグラファーが見た「いのち」　…………………………… 86 平和へのカタチ

泣いたあとは、新しい靴をはこう。　…………………………………………………… 60 自分のカタチ

泣くな研修医　……………………………………………………………………………… 78 「生きる」のカタチ

NASAより宇宙に近い町工場　…………………………………………………………… 101 仕事のカタチ

なぜ僕らは働くのか　君が幸せになるために考えてほしい大切なこと　…………… 104 仕事のカタチ

７０年分の夏を君に捧ぐ　………………………………………………………………… 84 平和へのカタチ

ナミヤ雑貨店の奇蹟　……………………………………………………………………… 79 「生きる」のカタチ

★ なりたて中学生　初級編　………………………………………………………………… 8 青春のカタチ

南極ではたらく　かあちゃん、調理隊員になる　……………………………………… 98 仕事のカタチ

南総里見八犬伝（１）運命の仲間　……………………………………………………… 45 冒険のカタチ

★ なんのために学ぶのか　…………………………………………………………………… 88 学びのカタチ

２．４３　清陰高校男子バレー部　春高編　…………………………………………… 32 熱中のカタチ

二番目の悪者　……………………………………………………………………………… 17 青春のカタチ

二百十番館にようこそ　…………………………………………………………………… 9 青春のカタチ

日本のスゴイ科学者　２９人が教える発見のコツ　…………………………………… 92 学びのカタチ

人間というもの（コミック）　…………………………………………………………… 67 自分のカタチ

人間はだまされる　フェイクニュースを見分けるには　……………………………… 95 学びのカタチ

ぬいぐるみぽんぽん　巻いて切って結んでつくる毛糸の動物たち　………………… 112 いろんなカタチ

な行
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ネイマール　ピッチでくりだす魔法　…………………………………………………… 34 熱中のカタチ

願いながら、祈りながら　………………………………………………………………… 8 青春のカタチ

ねこねこ日本史でよくわかる日本の歴史　……………………………………………… 91 学びのカタチ

★ ノーベル賞受賞者が教えるノーベル賞をとる方法　…………………………………… 92 学びのカタチ

★ ハイキュー！！ショーセツバン！！（１）烏野強化合宿　…………………………… 32 熱中のカタチ

ばかみたいって言われてもいいよ（１）　……………………………………………… 52 自分のカタチ

橋の上の子どもたち　……………………………………………………………………… 53 自分のカタチ

走れ！ダンボルギーニ！！　
宮城県石巻“おもしろい復興”をめざすおだづもっこ〈お調子者〉たち　…………… 101 仕事のカタチ

はだしのゲンわたしの遺書　……………………………………………………………… 83 平和へのカタチ

８２年生まれ、キム・ジヨン　…………………………………………………………… 87 平和へのカタチ

はなちゃんのみそ汁　……………………………………………………………………… 71 家族のカタチ

パラ・スター〈Ｓｉｄｅ　百花〉　……………………………………………………… 102 仕事のカタチ

★ ハリー・ポッターと賢者の石　…………………………………………………………… 41 冒険のカタチ

ハリガネサービス（１）（コミック）　………………………………………………… 32 熱中のカタチ

遥かに届くきみの聲　……………………………………………………………………… 39 熱中のカタチ

ハンバーガグー！　………………………………………………………………………… 110 いろんなカタチ

ビーカーくんとそのなかまたち　
この形にはワケがある！ゆかいな実験器具図鑑　……………………………………… 90 学びのカタチ

ひかりの魔女　……………………………………………………………………………… 70 家族のカタチ

★ 光を失って心が見えた　全盲先生のメッセージ　……………………………………… 98 仕事のカタチ

★ 羊と鋼の森　………………………………………………………………………………… 102 仕事のカタチ

ひっぱたけ！　～茨城県立利根南高校ソフトテニス部～　…………………………… 31 熱中のカタチ

ヒトリコ　…………………………………………………………………………………… 18 青春のカタチ

★ 火花　………………………………………………………………………………………… 73 「生きる」のカタチ

響け！ユーフォニアム　北宇治高校吹奏楽部へようこそ　…………………………… 37 熱中のカタチ

日々是口実　………………………………………………………………………………… 114 岡山ゆかりの作品

ヒマラヤに捧ぐ　…………………………………………………………………………… 111 いろんなカタチ

★ 一〇五度　…………………………………………………………………………………… 101 仕事のカタチ

部活魂！　この文化部がすごい　………………………………………………………… 28 熱中のカタチ

★ 不可能を可能にする大谷翔平120の思考　……………………………………………… 34 熱中のカタチ

不屈の心　…………………………………………………………………………………… 34 熱中のカタチ

ふたり★おなじ星のうえで　……………………………………………………………… 106 仕事のカタチ

★ 部長会議はじまります　…………………………………………………………………… 35 熱中のカタチ

「ふつう」ってなんだ？LGBTについて知る本　……………………………………… 54 自分のカタチ

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　…… 48 冒険のカタチ

ブロード街の 1 2 日間　…………………………………………………………………… 49 冒険のカタチ

ブロードキャスト　………………………………………………………………………… 39 熱中のカタチ

ペーパーボーイ　…………………………………………………………………………… 13 青春のカタチ

変化球男子　………………………………………………………………………………… 54 自分のカタチ

へんな生きもの　へんな生きざま　……………………………………………………… 111 いろんなカタチ

放課後ひとり同盟　………………………………………………………………………… 15 青春のカタチ

僕たちの部活動改革　部活自治・１０のステップ　…………………………………… 35 熱中のカタチ

★ ぼくたちはなぜ、学校へ行くのか。
マララ・ユスフザイさんの国連演説から考える　……………………………………… 89 学びのカタチ

★ ぼくたち負け組クラブ　…………………………………………………………………… 11 青春のカタチ

僕の永遠を全部あげる　…………………………………………………………………… 23 青春のカタチ

ぼくの素晴らしい人生（１）（コミック）　…………………………………………… 56 自分のカタチ

ぼくのとなりにきみ　……………………………………………………………………… 13 青春のカタチ

は行
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ぼくの守る星　……………………………………………………………………………… 56 自分のカタチ

★ ぼくは明日、昨日のきみとデートする　………………………………………………… 22 青春のカタチ

★ ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー　……………………………………… 53 自分のカタチ

ぼくは１３歳　職業、兵士。　…………………………………………………………… 85 平和へのカタチ

★ 僕は上手にしゃべれない　………………………………………………………………… 39 熱中のカタチ

僕は小説が書けない　……………………………………………………………………… 19 青春のカタチ

僕は何度でも、きみに初めての恋をする。　…………………………………………… 22 青春のカタチ

★ ぼくらの七日間戦争　……………………………………………………………………… 14 青春のカタチ

保健室経由、かねやま本館。　…………………………………………………………… 24 青春のカタチ

★ 星の王子さま　……………………………………………………………………………… 50 自分のカタチ

星の王子さま　バンド・デシネ版（コミック）　……………………………………… 50 自分のカタチ

★ 星の旅人　伊能忠敬と伝説の怪魚　……………………………………………………… 43 冒険のカタチ

ホワット・イフ？　野球のボールを光速で投げたらどうなるか　…………………… 90 学びのカタチ

本好きの下剋上～司書になるためには手段を選んでいられません～
第一部「兵士の娘１」　…………………………………………………………………… 11 青春のカタチ

ほんとうの願いがかなうとき　…………………………………………………………… 18 青春のカタチ

ほんとうのリーダーのみつけかた　……………………………………………………… 67 自分のカタチ

魔王学院の不適合者
～史上最強の魔王の始祖、転生して子孫たちの学校へ通う～　……………………… 20 青春のカタチ

マカン・マラン　二十三時の夜食カフェ　……………………………………………… 12 青春のカタチ

また、同じ夢を見ていた　………………………………………………………………… 77 「生きる」のカタチ

まなの本棚　………………………………………………………………………………… 88 学びのカタチ

まなぶ　……………………………………………………………………………………… 89 学びのカタチ

ママは身長 1 0 0 cm　……………………………………………………………………… 74 「生きる」のカタチ

真夜中のパン屋さん　午前０時のレシピ　……………………………………………… 70 家族のカタチ

○×でわかる風景作画 神技作画シリーズ　……………………………………………… 112 いろんなカタチ

美雨 1 3 歳のしあわせレシピ　…………………………………………………………… 12 青春のカタチ

みかん、好き？　…………………………………………………………………………… 40 熱中のカタチ

湖の国　……………………………………………………………………………………… 9 青春のカタチ

みつきの雪　………………………………………………………………………………… 25 青春のカタチ

３つ数えて走りだせ　……………………………………………………………………… 53 自分のカタチ

耳なし芳一・雪女　八雲　怪談傑作集（新装版）　…………………………………… 46 冒険のカタチ

ミムス　＝宮廷道化師＝　………………………………………………………………… 73 「生きる」のカタチ

ミライの授業　……………………………………………………………………………… 88 学びのカタチ

未来の扉をひらく　偉人のことば　マンガ＆イラストが天才の世界へ導く　……… 59 自分のカタチ

みらいめがね　それでは息がつまるので　……………………………………………… 67 自分のカタチ

★ みんなちがって、それでいい　パラ陸上から私が教わったこと　…………………… 63 自分のカタチ

みんなの園芸店　春夏秋冬を楽しむ庭づくり　………………………………………… 40 熱中のカタチ

麦本三歩の好きなもの　…………………………………………………………………… 77 「生きる」のカタチ

メイド　イン　十四歳　…………………………………………………………………… 52 自分のカタチ

メシが食える大人になる！よのなかルールブック　…………………………………… 24 青春のカタチ

目で見る岡山弁（岡山文庫３１４）　…………………………………………………… 116 岡山ゆかりの作品

めんどくさがりなきみのための文章教室　……………………………………………… 38 熱中のカタチ

もう一度人生をやり直したとしても、また君を好きになる。　……………………… 75 「生きる」のカタチ

もしも悩みがなかったら　………………………………………………………………… 65 自分のカタチ

★ もものかんづめ　…………………………………………………………………………… 110 いろんなカタチ

★ 夜間中学へようこそ　……………………………………………………………………… 10 青春のカタチ

谷中レトロカメラ店の謎日和　…………………………………………………………… 107 仕事のカタチ

ま行

や行
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やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。　………………………………………… 20 青春のカタチ

憂国のモリアーティ “ 緋色 ” の研究　…………………………………………………… 42 冒険のカタチ

指輪物語（１）旅の仲間　上１　………………………………………………………… 41 冒険のカタチ

夢のスポーツ大図鑑（１）球技　………………………………………………………… 113 いろんなカタチ

夢をかなえる教科書　トップアスリートに学ぶ３９のヒント　……………………… 36 熱中のカタチ

夜明けの図書館（コミック）　…………………………………………………………… 11 青春のカタチ

ようこそ実力至上主義の教室へ　………………………………………………………… 20 青春のカタチ

★ 世の中への扉　海をわたる被爆ピアノ　………………………………………………… 83 平和へのカタチ

世の中への扉　甲子園がくれた命　……………………………………………………… 78 「生きる」のカタチ

★ 世の中への扉　零戦パイロットからの遺言　原田要が空から見た戦争　…………… 84 平和へのカタチ

夜を乗り越える　…………………………………………………………………………… 73 「生きる」のカタチ

★ 「弱くても勝てます」開成高校野球部のセオリー　…………………………………… 30 熱中のカタチ

461個の弁当は、親父と息子の男の約束。　…………………………………………… 72 家族のカタチ

★ ライオンのおやつ　………………………………………………………………………… 80 「生きる」のカタチ

ラッコの家　………………………………………………………………………………… 73 「生きる」のカタチ

リスタート　………………………………………………………………………………… 62 自分のカタチ

リマ・トゥジュ・リマ・トゥジュ・トゥジュ　………………………………………… 25 青春のカタチ

竜之介先生、走る！　熊本地震で人とペットを救った動物病院　…………………… 98 仕事のカタチ

紅玉は終わりにして始まり　時間旅行者（タイムトラベラー）の系譜　…………… 21 青春のカタチ

レイさんといた夏　………………………………………………………………………… 19 青春のカタチ

レギュラーになれないきみへ　…………………………………………………………… 35 熱中のカタチ

レシピにたくした料理人の夢　難病で火を使えない少年　…………………………… 66 自分のカタチ

レジまでの推理　…………………………………………………………………………… 11 青春のカタチ

ロウソクの科学　世界一の先生が教える超おもしろい理科　………………………… 96 学びのカタチ

和菓子のアン　……………………………………………………………………………… 107 仕事のカタチ

わきだせ！いのちの水　日本伝統の上総掘り井戸をアフリカに　…………………… 97 仕事のカタチ

わたしがいどんだ戦い　1 9 3 9 年　……………………………………………………… 55 自分のカタチ

わたしがここにいる理由　………………………………………………………………… 8 青春のカタチ

★ わたしが障害者じゃなくなる日　………………………………………………………… 74 「生きる」のカタチ

わたしが少女型ロボットだったころ　…………………………………………………… 61 自分のカタチ

★ わたしのクマ研究　………………………………………………………………………… 100 仕事のカタチ

わたしのスポットライト　………………………………………………………………… 52 自分のカタチ

わたしのせいじゃない　…………………………………………………………………… 17 青春のカタチ

わたしのそばできいていて　……………………………………………………………… 39 熱中のカタチ

わたしの小さな古本屋　…………………………………………………………………… 26 青春のカタチ

私は存在が空気　…………………………………………………………………………… 21 青春のカタチ

★ 私は私のままで生きることにした　……………………………………………………… 66 自分のカタチ

わらういきもの　…………………………………………………………………………… 111 いろんなカタチ

笑おうね生きようね　いじめられ体験乗り越えて　…………………………………… 58 自分のカタチ

★ Wonder　…………………………………………………………………………………… 55 自分のカタチ

ら行

わ行



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

──────「おもしろ読書事典（中学生版）」作成委員会────────────────── 

 

 委  員 相賀 美幸（おはなしグループ「そらきたホイ！」 読書支援ボランティア） 

   〃   岡本 弥生（真庭市立中央図書館 司書） 

   〃   小林 まゆ（津山市立図書館 主任司書） 

   〃   住友 加奈子（岡山県立図書館 司書） 

   〃   二部野 進（倉敷市立南中学校 副校長） 

   〃   原田 有美（就実高等学校・中学校 司書） 

   〃   藤本 久美（倉敷市立東中学校 教諭） 

   〃   堀江 潤子（おはなしグループ「そらきたホイ！」 読書支援ボランティア） 

   〃   吉次 真由美（赤磐市立高陽中学校 学校図書館司書） 

 

     委員の方以外にも、この事典を作成するために多くの方の御協力をいただきました。 

 

 事務局   岡山県教育庁生涯学習課 

 

────────────────────────――――――――――――――――――――――  

 

 表紙 絵 倉敷市立多津美中学校 ２年 福森実香 

 岡山県「ぱっちり！もぐもぐ」生活リズム向上 

マスコットキャラクター 


