
山陽小野田市立中央図書館

　中学生におすすめの本リスト　２０１６ 市立図書館にあります。

図書館職員おすすめ
作品名 著者 出版社 コメント

1 アリスの見習い物語 カレン・クシュマン あすなろ書房 孤児だった少女が自分の居場所を見つける
2 いのちの食べ方 森　達也 理論社 「お魚は切り身で泳いでる？」誰か教えて！！
3 海のはてまで連れてって アレックス・シアラー ダイヤモンド社 思いっきり笑えて感動できる冒険の物語
4 永遠の出口 森　絵都 集英社 小３から高３までの９年間を描くベストセラー
5 エリオン国物語　　１～３ パトリック・カーマン アスペクト １２歳の少女の勇気と友情の冒険ファンタジー
6 温室デイズ 瀬尾　まいこ 角川書店 中学教師でもある作者が中学生を描く
7 顔をなくした少年 ルイス・サッカー 新風舎 杖を盗む手伝いをしたら顔をなくすなんて
8 カラフル 森　絵都 理論社 抽選に当たって生き返った僕
9 キップをなくして 池澤　夏樹 角川書店 キップを失くしたら駅からは出られない
10 ぎぶそん 伊藤　たかみ ポプラ社 １４歳４人組のバンド練習が始まった
11 霧のむこうの不思議な町 柏葉　幸子 講談社 「千と千尋の神隠し」のヒントになった本
12 クラバート オトフリート・プロイスラー 偕成社 宮崎駿監督おすすめのファンタジー
13 幸福な食卓 瀬尾　まいこ マガジンハウス どんなに悲しくても朝は普通にやってくる
14 心の宝箱にしまう１５のファンタジー ジョーン・エイキン 竹書房 短編小説の神様の傑作集
15 今夜は眠れない 宮部　みゆき 講談社 母に５億円の遺産が残された。中学生コンビが大活躍！
16 聖（さとし）の青春 大崎　善生 講談社 将棋に出会えて僕は幸せだった
17 サマータイム 佐藤　多佳子 偕成社 ぼく達の出会いは、どしゃ降りの雨のプールだった
18 しあわせ レイフ・フリスチャンソン 岩崎書店 しあわせってどういうもの？
19 シキュロスの剣 泉　啓子 堂心社 一本の剣をキーワードに、周一と啓太は・・・
20 １３歳の沈黙 Ｅ・Ｌ・カニズバーグ 岩崎書店 友人が突然言葉を失ったら、君はどうする？
21 １４歳からの仕事道 玄田　有史 理論社 「しごと」をするのはなぜ？
22 １４歳の君へ 池田　晶子 毎日新聞社 幸せな人が不幸になることはない
23 ジョナさん 片川　優子 講談社 あなたの「心臓が脈打つ瞬間」ってどんなとき？
24 スウィングガールズ 矢口　史靖 トイズファクトリー ジャズに魅せられた高校生の大爆笑な日々
25 ステップファザーステップ 宮部　みゆき 講談社 次々と起こる事件をユーモアたっぷりに解決
26 世界でたったひとりの子 アレックス・シアラー 竹書房 不老長寿の薬が発明された世界
27 セロひきのゴーシュ 宮沢　賢治 岩崎書店 宮沢賢治の名作を一度は読んでみてください
28 ＤＩＶＥ（ダイブ）！！　　１～４ 森　絵都 講談社 高さ１０ｍの飛び込み台からダイブ！
29 ダブル・ハート 令丈　ヒロ子 講談社 自分にそっくりな女の子が目の前に
30 だれが石を投げたのか？ Ｍ・プレスラー さえら書房 弟はなぜ死んだのか？
31 ちいさなちいさな王様 アクセル・ハッケ 講談社 人差し指サイズの王様がぼくの部屋に現れた
32 チョコレート・アンダーグラウンド アレックス・シアラー 求龍堂 チョコレートが禁止された街で・・・
33 チョコレート・ラバー Ｍ・Ｅ・ラブ 理論社 ふたりはこっそり変装中！
34 飛ぶ教室 ケストナー 偕成社 個性あふれる少年たちと先生との心温まる物語
35 難民少年 ベンジャミン・ゼファニア 講談社 安心して生きられる場所が欲しい
36 バカなおとなにならない脳 養老　孟司 理論社 バカって治るんですか？
37 ハッピーバースデー 青木　和雄 金の星社 ｢生まれてこなければよかった」なんて言わせない
38 話すことがたくさんあるの ジョン・マーズデン 講談社 言葉を取り戻した１４歳の少女の、心にしみる日記
39 秘密の道をぬけて ロニー・ショッター あすなろ書房 アマンダは、偶然、大人たちの｢秘密」を知ってしまう
40 １００万回生きたねこ 佐野　洋子 講談社 １００万回死んで生き返る猫。生きる意味とは？
41 ふたりは　いっしょ アーノルド・ローベル 文化出版局 がまくんとかえるくんの友情
42 魔法があるなら アレックス・シアラー ＰＨＰ研究所 夜のデパートに引越しだ
43 みんなのなやみ 重松　清 理論社 「あ、自分だけじゃない、みんな悩んでるんだ」と思える本
44 もう、悪口なんかいわせない クラース・ファン・アッセン 徳間書店 エネルギーたっぷりの男の子
45 もしも日本人がみんな米つぶだったら 山口　タオ 講談社 日本のお米について考える本
46 夜の朝顔 豊島　ミホ 集英社 小学生だった頃の不安に、あなたも共感できるはず
47 夜のピクニック 恩田　陸 新潮社 北高の名物８０ｋｍの歩行祭で
48 ライディング・フリーダム パム・Ｍ・ライアン ポプラ社 自分の夢を叶えるために男装した女性の生涯
49 楽園のつくりかた 笹生　陽子 講談社 エリート中学生が、ド田舎に転校の悲劇！
50 リズム 森　絵都 講談社 自分らしさを探す中学校の３年間

中学生おすすめ
作品名 著者 出版社 コメント

1 青空のむこう アレックス・シアラー 求龍堂
交通事故で死んだハリーは、ある思いを胸に、
規則を破って〈生者の国〉へ・・・

2 あそこの席 山田　悠介 文芸社 転校生の加奈が座った席にはある噂が・・・
3 穴 ルイス・サッカー 講談社 絶望せずに生き延びるには。決死の脱出をはかる
4 あらしのよるに　　１～７ きむら　ゆういち 講談社 嵐の夜に偶然出会ったヤギとオオカミ・・・
5 暗黒童話 乙一 集英社 私の新しい左目から、元の持ち主の記憶が見える・・・
6 １ℓの涙 木橋　亜也 幻冬舎 「神様、病気はどうして私を選んだの？」



7 一瞬の風になれ　　１～３ 佐藤　多佳子 講談社 読むと走りたくなる爽やかな青春小説
8 おばあちゃんが、ぼけた。 村瀬　孝生 理論社 老人ホームであったはなしが、４コマ漫画に！？
9 岳物語 椎名　誠 集英社 岳少年の成長物語
10 刀語　１～１２ 西尾　維新 講談社 伝説の「完成形変体刀」を集める旅が始まる
11 神様のカルテ　０～３ 夏川　草介 小学館 人の命の重さ・大切さがわかる医者と写真家の夫婦の愛の物語
12 きっと君に届くと信じて 吉富　多美 金の星社 心で叫びつづける少女たちのＳＯＳ・・・
13 君に届け 下川　香苗 集英社 ”貞子”と呼ばれ恐れられている少女の恋
14 空想科学読本 柳田　理科雄 メディアファクトリー 「これはありえないだろう」に科学的に答えます
15 クラスルーム 折原　一 理論社 ある中学校の卒業生７人に届いたクラス会の通知には・・・
16 クロニクル千古の闇　１～６ ミシェル　ペイバー 評論社 少年トラクと子オオカミのウルフの冒険
17 県庁おもてなし課 有川　浩 角川書店 映画化もされた、仕事や恋で成長していく男性の物語
18 告白予行練習　１～３ 藤谷　燈子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 両かたおもいの恋の結末は・・・？
19 ＧＯＴＨ（ゴス） 乙一 角川書店 人間の暗黒部分に惹かれる者たちを描くミステリー
20 ＧＯＳＩＣＫ 桜庭　一樹 角川書店 奇妙な天才美少女ヴィクトリカと学園の難事件を解決

21 ゴーストハント　１～７ 小野　不由美 メディアファクトリー 壊そうとすれば必ず事故が起きる旧校舎の謎・・・

22 五体不満足 乙武　洋匡 講談社 手足がなくても何にでもチャレンジ。作者の考え方に感動します
23 彩雲国物語 雪乃　紗衣 角川書店 元おじょう様が大金につられて引き受けた仕事とは・・・
24 さすらい猫ノアの伝説 重松　清 講談社 黒猫が、首に風呂敷包みを巻きつけて教室に？
25 サマーウォーズ 岩井　恭平 角川書店 コンピュータｖｓ少年　地球を守ることができるのか
26 Ｔｈｅ　ＭＡＮＺＡＩ　　１～５ あさの　あつこ ジャイブ 歩は、友達の秋本から漫才をしようと誘われる
27 ザリガニがきえる！？ 谷本　雄治 ポプラ社 ザリガニ減少のなぞにいどむ！
28 三国志 三田村　信行 ポプラ社 熱い野望を抱いた群雄が、天下を巡って争いの火花を散らす
29 十五少年漂流記 ジュール・ベルヌ 講談社 十五人の子供が乗った船がさまよいついた島とは・・・
30 植物図鑑 有川　浩 角川書店 「お嬢さん、よかったら俺を拾ってくれませんか？」
31 心霊探偵八雲 神永　学 文芸社 赤い左目で、死者の魂を見ることができる少年
32 ＺＯＯ 乙一 集英社 今までになかったホラーに出会える短編集
33 水妖の森 廣嶋　玲子 岩崎書店 タキと水妖のナナイは、ともに月の湖をめざす
34 スノーフレーク 大崎　梢 角川書店 キミが遺してくれた謎は切なくちょっぴりほろ苦い・・・
35 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 世界を１００人に縮めるときれいな水が飲めるのは何人？
36 ゼブラ ハイム・ポトク 青山出版社 ゼブラは、絵を描く楽しさを感じました
37 空色の地図 梨屋　アリエ 金の星社 初音に届いた差出人不明の手紙
38 空色勾玉 荻原　規子 徳間書店 日本風ファンタジーのボス的存在物語
39 タラ ・ ダンカン　１～１０ ソフィー　オドゥワン　マミコニアン メディアファクトリー 強い魔力を持つ少女の、恐いけどとてもおもしろい物語
40 ダレン・シャン　　１～１３ ダレン・シャン 小学館 毒グモに刺された友人の命を救うための条件とは・・・
41 チームふたり　シリーズ 吉野　万理子 学研マーケティング 学校でも家でも事件ばかりの卓球部キャプテン・大地が見つけたもの

42 東京バンドワゴン　シリーズ 小路　幸也 集英社 下町でくらす大家族の物語　「ＬＯＶＥだねぇ」
43 図書館戦争 有川　浩 メディアワークス 「検閲」によって本が「狩られる」時代の恋愛小説（？）
44 倒立する塔の殺人 皆川　博子 理論社 ひとりの少女の不思議な死をきっかけに・・・
45 謎解きはディナーのあとで　１～３ 東川　篤哉 小学館 執事・影山は、お嬢様に対してかなりの毒舌！？
46 なによりも大切なこと あさの　あつこ PHP出版 １０代のわたしたちに向けて書かれた本です
47 ナルニア国物語　　１～７ Ｃ・Ｓ・ルイス 岩波書店 衣装だんすの中の世界、ナルニア国の誕生から滅亡まで
48 ＮＯ．６　１～９ あさの　あつこ 講談社 超エリートの紫苑は、雨の降る夜にけがをした少年を助けたことで・・・

49 西の魔女が死んだ 梨木　香歩 新潮社
学校生活や自分のすることに自信のない中学生の話。
悩んで立ち止まってしまっている人に

50 パズル 山田　悠介 角川書店 学校中にかくされたパズルピースを探して完成させなければ・・・

51 ハルチカシリーズ　１～５ 初野　晴 角川書店 性格残念系美少年と元気少女の吹奏楽部青春ミステリ

52 Ｈｅａｒｔ　Ｂｅａｔ 芦原　すなお　（他） ジャイブ １話ごとにちがう人が書いていて、楽しく読めます

53 ヒックとドラゴン　シリーズ クレシッダ・コーウェル 小峰書店
ヒックは、凶暴なドラゴンを倒しバイキングのヒーローになれるの
か？

54 悲鳴伝 西尾　維新 講談社 生きることは戦いだ・・・。壮大で荒唐無稽な英雄譚。
55 ブレイブストーリー 宮部　みゆき 角川書店 運命を変えるために”幻界”へと向かったワタルの旅

56 ぼくたちと駐在さんの７００日戦争　１・２ ママチャリ 小学館
　ヤンチャな高校生と駐在さんとの攻防戦を描いた、笑いあり、涙
ありの人気ブログ小説。

57 ぼくらの七日間戦争 宗田　理 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 明日から夏休み、子どもたちは大人たちへの叛乱を起こした・・・。

58 星空ロック 那須田　淳 あすなろ書房 レオ、おまえは、おまえのロックをやれ！！

59 ホテルカクタス 江國　香織 集英社
そのアパートには、帽子、きゅうり、数字の２が住んでいました・・・
と始まる不思議な話

60 都会（まち）のトム＆ソーヤ はやみね　かおる 講談社
一見、普通の中学生である内人は、伝説のゲームクリエイターに
なりたい創也につき合わされて・・・

61 真夏のマウンド マイク　ルピカ あかね書房
ニューヨークの夏、リトルリーグのピッチャー・マイケルに
ふりかかる数々の困難・・・

62 水の時計 初野　晴 角川書店 月明かりの夜にだけ話すことができる脳死の少女
63 ＹＯＵ！ 五十嵐　貴久 双葉社 女の子がジャニーズに！？　友情と絆のストーリー

64 妖怪アパートの幽雅な日常　１～１０ 香月　日輪 講談社
高校入学と同時に始めたあこがれの下宿生活には
ふしぎがいっぱい！　日常と「非」日常が混じっていく成長物語

65 ルール！ シンシア・ロード 主婦の友社
自閉症をもった弟とその姉のおはなし。　障害者とどう
向き合うか、について考えさせられます

66 レインツリーの国 有川　浩 新潮社 メールから始まる２人の恋物語

67 レンタル・チルドレン 山田　悠介 幻冬舎 亡くなった息子にそっくりな子供をレンタルするが・・・
68 私の嫌いな探偵 東川　篤哉 光文社 私はあんたの探偵助手じゃない！大家だっつーの！！
69 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　千年竜伝説 尾田　栄一郎 集英社 そこには、巨大な竜がいた！！　好奇心いっぱいのルフィだが・・・


