
YA＝Young Adult（ヤングアダルト）

主に中学生や高校生をはじめとする13歳から19歳くらいの世代の人たちに対して使われている、「若い大人」という意味の言葉

です。児童向けの本だと物足りない、でも大人向けの本では難しすぎるという10代の皆さんに向けて選んだ本をYAコーナーにて

紹介しています。本選びのきっかけになってくれるとうれしいです。

形態 タイトル 責任表示/年月日号 出版者 出版年

1 児童書 アイドルになりたい！ 中森  明夫 筑摩書房 2017.4

2 一般書 あがり 松崎  有理 東京創元社 2011.9

3 児童書 浅田次郎 浅田　次郎 文芸春秋 2007.4

4 児童書 明日は、どうしてくるの？ 栗田  亘 講談社 2013.5

5 一般書 あしなが蜂と暮らした夏 甲斐  信枝 中央公論新社 2020.1

6 一般書 あずかりやさん 大山  淳子 ポプラ社 2013.5

7 一般書 あずかりやさん  〔２〕 大山  淳子 ポプラ社 2016.9

8 一般書 あずかりやさん　［３］ 大山  淳子 ポプラ社 2019.5

9 一般書 あずかりやさん　［４］ 大山  淳子 ポプラ社 2020.12

10 一般書 あと少し、もう少し 瀬尾  まいこ 新潮社 2012.1

11 文庫 あまからカルテット 柚木  麻子 文芸春秋 2013.11

12 児童書 あまねく神竜住まう国 荻原　規子 徳間書店 2015.2

13 児童書 綾瀬はるか「戦争」を聞く ＴＢＳテレビ『ＮＥＷＳ２３』取材班 岩波書店 2013.4

14 児童書 綾瀬はるか「戦争」を聞く  ２ ＴＢＳテレビ『ＮＥＷＳ２３』取材班 岩波書店 2016.7

15 児童書 アラスカの小さな家族 カークパトリック・ヒル 講談社 2015.1

16 児童書 ある晴れた夏の朝 小手鞠  るい 偕成社 2018.8

17 一般書 アンと愛情 坂木　司 光文社 2020.1

18 一般書 アンと青春 坂木　司 光文社 2016.3

19 児童書 アンネのバラ 国森  康弘 講談社 2015.5

20 児童書 いいたいことがあります！ 魚住  直子 偕成社 2018.1

21 一般書 医学部 浅野　恵子 ぺりかん社 2018.9

22 一般書 生きづらさを抱えるきみへ ｗｉｔｈｎｅｗｓ編集部 ベストセラーズ 2019.4

23 児童書 池上彰と学ぶメディアのめ ＮＨＫ「メディアのめ」制作班 ＮＨＫ出版 2013.4

24 一般書 池上彰のお金の学校 池上  彰 朝日新聞出版 2011.1

25 児童書 石を抱くエイリアン 浜野  京子 偕成社 2014.3

26 児童書 いじめられている君へ　いじめている君へ　いじめを見ている君へ 朝日新聞社 朝日新聞出版 2012.9

27 児童書 医者になりたい君へ 須磨  久善 河出書房新社 2014.1

28 一般書 異世界でカフェを開店しました。　［１］ 甘沢　林檎 アルファポリス 2012.11

29 一般書 異世界でカフェを開店しました。　２ 甘沢　林檎 アルファポリス 2013.9

30 一般書 異世界でカフェを開店しました。　３ 甘沢　林檎 アルファポリス 2014.6

31 一般書 異世界でカフェを開店しました。　６ 甘沢　林檎 アルファポリス 2015.9

32 一般書 偉大なる、しゅららぼん 万城目  学 集英社 2011.4

33 一般書 無花果とムーン 桜庭  一樹 角川書店 2012.1

34 一般書 一生モノの勉強法 鎌田  浩毅 東洋経済新報社 2009.4

35 児童書 いのちを救う災害時医療 森村　尚登 河出書房新社 2019.12

36 児童書 イーブン 村上  しいこ 小学館 2020.6

37 一般書 いまさら翼といわれても 米沢  穂信 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016.11

38 児童書 ウィズ・ユー 浜野  京子 くもん出版 2020.11



39 児童書 牛飼い農家の山田さんち 酒井　りょう かもがわ出版 2020.1

40 一般書 噓の木 フランシス・ハーディング 東京創元社 2017.1

41 文庫 海の底 有川　浩 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2009.4

42 一般書 梅と水仙 植松  三十里 ＰＨＰ研究所 2020.1

43 児童書 裏庭 梨木  香歩 理論社 1996.11

44 児童書 ヴンダーカンマー 樫崎  茜 理論社 2018.11

45 文庫 永遠の０（ゼロ） 百田　尚樹 講談社 2009.7

46 一般書 栄養学部 佐藤　成美 ぺりかん社 2019.7

47 文庫 エデン 近藤　史恵 新潮社 2013.1

48 文庫 えどさがし 畠中　恵 新潮社 2014.12

49 一般書 ＬＧＢＴってなんだろう？ 薬師  実芳 合同出版 2014.9

50 児童書 お絵かき禁止の国 長谷川　まりる 講談社 2019.6

51 児童書 オオカミの時間 三田村　信行 理論社 2020.3

52 児童書 大盛りワックス虫ボトル 魚住  直子 講談社 2011.3

53 児童書 小川洋子 小川  洋子（１９６２～） 文芸春秋 2007.6

54 一般書 落ちこぼれぼっちテイマーは諦めません　［１］ たゆ アルファポリス 2020.3

55 一般書 大人でも答えられない！宇宙のしつもん 荒舩  良孝 すばる舎 2014.8

56 一般書 乙女の家 朝倉　かすみ 新潮社 2015.2

57 児童書 踊る光 トンケ・ドラフト 岩波書店 2015.1

58 一般書 鬼塚パンチ！ 鬼塚  忠 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2015.2

59 児童書 お庭番デイズ　上 有沢  佳映 講談社 2020.7

60 児童書 お庭番デイズ　下 有沢  佳映 講談社 2020.7

61 一般書 オー！ファーザー 伊坂  幸太郎 新潮社 2010.3

62 文庫 お任せ！数学屋さん 向井  湘吾 ポプラ社 2015.4

63 文庫 お任せ！数学屋さん  ２ 向井  湘吾 ポプラ社 2016.4

64 文庫 お面屋たまよし 石川  宏千花 講談社 2015.1

65 文庫 お面屋たまよし  〔２〕 石川  宏千花 講談社 2016.1

66 一般書 想い出あずかります 吉野  万理子 新潮社 2011.5

67 児童書 表参道高校合唱部！ 櫻井  剛 学研プラス 2016.2

68 児童書 表参道高校合唱部！  〔２〕 櫻井  剛 学研プラス 2016.4

69 児童書 表参道高校合唱部！  〔３〕 櫻井  剛 学研プラス 2016.6

70 一般書 俺の死亡フラグが留まるところを知らない　［１］ 泉 宝島社 2015.8

71 一般書 俺の死亡フラグが留まるところを知らない　２ 泉 宝島社 2016.2

72 一般書 俺の死亡フラグが留まるところを知らない　３ 泉 宝島社 2016.7

73 一般書 俺の死亡フラグが留まるところを知らない　４ 泉 宝島社 2017.3

74 一般書 母さんのコロッケ 喜多川  泰 大和書房 2011.9

75 一般書 外国語学部 元木　裕 ぺりかん社 2019.8

76 児童書 かえたい二人 令丈　ヒロ子 ＰＨＰ研究所 2017.9

77 一般書 学園天国 五十嵐  貴久 実業之日本社 2015.2

78 一般書 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 2013.12

79 児童書 学歴入門 橘木  俊詔 河出書房新社 2013.1

80 一般書 数の悪魔 ハンス・マグヌス・エンツェンスベルガー 晶文社 2000.9



81 一般書 カッコいい資格図鑑 鈴木　秀明 主婦の友社 2018.1

82 児童書 学校、行かなきゃいけないの？ 雨宮  処凛 河出書房新社 2021.1

83 児童書 学校では教えてくれないゆかいな日本語 今野  真二 河出書房新社 2016.8

84 一般書 かまどの嫁　１ 紫　はなな ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2015.7

85 一般書 神さまたちの遊ぶ庭 宮下  奈都 光文社 2015.1

86 一般書 神さまのいる書店　〔１〕 三萩  せんや ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2015.7

87 文庫 神様の御用人　［１］ 浅葉　なつ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2013.12

88 一般書 神様のみなしご 川島  誠 角川春樹事務所 2012.4

89 文庫 軽い気持ちで替え玉になったらとんでもない夫がついてきた。　１ 奏多　悠香 アルファポリス 2017.2

90 文庫 軽い気持ちで替え玉になったらとんでもない夫がついてきた。　２ 奏多　悠香 アルファポリス 2017.3

91 児童書 川上弘美 川上  弘美 文芸春秋 2007.5

92 児童書 カンヴァスの向こう側 フィン・セッテホルム 評論社 2013.1

93 一般書 看護学部・保健医療学部 松井　大助 ぺりかん社 2017.4

94 一般書 キアズマ 近藤　史恵 新潮社 2013.4

95 児童書 偽善のすすめ パオロ・マッツァリーノ 河出書房新社 2014.2

96 一般書 鍛えよう！読むチカラ 桑田  てるみ 明治書院 2012.8

97 一般書 帰宅部ボーイズ はらだ  みずき 幻冬舎 2011.5

98 児童書 きっときみに届くと信じて 吉富  多美 金の星社 2013.11

99 郷土 義農　スピリット 早川　かずし アトラス 2013.3

100 一般書 きみが見つける物語 あさの　あつこ 角川書店 2010.4

101 児童書 君たちはどう生きるか　漫画版 吉野  源三郎 マガジンハウス 2017.8

102 一般書 君の知らない方程式 山本  弘（ゲームデザイナー） 東京創元社 2017.8

103 児童書 きみの存在を意識する 梨屋  アリエ ポプラ社 2019.8

104 文庫 きみはいい子 中脇  初枝 ポプラ社 2014.4

105 児童書 逆境を乗り越える５０のヒント 植西  聡 ＰＨＰ研究所 2018.2

106 一般書 キャパとゲルダ マーク・アロンソン あすなろ書房 2019.9

107 一般書 ９７歳の悩み相談 瀬戸内  寂聴 講談社 2019.9

108 文庫 給食のおにいさん 遠藤  彩見 幻冬舎 2013.1

109 文庫 給食のおにいさん　進級 遠藤  彩見 幻冬舎 2014.4

110 児童書 ＱＫ部 黄黒　真直 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020.3

111 一般書 教育学部 三井　綾子 ぺりかん社 2018.6

112 児童書 桐野夏生 桐野  夏生 文芸春秋 2007.8

113 文庫 銀の匙 中　勘助 岩波書店 1935.11

114 児童書 「空気」を読んでも従わない 鴻上　尚史 岩波書店 2019.4

115 文庫 愚者のエンドロール 米沢  穂信 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2002.8

116 文庫 クジラの彼 有川　浩 角川書店 2010.6

117 文庫 クドリャフカの順番 米沢  穂信 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2008.5

118 一般書 クラスメイツ  前期 森  絵都 偕成社 2014.5

119 一般書 クラスメイツ  後期 森  絵都 偕成社 2014.5

120 一般書 くるくるコンパス 越谷  オサム ポプラ社 2012.4

121 一般書 経営学部・商学部 大岳　美帆 ぺりかん社 2019.4

122 児童書 原稿用紙１枚の物語 あいはら　まひろ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020.6



123 一般書 恋と禁忌の述語論理（プレディケット） 井上  真偽 講談社 2015.1

124 児童書 恋話（こいばな）ミラクル１ダース にかいどう　青 講談社 2020.1

125 一般書 工学部 漆原　次郎 ぺりかん社 2018.5

126 一般書 高校球児に伝えたい！配球学・リード術 野村  克也 東邦出版 2018.4

127 一般書 高校生からわかる政治のしくみと議員のしごと 山田  健太（１９５９～） トランスビュー 2013.6

128 一般書 高校生にも読んでほしい海の安全保障の授業 佐藤  正久 ワニブックス 2016.12

129 一般書 高校生ものづくりの魅力 技術教育研究会 一藝社 2019.5

130 文庫 こぐちさんと僕のビブリアファイト部活動日誌 三上　延 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2017.3

131 一般書 こころ 七瀬  晶 角川書店 2011.3

132 一般書 ココロ・ファインダ 相沢  沙呼 光文社 2012.4

133 一般書 ＧＯＳＩＣＫ　ＢＬＵＥ 桜庭  一樹 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2014.11

134 一般書 ５４字の物語 氏田　雄介 ＰＨＰ研究所 2018.3

135 一般書 ５４字の物語　怪 氏田　雄介 ＰＨＰ研究所 2018.11

136 児童書 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 2019.6

137 児童書 ことばの力  ２ あさの  あつこ 鈴木出版 2012.12

138 一般書 ことわざ生活  こっち篇 あかいわ  しゅうご 草思社 2016.11

139 一般書 ことわざ生活  あっち篇 あかいわ  しゅうご 草思社 2016.11

140 児童書 この川のむこうに君がいる 浜野  京子 理論社 2018.11

141 一般書 この手の中を、守りたい　１ カヤ フロンティアワークス 2017.7

142 一般書 この手の中を、守りたい　２ カヤ フロンティアワークス 2017.1

143 児童書 この世でいちばん大事な「カネ」の話 西原  理恵子 イースト・プレス 2012.9

144 一般書 ゴーフォワード！ 花形  みつる ポプラ社 2018.1

145 児童書 ５分後に思わず涙。 桃戸　ハル 学研プラス 2017.4

146 児童書 ５分後に恋の結末 橘　つばさ 学研プラス 2018.1

147 児童書 ５分後に超ハッピーエンド エブリスタ 河出書房新社 2019.1

148 児童書 ５分で読書 カドカワ読書タイム ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021.1

149 一般書 困ってるひと 大野  更紗 ポプラ社 2011.6

150 児童書 これを知らずに働けますか？ 竹信  三恵子 筑摩書房 2017.7

151 児童書 これから戦場に向かいます 山本  美香 ポプラ社 2016.7

152 児童書 コロナの時代を生きるためのファクトチェック 立岩　陽一郎 講談社 2020.12

153 児童書 「怖い」が、好き！ 加門  七海 理論社 2010.3

154 文庫 コンビニたそがれ堂　１ 村山　早紀 ポプラ社 2010.1

155 文庫 コンビニたそがれ堂　２ 村山　早紀 ポプラ社 2009.7

156 文庫 コンビニたそがれ堂　３ 村山　早紀 ポプラ社 2010.5

157 文庫 コンビニたそがれ堂　４ 村山　早紀 ポプラ社 2013.1

158 文庫 コンビニたそがれ堂　神無月のころ　５ 村山　早紀 ポプラ社 2015.9

159 文庫 コンビニたそがれ堂　小鳥の手紙 村山　早紀 ポプラ社 2018.3

160 文庫 コンビニたそがれ堂　祝福の庭 村山　早紀 ポプラ社 2016.12

161 一般書 コンビニたそがれ堂セレクション 村山　早紀 ポプラ社 2015.3

162 文庫 コンビニたそがれ堂　猫たちの星座 村山　早紀 ポプラ社 2019.2

163 一般書 コンビニ人間 村田  沙耶香 文藝春秋 2016.7

164 一般書 最弱テイマーはゴミ拾いの旅を始めました。 ほのぼのる５００ ＴＯブックス 2019.12



165 文庫 サヴァイヴ 近藤　史恵 新潮社 2014.6

166 一般書 サエズリ図書館のワルツさん  １ 紅玉  いづき 星海社 2012.8

167 一般書 サエズリ図書館のワルツさん  ２ 紅玉  いづき 星海社 2013.8

168 児童書 朔と新 いとう  みく 講談社 2020.2

169 文庫 櫻子さんの足下には死体が埋まっている　［１］ 太田　紫織 角川書店 2013.2

170 文庫 櫻子さんの足下には死体が埋まっている　［２］ 太田　紫織 角川書店 2013.5

171 文庫 櫻子さんの足下には死体が埋まっている　［３］ 太田　紫織 角川書店 2013.9

172 文庫 櫻子さんの足下には死体が埋まっている　［４］ 太田　紫織 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2014.2

173 文庫 櫻子さんの足下には死体が埋まっている　［５］ 太田　紫織 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2014.6

174 文庫 サクリファイス 近藤　史恵 新潮社 2010.2

175 児童書 ザ・ヘイト・ユー・ギヴ アンジー・トーマス 岩崎書店 2018.3

176 児童書 サマーと幸運の小麦畑 シンシア・カドハタ 作品社 2014.8

177 一般書 サラの柔らかな香車 橋本  長道 集英社 2012.2

178 一般書 ３年７組食物調理科 須藤  靖貴 講談社 2014.3

179 文庫 栞子さんの本棚 夏目漱石 角川書店 2013.5

180 児童書 鹿の王  上 上橋  菜穂子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2014.9

181 児童書 鹿の王  下 上橋  菜穂子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2014.9

182 児童書 鹿の王　水底の橋 上橋  菜穂子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019.3

183 文庫 時間屋 広瀬　未衣 双葉社 2018.12

184 児童書 重松清 重松　清 文芸春秋 2007.7

185 一般書 思春期女子のからだと心Ｑ＆Ａ 八田　真理子 労働教育センター 2020.11

186 一般書 「死にたい」「消えたい」と思ったことがあるあなたへ 河出書房新社 河出書房新社 2020.11

187 一般書 死ぬんじゃねーぞ！！ 中川　翔子 文藝春秋 2019.8

188 文庫 ジハード  １ 定金  伸治 星海社 2014.1

189 文庫 ジハード  ２ 定金  伸治 星海社 2014.3

190 文庫 ジハード  ３ 定金  伸治 星海社 2014.5

191 文庫 ジハード  ４ 定金  伸治 星海社 2014.7

192 文庫 ジハード  ５ 定金  伸治 星海社 2014.9

193 文庫 ジハード  ６ 定金  伸治 星海社 2014.11

194 児童書 自分をまもる本 ローズマリー・ストーンズ 晶文社 2013.11

195 児童書 自分コンプレックス みうら  かれん 金の星社 2018.3

196 一般書 しゃばけ読本 畠中　恵 新潮社 2007.11

197 文庫 シャバはつらいよ 大野  更紗 ポプラ社 2016.2

198 一般書 獣医学部 斉藤　智 ぺりかん社 2019.6

199 児童書 １１番目の取引 アリッサ・ホリングスワース 鈴木出版 2019.6

200 児童書 １５歳、ぬけがら 栗沢  まり 講談社 2017.6

201 児童書 １３歳からの家事のきほん４６ アントラム栢木利美 海竜社 2013.4

202 児童書 １３歳からの勝つ部活動 塚本  哲也（１９６４～） 黎明書房 2014.2

203 一般書 １３歳からの研究倫理 大橋　淳史 化学同人 2018.8

204 一般書 １３歳からの食と農 関根　佳恵 かもがわ出版 2020.11

205 一般書 １３歳からの日本外交 孫崎  享 かもがわ出版 2019.4

206 児童書 １３歳からの料理のきほん３４ アントラム栢木利美 海竜社 2014.5



207 一般書 １３歳のシーズン あさの　あつこ 光文社 2010.1

208 児童書 １０代から考える生き方選び 竹信  三恵子 岩波書店 2020.6

209 一般書 １０代からの心理学図鑑 マーカス・ウィークス 三省堂 2015.9

210 一般書 １０代からの哲学図鑑 マーカス・ウィークス 三省堂 2015.11

211 一般書 １８歳までに知っておきたい法のはなし 神坪　浩喜 みらいパブリッシング 2020.1

212 一般書 １４歳からの読解力教室 犬塚　美輪 笠間書院 2020.4

213 児童書 １４歳からのパレスチナ問題 奈良本  英佑 合同出版 2017.6

214 児童書 １４歳からわかる生命倫理 雨宮  処凛 河出書房新社 2014.5

215 児童書 十四歳日和 水野　瑠見 講談社 2019.8

216 一般書 １６歳の語り部 雁部  那由多 ポプラ社 2016.2

217 児童書 受験生すぐにできる５０のこと 中谷  彰宏 ＰＨＰ研究所 2011.12

218 一般書 奨学金借りる？借りない？見極めガイド 久米  忠史 合同出版 2015.4

219 一般書 召喚獣ですがご主人様がきびしいです　［１］ みゅうみゅう 宝島社 2017.2

220 一般書 召喚獣ですがご主人様がきびしいです　［２］ みゅうみゅう 宝島社 2018.3

221 一般書 憧憬☆カトマンズ 宮木  あや子 日本経済新聞出版社 2011.6

222 文庫 少女の記憶 大塚　正勝 ブイツーソリューション 2011.1

223 一般書 少女のための性の話 三砂　ちづる ミツイパブリッシング 2018.5

224 一般書 少女は卒業しない 朝井  リョウ 集英社 2012.3

225 一般書 女王はかえらない 降田  天 宝島社 2015.1

226 文庫 職業は武装解除 瀬谷  ルミ子 朝日新聞出版 2015.5

227 児童書 白き花の姫王（おおきみ） みなと  菫 講談社 2020.9

228 一般書 身長を伸ばす７つの法則 黒川  伊保子 主婦の友社 2015.4

229 一般書 ジンリキシャングリラ 山本  幸久 ＰＨＰ研究所 2014.3

230 一般書 心霊探偵八雲赤い事件ファイル 神永　学 宝島社 2010.6

231 一般書 水平線のぼくら 仁木  英之 角川春樹事務所 2014.6

232 一般書 教室内（スクール）カースト 鈴木  翔 光文社 2012.12

233 児童書 スクールガール・エクスプレス３８ 芦辺  拓 講談社 2012.8

234 文庫 スーパーカブ トネ・コーケン ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2017.5

235 児童書 スベらない同盟 にかいどう　青 講談社 2019.9

236 文庫 青銅の魔人 江戸川　乱歩 ポプラ社 2008.11

237 一般書 青年海外協力隊員になるには 益田　美樹 ぺりかん社 2020.12

238 児童書 声優さんになりたいっ！ ８１プロデュース 講談社 2014.11

239 一般書 世界が終わる前に 山本  弘（ゲームデザイナー） 東京創元社 2016.2

240 一般書 世界地図の下書き 朝井  リョウ 集英社 2013.7

241 一般書 世界で活躍する仕事１００ 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング 東洋経済新報社 2018.7

242 児童書 世界に通じるマナーとコミュニケーション 横手  尚子 岩波書店 2017.7

243 一般書 ゼツメツ少年 重松  清 新潮社 2013.9

244 一般書 世話焼き男の物作りスローライフ　［１］ 悠木　コウ アルファポリス 2018.6

245 一般書 世話焼き男の物作りスローライフ　２ 悠木　コウ アルファポリス 2019.4

246 児童書 戦火の馬 マイケル・モーパーゴ 評論社 2012.1

247 一般書 戦国小町苦労譚　１ 夾竹桃 アース・スターエンターテイメント2016.1

248 一般書 戦国小町苦労譚　２ 夾竹桃 アース・スターエンターテイメント2016.5



249 一般書 先生、殴らないで！ 桑田  真澄 かもがわ出版 2013.8

250 一般書 千年ジュリエット 初野  晴 角川書店 2012.3

251 一般書 素材採取家の異世界旅行記　［１］ 木乃子　増緒 アルファポリス 2017.1

252 一般書 素材採取家の異世界旅行記　２ 木乃子　増緒 アルファポリス 2017.5

253 一般書 素材採取家の異世界旅行記　３ 木乃子　増緒 アルファポリス 2017.9

254 児童書 その情報はどこから？ 猪谷　千香 筑摩書房 2019.2

255 児童書 その年、わたしは噓をおぼえた ローレン・ウォーク さ・え・ら書房 2018.1

256 一般書 ソフィーの世界 ヨースタイン・ゴルデル 日本放送出版協会 1995.6

257 児童書 空へ いとう  みく 小峰書店 2014.9

258 文庫 空ちゃんの幸せな食卓 大沼　紀子 ポプラ社 2013.4

259 文庫 空の中 有川　浩 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2008.6

260 一般書 それってキセキ 小松  成美 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016.3

261 一般書 そろそろ、部活のこれからを話しませんか 中澤  篤史 大月書店 2017.2

262 一般書 大学進学のための“返さなくてよい”奨学金ガイド 給付型奨学金研究会 産学社 2019.3

263 一般書 大学入試「英語４技能」試験を一発でクリアする最強の勉強法 島田  浩史 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016.1

264 一般書 だいじな本のみつけ方 大崎  梢 光文社 2014.1

265 児童書 たいせつな人へ マイケル・モーパーゴ あかね書房 2019.4

266 一般書 太陽はひとりぼっち 鈴木  るりか 小学館 2019.1

267 一般書 タスキメシ 額賀  澪 小学館 2015.11

268 一般書 タスキメシ－箱根－ 額賀  澪 小学館 2019.11

269 一般書 脱ネット・スマホ中毒 遠藤  美季 誠文堂新光社 2013.12

270 一般書 頼むから、ほっといてくれ 桂　望実 幻冬舎 2012.8

271 児童書 旅が好きだ！ 河出書房新社 河出書房新社 2020.6

272 一般書 短歌ください 穂村  弘 メディアファクトリー 2011.3

273 児童書 中学時代がハッピーになる３０のこと 中谷  彰宏 ＰＨＰ研究所 2012.1

274 児童書 中学生のためのスイーツの教科書 おかやま山陽高校製菓科 吉備人出版 2018.12

275 一般書 中学なんていらない。 青木  光恵 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2014.11

276 児童書 中高時代に読む本５０ 清水  克衛 ＰＨＰ研究所 2011.5

277 一般書 中・高生への科学の教室 藤嶋　昭 学研プラス 2019.6

278 一般書 中高生からの防犯 武田　信彦 ぺりかん社 2020.12

279 一般書 中高生からの論文入門 小笠原　喜康 講談社 2019.1

280 児童書 蝶の羽ばたき、その先へ 森埜　こみち 小峰書店 2019.1

281 児童書 ついていったら、だまされる 多田  文明 イースト・プレス 2012.7

282 児童書 つくられた心 佐藤  まどか ポプラ社 2019.2

283 一般書 翼を持つ少女 山本  弘（ゲームデザイナー） 東京創元社 2014.12

284 一般書 ＜敵＞と呼ばれても ジョージ・タケイ 作品社 2020.1

285 一般書 転換期を生きるきみたちへ 内田  樹 晶文社 2016.7

286 児童書 転校生は公認会計士！ 日本公認会計士協会 2013.4

287 児童書 天使のにもつ いとう  みく 童心社 2019.2

288 一般書 転生不幸　１ 日生 フロンティアワークス 2015.8

289 一般書 転生王子はダラけたい　［１］ 朝比奈　和 アルファポリス 2016.11

290 一般書 転生王子はダラけたい　２ 朝比奈　和 アルファポリス 2017.4



291 一般書 転生者はチートを望まない　［１］ 奈月　葵 アルファポリス 2014.5

292 一般書 転生者はチートを望まない　２ 奈月　葵 アルファポリス 2014.11

293 児童書 どうして君は友だちがいないのか 橋下  徹 河出書房新社 2007.7

294 一般書 東大合格生のノートはかならず美しい 太田  あや 文芸春秋 2008.9

295 一般書 遠まわりする雛 米沢  穂信 角川書店 2007.1

296 児童書 図書館で出会える１００冊 田中  共子 岩波書店 2009.6

297 文庫 とっさの方言 小路  幸也 ポプラ社 2012.8

298 児童書 とっぴんしゃん  上 山本  一力 講談社 2011.11

299 児童書 とっぴんしゃん  下 山本  一力 講談社 2011.11

300 児童書 ドーナツの歩道橋 升井  純子 ポプラ社 2020.3

301 一般書 跳びはねる思考 東田  直樹 イースト・プレス 2014.9

302 一般書 翔ぶ少女 原田  マハ ポプラ社 2014.1

303 児童書 友だち幻想 菅野　仁 筑摩書房 2008.3

304 一般書 ドラゴンの塔  上 ナオミ・ノヴィク 静山社 2016.12

305 一般書 ドラゴンの塔　下 ナオミ・ノヴィク 静山社 2016.12

306 児童書 ドレスを着た男子 デイヴィッド・ウォリアムズ 福音館書店 2012.5

307 児童書 泥だらけのカルテ 柳原  三佳 講談社 2014.2

308 一般書 泣いたあとは、新しい靴をはこう。 日本ペンクラブ ポプラ社 2019.12

309 一般書 嘆きの亡霊は引退したい　１ 槻影 マイクロマガジン社 2018.9

310 一般書 嘆きの亡霊は引退したい　２ 槻影 マイクロマガジン社 2019.2

311 一般書 嘆きの亡霊は引退したい　３ 槻影 マイクロマガジン社 2019.9

312 一般書 嘆きの亡霊は引退したい　４ 槻影 マイクロマガジン社 2020.2

313 一般書 ナーダという名の少女 角野  栄子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2014.2

314 一般書 夏から夏へ 佐藤  多佳子 集英社 2008.7

315 児童書 なりたい二人 令丈　ヒロ子 ＰＨＰ研究所 2014.6

316 児童書 なりたて中学生  初級編 ひこ・田中 講談社 2015.1

317 児童書 なりたて中学生  中級編 ひこ・田中 講談社 2015.11

318 児童書 なりたて中学生  上級編 ひこ・田中 講談社 2016.1

319 児童書 苦手な化学を克服する魔法の本 大宮　理 ＰＨＰ研究所 2019.6

320 児童書 虹いろ図書館のへびおとこ 櫻井　とりお 河出書房新社 2019.11

321 一般書 西の魔女が死んだ 梨木  香歩 小学館 1996.4

322 一般書 ２０２０年激変する大学受験！ 西川  純 学陽書房 2015.12

323 一般書 人魚に嘘はつけない 半田  畔 一迅社 2017.8

324 一般書 農業高校へ行こう！ 全国農業高等学校長協会 家の光協会 2019.8

325 一般書 信長公弟記 彩戸　ゆめ 宝島社 2018.6

326 児童書 敗北を力に！ 元永  知宏 岩波書店 2017.7

327 一般書 ハケンアニメ！ 辻村　深月 マガジンハウス 2014.8

328 児童書 「働く」ために必要なこと 品川  裕香 筑摩書房 2013.5

329 一般書 パドルの子 虻川  枕 ポプラ社 2017.7

330 一般書 花とアリス殺人事件 岩井  俊二 小学館 2015.2

331 児童書 林真理子 林  真理子 文芸春秋 2007.1

332 一般書 ハーレムの闘う本屋 ヴォーンダ・ミショー・ネルソン あすなろ書房 2015.2



333 一般書 ハロワ！ 久保寺  健彦 集英社 2011.1

334 児童書 パンツ・プロジェクト キャット・クラーク あすなろ書房 2017.1

335 児童書 犯人はキミだ！ たちまちクライマックス委員会 ポプラ社 2018.7

336 一般書 万能鑑定士Ｑ 松岡　圭祐 角川書店 2010.4

337 文庫 万能鑑定士Ｑの最終巻 松岡　圭祐 講談社 2016.8

338 文庫 万能鑑定士Ｑの事件簿  ３ 松岡　圭祐 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2010.5

339 文庫 万能鑑定士Ｑの事件簿  ４ 松岡　圭祐 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2010.6

340 文庫 万能鑑定士Ｑの事件簿  ５ 松岡　圭祐 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2010.8

341 文庫 万能鑑定士Ｑの事件簿  ６ 松岡　圭祐 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2010.1

342 文庫 万能鑑定士Ｑの事件簿  ７ 松岡　圭祐 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2010.12

343 文庫 万能鑑定士Ｑの事件簿  ８ 松岡　圭祐 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2011.2

344 文庫 万能鑑定士Ｑの事件簿  ９ 松岡　圭祐 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2011.4

345 文庫 万能鑑定士Ｑの事件簿  １０ 松岡　圭祐 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2011.6

346 文庫 万能鑑定士Ｑの事件簿  １１ 松岡　圭祐 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2011.8

347 文庫 万能鑑定士Ｑの事件簿  １２ 松岡　圭祐 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2011.1

348 文庫 万能鑑定士Ｑの推理劇  １ 松岡　圭祐 角川書店 2011.12

349 文庫 万能鑑定士Ｑの推理劇  ２ 松岡　圭祐 角川書店 2012.4

350 文庫 万能鑑定士Ｑの推理劇  ３ 松岡　圭祐 角川書店 2013.4

351 文庫 万能鑑定士Ｑの推理劇  ４ 松岡　圭祐 角川書店 2013.8

352 文庫 万能鑑定士Ｑの探偵譚 松岡　圭祐 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2013.11

353 文庫 万能鑑定士Ｑの短編集  １ 松岡　圭祐 角川書店 2012.1

354 文庫 万能鑑定士Ｑ短編集　２ 松岡　圭祐 角川書店 2012.12

355 文庫 万能鑑定士Ｑの謎解き 松岡　圭祐 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2014.5

356 児童書 光のうつしえ 朽木  祥 講談社 2013.1

357 一般書 一目で、恋に落ちました 灯乃 アルファポリス 2016.1

358 児童書 ヒトラーと暮らした少年 ジョン・ボイン あすなろ書房 2018.2

359 一般書 日向丘中学校カウンセラー室 まはら  三桃 アリス館 2020.11

360 文庫 ビブリア古書堂の事件手帖 三上　延 アスキー・メディアワークス2011.3

361 文庫 ビブリア古書堂の事件手帖　２ 三上　延 アスキー・メディアワークス2011.1

362 文庫 ビブリア古書堂の事件手帖  ３ 三上  延 アスキー・メディアワークス2012.6

363 文庫 ビブリア古書堂の事件手帳　４ 三上　延 アスキー・メディアワークス2013.2

364 文庫 ビブリア古書堂の事件手帖  ５ 三上　延 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2014.1

365 文庫 ビブリア古書堂の事件手帖  ６ 三上　延 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2014.12

366 文庫 ビブリア古書堂の事件手帖  ７ 三上　延 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2017.2

367 児童書 一〇五度 佐藤  まどか あすなろ書房 2017.1

368 文庫 氷菓 米沢  穂信 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2001.11

369 一般書 風神秘抄  上 荻原　規子 徳間書店 2011.3

370 一般書 風神秘抄  下 荻原　規子 徳間書店 2011.3

371 一般書 不死鳥少年 石田  衣良 毎日新聞出版 2019.2

372 一般書 ふたりの距離の概算 米沢  穂信 角川書店 2010.6

373 児童書 部長会議はじまります 吉野  万理子 朝日学生新聞社 2019.2

374 一般書 武道館 朝井  リョウ 文芸春秋 2015.4



375 一般書 不登校の１７歳。 青木  光恵 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2017.3

376 一般書 ブラックバイトに騙されるな！ 大内  裕和 集英社クリエイティブ 2016.7

377 児童書 フラミンゴボーイ マイケル・モーパーゴ 小学館 2019.1

378 一般書 プロフェッショナル１３人が語るわたしの声優道 藤津　亮太 河出書房新社 2019.5

379 児童書 ペーパータウン ジョン・グリーン（１９７７～） 岩波書店 2013.1

380 児童書 ベランダの秘密基地 木村　色吹 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020.9

381 児童書 ヘリオット先生と動物たちの８つの物語 ジェイムズ・ヘリオット 集英社 2012.11

382 文庫 偏差値７０の野球部　レベル１ 松尾　清貴 小学館 2012.5

383 文庫 偏差値７０の野球部　レベル２ 松尾　清貴 小学館 2012.5

384 文庫 偏差値７０の野球部　レベル３ 松尾　清貴 小学館 2012.5

385 文庫 偏差値７０の野球部　レベル４ 松尾　清貴 小学館 2012.5

386 一般書 返信 野島  伸司 小学館 2012.4

387 一般書 法学部 山下  久猛 ぺりかん社 2018.5

388 文庫 ほうかご探偵隊 倉知  淳 東京創元社 2017.6

389 児童書 ほかの誰も薦めなかったとしても今のうちに読んでおくべきだと思う本を紹介します。 雨宮  処凛 河出書房新社 2012.5

390 児童書 僕たちの国の自衛隊に２１の質問 半田  滋 講談社 2014.1

391 児童書 僕たちの部活動改革 神谷　拓 かもがわ出版 2020.5

392 児童書 ぼくたちは卵のなかにいた 石井  睦美 小学館 2019.7

393 児童書 ぼくたちは幽霊じゃない ファブリツィオ・ガッティ 岩波書店 2018.11

394 一般書 北斗 石田  衣良 集英社 2012.1

395 児童書 ぼくにだけ見えるジェシカ アンドリュー・ノリス 徳間書店 2019.2

396 一般書 ぼくの「自学ノート」 梅田　明日佳 小学館 2020.7

397 一般書 僕はアスペルガー症候群 長谷川  知子（１９４６～） 講談社 2011.8

398 一般書 ホケツ！ 小野寺  史宜 祥伝社 2015.2

399 児童書 保健室の恋バナ＋α 金子  由美子 岩波書店 2016.3

400 児童書 本を味方につける本 永江  朗 河出書房新社 2012.7

401 一般書 本気の悪役令嬢！ きゃる アルファポリス 2017.1

402 児童書 ほんとうの「ドラッグ」 近藤  恒夫（１９４１～　社会復帰支援） 講談社 2012.4

403 絵本 ボンバストゥス博士の世にも不思議な植物図鑑 イバン・バレネチェア 西村書店 2014.2

404 一般書 本屋さんのダイアナ 柚木  麻子 新潮社 2014.4

405 文庫 魔性の子 小野　不由美 新潮社 1991.9

406 郷土 まちづくり新世代 岡崎昌之 えひめ地域づくり研究会議2019.1

407 文庫 都会（まち）のトム＆ソーヤ  ５〔上〕 はやみね  かおる 講談社 2014.7

408 文庫 都会（まち）のトム＆ソーヤ  ５〔下〕 はやみね  かおる 講談社 2014.7

409 文庫 都会（まち）のトム＆ソーヤ  １ はやみね  かおる 講談社 2012.9

410 文庫 都会（まち）のトム＆ソーヤ  ２ はやみね  かおる 講談社 2012.9

411 文庫 都会（まち）のトム＆ソーヤ  ３ はやみね  かおる 講談社 2012.12

412 文庫 都会（まち）のトム＆ソーヤ  ４ はやみね  かおる 講談社 2013.12

413 文庫 都会（まち）のトム＆ソーヤ  ６ はやみね  かおる 講談社 2014.12

414 文庫 都会（まち）のトム＆ソーヤ  ７ はやみね  かおる 講談社 2015.7

415 文庫 都会（まち）のトム＆ソーヤ  ８ はやみね  かおる 講談社 2015.12

416 文庫 都会（まち）のトム＆ソーヤ  ９ はやみね  かおる 講談社 2016.7



417 文庫 都会（まち）のトム＆ソーヤ　１０ はやみね  かおる 講談社 2017.2

418 児童書 マップス アレクサンドラ・ミジェリンスカ 徳間書店 2014.9

419 一般書 魔導具師ダリヤはうつむかない　２ 甘岸　久弥 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019.4

420 一般書 魔物をお手入れしたら懐かれました　［１］ 羽智　遊紀 アルファポリス 2019.3

421 文庫 真夜中のパン屋さん　〔１〕 大沼　紀子 ポプラ社 2011.6

422 文庫 真夜中のパン屋さん　〔２〕 大沼　紀子 ポプラ社 2012.2

423 文庫 真夜中のパン屋さん  〔３〕 大沼　紀子 ポプラ社 2012.12

424 文庫 真夜中のパン屋さん  〔４〕 大沼　紀子 ポプラ社 2013.1

425 一般書 真夜中のパン屋さん  〔５〕 大沼　紀子 ポプラ社 2016.3

426 文庫 真夜中のパン屋さん  〔６〕 大沼　紀子 ポプラ社 2017.6

427 絵本 マララさんこんにちは ローズマリー・マカーニ－ 西村書店 2014.11

428 一般書 マンガでわかるオトコの子の「性」 村瀬  幸浩 合同出版 2015.6

429 一般書 まんがでわかる日米地位協定 平良  隆久 小学館 2020.8

430 一般書 まんがでわかる福沢諭吉『学問のすすめ』 斎藤  孝（１９６０～） あさ出版 2016.9

431 児童書 マンガミュージアムへ行こう 伊藤  遊（１９７４～） 岩波書店 2014.3

432 児童書 満月の娘たち 安東  みきえ 講談社 2017.12

433 児童書 道しるべ 瀬戸内  寂聴 講談社 2012.6

434 一般書 みつばち高校生 森山  あみ リンデン舎 2016.1

435 児童書 宮部みゆき 宮部　みゆき 文芸春秋 2007.3

436 児童書 宮本輝 宮本  輝 文芸春秋 2007.2

437 児童書 みんなこうなるの？ アンチェ・ヘルムス 講談社 2014.1

438 児童書 むこう岸 安田  夏菜 講談社 2018.12

439 児童書 村上春樹 村上　春樹 文芸春秋 2006.12

440 一般書 村上世彰、高校生に投資を教える。 村上　世彰 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020.7

441 児童書 村上竜 村上  竜 文芸春秋 2006.12

442 児童書 紫式部の娘。賢子がまいる！ 篠　綾子 ほるぷ出版 2019.3

443 一般書 眼鏡屋は消えた 山田  彩人 東京創元社 2011.1

444 児童書 めんそーれ！化学 盛口  満 岩波書店 2018.12

445 児童書 めんどくさがりなきみのための文章教室 はやみね  かおる 飛鳥新社 2020.3

446 一般書 もっとやりたい仕事がある！ 池上  彰 小学館 2017.7

447 一般書 モナミは世界を終わらせる？ はやみね  かおる 角川書店 2011.9

448 一般書 「守り人」のすべて 上橋  菜穂子 偕成社 2011.6

449 一般書 薬学部 橋口  佐紀子 ぺりかん社 2020.7

450 児童書 山田詠美 山田  詠美 文芸春秋 2007.9

451 一般書 幽霊なんて怖くない 山本  弘（ゲームデザイナー） 東京創元社 2015.6

452 児童書 ユーチュー部！！　受験編 山田　明 学研プラス 2020.6

453 文庫 吉野北高校図書委員会  〔１〕 山本  渚 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2014.6

454 文庫 吉野北高校図書委員会  ２ 山本  渚 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2014.8

455 文庫 吉野北高校図書委員会  ３ 山本  渚 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2014.1

456 児童書 よしもとばなな よしもと  ばなな 文芸春秋 2007.1

457 児童書 よのなかを変える技術 今  一生 河出書房新社 2015.4

458 一般書 ライ麦畑でつかまえて サリンジャー 白水社 1985.9



459 一般書 ラスト・イニング あさの　あつこ 角川書店 2007.2

460 児童書 ラストで君は「まさか！」と言う　冬の物語 ＰＨＰ研究所 ＰＨＰ研究所 2019.1

461 児童書 理科準備室のヴィーナス 戸森  しるこ 講談社 2017.8

462 児童書 リマ・トゥジュ・リマ・トゥジュ・トゥジュ こまつ　あやこ 講談社 2018.6

463 一般書 竜になれ、馬になれ 尾崎  英子 光文社 2019.12

464 児童書 林業少年 堀米  薫 新日本出版社 2013.2

465 一般書 林業男子 山崎  真由子 山と渓谷社 2014.5

466 児童書 ルーシー変奏曲 サラ・ザール 小学館 2014.2

467 児童書 令和の旗 しのざき　こういち てらいんく 2019.11

468 一般書 廉太郎ノオト 谷津  矢車 中央公論新社 2019.9

469 文庫 和菓子のアン 坂木　司 光文社 2012.1

470 児童書 わけがわかる中学英語 学研プラス 学研プラス 2020.8

471 一般書 私を月に連れてって 鈴木  るりか 小学館 2020.11

472 一般書 わたし、異世界で癒しの聖女になったらしいです 桜　あげは アルファポリス 2019.5

473 児童書 わたしがいどんだ戦い１９３９年 キンバリー・ブルベイカー・ブラッドリー 評論社 2017.8

474 児童書 わたしたちはいのちの守人 岩貞  るみこ 講談社 2014.6

475 児童書 わたしの空と五・七・五 森埜　こみち 講談社 2018.2

476 児童書 わたしは倒れて血を流す イェニー・ヤーゲルフェルト 岩波書店 2013.5


