
棚＝「子どもの本棚」、読＝「子どもと読書」、こ＝「こどもとしょかん」、児＝「日本児童文学」　こ図＝こどもの図書館、〇＝各書評誌のこの1年

ヤングアダルト向け　文学　２０１８年

＜日本の文学＞

分類 書名 著者名 出版社 本体価格 書評

913.6 ある晴れた夏の朝 小手鞠るい／著 偕成社 ¥1,400
棚19-4　〇棚19-5　読18-11・12
〇読19-3・4　〇児19-5・6

913.6 ヴンダーカンマー　ここは魅惑の博物館 樫崎茜／作　上路ナオ子／画 理論社 ¥1,400 棚19-7

913.6 風と行く者　守り人外伝 上橋菜穂子／作 偕成社 ¥1,800 〇児19-5・6

913.6 ガラスの梨　ちいやんの戦争 越水利江子／作 ポプラ社 ¥1,500
棚19-4　〇棚19-5　読18-11・12
〇読19-3・4　 こ図19-3
〇児19-5・6

913.6 君だけのシネマ 高田由紀子／作 ＰＨＰ研究所 ¥1,500 棚19-4

913.6 給食アンサンブル 如月かずさ／著 光村図書出版 ¥950
読19-1・2　〇読19-3・4
〇児19-5・6

913.6 この川のむこうに君がいる 濱野京子／作 理論社 ¥1,400 棚19-5　〇棚19-5　〇読19-3・4

913.6 疾風の女子マネ！ まはら三桃／著 小学館 ¥1,400 棚19-3　こ図18-9

913.6 14歳、明日の時間割 鈴木るりか／著 小学館 ¥1,300 読19-3・4

913.6 青少年のための小説入門 久保寺健彦／著 集英社 ¥1,650 こ図18-12

書評雑誌に紹介されたヤングアダルト向けの本（2018年１月～12月発行）のリスト
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分類 書名 著者名 出版社 本体価格 書評

913.6 セパ！ 虹山つるみ／作 ポプラ社 ¥1,300 棚19-3　こ図18-12

913.6 そして、バトンは渡された 瀬尾まいこ／著 文藝春秋 ¥1,600 読18-7・8

913.6 その景色をさがして 中山聖子／著 ＰＨＰ研究所 ¥1,400 棚18-12　こ図18-7

913.6 たまねぎとはちみつ 瀧羽麻子／作 偕成社 ¥1,600 棚19-5　〇児19-5・6

913.6 地図を広げて 岩瀬成子／著 偕成社 ¥1,500
読18-9・10　〇読19-3・4
こ図18-11　〇児19-5・6

913.6 ドリーム・プロジェクト 濱野京子／著 ＰＨＰ研究所 ¥1,400
棚18-11､12　〇棚19-5
読18-11・12　〇読19-3・4
こ図19-3　〇児19-5・6

913.6 トリガー いとうみく／［著］ ポプラ社 ¥1,400 〇児19-6

913.6 南西の風やや強く 吉野万里子／著 あすなろ書房 ¥1,400 〇児19-5・6

913.6 ビューティフル・ネーム 北森ちえ／著 国土社 ¥1,300 棚19-4

913.6 ぼくたちのＰ（パラダイス） にしがきようこ／作 小学館 ¥1,400
棚19-1　〇棚19-5　こ160
こ図19-3

913.6 窓をあけて、私の詩を聞いて 名木田恵子／著 出版ワークス ¥1,500
〇読19-3・4　〇棚19-5
〇児19-5・6

913.6 マレスケの虹 森川成美／作 小峰書店 ¥1,500
棚19-4　〇棚19-5　〇読19-3・4
〇児19-5・6

913.6 むこう岸 安田夏菜／著 講談社 ¥1,400
〇棚19-5､8　読19-5・6
〇児19-5・6

913.6 結び蝶物語 横山充男／作 あかね書房 ¥1,300 棚19-2

913.6 夢見る横顔 嘉成晴香／著 ＰＨＰ研究所 ¥1,200 こ図18-7
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分類 書名 著者名 出版社 本体価格 書評

913.6 よりみち3人修学旅行 市川朔久子／著 講談社 ¥1,400 棚18-9　〇棚19-5

913.6 リマ・トゥジュ・リマ・トゥジュ・トゥジュ こまつあやこ／著 講談社 ¥1,200
棚19-2　〇棚19-5　こ図18-10
〇児19-5・6

913.6 わたしが少女型ロボットだったころ 石川宏千花／著 偕成社 ¥1,500
棚19-1　読19-1・2　〇読19-3・4
〇児19-5・6

913.6 わたしの空と五・七・五 森埜こみち／作 講談社 ¥1,400 棚19-2　こ158

※本体価格は2019年8月現在

＜外国の文学＞

分類 書名 著者名 出版社 本体価格 書評

929.1 1945，鉄原（チョロン） イ ヒョン／著　梁玉順／訳 影書房 ¥2,200
棚18-12　〇棚19-5　読18-7・8
〇読19-3・4　こ18-159

933.7 エヴリデイ
デイヴィッド・レヴィサン／著　三辺律子
／訳

小峰書店 ¥1,800
棚19-4　棚19-5　読19-1・2
〇読19-3・4

933.7 カーネーション・デイ
ジョン・デヴィッド・アンダーソン／著　久
保陽子／訳

ほるぷ出版 ¥1,600
棚18-11　読18-9・10　こ159
こ図18-8

933.7 キツネのパックス　愛をさがして
サラ・ペニーパッカー／作　佐藤見果夢
／訳

評論社 ¥1,500 棚18-8　〇棚19-5　読18－9・10

933.7 ザ・ヘイト・ユー・ギヴ　　あなたがくれた憎しみ アンジー・トーマス／作　服部理佳／訳 岩崎書店 ¥1,700
棚18-12　〇棚19-5　〇読19-3・4
こ158

933.7 ジュリアが糸をつむいだ日
リンダ・スー・パーク／作　ないとうふみこ
／訳

徳間書店 ¥1,600
棚19-6　棚19-8　読19-5・6
こ161

933.7 その年、わたしは嘘をおぼえた
ローレン・ウォーク／作　中井はるの／訳
中井川玲子／訳

さ・え・ら書房 ¥1,700 〇棚19-5

933.7 泥 ルイス・サッカー／作　千葉茂樹／訳 小学館 ¥1,400 棚19-2　〇棚19-5  こ159
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分類 書名 著者名 出版社 本体価格 書評

933.7 トンネルの向こうに
マイケル・モーパーゴ／作　杉田七重／
訳

小学館 ¥1,300 棚19-4　〇棚19-5　〇読19-3・4

933.7 願いごとの樹
キャサリン・アップルゲイト／作　尾高
薫／訳

偕成社 ¥1,500 棚19-6　読19-5・6

933.7 ヒトラーと暮らした少年 ジョン・ボイン／著　原田勝／訳 あすなろ書房 ¥1,500
棚18-9､11　〇棚19-5
〇読19-3・4　こ図19-3

933.7 ひとりじゃないよ、ぼくがいる サイモン・フレンチ／作　野の水生／訳 福音館書店 ¥1,700 棚18-12　〇棚19-5　こ158

933.7 フローラ エミリー・バー／作　三辺律子／訳 小学館 ¥1,500 〇読19-3・4

933.7 変化球男子 Ｍ・Ｇ・ヘネシー／作　杉田七重／訳 鈴木出版 ¥1,600
棚19-4､6　〇棚19-5　読19-3・4
〇読19-3・4　こ図19-3

933.7 ぼくがスカートをはく日
エイミ・ポロンスキー／著　西田佳子／
訳

学研プラス ¥1,500 棚19-4　〇棚19-5

933.7 レモンの図書室 ジョー・コットリル/作　杉田七重／訳 小学館 ¥1,500 棚18-8

936 ４歳の僕はこうしてアウシュヴィッツから生還した
マイケル・ボーンスタイン／著　デビー・
ボーンスタイン・ホリンスタート／著　森内
薫／訳

NHK出版 ¥1,800 こ159

953 地底旅行　（岩波少年文庫） ジュール・ヴェルヌ／作　平岡敦／訳 岩波書店 ¥840 こ161

961
フェデリコ・ガルシア・ロルカ　子どもの心をもった
詩人

イアン・ギブソン／文　平井うらら／訳 影書房 ¥2,200 棚19-3

973 ぼくたちは幽霊じゃない
ファブリツィオ・ガッティ／作　関口英子
／訳

岩波書店 ¥1,700 〇棚19-5　棚19-6　こ161

※本体価格は2019年8月現在
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ヤングアダルト向け　学習の参考となる本　２０１８年

分類 書名 著者名 出版社 本体価格 書評

288.9 歴史がわかる！世界の国旗図鑑 苅安望／著 山川出版社 ¥2,300 こ160

383.1
ビジュアル日本の服装の歴史１　原始時代～平
安時代

増田美子／監修 ゆまに書房 ¥2,800 こ161

383.1
ビジュアル日本の服装の歴史３　明治時代～現
代

増田美子／監修 ゆまに書房 ¥2,800 こ160

410 北欧式眠くならない数学の本
クリスティン・ダール／著　枇谷玲子／
訳

三省堂 ¥1,400 こ160

693.2 知ってる？郵便のおもしろい歴史 郵政博物館／編・著 少年新聞写真社 ¥1,600 こ図19－5

780
スポーツでひろげる国際理解　２　差別をのりこえ
ていくスポーツ

中西哲生／監修 文渓堂 ¥2,900 棚19-2　〇棚19-5

※本体価格は2019年8月現在

ヤングアダルト向け　いろいろなことを知る本　２０１８年

分類 書名 著者名 出版社 本体価格 書評

159.7 脱・呪縛　世界をカエル10代からの羅針盤 鎌田實／著　こやまけいこ／絵 理論社 ¥1,300 棚19-7

209.7 プラハの子ども像　ナチス占領下の悲劇 早乙女勝元／著 新日本出版社 ¥1,800 〇棚19-5  棚19-6

210.7 花ばぁば クォンユンドク／絵　文　桑畑優香／訳 ころから ¥1,800 棚19-4

238.9 ナチスに挑戦した少年たち フィリップ・フーズ／作　金原瑞人／訳 小学館 ¥1,500
棚19-1､2　〇棚19-5
〇読19-3・4　〇児19-5・6

289.1 星の旅人　伊能忠敬と伝説の怪魚 小前亮／著 小峰書店 ¥1,600 〇棚19-7

289.3 アンネのこと、すべて
アンネ・フランク・ハウス／編　小林エリカ
／訳　石岡史子／日本語版監修

ポプラ社 ¥3,200 〇棚19-5　〇読19-3・4　こ162
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分類 書名 著者名 出版社 本体価格 書評

289.3 かならずお返事書くからね
ケイトリン・アリフィレンカ／著　マーティ
ン・ギャンダ／著　リズ・ウェルチ／編　大
浦千鶴子／訳

ＰＨＰ研究所 ¥1,600 棚18-11　こ図18-7

302.2 台湾の若者を知りたい　（岩波ジュニア新書） 水野俊平／著 岩波書店 ¥860 こ159

313.6
天皇制ってなんだろう？　あなたと考えたい民主
主義からみた天皇制　（中学生の質問箱）

宇都宮健児／著 平凡社 ¥1,400 こ161

316.1
国際化の時代に生きるためのＱ＆Ａ　４　合意っ
てなに？なぜだいじなの？

ルイーズ・スピルズベリー／著　ヤズ・ネ
ジャティ／著　児島亜佳莉／訳

創元社 ¥2,200 〇読19-3・4

319.8 核兵器はなくせる　（岩波ジュニア新書） 川崎哲／著 岩波書店 ¥820 〇読19-3・4　こ159

319.8 戦争なんか大きらい！絵描きたちのメッセージ 子どもの本・九条の会／著 大月書店 ¥1,800 棚19-7  〇読19-3・4

319.8

報道カメラマンの課外授業　いっしょに考えよう、
戦争のこと　全４巻
①戦争はどう報道されたのか　②沖縄・戦いはいまも
続いている　③ベトナム・未来へ語り継ぐ戦争　④命
どぅ宝　戦争はなぜ起こるのか

石川文洋／写真・文 童心社 各\2,800
棚19-2､6　〇棚19-5
〇読19-3・4

326.5
刑務所しか居場所がない人たち　学校では教え
てくれない、障害と犯罪の話

山本譲司／著 大月書店 ¥1,500 棚19-2　〇棚19-5   こ159

327.8 ギブ・ミー・ア・チャンス　犬と少年の再出発 大塚敦子／著 講談社 ¥1,300 棚19-7　こ160

334.4
ようこそ！難民！　100万人の難民がやってきた
ドイツで起こったこと

今泉みね子／著 合同出版 ¥1,500
棚18-9　〇棚19-5　〇読19-3・4
こ158

337.8
いくらかな？社会がみえるねだんのはなし　６　戦
争と安全のねだん

藤田千枝／編 大月書店 ¥2,000 棚18-12､19-3  〇棚19-5

361.4
「対人不安」って何だろう？友だちづきあいに疲
れる心理　（ちくまプリマー新書）

榎本博明／著 筑摩書房 ¥780 こ図19-3

367.2 北欧に学ぶ小さなフェミニストの本
サッサ・ブーレグレーン／作　枇谷玲子
／訳

岩崎書店 ¥1,500 読18-9・10　〇読19-3・4
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分類 書名 著者名 出版社 本体価格 書評

367.6 ギャングを抜けて。　僕は誰も殺さない 工藤律子／著 合同出版 ¥1,560 読19-1・2　こ図19-3

367.9
性の多様性ってなんだろう？　（中学生の質問
箱）

渡辺大輔／著 平凡社 ¥1,400 こ159

371.4
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。

全国不登校新聞社／編 ポプラ社 ¥1,400 〇児19-5・6

371.4
学校は行かなくてもいい　親子で読みたい正しい
「不登校のやり方」

小幡和輝／著 健康ジャーナル社 ¥1,200 〇児19-5・6

457.8 ぼくは恐竜探検家！ 小林快次／著 講談社 ¥1,200 こ160

471
雑草はなぜそこにはえているのか　弱さからの戦
略　（ちくまプリマー新書）

稲垣栄洋／著 筑摩書房 ¥840 〇読19-3・4

480 あべ弘士どうぶつクイズ教室 あべ弘士／著 クレヨンハウス ¥1,800 こ図18-8

480.4 気がつけば動物学者三代 今泉忠明／著 講談社 ¥1,200 こ160　〇児19-5・6

489.6
世界の海へシャチを追え！　（岩波ジュニア新
書）

水口博也／著 岩波書店 ¥940 棚19-1　〇棚19-5  〇読19-3・4

498 空飛ぶ救命救急室　ドクターヘリの秘密 和氣晃司／著 彩流社 ¥1,600 〇児19-5・6

498.9 死体が教えてくれたこと　（１４歳の世渡り術） 上野正彦／著 河出書房新社 ¥1,350 〇児19-5・6

519.8 人の心に木を植える　　「森は海の恋人」30年 畠山重篤／著 講談社 ¥1,300 こ159　  こ図18-11　〇児19-5・6

538.9
こども実験教室　宇宙を飛ぶスゴイ技術！　　理
系アタマを育てる　「はやぶさ２」「イカロス」に強く
なる！！

川口淳一郎／著 ビジネス社 ¥1,600 〇読19-3・4

626.1 野菜を守れ！テントウムシ大作戦 谷本雄治／著 汐文社 ¥1,500 こ161
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分類 書名 著者名 出版社 本体価格 書評

693.2 知ってる？郵便のおもしろい歴史 郵政博物館／編著 少年写真新聞社 ¥1,600 こ図19-5

762.3 ドヴォルジャーク　その人と音楽・祖国 黒沼ユリ子／著
冨山房インターナ
ショナル

¥2,800 こ160

778.2 ナトセンおすすめＹＡ映画館 名取弘文／著 子どもの未来社 ¥1,800 棚19-3

780.1 おもしろい！スポーツの物理 望月修／著 講談社 ¥1,200 〇読19-3・4

※本体価格は2019年8月現在
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