
書評雑誌に紹介されたヤングアダルト向けの本（2019年１月～12月発行）のリスト

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

NDC 書　　名 著　　者 出版社 本体価格 書評　(年ー月）

F アトリと五人の王 菅野雪虫／著 中央公論新社 ¥1,700 こ図19-10

F ある日、透きとおる 三枝理恵／作 岩崎書店 ¥1,300 〇児20-5・6

F 一富士茄子牛焦げルギー たなかしん／作・絵 BL出版 ¥1,500 〇児20-5・6

F お絵かき禁止の国 長谷川まりる／著 講談社 ¥1,400 〇児20-5・6

F 彼女たちの場合は 江國香織／著 集英社 ¥1,800 読19-11・12

F きみの存在を意識する 梨屋アリエ／作 ポプラ社 ¥1,500
棚20-2　〇棚20-5　読20-1・2
〇読20-3・4　〇児20-5・6

F キャプテンマークと銭湯と 佐藤いつ子／作 KADOKAWA ¥1,300 こ図19-8

F しずかな魔女 市川朔久子／作 岩崎書店 ¥1,300 〇読20-3・4　

F １２歳で死んだあの子は 西田俊也／作 徳間書店 ¥1,600 棚20-５

F 十四歳日和 水野瑠見／著 講談社 ¥1,400 読20-1・2　〇児20-5・6

F スベらない同盟 にかいどう青／著 講談社 ¥1,500 〇棚20-5　棚20-7

F その声は、長い旅をした 中澤晶子／著 国土社 ¥1,400 棚20-5　〇棚20-5　読20-3・4

F 空飛ぶくじら部 石川宏千花／著 PHP研究所 ¥1,200 こ図19-12

F 蝶の羽ばたき、その先へ 森埜こみち／作 小峰書店 ¥1,400
棚20-4　〇棚20-5　読20-3・4
〇読20-3・4

F 月白青船山 朽木 祥／作 岩波書店 ¥1,900
棚19-12　〇棚20-5　読19-9・10
〇読20-3・4

F 天を掃け 黒川裕子／著 講談社 ¥1,500
〇棚20-5　棚20-7　こ図19-12
〇児20-5・6

日本の文学（ヤングアダルト向け）

子どもの本棚：2020年5月号

子どもと読書：2020年3・4月号
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NDC 書　　名 著　　者 出版社 本体価格 書評　(年ー月）

F 徳治郎とボク 花形みつる／著 理論社 ¥1,400
棚19-11　〇棚20-5　読19-9・10
〇読20-3・4  こ図20-4

F
ぬけ穴の首　　西鶴の諸国ばなし　　（岩波少年文
庫）

［井原西鶴／著］　廣末　保／作 岩波書店 ¥640 棚20-2

F ネッシーはいることにする 長薗安浩／著 ゴブリン書房 ¥1,500
棚19-12　〇棚20-5　〇児20-5・
6

F
火狩りの王　1～３　　　１春ノ火　２影ノ火　３牙
ノ火

日向理恵子／作 ほるぷ出版 各 \1,600 〇読20-3・4　　　（＊第１巻のみ２０１８年刊）

F 羊の告解 いとうみく／著 静山社 ¥1,300 〇児20-5・6

F 星くずクライミング 樫崎　茜／作 くもん出版 ¥1,300 〇児20-5・6

F みかん、好き？ 魚住直子／著 講談社 ¥1,400 こ図20-2

F 湖の国 柏葉幸子／作 講談社 ¥1,700 〇児20-5・6

F もうひとつの曲がり角 岩瀬成子／著 講談社 ¥1,400
読20-1・2　こ図20-1　〇児20-
5・6

F moja(もじゃ） 吉田桃子／著 講談社 ¥1,300
棚19-9・10　〇読20-3・4
〇児20-5・6

914.6 「国語」から旅立って　（よりみちパン！セ） 温　又柔／著 新曜社 ¥1,300 こ163

NDC 書　　名 著　　者 出版社 本体価格 書評　(年ー月）

908
壁抜け男　エーメ　ショートセレクション　（世界
ショートセレクション）

マルセル・エーメ／作　平岡　敦／訳 理論社 ¥1,300 棚20-6

911.3 俳句を楽しむ　　　（岩波ジュニア新書） 佐藤郁良／著 岩波書店 ¥860 こ165

929.1 アーモンド　Almond ソン・ウォンピョン／著　矢島暁子／訳 祥伝社 ¥1,600 読19-11・12　〇読20-3・4

929.1 あの夏のソウル イ ヒョン／著　下橋美和／訳 影書房 ¥2,200 棚19-11　〇読20-3・4　こ162

929.7 アンチ ヨナタン・ヤヴィン／作　鴨志田聡子／訳 岩波書店 ¥1,700
棚20-2　読20-1・2　〇読20-3・
4

F3 アウシュヴィッツのタトゥー係
ヘザー・モリス／著　金原瑞人／訳　笹山裕
子／訳

双葉社 ¥1,700 〇読20-3・4

外国の文学（ヤングアダルト向け）
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NDC 書　　名 著　　者 出版社 本体価格 書評　(年ー月）

F3 ゴースト
ジェイソン・レイノルズ／作　ないとうふみ
こ／訳

小峰書店 ¥1,500 こ164

F3 この海を越えれば、わたしは
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 ¥1,800 棚20-4　〇棚20-5　〇読20-3・4

F3 スアレス一家は、今日もにぎやか メグ・メディナ／著　橋本　恵／訳 あすなろ書房 ¥1,500
棚20-5　〇棚20-5　棚20-7
読20-5・6

F3 世界のはての少年
ジェラルディン・マコックラン／著　杉田七
重／訳

東京創元社 ¥2,800 こ164　こ図20-1　読20-3・4

F3 たいせつな人へ マイケル・モーパーゴ／著　杉田七重／訳 あかね書房 ¥1,300 読19-9・10

F3 月の光を飲んだ少女 ケリー・バーンヒル／著　佐藤見果夢／訳 評論社 ¥1,600 棚20-4

F3 どこまでも亀 ジョン・グリーン／作　金原瑞人／訳 岩波書店 ¥1,800
棚19-10  〇棚20-5　読19-9・10
こ図19-9

F3 ネバームーア　モリガン・クロウの挑戦 ジェシカ・タウンゼント／著　田辺千幸/訳 早川書房 ¥1,900 〇棚20-5　棚20-8　〇児20-5・6

F3 秘密をもてないわたし ペニー・ジョエルソン／著　河井直子／訳 KADOKAWA ¥1,400 〇読20-3・4

F3 ブライアーヒルの秘密の馬
メガン・シェパード／作　原田 勝/訳　澤田
亜沙美／訳

小峰書店 ¥2,000 棚19-9　〇棚20-5

F3 フラミンゴボーイ マイケル・モーパーゴ／作　杉田七重／訳 小学館 ¥1,500 棚20－3　〇棚20-5

F3 ぼくにだけ見えるジェシカ アンドリュー・ノリス／作　橋本　恵／訳 徳間書店 ¥1,500 棚19-8　〇棚20-5

F3 リスタート ゴードン・コーマン／著　千葉茂樹／訳 あすなろ書房 ¥1,600 棚20-2  棚20-3

F3 わたしがいどんだ戦い１９４０年
キンバリー・ブルベイカー・ブラッドリー／
作　大作道子／訳

評論社 ¥1,800 棚20-1　〇棚20-5　こ163

936 ソンジュの見た星　路上で生きぬいた少年
リ ソンジュ／著　スーザン・マクレランド
／著　野沢佳織／訳

徳間書店 ¥2,000
棚19-10　〇棚20-5　こ163
〇児20-5・6

953 瓶に入れた手紙 ヴァレリー・ゼナッティ／作　伏見　操／訳 文研出版 ¥1,500 棚20-1　〇棚20-5　〇読20-3・4

961 夢見る人
パム・ムニョス・ライアン／作　原田 勝／
訳

岩波書店 ¥2,400
棚19-9　〇棚20-5　こ162
〇児20-5・6
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NDC 書　  名 著 　 者 出版社 本体価格 書評　（年ー月）

010.2 戦場の秘密図書館　　シリアに残された希望 マイク・トムソン／著　小国綾子／編訳 文渓堂 ¥1,500
〇棚20-5　棚20-6　〇読20-3・4
〇児20-5・6

019 子どもの本のもつ力　世界と出会える６０冊 清水真砂子／著 大月書店 ¥1,600 棚19-11 　

070
その情報はどこから？　　ネット時代の情報選別力
（ちくまプリマー新書）

猪谷千香／著 筑摩書房 ¥740 こ162　〇児20-5・6

159.7
「空気」を読んでも従わない　　生き苦しさからラ
クになる　　（岩波ジュニア新書）

鴻上尚史／著 岩波書店 ¥820 〇読20-3・4

169.1
「カルト」はすぐ隣に　　オウムに引き寄せられた
若者たち　（岩波ジュニア新書）

江川紹子／著 岩波書店 ¥900 こ163

210.7 徴用工の真実　　強制連行から逃れて13年 早乙女勝元／著 新日本出版社 ¥1,800 棚19-12　〇棚20-5　〇児20-5・6

289.3 かくれ家のアンネ・フランク　（岩波少年文庫）
ヤニー・ファン・デル・モーレン／作　西村
由美／訳

岩波書店 ¥760
棚20-5　読19-11・12　〇読20-
3・4 　　　　　〇児20-5・６

290.9
いま生きているという冒険　増補新版　（よりみち
パン！セ）

石川直樹／著 新曜社 ¥1,800 こ163

316.1 主人公はきみだ　　ライツのランプをともそうよ 中山千夏／著 出版ワークス ¥1,500 〇棚20-5

319.8
平和のバトン　　広島の高校生たちが描いた8月6日
の記憶

弓狩匡純／著　広島平和記念資料館／協力 くもん出版 ¥1,500
棚19-12　〇棚20-5　〇読20-3・
4　こ図19-10　〇児20-5・6

334.4
ふるさとって呼んでもいいですか　　6歳で「移民」
になった私の物語

ナディ／著 大月書店 ¥1,600 棚19-12　〇棚20-5　こ163

369.2
わたしが障害者じゃなくなる日　　難病で動けなく
てもふつうに生きられる世の中のつくりかた

海老原宏美／著 旬報社 ¥1,500 こ164

369.3 となりの難民　　日本が認めない99％の人たちのSOS 織田朝日／著 旬報社 ¥1,500 〇棚20-5　棚20-6　

444 太陽ってどんな星？ 宮原ひろ子／作 新日本出版社 ¥1,500
棚20-1　〇棚20-5　こ16４
〇児20-5・6

457.8 恐竜博士のめまぐるしくも愉快な日常 真鍋 真／著 ブックマン社 ¥1,500 こ163

481.3
先生、ウンチとれました　　野生動物のウンチの中
にある秘密

牛田一成／著 さ・え・ら書房 ¥1,400 棚20－3　〇棚20-5

いろいろなことを知る本（ヤングアダルト向け）
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NDC 書　　名 著　　者 出版社 本体価格 書評　(年ー月）

488.9 鳥はなぜ鳴く？ホーホケキョの科学 松田道生／著 理論社 ¥1,300 読19-9・10

493.7 心の病気ってなんだろう？　（中学生の質問箱） 松本卓也／著 平凡社 ¥1,400 こ164

501.8
不便益のススメ　新しいデザインを求めて　　（岩
波ジュニア新書）

川上浩司／著 岩波書店 ¥800 棚19-9　〇児20-5・6

740.2 キャパとゲルダ　ふたりの戦場カメラマン
マーク・アロンソン／著　マリナ・ブドーズ
／著　原田勝／訳

あすなろ書房 ¥1,800 〇児20-5・6

753.8 よみがえった奇跡の紅型 中川なをみ／著 あすなろ書房 ¥1,500
棚20-4　〇棚20-5　こ156
〇児20-5・6

780.6
12の問いから始めるオリンピック・パラリンピック
研究

坂上康博／編著 かもがわ出版 ¥3,000 棚19-11 　〇読20-3・4　こ162

789.2 嘉納治五郎物語　逆らわずして勝つ！ 真田　久／著 PHP研究所 ¥1,500 棚20-6

796 将棋の駒はなぜ歩が金になるの？ 高野秀行／著 少年写真新聞社 ¥1,600 棚20－3

813.1 ことばハンター　　国語辞典はこうつくる 飯間浩明／著 ポプラ社 ¥1,200 〇棚20-5　〇児20-5・6

NDC 書　  名 著 　 者 出版社 本体価格 書評　（年ー月）

333.8 国谷裕子と考えるSDGsがわかる本 国谷裕子／監修 文渓堂 ¥4,500 棚19-8　〇棚20-5

366.2 お仕事ナビ１９　　スポーツを支える仕事 お仕事ナビ編集室／［編］ 理論社 ¥2,800 こ162

383.1
世界の民族衣装図鑑　　約500点の写真で見る衣服の
歴史と文化

文化学園服飾博物館／編著 ラトルズ ¥2,980 こ164

383.1
ビジュアル日本の服装の歴史　２　　鎌倉時代～江
戸時代

大久保尚子／著　増田美子／監修 ゆまに書房 ¥2,800 こ162

本体価格は令和２年８月現在

学習の参考になる本（ヤングアダルト向け）
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