
所蔵 NDC 書　　名 著　　者 出版社 本体価格 書評　(年-月）

J JF 赤毛照明 光丘真理／作 くもん出版 ¥1,300 棚21-1　〇棚21-5

J JF 天邪鬼な皇子と唐の黒猫 渡辺仙州／作 ポプラ社 ¥1,500
棚20-7　〇棚21-5　読20-7・8
〇読21-3・4

J JF イーブン 村上しいこ／作 小学館 ¥1,400 棚20-11　〇読21-3　〇こ図21-3

J JF with you ウイズ・ユー 濱野京子／作 くもん出版 ¥1,300
〇読21-3・4　〇こ図21-3　こ図21-3
〇児21-5・6

J JF エリーゼさんをさがして 梨屋アリエ／著 講談社 ¥1,400
〇棚21-5　棚21-5　〇こ図21-3
〇児21-5・6

J JF お庭番デイズ　逢沢学園女子寮日記　上・下 有沢 佳映／著 講談社
上¥1,500
下¥1,600

〇児21-5・6

J JF 朔と新 いとうみく／著 講談社 ¥1,500 〇こ図21-3　〇児21-5・6

J JF サード・プレイス ささきあり／作 フレーベル館 ¥1,400 〇棚21-5　棚21-5　　〇児21-5・6

J JF スイマー 高田由紀子／著 ポプラ社 ¥1,500 〇棚21-5

J JF ずっと見つめていた 森島いずみ／作 偕成社 ¥1,300 棚20-8　読20-7・8　こ166

J JF 青春ノ帝国 石川宏千花／著 あすなろ書房 ¥1,400 〇読21-3・4

J JF 世界から守ってくれる世界 塚本はつ歌／著 産業編集センター ¥1,400 棚21-3　〇読21-3・4

J JF 世界とキレル 佐藤まどか／著 あすなろ書房 ¥1,400 読21-1・2　〇児21-5・6

J JF 団地のコトリ 八束澄子／著 ポプラ社 ¥1,400
棚21-3　〇棚21-5　読21-1・2
〇読21-3・4　〇児21-5・6

J JF てのひらに未来 工藤純子／作 くもん出版 ¥1,400
棚20-9　〇棚21-5　〇こ図21-3
〇児21-5・6

J JF 拝啓パンクスノットデッドさま 石川宏千花／著 くもん出版 ¥1,400
棚21-7　〇読21-3　〇こ図21-3
〇児21-5・6

書評雑誌に紹介されたヤングアダルト向けの本（2020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

【　文　学　】　　＜日本の文学＞



J JF ハジメテヒラク こまつあやこ／著 講談社 ¥1,400 〇こ図21-3　〇児21-5・6

J JF 保健室経由、かねやま本館。　１・２・３ 松素めぐり／著 講談社 各¥1,400 〇こ図21-3

J JF 本能寺の敵　キリサク手裏剣 加部鈴子／著 くもん出版 ¥1,300 〇読21-3・4

J JF 魔女と花火と100万円 望月雪絵／著 講談社 ¥1,400 〇児21-5・6

J JF 窓 小手鞠るい／作 小学館 ¥1,400 〇児21-5・6

J JF 見た目レンタルショップ　化けの皮 石川宏千花／著 小学館 ¥1,400 〇読21-3・4

J JF みつきの雪 眞島めいり／作　 講談社 ¥1,400 〇棚21-5　読20-5・6　こ図20-8

J JF 無限の中心で まはら三桃／著 講談社 ¥1,400 棚21-2　〇棚21-5

J JF メイド イン 十四歳 石川宏千花／著 講談社 ¥1,400 〇読21-3・4　こ図21-5

J JF ライラックのワンピース 小川雅子／作 ポプラ社 ¥1,400 〇棚21-5　棚21-6

J JF ワタシゴト　14歳のひろしま 中澤晶子／作 汐文社 ¥1,400
棚21-2　〇棚21-5　〇こ図21-3
〇児21-5・6

J JE ほんとうのリーダーのみつけかた 梨木香歩／著 岩波書店 ¥1,200 こ図21-3

J J916
「人は見た目！と言うけれど　私の顔で、自分らしく
（岩波ジュニア新書）

外川浩子／著 岩波書店 ¥860 棚21-9　〇読21-3・4

所蔵 NDC 書名 著者 出版社 価格 書評　(年-月）

J J908
ブラウン神父　呪いの書　　チェスタトン　ショートコレ
クション　（世界ショートセレクション）

ギルバート・キース・チェスタトン／作　金原瑞人／訳 理論社 ¥1,300 棚20-11

J JF3 兄の名は、ジェシカ ジョン・ボイン／著　原田 勝／訳 あすなろ書房 ¥1,500
棚20-10　〇棚21-5　読20-11・12
〇児21-5・6

J JF3 アーニャは、きっと来る マイケル・モーパーゴ／作　佐藤見果夢／訳 評論社 ¥1,400
棚20-11　〇棚21-5　〇読21-3・4
読21-3・4　〇こ図21-3　〇児21-5・6

J JF3 宇宙の神秘　時を超える宇宙船 ルーシー・ホーキング／作 岩崎書店 ¥1,900 棚21-5

J JF3 エミリーとはてしない国
ケイト・ソーンダズ／作　田中奈津子／訳
北見葉胡／絵

ポプラ社 ¥1,600 棚20-9



J JF3 オール・アメリカン・ボーイズ ジェイソン・レノルズ／著　ブレンダ・カイリー／著 偕成社 ¥1,500
棚21-4　〇棚21-5　〇読21-3・4
こ169　〇こ図21-3　〇児21-5・6

J JF3 オン・ザ・カム・アップ アンジー・トーマス／作 岩崎書店 ¥1,700
〇棚21-5　棚21-8　読21-5・6　こ169
〇児21-5・6

J JF3 キッズライクアス ヒラリー・レイル／作　林　真紀／訳 サウザンブックス ¥2,400 〇児21-5・6

J JF3 キャラメル色のわたし シャロン・M・ドレイパー／作　横山和江／訳 鈴木出版 ¥1,600
〇棚21-5　読21-1・2　〇読21-3・4
こ図21-1　〇こ図21-3　〇児21-5・6

J JF3 銀をつむぐもの　上・下 ナオミ・ノヴィク／著　那波かおり／訳 静山社 各￥1800 〇こ図21-3

J JF3 コピーボーイ　(STAMP　BOOKS） ヴィンス・ヴォーター／作　原田 勝／訳 岩波書店 ¥1,800
棚20-8　〇棚21-5　読20-11・12
こ167　　〇児21-5・6

J JF3 スーパー・ノヴァ ニコール・パンティルイーキス／著　千葉　茂／訳 あすなろ書房 ¥1,500 こ169

J JF3 ダリウスは今日も生きづらい アディーブ・コラーム／作　三辺律子／訳 集英社 ¥2,640 読21-5・6　こ171

J JF3 囚われのアマル アイシャ・サィード／作　相良倫子／訳 さ・え・ら書房 ¥1,600 こ167　こ図20-8

J JF3 ハナコの愛したふたつの国 シンシア・カドハタ／作　もりうちすみこ／訳 小学館 ¥1,600 棚21-1　棚21-2　〇読21-3・4

J JF3 ぼくだけのぶちまけ日記 スーザン・ニールセン／著　長友恵子／訳 岩波書店 ¥1,700
棚21-1 〇棚21-5　 読20-11・12　こ
168  　　　　　　　　　　こ図20-12

J JF3 夜フクロウとドッグフィッシュ
ホリー・ゴールドバーグ・スローン／メグ・ウォリッツ
アー／作　三辺律子／訳

小学館 ¥1,500 〇児21-5・6

J JF3 わたしの全てのわたしたち
サラ・クロッサン／著
最果タヒ／訳　金原瑞人／訳

ハーパーコリンズ・
ジャパン

¥1,700
〇棚21-5　読20-11・12　〇読21-3・4
〇児21-5・6

J J943 ベルリン1919-赤い水兵　上・下　（岩波少年文庫） クラウス・コルドン／作　酒寄進一／訳 岩波書店 各￥1,200
棚20-10　〇棚21-5　〇読21-3・4
こ165　〇児21-5・6

J J943
ベルリン1933-壁を背にして　上・下　（岩波少年文
庫）

クラウス・コルドン／作　酒寄進一／訳 岩波書店 各￥1,200
棚20-11　〇棚21-5　こ166
〇児21-5・6

J Ｊ943 ベルリン1945－はじめての春　（岩波少年文庫） クラウス・コルドン／作　酒寄進一／訳 岩波書店 各￥1,200
棚21-3　〇棚21-5　こ167
〇児21-5・6

J Ｊ943 ぼくたちがギュンターを殺そうとした日 ヘルマン・シュルツ／作　渡辺広佐／訳 徳間書店 ¥1,400 棚20-10　〇読21-3　〇児21-5・6

J J949.3 アンネの日記　グラフィック版
アンネ・フランク／著　アリ・フォルマン／編集
深町眞理子／訳

あすなろ書房 ¥2,000 棚20-11　〇棚21-5　〇児21-5・6

J J973 紙の心　　ＳＴＡＭＰ　ＢＯＯＫＳ
エリーザ・ブリチェック・グエッラ／作
長野　徹／訳

岩波書店 ¥1,700 棚21-4

本体価格は令和3年12月現在



所蔵 NDC 書　  名 著 　 者 出版社 本体価格 書評　（年ー月）

J J019
ソロモン諸島でビブリオバトル
ぼくが届けた本との出会い

益井博史／著 子どもの未来社 ¥1,400 棚20-10　〇読21-3

J Ｊ159.7 10代から考える生き方選び 竹信三恵子／著 岩波書店 ¥820 〇棚21-5　棚21-7

J J236
ゲルニカ
無差別爆撃とファシズムのはじまり

早乙女勝元／著 新日本出版社 ¥1,800 棚20-9

J J253
語られなかったアメリカ史３
人類史上もっとも危険な瞬間

オリバー・ストーン／著　ピーター・カズニック／著　エ
リック・シンガー／編著

あすなろ書房 ¥2,200 棚20-11　〇棚21-5　〇読21-3

J J289.3
わたしは大統領の奴隷だった
ワシントン家から逃げ出した奴隷の物語

エリカ・アームストロング・ダンバー／キャサリン・ヴァ
ン・クリーヴ／著　渋谷弘子／訳

汐文社 ¥1,760 〇棚21-5　棚21-8

J J333.8 カカ・ムラド～ナカムラのおじさん ガフワラ／原作　さだまさし他／訳・文 双葉社 ¥1,500 〇児21-5・6

J J366
なぜ僕らははたらくのか
君が幸せになるために考えてほしい大切なこと

池上 彰／監修　佳奈／漫画　モドロカ／画 学研プラス ¥1,500 こ図20-8　〇児21-5・6

J J366.2 障害者とともに働く　（岩波ジュニア新書） 藤井克徳・星川安之／著 岩波書店 ¥820 こ169

J J366.9
過労死しない働き方ー働くリアルを考える
（岩波ジュニア新書）

川人 博／著 岩波書店 ¥800 こ168

J J369.4
里親家庭で生活するあなたへ
里子と実子のためのQ&A

山本真知子／著 岩崎学術出版社 ¥2,300 〇棚21-5

J J407 科学者になりたい君へ　（14歳の世渡り術） 佐藤勝彦／著 河出書房新社 ¥1,540 棚21-9

J J465.8 ずかんウイルス　見ながら学習　調べてなっとく 武村政春／監修　宮沢孝幸／監修 技術評論社 ¥2,680 〇読21-3

J J469.4 ビジュアル　顔の大研究
原島　博／馬場悠男／輿水大和／監修
こどもくらぶ／編　日本顔学会／協力

丸善出版 ¥4,620 棚21-8

J Ｊ486 チョウはなぜ飛ぶか　（岩波少年文庫） 日高敏隆／作 岩波書店 ¥760 〇棚21-5　こ167　

J J489.6
クジラをめぐる冒険
謎だらけの生態から対立する捕鯨問題まで

石川　創／著 旬報社 ¥1,500 〇棚21-5　棚21-5　

J J493.8
みんなに話したくなる感染症のはなし　14歳からのウ
イルス・細菌・免疫入門　（14歳の世渡り術）

仲野　徹／著 河出書房新社 ¥1,400 〇読21-3

J Ｊ518.5 もしもトイレがなかったら 加藤　篤／著 少年写真新聞社 ¥1,600 〇棚21-5　棚21-6

　【　いろいろなことを知る本　】

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



J Ｊ523.3 ヨーロッパの古城　（輪切り図鑑クロスセクション）
リチャード・プラット／文　赤尾秀子／訳
スティーブン・ビースティー／画

あすなろ書房 ¥2,000 こ169

J J611.3 捨てられる食べものたち　　食品ロス問題がわかる本 井出留美／著 旬報社 ¥1,400 棚21-2　〇棚21-5

J J706.9
美術館っておもしろい！　　展覧会のつくりかた、働く
人たち、美術館の歴史、裏も表もすべてわかる本

モラヴィア美術館／編
阿部賢一／訳　須藤輝彦／訳

河出書房新社 ¥3,200 こ図20-10

本体価格は令和3年12月現在



所蔵 NDC 書　  名 著 　 者 出版社 本体価格 書評　（年-月）

J Ｊ290.8 現地取材！世界のくらし　1～10 ポプラ社 各￥3,200 こ167

J J312.9
地政学でわかるわたしたちの世界
12の地図が語る国際情勢

ティム・マーシャル／作　大山泉／訳 評論社 ¥2,900 棚20-7　〇棚21-5

J J333.8 お笑い芸人と学ぶ13歳からのSDGｓ たかまつなな／著　佐藤真久／監修 くもん出版 ¥1,500 〇棚21-5　棚21-7

J J440
ビジュアル宇宙探検図鑑
－美しい宇宙の謎にせまる

山岡　均／監修　竹田純子／訳 ポプラ社 ¥6,800 こ169

J J451.3
グレタのねがい　－地球をまもり未来に生きる
大人になるまで待つ必要なんてない

ヴァレンティナ・キャメリエ／著 西村書店 ¥980 棚20-7　〇児21-5・6

本体価格は令和3年12月現在

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

【　学習の参考になる本　】


