
NDC 書　　名 著　　者 出版社 本体価格 書評　(年-月）

908
岩波少年文庫のあゆみ　1950-2020
（岩波少年文庫）

若菜晃子／編著 岩波書店 ¥1,000 ○読22-3・4

913.6 あしたの幸福 いとうみく／著　松倉香子／絵 理論社 ¥1,400 ○こ図22-3　○児22-5・6

913.6 あなたがいたところ　ワタシゴト14歳のひろしま・2 中澤晶子／著　ささめやゆき／絵 汐文社 ¥1,400 棚22-3　○棚22-5　○読22-3・4　○児22-5・6

913.6 馬と明日へ 杉本りえ／作　結布／絵 ポプラ社 ¥1,500 棚22-7　○こ図22-3

913.6 Fができない 升井純子／作 文研出版 ¥1,500 棚22-3　こ図21-11　

913.6 Mガールズ 濱野京子／作　 静山社 ¥1,200
棚21-11　○棚22-5　○読22-3・4　○こ図22-
3　○児22-5・6

913.6 家族セッション 辻みゆき／著 講談社 ¥1,400 棚22-2　○こ図22-3

913.6 ガラスの魚 山下明生／著 理論社 ¥1,500 ○児22-5・6

913.6 黄色い夏の日 高楼方子／著　木村彩子／画 福音館書店 ¥1,800 棚22-5　○読22-3・4　こ図22-2　

913.6 境界のポラリス 中島　空／著 講談社 ¥1,400 ○棚22-5　読22-3・4　○読22-3・4

913.6 強制終了、いつか再起動 吉野万里子／著 講談社 ¥1,400 棚21-8　読21-7・8　○読22-3・4　○こ図22-3

913.6 ジャノメ 戸森しるこ／作　牧野千穂／絵 静山社 ¥1,200 棚22-5　○棚22-5

913.6 縄文の狼 今井恭子／作　岩本ゼゴロ／画 くもん出版 ¥1,500 棚22-1　読21-9・10　○こ図22-3

913.6 スウィートホーム　わたしのおうち 花里真希／著 講談社 ¥1,400 読22-1・2　○読22-3・4

913.6 セカイを科学せよ！ 安田夏菜／著 講談社 ¥1,400
○棚22-5　棚22-6　○読22-3・4　○こ図22-3
○児22-5・6

913.6 そらのことばが降ってくる　保健室の俳句会 高柳克弘／作 ポプラ社 ¥1,400 ○児22-5・6

913.6 空よりも遠く、のびやかに 川端裕人／著 集英社文庫 ¥840 読21-11・12　○読22-3・4

書評雑誌に紹介されたジュニア(中高生）向けの本のリスト　【2021年１月～12月発行】

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＞

島根県立図書館



NDC 書　　名 著　　者 出版社 本体価格 書評　(年-月）

913.6 庭 小手鞠るい／著　 小学館 ¥1,400 棚21-12　○読22-3・4　○児22-5・6

913.6 野原できみとピクニック 濱野京子／著 偕成社 ¥1,500 読21-9・10　○読22-3・4　○児22-5・6

913.6 博物館の少女　怪異研究事始め 富安陽子／著 偕成社 ¥1,400
○棚22-5　棚22-8　読22-3・4
○読22-3・4　○児22-5・6

913.6 ＃ハッシュタグ・マイネーム 黒川裕子／著 さ・え・ら書房 ¥1,400
○棚22-5　棚22-8　○読22-3・4
○児22-5・6

913.6 はなの街オペラ 森川成美／作　坂本ヒメミ／画 くもん出版 ¥1,500
棚21-11　棚22-1　○棚22-5
○児22-5・6

913.6 文豪中学生日記 小手鞠るい／著 あすなろ書房 ¥1,400 ○読22-3・4

913.6
ボーダレスケアラー
生きてても、生きていなくてもお世話します

山本悦子／著 理論社 ¥1,400 ○こ図22-3

913.6 ポーチとノート こまつあや／著 講談社 ¥1,400
読22-3・4　○読22-3・4　○こ図22-3
○児22-5・6

913.6 マイブラザー 草野たき／著 ポプラ社 ¥1,500 読22-5・6　○こ図22-3

913.6 みつばちと少年 村上しいこ／作　高山裕子／絵 講談社 ¥1,400 棚22-1　○棚22-5　○読22-3・4　こ図21-8

913.6 ヨンケイ！！ 天沢夏月／著 ポプラ社 ¥1,500 読21-11・12

913.6 ライブラリー・ツインズ　ようこそ、月島大学図書館へ 日野祐希／著　あけたらしろめ／絵 アリス館 ¥1,400 読22-1・2

913.6 わたしの気になるあの子 朝比奈蓉子／作　水元さきの／絵 ポプラ社 ¥1,400 棚21-9　読21-7・8

NDC 書名 著者 出版社 価格 書評　(年-月）

908 道化者　トーマス・マン　ショートセレクション
トーマス・マン／作　木本　栄／訳
ヨシタケシンスケ／絵

理論社 ¥1,300 ○こ図22-3

929.1 ペイント イ・ヒヨン／著　小山内園子／訳 イース・トプレス ¥1,500 読22-5・6

929.1 ミョンヘ
キム・ソヨン／著　チャンホ／絵
吉仲貴美子／梁　玉順／訳

影書房 ¥2,200 棚22-2　○棚22-5　○こ図22-3

931.7 わたしは夢を見つづける ジャクリーン・ウッドソン／作 小学館 ¥1,600
○読22-3・4　こ172　○こ図22-3　○児22-5・
6

【　文　学　】　　＜海外の文学＞

島根県立図書館



NDC 書　　名 著　　者 出版社 本体価格 書評　(年-月）

933.7 海を見た日 M・G・ヘネシー／作　杉田七重／訳 鈴木出版 ¥1,600
○棚22-5　読21-9・10　○読22-3・4
○児22-5・6

933.7 きみのいた森で ピート・ハウトマン／作　こだまともこ／訳 評論社 ¥1,600 棚21-9

933.7 ゴーストボーイズ　－ぼくが十二歳で死んだわけ－ ジュエル・パーカー・ローズ／著　武富博子／訳 評論社 ¥1,500 ○棚22-5　○こ図22-3　○児22-5・6　

933.7 サヨナラの前に、ギズモにさせてあげたい９のこと ベン・デイヴィス／作　杉田七重／訳 小学館 ¥1,600 棚22-2　○読22-3・4　○こ図22-3

933.7 詩人になりたいわたしX エリザベス・アセヴェド／作　田中亜希子／訳 小学館 ¥1,600
読21-7・8　○読22-3・4　こ170　○こ図22-3
○児22-5・6

933.7 少女と少年と海の物語 クリス・ヴィック／著　杉田七重／訳 東京創元社 ¥3,000 読21-9・10　○読22-3・4　こ171

933.7 少年は世界をのみこむ トレント・ダルトン／著　池田真紀子／訳
ハーパーコリンズ・
ジャパン

¥2,600 読21-7・8　○読22-3・4

933.7 タフィー サラ・クロッサン／作　三辺律子／訳 岩波書店 ¥2,100
読22-3・4　○読22-3・4　こ173　○こ図22-3
こ図22-5　○児22-5・6

933.7 春のウサギ
ケヴィン・ヘンクス／作
原田　勝　大澤聡子／訳

小学館 ¥1,400 棚21-11　棚21-12　○読22-3・4

933.7 パラゴンとレインボーマシン ジラ・ベセル／著　三辺律子／訳 小学館 ¥1,600 棚22-2　○棚22-5　読21-11・12　○読22-3・4

933.7 ヤーガの走る家 ソフィー・アンダーソン／作　長友恵子／訳 小学館 ¥1,600 棚21-10　○棚22-5

933.7 ラスト・フレンズ　－わたしたちの最後の13日間－ ヤスミン・ラーマン／作　代田亜香子／訳 静山社 ¥1,700
棚22-1　棚22-2　読21-11・12
○読22-3・4

933.7 ルーミーとオリーブの特別な10か月 ジョーン・バウアー／作　杉田七重／訳 小学館 ¥1,500 棚22-6

933.7 わたしが鳥になる日 サンディ・スターク・マギニス／作　千葉茂樹／訳 小学館 ¥1,500
棚22-1　○棚22-5　○読22-3・4　こ170
こ図21-7　○こ図22-3　○児22-5・6

949.3 どんぐり喰い エルス・ペルフロム／作　野坂悦子／訳 福音館書店 ¥2,100
棚22-5　○棚22-5　○読22-3・4　読22-5・6
こ173　こ図22-5　○こ図22-3　○児22-5・6

963 見知らぬ友
マルセロ・ビルマヘール／著　宇野美和／訳
オーガフミヒロ／絵

福音館書店 ¥1,700 棚21-9　こ170　○こ図22-3

973
ミシシッピ冒険記
ぼくらが3ドルで大金持ちになったわけ

ダヴィデ・モロジノット／著　中村智子／訳 岩崎書店 ¥1,700
棚22-3　棚22-4　○棚22-5　読21-11・12
○読22-3・4　○児22-5・6

本体価格は令和4年12月現在

島根県立図書館



NDC 書　  名 著 　 者 出版社 本体価格 書評　（年-月）

033 世界のふしぎ断面図鑑　（輪切りクロスセクション）
リチャード・プラット／文
スティーブン・ビースティー／画　　宮坂宏美／訳

あすなろ書房 ¥2,000 ○読22-3・4

104 はじめての哲学　（岩波ジュニア新書） 藤田正勝／著　渡辺悠子／イラスト 岩波書店 ¥820 こ171

159.7
ミライを生きる君たちへの特別授業
（岩波ジュニアスタートブック）

ジュニスタ編集部／編 岩波書店 ¥1,450 棚22-4　○棚22-5

193.1 やさしい新約聖書物語 犬養道子／著 河出書房新社 ¥2,600 こ170

281 時代をきりひらいた日本の女性たち 小杉みのり／文　落合恵子／監修　朝野ペコ／絵 岩崎書店 ¥4,500 こ172

289.1
エレキテルの謎を解け
電気を発見した技術者　平賀源内

鳴海　風／著　高山ケンタ／画 岩崎書店 ¥1,600 棚22-6

289.1 寺田寅彦と物理学 池内　了／著 玉川大学出版部 ¥2,500 ○児22-5・6

316.1
平等ってなんだろう？
－あなたと考えたい身近な社会の不平等
（中学生の質問箱）

齋藤純一／著　のがみもゆこ／イラスト 平凡社 ¥1,600 こ173

319.8
池上彰の君と考える戦争のない未来
（世界をカエル10代からの羅針盤）

池上　彰／著 理論社 ¥1,400
棚22-2　○棚22-5　こ171
○児22-5・6

319.8 絵で見てわかる核兵器禁止条約ってなんだろう？ 川崎　哲／監修 旬報社 ¥3,800 ○棚22-5　○読22-3・4

319.8
聞かせて、おじいちゃん
原爆の語り部・森政忠雄さんの決意

横田明子／著　山田　朗／監修 国土社 ¥1,500 棚21-12　○棚22-5　○読22-3・4

J333.8
武器ではなく命の水をおくりたい
中村哲医師の生き方

宮田　律／著 平凡社 ¥1,400 ○児22-5・6

361.4
ハーフってなんだろう？
－あなたと考えたいイメージと現実
（中学生の質問箱）

下地ローレンス吉孝／著 平凡社 ¥1,600 こ170

361.5 パパラギ　[児童書版] 岡崎照男／訳 学研プラス ¥1,300 ○児22-5・6

367.3 親の期待に応えなくていい　（小学館YouthBook） 鴻上尚史／著 小学館 ¥880 ○読22-3・4

367.9
みんな自分らしくいるためのはじめてのＬＧＢＴＱ
（ちくまプリマー新書）

遠藤まめた／著　北村みなみ／イラスト 筑摩書房 ¥820 棚22-3　○棚22-5　こ171

367.9
みんなちがってみんなステキ
LGBTの子どもたちに届けたい未来

高橋うらら／著
認定特別非営利活動法人ReBit／監修

新日本出版社 ¥1,500
棚21-8　○棚22-5　○読22-3・4
○児22-5・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

島根県立図書館



NDC 書　  名 著 　 者 出版社 本体価格 書評　（年-月）

371.4
学校、行かなきゃいけないの？
－これからの不登校ガイド　（14歳の世渡り術）

雨宮処凛／著 河出書房新社 ¥1,400 こ171　○児22-5・6

383.2 ずかん　世界のくつ・はきもの 鈴木絵美留／監修・執筆 技術評論社 ¥2,680 読22-1・2　○読22-3・4　こ172　

383.8 古典がおいしい！平安のスイーツ 前川佳代・宍戸香美／著 かもがわ出版 ¥2,500 ○読22-3・4

388.1
妖怪がやってくる
（岩波ジュニアスタートブック）

佐々木高弘／著 岩波書店 ¥1,450 読22-1・2

450.4 もしも、地球からアレがなくなったら？ 渡邉克晃／著　室木おすし／絵 文友舎 ¥1,300 棚22-1

455
地球以外に生命を宿す天体はあるのだろうか？
（岩波ジュニアスタートブック）

佐々木貴教／著 岩波書店 ¥1,450 こ171

457.8
恐竜学者は止まらない！
－読み解け、卵化石ミステリー

田中康平／著　長手彩夏／イラスト 創元社 ¥1,800 こ173

483.3 サンゴは語る　（岩波ジュニアスタートブック） 大久保奈弥／著 岩波書店 ¥1,450 ○読22-3・4

489.6
クジラの骨と僕らの未来
（世界をカエル10代からの羅針盤）

中村　玄／著 理論社 ¥1,300 こ172

493.7
壊れた脳と生きる
高次脳機能障害「名もなき苦しみ」の理解と支援
（ちくまプリマー新書）

鈴木大介・鈴木匡子／著 筑摩書房 ¥920 棚22-9

493.7 世界一やさしい依存症入門　（14歳の世渡り術） 松本俊彦／著 河出書房新社 ¥1,420 ○読22-3・4　こ172　こ図21-12　

498 こども衛生学 宮﨑美砂子／監修 新星出版社 ¥1,500 ○読22-3・4

516 ずかん　美しい世界の線路　－ヨーロッパ編 橋爪智之／著・写真 技術評論社 ¥2,680 こ172

520.7 建築家になりたい君へ　（14歳の世渡り術） 隈　研吾／ 河出書房新社 ¥1,400 ○児22-5・6

556.9 帆船軍艦　（輪切り図鑑クロスセクション）
リチャード・プラット／文　宮坂宏美／訳
スティーブン・ビースティー／画

あすなろ書房 ¥2,000 こ170

611.3 食べものから学ぶ世界史　（岩波ジュニア新書） 平賀　緑／著 岩波書店 ¥820 ○棚22-5　こ図21-12　

702.0 なんで洞窟に壁画を描いたの？ 五十嵐ジャンヌ／著　中島梨絵／画 新泉社 ¥2,000 読21-7・8　○こ図22-3

810.1 「自分らしさ」と日本語　（ちくまプリマー新書） 中村桃子／著 筑摩書房 ¥860 読21-9・10

島根県立図書館



911.3
俳句部、はじめました
－さくら咲く一度っきりの今を読む
（岩波ジュニアスタートブック）

神野紗希／著　金井真紀／イラスト 岩波書店 ¥1,450 こ171

本体価格は令和4年12月現在

島根県立図書館



NDC 書　  名 著 　 者 出版社 本体価格 書評　（年-月）

319.8 SDGｓで見る現代の戦争　知って調べて考える 伊勢﨑賢治・関　正雄／監修 学研プラス ¥6,000 ○児22-5・6

333.8
ＳＤＧｓ入門　－未来を変えるみんなのために
（岩波ジュニアスタートブック）

蟹江憲史／著 岩波書店 ¥1,450 こ172

410
算数・数学で何ができるの？
算数と数学の基本がわかる図鑑

松野陽一郎／監訳　上原晶子／訳 東京書籍 ¥2,000 ○読22-3・4

421.2
16歳からの相対性理論
アインシュタインに挑む夏休み （ちくまプリマー新書）

佐宮　圭／著　松浦　壮／監修 筑摩書房 ¥880 ○読22-3・4

453
地震はなぜ起きる？
（岩波ジュニアスタートブック）

鎌田浩毅／著 岩波書店 ¥1,450 ○読22-3・4

456.8
チバニアン誕生
－方位磁針のＮ極が南をさす時代へ

岡田　誠／著
本多　翔／かわさきしゅんいち／イラスト

ポプラ社 ¥1,500 棚22-1　○棚22-5　こ171○　こ図22-3

491.1 人体断面図鑑　（輪切り図鑑クロスセクション）
スティーブン・ビースティー／画
リチャード・プラット／文　宮坂宏美／訳

あすなろ書房 ¥2,000 読21-9・10

517 防災にも役立つ！　川のしくみ 日置光久／監修　川上真哉／著 誠文堂新光社 ¥2,500 読21-7・8

611.3
ＳＤＧｓ時代の食べ方　世界が飢えるのはなぜ？
（ちくまQブックス）

井出留美／著 筑摩書房 ¥1,100 ○読22-3・4

本体価格は令和4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　】

島根県立図書館


