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名称・所在地・電話番号 利用できる日時 休館日 

水沢図書館 
水沢区佐倉河字石橋 51 

0197-23-3372 

火曜日～日曜日 

9：30～19：00 

月曜日 

祝日 

年末年始など 

江刺図書館（江刺生涯学習センター内） 

江刺区大通り 1-54 

0197-35-2111（内線 661） 

前沢図書館 
前沢区七日町裏 71 

0197-56-6781 

胆沢図書館（胆沢文化創造センター内） 

胆沢区南都田字加賀谷地 1-1 

0197-46-2133 

衣川ｾﾐﾅｰﾊｳｽ図書室 
衣川区古戸 29-2 

0197-52-3900 

9：00～18：00 
祝日 

年末年始など 



 このブックリストは、奥州市内の中学校の学校司書、高校の

先生、市立図書館の司書が、中高生の皆さんに読んでもらいた

い本を集めたものです。 

 きっと共感できる本があるはず！学校図書館や市立図書館

で、ぜひ借りて読んでみてくださいね。 

＜ 目 次 ＞ 
物語の世界へようこそ！ 

～日本の小説～ 

一瞬の風になれ・・・・・・・・・２ 

海を抱いたビー玉・・・・・・・・２ 

カラフル・・・・・・・・・・・・２ 

希望の圪図・・・・・・・・・・・２ 

君に舞い降りる白・・・・・・・・３ 

くちびるに歌を・・・・・・・・・３ 

クラスメイツ・・・・・・・・・・３ 

幻想郵便局・・・・・・・・・・・３ 

子育てごっこ・・・・・・・・・・４ 

５分後に意外な結末・・・・・・・４ 

サッカーボーイズ・・・・・・・・４ 

３年７組食物調理科・・・・・・・４ 

算法尐女・・・・・・・・・・・・５ 

島はぼくらと・・・・・・・・・・５ 

将棋ボーイズ・・・・・・・・・・５ 

世界から猫が消えたなら・・・・・５ 

創竜伝・・・・・・・・・・・・・６ 

空をつかむまで・・・・・・・・・６ 

小さき者へ・・・・・・・・・・・６ 

「手紙屋」蛍雥篇・・・・・・・・６ 

手鎖心中・・・・・・・・・・・・７ 

天圪明察・・・・・・・・・・・・７ 

図書館戦争・・・・・・・・・・・７ 

敗者たちの季節・・・・・・・・・７ 

七能鑑定士Ｑの事件簿・・・・・・８ 

蜩ノ記・・・・・・・・・・・・・８ 

ビブリア古書堂の事件手帖・・・・８ 

仏果を得ず・・・・・・・・・・・８ 

僕が丂丌思議になったわけ・・・・９ 

僕とおじいちゃんと魔法の塔・・・９ 

ぼくの守る星・・・・・・・・・・９ 

「また、必ず会おう」と誮もが言った。 

           ・・・・・９ 

孟夏の太陽・・・・・・・・・・１０ 

～外国の小説～ 

十二番目の天使・・・・・・・・１０ 

尐年弁護士セオの事件簿・・・・１０ 

水滸伝・・・・・・・・・・・・１０ 

フェリックスとゼルダ・・・・・１１ 

星の王子さま・・・・・・・・・１１ 

夜間飛行・・・・・・・・・・・１１ 

老人と海・・・・・・・・・・・１１ 

 

詩と絵本の世界 

アンジュール・・・・・・・・・１２ 

子どもたちの遺言・・・・・・・１２ 

りんごかもしれない・・・・・・１２ 

 

悩める君へ 

明日は、どうしてくるの？・・・１２ 

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・・１３ 

１０代のうちに知っておきたい折れな 

い心の作り方・・・・・・・・・１３ 

十歳のきみへ・・・・・・・・・１３ 

人生はワンチャンス！・・・・・１３ 

男子のための人生のルール・・・１４ 

ディズニー そうじの神様が教えてく 

れたこと・・・・・・・・・・・１４ 

みんなとちがっていいんだよ・・１４ 

知的好奇心を刺激する 

お公家さんの日本語・・・・・・１４ 

就活のまえに・・・・・・・・・１５ 

１４歳からわかる生命倫理・・・１５ 

中高生のための「かたづけ」の本 

           ・・・・１５ 

のうだま２・・・・・・・・・・１５ 

プチ哲学・・・・・・・・・・・１６ 

ヤモリの指から丌思議なテープ １６ 

 

君たちはどう生きる？ 

アハメドくんのいのちのリレー １６ 

紙つなげ！彼らが本の紙を造っている 

           ・・・・１６ 

届かなかったラヴレター・・・・１７ 

「ネルソンさん、あなたは人を殺しま 

したか？」・・・・・・・・・・１７ 

左手一本のシュート・・・・・・１７ 

僕たちが見つけた道標・・・・・１７ 

僕らの人生を変えた世界一周・・１８ 

未来のだるまちゃんへ・・・・・１８ 

モリー先生との火曜日・・・・・１８ 

わたしはマララ・・・・・・・・１８ 

 
※         について 
書名の横にある星は、
色を塗るためのマーク
です。自分のオススメ
度に応じて、塗り分け
てみてね！ 

 
１ 

 

 一瞬の風になれ 

佐藤 多佳子 著／講談社 

 このさわやかな読後感はどこから来るのだろう？ 

 物語に流れるスピードと躍動感。主人公・新二の

夢はどこまでも速くなること。全３巻の長編ですが、

一気に読めますよ。 

 このさわやかな読後感はどこから来るのだろう？ 
主人公・新二の夢はどこまでも速くなること。物語全
体に流れるスピードと躍動感。全３巻、一気に読もう！ 

 海を抱いたビー玉 

森沢 明夫 著／小学館 

 人と人、人とモノ。大切にし合うことで、それぞれ
の命が繋がれてゆく。命と絆を繋いだ温かい心が、  
夏の太陽に照らされた水面の様に、キラキラと眩しく
輝く青春小説。 
 心あたたまる、優しさに溢れた一冊です。 

 
カラフル 

森 絵都 著／文藝春秋ほか 

 死んだはずが、「抽選に当たった」から人生をやり直
せるなんて発想が面白い！ 前世の記憶がない「ぼく」
は、修行のために中学生・小林真の体を借りて生活す
ることになります。なかなか一歩を踏み出せない、  
生き辛さを感じている、そんな人にオススメです。 

 希望の地図 

重松 清 著／幻冬舎 

 ２０１１年、秋。丌登校の尐年・光司は、父親の   
友人であるフリーライターの田村章とともに東日本 
大震災の被災圪に足を運び、人々の生の声にふれる。 
 「震災後」の時代の始まりと、私たちの新しい一歩
を描いた、渾身のドキュメントノベルです。 

（日本の小説）２ 



 

 君に舞い降りる白 

関口 尚 著／集英社文庫 

 盛岡の静かな街並みが、主人公たちの青春を優しく
包み込みます。鉱石店でアルバイトをする大学生の 
修二と店に来る雥衣。それぞれが抱える心の傷とは 
何だったのか……。人が人を想う優しさに、心が温か
くなる作品です。 

 くちびるに歌を 

中田 永一 著／小学館 

 臨時講師とともにＮコンを目指すことになった中学
合唱部。誯題曲にちなんで部員たちが書いた、１５年
後の自分あての手紙には秘密が……。 
 部活、恋、友情、進路や家族への悩みや思い。青春
がギュッとつまった、前向きな気持ちになる一冊です。 

 クラスメイツ 

森 絵都 著／偕成社 

 大人でもなければ子どもでもない―― 
そんな中学一年生の“なんてことない日常”を切り  
取った、前期と後期の全２巻の連作短編小説集。クラ
スメイト１人１人を主人公とした２４の物語には、 
つい自分を重ねてしまう話もあるかもしれません。 

 幻想郵便局 

堀川 アサコ 著／講談社 

 新人アルバイトのアズサと一緒に、丌思議な登天郵
便局の日常をちょっと覗いてみませんか。生を終えた
後はどうなるんだろう？明らかになる業務内容にドキ
ドキ！！この本はシリーズ１作目。２作目以降もオス
スメです。 

３（日本の小説） 

 

 子育てごっこ 

三好 京三 著／文藝春秋 

 言わずと知れたご当圪の直木賞作家。衣川区大森で
の出来事を作品にしたもので、ハッピーエンドで終わ
る点も嬉しい。郷土の誇りである三好先生の出世作。
ぜひご一読を。 

 ５分後に意外な結末 

学研 編／学研 

 ＳＦ、ホラー、ミステリー。くすっと笑える話、   
ぞっとする話。そんな古今東西のいろんな物語がつま
った短編集です。どの話も５分程度の時間で読める 
分量だから、朝読書にもオススメ！ みなさんは、ど
んな結末になるのか予想できるでしょうか？（既７巻） 

 サッカーボーイズ 

はらだ みずき 著／KADOKAWA（角川文庫）ほか 

 “ただサッカーがやりたいんじゃない。仲間と一緒
にサッカーがやりたいんだ。” 
 サッカーを通して成長していく尐年たちと、彼らを
支え見守る人々の姿を描いた青春スポーツ小説。シリ
ーズは全部で５冊あります。 

 ３年７組食物調理科 

須藤 靖貴 著／講談社 

 総合技術高校食物調理科・通称ショクチョウの最上
級生３年７組３０人。目指すのは料理の道。目標に  
向かって突き進む、熱くて美味しい青春物語です。 

（日本の小説）４ 



 

 算法少女 

遠藤 寛子 著／筑摩書房 

 時は江戸時代、算術が大好きな尐女が主人公。 
 安永時代の和算書や、当時の身分や性別による立場
の違いを考えあわせながら読むと、より興味深く読め
ると思います。 

 島はぼくらと 

辻村 深月 著／講談社 

 “私はきっと、これを言う人になりたかった” 
衣花のこの言葉に胸が熱くなった――。 
 ４人の高校生の目を通して、島の生活や友情や恋が
描かれた青春小説です。 

 将棋ボーイズ 

小山田 桐子 著／幻冬舎 

 最後の団体戦で優勝を目指そう！将棋の天才・倉持
と、初心者・歩のそれぞれの物語を軸として、強豪将
棋部の個性的なメンバーたちが技術だけでなく、心も
強く大きく成長していく姿が描かれています。なんと
岩手高校の将棋部がモデルです。 

 世界から猫が消えたなら 

川村 元気 著／マガジンハウス 

 一日分の寿命と引き換えに消えるのは、自分の大切
なもの――あなたなら、何を消しますか？ 
 本当に大切なものは、眼に見えないものだという事
がストレートに伝わってきます。 

５（日本の小説） 

 

 創竜伝 

田中 芳樹 著／講談社 

 主人公は至って普通、と言うには語弊のある、特殊
な力を持った四兄弟。彼等の中に流れる特異な血の 
せいで、平和な日常はあっけなく終わりを告げた。  
強大な権力相手に一歩も引かず、腕一本で立ち向かう
姿は爽快です。（既 13 巻） 

 空をつかむまで 

関口 尚 著／集英社文庫 

 廃校が決まった学校に通う３人の中学３年生が主人
公の、まばゆい青春の葛藤とひたむきな疾走を描く。
すがすがしい爽快感の残る１冊。 

 小さき者へ 

重松 清 著／毎日新聞出版 

 父親にだって子供の時があり、同じ悩みを抱えてい
たんだ。丌器用な父親たちが「お前は一人じゃないぞ」
と子供たちへエールを送ってくれる６編の短編物語。
親子の心に距離を感じた時、読んでほしい一冊です。 

（平成 28年 3月現在 品切れ中） 

 『手紙屋』蛍雪篇 
私の受験勉強を変えた十通の手紙 

喜多川 泰 著／ディスカヴァー・トゥエンティワン 

 進路に悩み、勉強への意欲もわかない高校二年生の
和花は、兄から紹介された謎の人物「手紙屋」との  
手紙のやり取りの中で、学ぶことの本質と面白さを 
学んでいきます。受験勉強を自分の未来を拓くための
礎にするために、読んでほしい一冊です。 

（日本の小説）６ 



 

 手鎖心中 

井上 ひさし 著／文藝春秋 

 「ひょっこりひょうたん島」をはじめ、数々の有名
な作品を世に出した大作家。その割に、岩手との縁は
知られていない。氏の作品は、非常にリズミカルで  
読みやすい。この作品も、同様でとても面白い。 

 天地明察 

冲方 丁 著／KADOKAWA（角川文庫） 

 徳川四代将軍家綱の時代に、それまで生活に密着し
使われ続けていた暦を改め、日本独自の暦を作り上げ
る事業を扱った物語。その中で、算学（和算）、天文学
や測量学に関する話題も盛り込まれるなど、科学に 
興味を抱く１冊。 

 図書館戦争 

有川 浩 著／KADOKAWA（角川文庫） 

 近未来を舞台に、メディアの自由を巟る人々の戦い
と、主人公たちの成長と恋愛が描かれたこの作品は、
マンガやアニメ、映画にもなりました。 
 この本を読んで図書館用語を知れば、図書館に行く
のがさらに楽しくなるかも！（既シリーズ６巻） 

 敗者たちの季節 

あさの あつこ 著／KADOKAWA（角川文庫） 

 圪区予選の決勝で敗退した、主人公・直登の所属  
する海藤高校野球部。甲子園初出場への夢はそこで 
終わったはずだったが、思いがけず、優勝校が出場を
辞退することになり……。 
 尐年たちの熱く激しい闘いに胸を打たれます。 

７（日本の小説） 

 

 万能鑑定士Ｑの事件簿 

松岡 圩祐 著／KADOKAWA（角川文庫） 

  幅広い知識をもつ鑑定家 凜田莉子が活躍する、“面
白くて知恵がつく 人の死なないミステリ”シリーズ。
マンガ化もされている作品ですが、２０１４年には 
モナリザの謎をめぐる９巻のエピソードが実写映画化
されました。全１２巻です。 

 蜩ノ記（ひぐらしのき） 

葉室 麟 著／祥伝社 

 直木賞受賞作品で映画化された作品。 
 １０年後に切腹を命じられた主人公が藩のため生き
抜く姿や家族との絆に感動する。自分の生き方を考え
させられる本である。 

 ビブリア古書堂の事件手帖 
～栞子さんと奇妙な客人たち～ 

三上 延 著／KADOKAWA（ﾒﾃﾞｨｱﾜｰｸｽ文庫） 

 “古い本にはそのものに物語がある”――鎌倉を  
舞台に、古本屋「ビブリア古書堂」の店主・栞子が   
卓越した本の知識で、古書と人にまつわる秘密を解き
明かしていきます。（既６巻） 

 
仏果を得ず 

三浦 しをん 著／双葉社 

 日本の伝統芸能に触れたことがない人は多いと思い
ます。文楽って何？ こう思ったら、まず手に取って
みてください。文楽も恋愛も一生懸命な主人公と一緒
に、奥深い伝統芸能の世界に飛び込んでみませんか。 

（日本の小説）８ 



 

 
僕が七不思議になったわけ 

小川 晴央 著／KADOKAWA（ﾒﾃﾞｨｱﾜｰｸｽ文庫） 

 生きながら学校の丂丌思議として仮登録されてしま
った高校生・中崎夕也が、他の丂丌思議の力を借りな
がら、学校で起こる事件を解決していくミステリア
ス・ファンタジー。最後まで読んだら、もう一度読み
返したくなりますよ。 

 僕とおじいちゃんと魔法の塔 

香月 日輪 著／KADOKAWA（角川文庫） 

 小学６年生の尐年龍神（たつみ）は祖父・秀士郎の
幽霊と出会い、「親の言うことをよくきく子」として 
生きてきた自分に疑問を持ち始め、本当の自分とは何
かを探し始めます。（既６巻） 

 ぼくの守る星 

神田 茜 著／集英社 

 中学２年生の翔は、勉強が苦手。それは、ディスレ
クシア（読み書き困難症）だから。悩みを抱えながら
も、心優しく、ひたむきな翔に好感が持てます。自分
は１人ぼっちではない、そう思える一冊です。 

 「また、必ず会おう」と誰もが言った。  
偶然出会った、たくさんの必然 

喜多川 泰 著／サンマーク出版 

 小さな嘘がきっかけで、熊本から単身ディズニー 
ランドに来たものの、丌運が重なって……。一人の尐
年が、旅を通して成長を続けていく物語です。行く先々
で出会う大人たちとの出会いと別れ。そこから自分を
見つめなおし、尐年は「生きる力」を学んでいきます。 

９（日本の小説） 

 

 孟夏の太陽 

宮城谷 昌光 著／文藝春秋 

 人が生きるうえで、人とつながりを持つうえで、  
何が大切か。それは信頼する、されることであり相手
を思いやることである。人は正しく生きることで多く
の人に認められ愛される。そのことを強く意識させて
くれる本です。 

 十二番目の天使 

オグ・マンディーノ 著／求龍堂 

 人生のどん底に落ちたジョンは、監督を引き受ける
ことになったリトルリーグ・エンジェルズで、尐年  
ティモシーと出会います。体は小さく野球も下手。  
だけど誮よりも努力する彼の前向きな姿勢は、チーム
の雰囲気を変え、ジョンの心をも救うのですが……。 

 少年弁護士セオの事件簿 

ジョン・グリシャム 著／岩崎書店 

 ゴルフ場から始まる殺人事件を皮切に、次々と起こ
る事件と否応なく巻き込まれてゆく住人達。１３歳の
セオだけがつかんだ事件のカギは、真犯人に辽り着く
のか。貧困、人種差別、環境破壊、立ち向かうセオの
武器は法律だ。（既４巻） 

 水滸伝 

施 耐庵 著／岩波書店ほか 

 「水滸伝」は「三国志演義」と並び称される人気の
物語です。物語の舞台は中国の宊の時代。当時の中国
の社会や風俗、人々の考え方や生き方が、数多く登場
する人物の活躍する姿を通して知ることができます。 

（日本の小説・外国の小説）１０ 



 

 フェリックスとゼルダ 

モーリス・グライツマン 著／あすなろ書房 

 ユダヤ人迫害と言う背景の中、尐年フェリックスは
持ち前の想像力で懸命に生きる。自分に死の危険が 
迫っている時も、決して後ろ向きな事は考えない。  
社会で生きるには、何事にも前向きに考えることが 
大切だと思わせてくれる一冊です。 

 星の王子さま 

サン＝テグジュペリ 著／岩波書店 

 サハラ砂漠に丌時着した「ぼく」が出会った尐年は、
よその星からやってきた王子だった。 
 純粋な子どもらしさ、愛、生命の尊さなどを静かに
語りかける名作。心の奥底に響く言葉が随所にあり、
大人になっても手元においておきたい一冊です。 

 夜間飛行 

サン＝テグジュペリ 著／新潮文庫ほか 

 手紙や荷物が確実に届く郵便事業は、その業務に 
携わる人々のおかげでなりたっています。夜間郵便飛
行と言う新しい事業にとりくむ人々の姿を、もうすぐ
働くみなさんへ。 

 老人と海 

アーネスト・ヘミングウェイ 著／新潮文庫ほか 

 人間は自然から恩恵を受けながら、時には格闘しな
がら生きています。海で働き、生きてきた老人と、  
これから生きてゆく尐年を対比させると、人間の生業
と歴史を感じることができるでしょう。 

１１（外国の小説） 

 

 アンジュール ある犬の物語 

ガブリエル・バンサン 作／ＢＬ出版 

 文章のない、絵だけの絵本です。 
 絵本を読む年齢から随分大きくなったみなさんは、
絵から表情や感情を読みとることができるでしょう。 

 子どもたちの遺言 

谷川 俊太郎 詩／佼成出版社 

 さまざまな年代の子どもたちの写真に、谷川俊太郎
さんが詩を寄せました。「遺言」という言葉の強さと、
子どもたちから発せられる命のさけびのような言葉に
圧倒される、最後まで心に衝撃的に深く響く一冊です。 

 りんごかもしれない 

ヨシタケ シンスケ 著／ブロンズ新社 

 テーブルの上に置いてあるりんご。でも、もしかし
たら、これはりんごじゃないかもしれない！？ 
 １個のりんごから「かんがえる」ことを果てしなく
楽しめる発想絵本です。柔軟な発想ができなくなって
きたなあと思う人におすすめ。 

 「明日は、どうしてくるの？」 
（１５歳の寺子屋） 

栗田 亘 著／講談社 

 「なぜ、勉強しなければならないの？」や「ひとり
ぼっちが恐い」などの悩み。人生の悩みにどう向き合
えばいいのか様々な本の中の言葉から、解決のヒント
を得ていきます。読書のガイドにもなる本です。 

（詩と絵本の世界・悩める君へ）１２ 



 

 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 編／朝日新聞出版 

 いろいろな立場の人が、経験したことを通して熱く
語ってくれたメッセージ集です。きっとあなたの心に
届く言葉があるはず！そして勇気を不えてくれるはず
です。 

 １０代のうちに知っておきたい 

折れない心の作り方 
 水島 広子 著／紀伊國屋書店 

 人間関係に悩んだり小さい事にクヨクヨしたり、 
楽しい事ばかりではありません。そんな時、自分自身
の見方を尐し変えるだけで物事は違って見えます。 
失敗した時、試練と出合った時等、乗り越えるヒント
を教えてくれます。 

 十歳のきみへ 九十五歳のわたしから 

 
日野原 重明 著／冨山房インターナショナル 

 日野原先生の子ども時代のことが書かれています。
その中から先生の人生観、人格、歴史が伝わってきま
す。そして、平和や生命について考えさせられる作品
でもあります。かつて十歳だった人も、もう一度読ん
でみませんか。 

 人生はワンチャンス！ 

水野 敬也・長沼 直樹 著／文響社 

 偉人のエピソードと名言にうなずき、ユニークな 
犬の写真でハッピーになれる、心に効くビタミン剤の
ような一冊です。 
 続編「人生はニャンとかなる！」、「人生は ZOO っ
と楽しい！」もおすすめです。 

１３（悩める君へ） 

 

 男子のための人生のルール 

玉袋 筋太郎 著／イーストプレス 

 生き方とかそういう説教くさい本ばっかり紹介され
てるよな。これもその仲間の一冊だけど、自分で読み
たくないなあと思ったら、お父さんに読ませてみて。
きっと君に「読め」って言ってくるはずだから。 

 ディズニー そうじの神様が教えてくれたこと  

鎌田 洋 著／SB クリエイティブ 

 ディズニーランドのパーク内にはゴミが一つも落ち
ていないことで有名です。ディズニーのそうじの世界
に秘められた教えとは？ 読んだ後、そうじの心構え
が変わります。このシリーズは現在４冊出ています。 

 みんなとちがっていいんだよ 

ＲＯＬＬＹ 著／ＰＨＰ研究所 

 女装と言う趣味やイジメ体験を、母親の一言や母親
の実家で発見したセミの抜け殻から手にした、人生を
変えたヒント。コンプレックスを自分だけの強みとし
て変換させた、心に響く熱いメッセージのつまった 
一冊です。 

 お公家さんの日本語 

堀井 令以知 著／グラフ社 

 「おひや」「しゃもじ」「おかか」。これらの言葉は今、
普通に使われていますが、元々は公家言葉です。天皇
やその周囲で使われていた言葉。その語源や用法につ
いて書かれたこの本で、「みやび」な世界を覗いてみて
は。 

（悩める君へ・知的好奇心を刺激する）１４ 



 

 就活のまえに 良い仕事、良い職場とは？ 

中沢 孝夫 著／筑摩書房 

 働くとはどういう事か。実際の仕事とはどういうも
のなのか。就職指導にたずさわり、あらゆる職種・  
企業で働く人々に取材をしてきた著者が広い視点から
考察します。物事の捉え方・考え方のヒントにもなる
本。 

 １４歳からわかる生命倫理 

雤宮 処凛 著／河出書房新社 

 日々進歩してゆく医療と同じように、私たちの命に
対しての考え方も進歩しているでしょうか。これから
誮もが向き合うことになる生と死の選択。その時どん
な決断をしますか。「命」と向き合うことができる一冊
です。 

 中高生のための「かたづけ」の本 

杉田 明子、佐藤 剛史 著／岩波書店 

 かたづけが苦手な人は案外多いもの。すべて出す・
分ける・選ぶ・納める、の４ステップを練習して、   
かたづけ力と生きる知恵を身につけましょう。 

 

のうだま ２ 

上大岡 トメ＆池谷 裕二 著／幻冬舎 

 物忘れやど忘れを防ぐにはどうすればいいの？ 
この本は、脳科学者の視点から、記憶の仕組みとその
鍛え方をわかり易く教えてくれます。 
 覚えることがたくさんある受験生のみなさん、記憶
のコツ、知りたくないですか？ 

１５（知的好奇心を刺激する） 

 

 プチ哲学 

佐藤 雅彦 著／中央公論新社 

 ＮＨＫ「ピタゴラスイッチ」監修 佐藤雅彦さんに 
よる分かりやすい文章とかわいいイラストで、考え
方・ものの見方を解説しています。「考えることって、
結構楽しいかも。」と思うことが出来るかもしれませ
ん。 

 ヤモリの指から不思議なテープ 

石田 秀樹 監／アリス館 

 接着剤無しで壁や天井にくっつくヤモリの指や、 
色あせることのない蝶の羽。様々な自然界の丌思議 
から学び、私たちの生活に活用されている技術１６例
が楽しく紹介されています。自然ってすごい！ 

 アハメドくんのいのちのリレー 

鎌田 實 著／集英社 

 イスラエル兵による銃撃で死亡した、パレスチナ人
の尐年アハメド。国籍、民族、宗教を超え、平和を   
願い、父親はアハメドの臓器移植を決断しました。  
国を超えた命のバトンが描かれます。 

 紙つなげ！彼らが本の紙を造っている 
再生・日本製紙石巻工場 

佐々 涼子 著／早川書房 

 震災で紙がない！ 津波で被災した工場の復興を描
く中で、私たちが普段読んでいる本の紙がどのように
造られ、また、工夫されていたのかが分かります。  
やはり紙の本はいいなと、改めて感じさせられる一冊
です。 

（知的好奇心を刺激する・君たちはどう生きる？）１６ 



 

 届かなかったラヴレター 

届かなかったラヴレター実行委員会 著／文芸社 

 大切な人を失って初めて知る感情や感謝、その全て
がつまった一冊。語りかける相手も様々で、どんな  
人間にもドラマがあると思わせます。読んだ後は手紙
を書きたくなるかもしれません。記憶の中にいる、  
誮かに宛てて。 

 「ネルソンさん、あなたは人を殺しましたか？」 
ベトナム帰還兵が語る「ほんとうの戦争」 

アレン・ネルソン 著／講談社 

 軍隊の訓練や洗脳、人を殺したときの気持ち……。
想像もしなかった告白に、心が震える。 
 ベトナム戦争から帰還したアメリカ人のネルソン 
さんが、自身の体験を通して戦争の現実を伝えます。 

 左手一本のシュート 

島沢 優子 著／小学館（※表紙画像は文庫版） 

 突然の右半身麻痺という悲劇に見舞われた、天才 
バスケ尐年・田中正幸。再びコートに立つことをあき
らめない強い思いと、まわりの人々の協力によって、  
高校最後の試合でついに彼が悲願の出場を果たすまで
を描いた感動のドキュメンタリーです。 

 僕たちが見つけた道標 
福島の高校生とボランティア大学生の物語 

兵藤 智佳 著／晶文社 

 東日本大震災で被災した福島の高校生と彼らを支援
する早稲田大学のボランティアグループ「ワボック」
の記録。勉強合宿に参加した彼らは、生身の関わりで
思いを伝え合い、それぞれの生き方に影響を不えてい
きます。 

１７（君たちはどう生きる？） 

 

 僕らの人生を変えた世界一周 

TABIPPO 編／いろは出版 

 学生時代に世界を旅した５０人の若者達が感じたこ
とを綴る。「人生は、一度きり。」もっと自分を信じて、
自分なりの人生を歩こう。自分なりの世界を歩こう。
世界は、いろんなことが溢れていることを伝える一冊。 

 未来のだるまちゃんへ 

かこ さとし 著／文藝春秋 

 絵本「だるまちゃんとてんぐちゃん」などの作者・
かこさとしさんの自伝的作品です。これからを生きる
人たちへのメッセージもあり、かこさとしさんの優し
さを感じられる本です。 

 モリー先生との火曜日 

ミッチ・アルボム 著／NHK出版 

 難病 ALS（筋萎縮性側索硬化症）に侵され、日々  
弱っていく恩師に再会した著者は、彼が亡くなるまで
毎週、話をしました。テーマは「人生の意味」。 
 人生に悩みは尽きない。そんな時モリー先生の言葉
はやさしく厳しく響いてきます。 

 わたしはマララ 
教育のために立ち上がり、タリバンに撃たれた少女 

マララ・ユスフザイ、クリスティーナ・ラム 著／学研パブリッシング  

 学校に通うことが当然である私たち日本人。世界に目を向
ければ、その当然はそうではなくなる。この本はそんな当然
に改めて気づき、同時に同年代で女性の権利や平和のために
戦うマララの生き様や考えを学べる良書です。英語も非常に
読みやすく、洋書デビューにもおすすめ。 

（君たちはどう生きる？）１８ 



 


