
中学生向き（４０点）

Ｎo. 書名 著者　 出版社 頁数 内容

1 283 し 夢を掘りあてた人
インゲ・フォン・ヴィーゼ／著
大塚　勇三／訳 岩波書店 314

シュリーマンは、少年の頃父親から聞かされたトロイアの伝説を信じ、その発掘と
いう夢を50年も追い続けた。強い探究心と忍耐力で、巨大なスカイヤ門を掘りあて
たシュリーマンの伝記小説。

2 913 い 鬼の橋
伊藤　遊／作
太田　大八／画 福音館書店 340

妹が死んだ井戸からこの世とあの世を結ぶ橋に迷い込んだ篁は、死後も都を守る
武将坂上田村麻呂に救われる。地上に戻ったある日、篁は雨に流されそうな橋で
少女と鬼のような大男を見かけ……。

3 913 お 空色勾玉 荻原　規子／作 福武書店 420
村娘狭也は15歳。みなし子となった記憶も癒え、明るく育った。けれど祭りの晩に、
“鬼”に渡された空色勾玉によって彼女の運命は急変する。光と闇の壮絶な戦いに
巻き込まれた狭也は……。古代日本を舞台にした、壮大なファンタジー。

4 913 な 西の魔女が死んだ 梨木　香歩／著 小学館 205
不登校のまいは、田舎で暮らしている英国人の祖母としばらく一緒に暮らすことに
なった。そこで、まいは苦しんでいた自分自身と向き合えるようになり……。祖母と
の生活を通して、少女の心の成長を描いた物語。

5 913 も カラフル 森　絵都／著 講談社 275
死んだはずの僕は、妙な天使の導きで、小林真という少年の体を借り、前世の罪
を自覚するまで修業することになる。真として生活を始めた僕は、彼の抱いていた
さまざま問題に直面していくうちに……。

6 913 ゆ 夏の庭－The Friends－ 湯本　香樹実／作 徳間書店 226
山下から葬式の話を聞いたぼくと河辺は、死んだ人を見たくなる。ぼくたち3人は今
にも死にそうなひとり暮らしのおじいさんを見張りはじめるが、見られていることに
気付いたおじいさんは……。

7 933 あ タランと角の王
ロイド・アリクサンダー／作
神宮　輝夫／訳 評論社 266

ダルベンの邸から神託を下す豚ヘン・ウェンが逃げ出した。豚飼育補佐の少年タラ
ンは、あとを追い旅に出る。プリデイン国を舞台に、王子ギディオンと共に、死の王
アローンに使える角の王と戦うタランの冒険物語。

8 933 あ 時の旅人
アリスン・アトリー／作
松野　正子／訳 岩波書店 452

サッカーズの古い農園へやってきたペネロピーは、偶然、16世紀の屋敷に迷いこ
んでしまう。そこには、幽閉されているスコットランドのメアリー女王を救おうとする
人々がいて……。過去と現在が巧みに交錯するタイム・ファンタジー。

9 933 う ブラッカムの爆撃機
ロバート・ウェストール／作
金原　瑞人／訳 福武書店 172

ブラッカムの爆撃機に乗ると、撃墜されたはずのドイツ機の操縦士の声が聞こえて
くる。その声を聞いた人間は……。ほかに「チャス・マッギルの幽霊」を所収。いず
れも超自然現象をおりまぜた、恐ろしくも感動的な作品。

10 933 う ブロックルハースト・グローブの謎の屋敷
シルヴィア・ウォー／作
こだま　ともこ／訳
佐竹　美保／絵

講談社 343
ブロックルハースト・グローブの5番地にある屋敷で、ひっそり暮らすメニムー家の
もとに、ある日、オーストラリアにいる家主が会いにくるという手紙が届き……。等
身大の生きている布人形の一家が巻き起こす、ユーモアたっぷりの物語。

11 933 え ウィロビー・チェースのおおかみ
ジョーン・エイキン／作
こだま　ともこ／訳
パット・マリオット／画

冨山房 302
両親の旅行中、ボニ―といとこのシルビアの面倒をみるために、家庭教師のスライ
カープ先生がやってきた。ところが、実は彼女は、ボニーの両親の財産を狙ってい
て……。力を合わせて悪にたちむかう子どもたちの冒険を描いた物語。

12 933 か ふくろう模様の皿
アラン・ガーナー／作
神宮　輝夫／訳 評論社 288

アリスンとグウェンが屋根裏から見つけた古い皿。その模様を組み換え、ふくろうを
作ったアリスンは、知らないうちに、皿にこめられた呪いを解き放ってしまう。ウェー
ルズの谷間の屋敷を舞台に、神話と現実が交錯するファンタジー。

13 933 か ぼくと<ジョージ>
Ｅ．Ｌ．カニグズバーグ／作・絵
松永　ふみ子／訳 岩波書店 198

ベンジャミンのからだの中には、ジョージが住んでいた。2人は協力し合い、仲良く
暮らしてきた。けれど、ベンが、上級生のウィリアムに気に入られたいと思うように
なってから、二人の関係がくずれはじめて……。
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14 933 く 光の六つのしるし
スーザン・クーパー／著
浅羽　莢子／訳 評論社 317

11歳の誕生日の前日、ドースンさんから十字架のある輪をもらったウィル。その輪
は、闇をうち破る６つの光のしるしの一つだった。自分が、古代から続く光と闇との
戦いに身を捧げる<古老>だと知ったウィルは、全てのしるしを求めて……。

15 933 さ 穴
ルイス・サッカー／作
幸田　敦子／訳 講談社 309

代々不幸続きの家系に生まれたスタンリーは、無実の罪で砂漠の真ん中の少年
院に入ることになる。そこで干上がった湖に毎日穴を掘らされていたスタンリーは、
ある日施設を脱走するが……。

16 933 さ ともしびをかかげて
ローズマリ・サトクリフ／作
猪熊　葉子／訳 岩波書店 429

ローマ軍がブリテンから本国へ撤退。だが、青年隊長アクイラはブリトン人として残
ることを決意する――。サクソン人に家族を奪われ、奴隷となりながらも、やがて、
ブリテン軍の将となっていくアクイラの姿を描いた物語。

17 933 す ガリヴァー旅行記
Ｊ・スウィフト／作
坂井　晴彦／訳
Ｃ・Ｅ・ブロック／画

福音館書店 597
船が難破し、ひとり浜べにうちあげられたガリヴァー。でもそこは、とても小さい人た
ちが暮らすリリパット国で……。ほかに、大人国や飛ぶ島、馬の国など、ガリヴァー
がたどりついた不思議な国々での様子を、社会風刺たっぷりに描く。

18 933 た ハイ・フォースの地主屋敷
フィリップ・ターナー／作
神宮　輝夫／訳 岩波書店 332

デイビドとアーサーとピーターは仲良し3人組の中学生。ある日3人は、町の教会か
ら150年前に失われた聖母像の謎を聞いて、その行方を探り始めるが……。町の
歴史にまつわる聖母像の謎を追って、個性豊かな3人組が大活躍する物語。

19 933 て ロビンソン・クルーソー
ダニエル・デフォー／著
坂井　晴彦／訳
Ｂ・ピカール／画

福音館書店 435
ロビンソンは、家族の反対を押し切って、あこがれの船にのりこんだ、しかし、船は
嵐にあい、ロビンソンは無人島にうちあげられてしまう。彼は、それから、生活に工
夫をこらしながら２８年間をその島ですごすのだった。

20 933 と トム・ソーヤーの冒険
マーク・トウェイン／作
大塚　勇三／訳
八島　太郎／画

福音館書店 414
わんぱく少年トムと宿なし児ハックは、毎日いたずらいっぱいの大遊び。一夏の間
に、家出、殺人の目撃、淡い恋、そして宝捜し、と大冒険を繰り広げて……。アメリ
カの古典的物語の完訳版。

21 933 と ホビットの冒険
Ｊ．Ｒ．Ｒ．トールキン／作
瀬田　貞二／訳
寺島　竜一／絵

岩波書店 483
ホビット小人のビルボ・バギンズは、平穏な暮らしを送っていたが、魔法使いのガン
ダルフがやってきて、竜に奪われたドワーフ小人の黄金を取り戻す冒険の旅に同
行することになった。ファンタジーの傑作。

22 933 は ガラスの家族
キャサリン＝パターソン／作
岡本　浜江／訳 偕成社 262

幼い頃から里親のところを転々としてきた少女ギリー。今度の里親は、メイム＝ト
ロッターという気のいいおばさんだった。今までの里親とは違い、そこでの暮らし
は、周りに対して常につっぱっていたギリーを少しずつ変えていき……。

23 933 は 銀のうでのオットー
ハワード＝パイル／作
渡辺　茂男／訳 偕成社 208

竜の館の一族と、竜殺しの館の一族とは、殺し、殺され、にくしみ合っていた。竜の
館の主の子オットーも、その争いにまき込まれ、片腕を失うが……。中世暗黒時代
を舞台とした歴史物語。

24 933 は ピーター・パンとウェンディ
ジェイムズ・マシュー・バリー／作
石井　桃子／訳
Ｆ・Ｄ・ベッドフォード／画

福音館書店 325
ある晩、ダーリング家の窓から、ピーター・パンが入ってきた。ウェンディたち兄弟
は、ピーター・パンに誘われて、夜空に飛び立ち、妖精の国へ、そして人魚や海賊
のいる世界へと出かけたのです。

25 933 は 秘密の花園
Ｆ・Ｈ・バーネット／作
猪熊　葉子／訳
堀内　誠一／画

福音館書店 447
両親を失い、おじの屋敷に引きとられたメリーは、偶然、10年前から鍵をかけられ
たままの秘密の庭を見つける。友達のディッコンと二人で密かに庭を蘇らせようと
するメリーは、ある日、病に心を閉ざしたいとこのコリンと出会い……。

26 933 ひ まぼろしの小さい犬
フィリパ・ピアス／作
猪熊　葉子／訳 岩波書店 278

5人きょうだいの中で育ちながら、どこか孤独な少年ベンは、小さいが、とても勇敢
な犬をもっている。ベンのまぶたの中にしかいないこの犬と遊ぶために、ベンは目
を閉じる。いつでも、どこでも……。

27 933 へ 愛の旅だち
Ｋ．Ｍ．ペイトン／作
掛川　恭子／訳 岩波書店 354

クリスチナは12歳の時、フランバーズ屋敷に住むおじにひきとられる。そこには二
人の兄弟がいた。クリスチナは、ごう慢なマークと飛行機に魅せられたウィリアム、
馬丁のディックの3人の愛に揺れながら、成長してゆく。
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28 933 ほ グリーン・ノウの子どもたち
Ｌ．Ｍ．ボストン／作
亀井　俊介／訳 評論社 254

少年トーリーは、大おばあさんと住むためにグリーン・ノウの屋敷へと向かいます。
孤独だったトーリーを、古い家と大おばあさんはやさしく迎えてくれ、彼は、なんと
300年前に生きていた子どもたちと仲良くなります。

29 933 ほ 小さな魚
エリック・C・ホガード／作
犬飼　和雄／訳 富山房 271

少年グイドは、戦争によって両親を失った孤児だった。第二次世界大戦下のイタリ
アで、グイドは、孤児仲間のアンナとマリオの姉弟とともに、戦争の恐怖のなかで、
飢えとたたかいながら力強く生きていく。

30 933 ら ツバメ号とアマゾン号
アーサー・ランサム／作
岩田　欣三・神宮　輝夫／訳 岩波書店 487

ウォーカ一家の4人の子どもたちは、両親から湖上の無人島でキャンプをすること
を許される。しかも帆船ツバメ号を、自分たちだけで使えると言うのだ。4人は未知
の世界へと旅立ち、すてきな休暇を過ごすことになる。

31 933 る 影との戦い
アーシュラ・ｋ・ル＝グウィン／作
清水　真砂子／訳 岩波書店 278

ゲドは、偉大な魔法使いのもとで魔法の修業をすることになった。しかし、おごりの
心から死の影を呼び出してしまう。それから、ゲドと影との戦いの始まり、ゲドは世
界の果てへと影を追い求めてゆく。

32 943
す-1
す-2

ハイジ　１・２
ヨハンナ・スピリ／著
国松　孝二・鈴木　武樹／訳 偕成社

328
260

アルムの山にたった一人で暮らすおんじのもとへ、孫娘のハイジがやってきた。明
るく素直なハイジは、周囲の人たちに愛され、すくすくと成長するが、おばあさんに
むりやり町のお金持ち、ゼーゼマン家へ連れて行かれ……。古典名作の完訳版。

33 943 は 隊商
ハウフ＝ウィルヘルム／作
塩谷　太郎／訳 偕成社 236

アラビアの砂漠を旅する隊商の一行に見知らぬ男が、仲間にしてくれと頼む。この
ふしぎな男の提案で、休憩地ごとに、ひとりずつ話をすることになる。最後になって
明かされる謎の男の正体とは？

34 943 ふ クラバート
オトフリート＝プロイスラー／作
ヘルベルト＝ホルツィング／絵
中村　浩三／訳

偕成社 383
クラバートは、不思議な夢に導かれ、荒地の水車場の見習いとなった。そこで彼は
魔術を学んでいく。しかし心を許しあった仲間の死など不可解なでき事が続き、水
車場を去ろうとする。が、そのためには愛する人の助けが……。

35 943 へ ぼくは松葉杖のおじさんと会った
ペーター＝ヘルトリング／作
上田　真而子／訳 偕成社 228

戦争直後、母親とはぐれ、廃墟と化したウィーンの街をさまよっていた少年トーマ
ス。そんなある日、トーマスは松葉杖の青年と出会い、二人は共に暮らすようにな
る。人と人の間に強く結ばれた絆と愛情を感動的に描く。

36 949 す シロクマたちのダンス
ウルフ・スタルク／作
菱木　晃子／訳 偕成社 269

離婚したかあさんと一緒に、新しい生活を始めたラッセ。かあさんの恋人からいい
子になるよう求められるが、なんだか居心地が悪い。でも、別れたとうさんと会うう
ちに、少しずつ変化が現れ―――。思春期の少年の心の成長を暖かく描く。

37 949
と-1
と-2

王への手紙　上・下
トンケ・ドラフト／作
西村　由美／訳 岩波書店

409
371

騎士叙任式の前夜、礼拝堂で最後の試練に耐えていた見習い騎士ティウリは、突然見
知らぬ男から助けを求められ、重要な手紙を託される。思いがけず、大山脈のかなたの
隣国へと向かうことになったティウリを待っていたのは……。オランダの冒険物語。

38 949 ふ アンネの日記
アンネ・フランク／著
深町　真理子／訳 文芸春秋 595

アンネ・フランクは、ドイツ占領下のオランダで、ナチスの目から逃れるために、他
の家族と隠れ家で過ごしていた。この隠れ家での2年間に、みんなに起こった様々
な変化を綴った日記。

39 949 へ 第八森の子どもたち
エルス・ペルフロム／作
ペーター・ファン・ストラーテン／絵
野坂　悦子／訳

福音館書店 420
第二次世界大戦末期のオランダ。ドイツ軍に町を追われたノーチェは、父親ととも
に農家クラップヘクに疎開する。戦時下を懸命に生きていく人々の姿を、少女の目
を通して細やかに描く。

40 953 う 二年間の休暇
Ｊ・ベルヌ／作
朝倉　剛／訳
太田　大八／イラストレーション

福音館書店 544
ニュージーランドにある寄宿学校の生徒15人は、夏季休暇中の沿岸航海のため、
スラウギ号に乗りこんだ。ところが出航の前夜、とも綱が解かれ、船は少年たちだ
けを乗せて大海に流れ出た。やがて嵐に巻き込まれて……。

中学生


