広島市の高校1年生

友達へのおススメ本

－令和２年度－

・このリストは、広島市立中央図書館が令和2年度に出前ブックトーク事業を実施した学校にご協力いただいたアンケート
調査の結果をまとめたものです。
・書名（又は著者名）の50音順に並べています。
・記載事項は、原則、アンケートへの回答のとおりとし、図書館で確認できなかった本の情報も掲載しています。
・書名に続く( )内の人数は、推薦者数です。

No.

友達におススメしたい本

コメント

1

青くて痛くて脆い

2

アオハル・ポイント

3

赤い指

4

赤毛のアン

5

赤ヘル１９７５

6

明るい夜に出かけて

7

あかんべえ

8

秋の牢獄

不思議な世界観の話が３つ収録されています。終わり方が人によって良
いか悪いか分かれるところが面白いです。

9

浅田家！

映画化されたので小説も読んでみたら題材になっている写真集にも興味
をもつようになったし、おもしろかった。

10 ＡＸ

人間味がすごく出ていて単純なおもしろさでおさまりません。

読みやすいし、結末にはとても驚くと思う。色々な感情が沸き上がって
切なくなる作品。

東野圭吾
Ｌ.Ｍモンゴメリ
重松清

宮部みゆき

長くて読みにくいかもしれないけど、価値観を変えてくれて、子どもの
ときも大人になってもよみたくなります。
カープが初優勝した年の中学生３人を中心とした物語で、平和とカープ
のつながりがよく分かる本です。

読みやすくて、元気になります

伊坂幸太郎

11 あと少し、もう少し

陸上を通して主人公の心情が変化していく物語でスポーツをやっている
人にはぜひ読んでほしい。

12 アドラー心理学の本(3人)

自分を見つめなおせます。
自分の生き方、考え方が大きく広がり、変化する。
思春期の悩みがふきとぶと思います。（「～の勇気」という本）

13 Ａｎｏｔｈｅｒ

先の見えないドキドキできる話です。

14

天久鷹央の事件カルテ,天久鷹
央の推理カルテ(2人)

15 あらしのよるに

おもしろいです。

16 アルケミスト

学べることが沢山あります。

杏さんもオススメしている本です。私たちが「どれだけ幸せな時代に生
17 ある奴隷少女に起こった出来事 きているのか」と実感できる本です。昔の出来事から目を背けてはいけ
ないと思える本です。
18 アンデルセンの童話

主人公が基本ひどい目にあうことや、一部、宗教的な表現もあるのでな
かなか触れられない価値観に触れられるから。

19 アンネの日記(3人)

小学生の時に読んで一番印象に残った作品。高校生の視点でもう一度読
み直したいと思った。

20 暗幕のゲルニカ

現代の世界は平和なのかを考えさせられる本です。ピカソについてくわ
しく書かれていますが、アートのことを知らなくても楽しく読めます。

原田マハ

21 いい人ランキング

吉野万理子 中学生の時によんで印象にのこっているから。

22 いけない

体験型ミステリーといってお話の後に載っている一枚の絵を見ることで
新しいはっけんがあります。

23 イシュタム・コード

現在読んでいる本なのですが、自分の生きる意味や存在価値を考える
きっかけになります。

24 １Ｑ８４

世界観が広がると思います！

村上春樹

25 1の馴鹿（一の馴鹿?)

1頭のトナカイが仲間を見失い、思い悩み、そこから仲間を追いかける本
で「もう死んでもいい」と思い悩むシーンがテストで悪い点をとった時
と同じでそこから立ち直るシーンも自分にもあてはまるなぁと思いまし
た。
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友達におススメしたい本

No.

コメント

26 糸

人の暗い部分を主軸にしていて、そんな中でも明るく生きることができ
ると教えてくれるから。

27 いなくなれ群青

心情描写がすばらしい

28 インシテミル
29

米澤穂信

ヴァイオレット・エヴァーガー 戦時下兵器として育てられたヴァイオレットが上官と出会い、言葉や感
デン
情を知っていく中、成長していく物語

30 失はれる物語

中・高校生大人気の乙一作の短編集です。様々なジャンルの作品を作る
乙一さんですが、今作は切なく美しい心に響く短編集となっています。

乙一

31 うしろにいるのだあれ

絵本だけど小さな頃は気づかなかったことに気づけました。ちょっと疲
れた時に最後の発行者とかのページまで読んでほしいです。

32 海の底

海上自衛官のお話でいろんな人の視点からかかれていておもしろいで
す。

有川浩

33 海と毒薬
34

読み終わったら、この題名の意味を考えてみてほしい!!

海に願いを風に祈りをそして君
あいさつの意味がわかる
に誓いを

35 お菓子な自由研究

ここからバレンタインに何つくるか決めたらいいと思います！これをみ
て女子力UPにつなげよう！

36 掟上今日子シリーズ(2人)

設定が面白く、心に響く場面が多々あります。

37 掟上今日子の備忘録(2人)

推理ものだけど、１日ごとに記憶がリセットされる探偵の話で、本気で
推理してもわからないぐらいむずかしくておもしろい作品です。
ガッキー主演でドラマにもなった、一風変わった推理小説です。

38

屋上のウインドノーツ
みお（額賀澪）

ぬかが

吹奏楽に熱中する高校生の人間関係をえがいた青春物語です！

39 屋上のテロリスト

登場人物の関係や独特に設定された日本国内の東西分断の話が面白い。

40 お隣さんが殺し屋さん

最後の結末が面白い。

41

オードリーヘップバーンの名言
集

42 おばけのてんぷら
43

オー！ファーザー(2人)
幸太郎

伊坂

父親が4人いるカオスな家庭で描かれるさまざまな出来事がおもしろい。
コメディ感が強く、おもしろい

44 お任せ！数学屋さん(2人)

高校生2人が数学の力を使って学校生活の様々な問題を解決していくので
自身の経験と重ねて楽しめる。
身近な問題を数学を使って解決する話です。勉強にもなるからおススメ
です。

45 表参道高校合唱部(2人)

以前ドラマでもあった、合唱部のお話です。主人公の友達や家族を想う
気持ちにとても感動します。
合唱好きの主人公が奮とうする様子はとても応援したくなるもので、読
んでいて楽しい。

46 オリエント急行殺人事件

展開が読めなくておもしろかった。

オレたちバブル入行組（半沢直
とてもおもしろいです。
樹１）
細かい描写が多く、大人の見習いたい姿やこうならないようにしようと
48 女のいない男たち 村上春樹
思う部分もある！
母ちゃん（?）
49
どっちも泣けます。
コーヒーがさめないうちに
47

50 階段島シリーズ

51 かがみの孤城(11人)

最後がとても感動します。
最後の最後のもりあがりがすごい
童話の話と合っていたり、いろんな謎が最後に全部分かったときはとて
も面白かった。
主人公や登場人物の年齢が近いので読みやすい
学校に行けない子達の気持ちがとても良く分かる本で、とても面白いで
す。
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No.

友達におススメしたい本

読みやすいし、おもしろい展開で、ずっと飽きなかった。
ストーリーがおもしろい。
予想のななめ上を行くてんかいでとても続きがよみたくなります！

51 かがみの孤城(11人)

52

コメント

何も悩みがなさそうな子や、あこがれている子などみんな悩みがあって
か「」く「」し「」ご「」と「
面白い。
(2人) 住野よる
男女5人の高校生がそれぞれ超能力を持っていて、平凡で日常的なお話。

53 かくしごと承ります。

「隠しごと」ではなく、「書く仕事」である筆耕についての小説です。
表現が美しくて、主人公の成長もとても魅力的な一冊です。

54 学問のすすめ

今から何時代も昔に書かれた書籍だが、現代に通じるところがいくつも
あって面白いから。

55 駆け込み訴へ
56 影法師

言葉はむずかしいけど昔のことに興味がわく。

57 影法師

今まで読んだ本の中で唯一涙が出た小説。

58 カケラ

湊かなえ

ストーリーがすごくよい

59 神様の御用人
一気に読めるし、本当におもしろい。
田舎の楽しさがわかる

60 神去なあなあ日常(2人)
61

仮面山荘殺人事件(2人)
圭吾

東野

ラストで話の展開がくつがえされるところが面白いです

62 烏に単は似合わないシリーズ

ヤタガラス（漢字は分かりませんごめんなさい）の世界という非現実的
な場所で繰り広げられる、美しく独創的な本です。

63 カラフル（10人）

主人公がある人になってその人のことをさぐる話。それが自分をみつめ
ることになっていた。
自分の家族や友達と過ごす時間の大切さが分かる。
見た目がかわいくて読み始めました。この本は本を読むのが苦手な私に
とってはページ数が多かったけど、おもしろかったので最後まで読めま
した。
森絵都さんの本は読みやすいものが多いです
中学生の男の子が主人公のお話です。現実ではありえない設定ですが、
中高生の悩みを抱えており、どこか親近感が湧きます。ミステリーでは
ないけれど、最後はスカッとして、明るくなれます。

森絵都

64 カレーライスを一からつくる
65 がん消滅の罠

完全寛解の謎

末期のがんが完全寛解する（このミス大賞の本）医療って面白いなって
思える一冊。

66 きけんなビーナス

ドラマ化された作品で、遺産をめぐる争いが読んでいておもしろかった
です。

67 貴族と奴隷

人間の闇が見えるのが良い

山田悠介

68 キノの旅

１つ１つが短くて読みやすく、読み終わった後、考えさられるような話
もあり、自分や社会を見つめられる本です。

69 希望の地図

東日本大震災について知れる

70 きまぐれ指数
71 君が落とした青空

今日という１日の大切さに気づくことができるから。

72 君たちはどう生きるか

73 君の膵臓をたべたい(13人)

タイトルだけ見ると、読む気にはならないかもしれないけど、読んでみ
たらめっちゃ感動します。
私たちと同世代の少女が病気とたたかいながら前向きに生きる姿はとて
もエールをもらえ、感動できる本です。
生きることについて、深く考えることができたから。
当たり前の日常がいかに大切か改めて実感することができるから。
生きる、死ぬということに対する考え方が学べる人はいつ死ぬか分から
ないし、死ぬ理由はすぐ近くにたくさんあることを教えてくれたから。
命の価値についてなどいろいろ考えさせられる本です。
余命もまなくの少女と同級生の真面目な少年が残りの時間を共にしてい
くとても感動できる本です。
ラストがしょうげきです。
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No.

友達におススメしたい本

74 きみの友だち(2人)

重松清

75 きよしこ

コメント
本当に大切な友達について考えることができるので読んでみてください
主人公の成長の様子を自分の歳と重ねられる。

76 きらきらひかる
77 桐島、部活やめるってよ

最初はバレー部の話が入っていたから読み始めたけど、読んでみたら、
とてもおもしろかったです。

78 銀河英雄伝説(2人)

哲学、政治、戦略という分野をSFの世界にうめこんだ小説です。アニメ
化もされており、本伝１０巻（１１０話）に加え、外伝やマンガもある
のでぜひ。
未来の話ですが、現在にも例えられる政治の動きがとても勉強になる本
です。あと面白い。

79 銀河鉄道の夜

本当の幸せとは?

80 キングダム(2人)
81 銀のさじ

主人公が農業高校に入学し、様々な人に出会いぶつかりながらも成長し
ていく姿が読んでいておもしろかっからです。

82 空想科学読本

とてもおもしろい。

83 くじらの彼

自衛隊の話でおもしろい。

崩れる脳を抱きしめて 知念実
希人
砕け散るところを見せてあげる
85
日本の青春ここにあり
(3人)
84

86 くちびるに歌を(2人)
87

グラスホッパー,マリアビート
ル 伊坂幸太郎

88 黒子のバスケ

本気で部活をすることの楽しさを教えてくれる本です!
話がつながっていておもしろい。殺人を職とする者とふくしゅうに燃え
る男とのバトルがたのしい！
かっこいいだけじゃない友情と人間ドラマ！全男子が読むべき

89 ケーキ王子の名推理
90 劇場(2人)

このあいだ映画化されたばかりの本で、とても切なく感動する本です。
男女二人の大人な恋で、高校生では感じられない感じがする。

91 獣の奏者(2人)

児童書だけど大人も感動できる物語だと思います。
とてもおもしろいのでオススメしたいです。

92 検察側の罪人

正義とは何か。

93 コーヒーが冷めないうちに

人間関係、大切な人について考えられる本

94 高校事変(2人)

現代の時事ネタを含みつつの気持ちいいアクション・エンターテイメン
トです。

95 高校受験

自分が体験したことだから緊張感が分かっておもしろかった。実際の受
験では、どんな風に採点が行われているのかと少しドキドキした。

96 講談社の動く図鑑ムーブ 宇宙

いろんなことをしることができ太陽系の誕生をみることができます！

97 告白(4人)

とても有名な本ですが、展開が読めなくてついずっと読んでしまいま
す。
最後のどんでん返しがおもしろい。長いけどずっと読んでいられる本で
す。
命の大切さが分かる。
多数の視点から物語が展開されていて、見方によって、真実は異なるこ
とがよく分かるから。

98 こころ

主人公の心情がよく伝わってくる。

夏目漱石

大阪なおみさんを世界１位にさせたコーチ、サーシャ・バイン氏が書い
た本です。本にはメンタル面をきたえるのに最高な内容が書いてあっ
て、緊張をやわらげてくれたり、日頃から大切にするべきことなどが書
いてあります。

99 心を強くする

100 心を整える

長谷部誠

プロが緊張をほぐしたり、自分に自信を持つために大切なこと、またそ
れに関するエピソードが載っていて、自分達の普段の生活や試合、入試
etc.の大事な場面でパフォーマンスを上げる事に役立ちます。

101 古事記
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No.

友達におススメしたい本

コメント

102 ことばハンター

私たちが何気なく使っていることばのことや辞書作成の裏側を知ること
ができておもしろい。国語が楽しくなりそう。

103 この世界の片隅に

実際の背景、人の暮らしが主人公を中心にえがかれているから

104 ５分後に意外な結末シリーズ

題名の通り意外な結末が面白い。１話１話が短いので、本をあまり読ま
ない人でも楽しめる。
簡単に、どんでん返しを味わうことができます。

105 今度また会おうと誰もが言った

高校生くらいの主人公が、人との関わりの大切さについて、旅を通して
学んでいく本。温かい気持ちになり、日々の悩みがうすれます。

106 コンビニ人間

終わった後どうなるのか分からないから考えてしまう。

107

最後の医者は雨上がりに君を想 人の死についての本です。とても感動するので多くの人に読んでもらい
う 上・下
たいです。

108 朔と新

もし自分が、新のような立場になったとしたら、とても様々なかっとう
と共に生きていく必要があるから、とても話に共感できる部分があると
思ったから。

109 サクラダリセット

能力者の街で起こる事件の謎がだんだん解けていく感じが気持ち良い!

110 桜のような僕の恋人(5人)

１日１日の大切さを痛感できて、前向きに生きていこうと思える本で
す。
最初の方はおもしろかったりしてホノボノしていていいけど最後の別れ
が悲しくて感動するのでオススメです。
はかない恋に感動します。
とても切ないけれど感動するお話です。
とにかく感動!!泣ける!!

111 細雪

ラストのオチで笑い転げました。作者は三島由紀夫だったと思います。

112 殺戮の天使

秘密を抱えた少女「レイ」と、殺人鬼の「ザック」が手にとって殺人鬼
の集まるビルから脱出しようとする姿に、心をうたれます。

113 真田幸村と十勇士

ストーリーがおもしろい

114 砂漠

大学生だからこそ感じる大人になることのかっとうなどが感じられとて
もおもしろかった。

伊坂幸太郎

115 三國史

物語としても伝記としても良作

116 山椒魚

作者は忘れました。読んでいておもしろかったのは覚えています。

117 塩狩峠

あらすじを最初に読んでから読み進んでいくとあらすじの意味が分かっ
てきて、鳥肌が立ちました。キリスト教へ興味が湧きました。

118 四月になれば彼女は(2人)

人それぞれ恋愛観がちがって面白いです
切ない恋愛の話だけど、読めばきっと良さが分かってもらえると思いま
す。

119 鹿の王(2人)

たくさん人がでてきてむずかしいけど、とても面白かった。
様々な登場人物の感情の細やかな移り変わりが心によく残ります。（表
現が秀逸です）
長めの話だけど、何度も読み返したくなります。

120 時給300円の死神(2人)

すごく感動する本。主人公の気持ちの変化や成長ぷりがよく分かる。
とても感動します。

121 重松清の本

高校生はあまり読書をしないが、そういう人達も読みやすいと思うか
ら。

122 思考の整理学

物事を考えるときに、ちょっとしたヒントをくれる本で、読んで、助け
られるときもあれば、痛いところをつかれることもあります。

123 地獄変

悲劇系ですがとても好きな作品です。

芥川龍之介

124 しごとのほん
125

死神の浮力,死神の精度
幸太郎

伊坂

登場する死神と人間の考え方のズレがおもしろい。

死にたいけどトッポッキは食べ
たい
126
すごく優しく、心がおちつく温かくなるエッセイたちです
怠けてるのではなく、充電中で
す。
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No.

友達におススメしたい本

無門とは伊賀の忍者の一人である。舞台は戦国。忍びの国伊賀に織田の
軍が攻めようとする。無門たち忍びは自分たちの君を守るため織田に立
ち向かう。

127 忍びの国
128 島はぼくらと
129 志村流

コメント

辻村深月

学生らしい青春がたくさんつまった本で、おもしろいです。
志村さんが亡くなった後に出会った本です。この本を通して、志村さん
から何かを得られると思います。

志村けん

無理やり事件を解決している感がなく、人間味がある推理などが面白
い。
130 シャーロックホームズシリーズ
探偵小説好きなら１度は読んだほうがいいミステリーの王道シャーロッ
クホームズシリーズです。ぜひ読んでみてください。
131

社会人大学人見知り学部卒業見
社会で必要なことやその過程などが分かって良いと思った。
込

132 １５歳のテロリスト

とある少年が殺された家族の復讐をするお話です。少年犯罪についてと
その家族の考え方などがわかり、よく考えさせられるとてもいいお話で
す。
少年法についての話で、とても考えさせられる作品でした。自分は法に
興味があるので特におもしろかったです！もちろん法に興味がなくても
楽しめます！

133 十二国記

ストーリーが濃くてついついぼっとうしてしまう!

134

（十二国記）月の影影の海(2
人)

主人公の陽子が卑きょう者にならずに胸をはって生きていこうとする姿
がとてもかっこよく、勇気をもらえる本だと思う。
どんどん成長していく主人公が魅力的です。

135 重力ピエロ

物語の結末にしびれました。テスト勉強そっちのけで読破してしまいま
した。

136 受験脳の作り方(2人)

自分の日常で使えることがたくさんかいてあって、とても役に立つ！！
有効的な勉強の仕方や暗記の仕方が書いてあるから

137

ショーシャンクの空に,スタン
ド・バイ・ミー

138 贖罪(2人)

４人の少女たちが抱えている生々しい闇がさらされていく所がなんとも
面白い

湊かなえ

139 書店ガール（全７巻）

作者は２つとも同じなのです。けっこう有名だと思います。1つ目は、刑
務所から、脱獄する話です。

碧野圭 仕事に対する向き合い方を考えさせられる本。

140 白ゆき姫殺人事件

ストーリーがおもしろい。

141 新参者

加賀刑事がある事件について身の回りの出来事や人間関係を基に捜査し
ていく所おもしろい。

東野圭吾

142 人生の答えは家庭科に聞け！
143 人生はニャンとかなる
144 新約とある魔術の禁書目録
145

進路・将来を考える
ためのブックガイド

中高生の

将来の夢が決まってない人にとても役立つ。

146 水鏡推理
147

スイッチを押すとき,モニター
ルーム 山田悠介

すごい考えさせられる。山田悠介の本はハズレがないです。

148 好きなアーティスト
149 スタフ

道尾秀介

物語の展開に引きこまれて、あっという間に読み終わった。

150 ＳＰＹ×ＦＡＭＩＬＹ
あたたかな気持ちにもなり、なぞがとけていくのも気持ち良いです。
スープ屋しずくの謎解き朝ごは 日常生活にそった話なので読みやすいです。謎解きなのですが、刑事も
151
ん(2人)
のとは異なり、日々の小さなことから大きな事件まであり、おもしろい
です。
152 住野よるの本
153 スロウハイツの神様
154 青春ブタ野郎シリーズ
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No.

友達におススメしたい本

155 精霊の守り人

コメント
分かりやすい内容、情景が頭に浮かびやすく楽しく読める、展開のしか
たが良い

「普通の努力」とは一味違う「努力２．０」とは？東大卒プロゲーマー
世界一のプロゲーマーがやって という異色の経歴を持つ「ときど」選手が自身の過去や人との出会いを
156
いる努力２.０
通して学んだことを交えて説明してくれる一冊です。（特に進路の決定
や積み重ねが大事となる高校生に読んでほしい。）
世界一貧しい大統領「ホセ・ム
157 ヒカ」の生き方・言葉が書いて
ある本
158 世界から猫が消えたなら

短いので読みやすいけど、考えさせられる。自分だったら、と思った。

159 世界でいちばん貧しい大統領

優しさ、思いやりとはどんなものなのか考えさせられる。

この世は全てがデザインでできていると気づくことができました。今
持っているシャープペンも、この紙も全てデザインでできているので、
１番初めにデザインされたものは何なのか、誰がデザインしたのか気に
世界はデザインでできている(2
160
なりました。
人)
デザインを全て頭の中から消去すると 地面と服を着ていない人間しか残
らないことから、人間はデザイナーじゃなくても たくさんのデザインと
関わっていることを知ることができるのは興味深いと思ったからです。
161 絶唱

湊かなえ

震災によって起きた話で、生きることについて考えることができ、感動
する話です。

162 せんせい。
163 一〇〇〇ヘクトパスカル
ソードアート・オンライン(3
164 人)

単純に空が好きになれる
ただのラノベじゃない！現代のネット社会について考えさせられる深い
本です！もちろんラノベ的にも面白い。
近未来の技術によるゲーム(アニメ小説)、そしてゲームであって遊びで
はない、デスゲーム、ハラハラドキドキでおもしろいです。
バトルシーンがかっこいい

165 そして誰もいなくなった(3人)

緊迫感のある展開。
読むだけでハラハラドキドキすることができて楽しめます！
今まで読んだ推理小説の中で一番印象に残っていて、最後まで読まない
と謎が解明されず、読んでいてとてもわくわくしたから。

166 そしてバトンは渡された

主人公が高校生で共感できるシーンがたくさんあるので読んでてとても
楽しいです。

167

育ちが良い人だけが知っている
自分の行動をふり返り、品がある行動を意識するようになった本。
こと

168 ソロモンの犬
169 ＤＩＮＥＲ

描写がとても具体的で読んでいてすごくおもしろいです。

170 太陽のシズク
171 卵の緒

心があたたかくなる。

172 ダレンシャン
173

短歌ください 双子でも片方は 短歌を読むのはおもしろい。
泣く夜もある篇(2人)
今日のお話（ブックトーク）をきいておもしろそうだなと思いました。

174

ダンジョンに出会いを求めるの
登場人物たちの年齢が近く共感しやすい。
は間違っているだろうか？

175 探偵ＡＩ
176 探偵物語
177 たんぽぽ娘

一人の男性と一人の女性の不思議な関係の物語。普段は出来ないような
ことを体験し、読み終わったときのもどかしさがオススメ。

178 チアダン

部活をやっている人たちにこんなにも部活はたのしくて魅力的なものだ
ということを教えてくれるような本になっている。

179 畜犬談

太宰治

180 父からの手紙

犬が嫌いということから話が展開されていておもしろいから。
初めて本を読んで泣いた本ですごく感動した。あと家族について考えさ
せられる。
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No.

友達におススメしたい本

コメント

181 ＃チャンネル登録してください
理不尽な社会から逃げてもいいんだと思える。社会人の大変さが伝わっ
ちょっと今から仕事やめてくる てくる
182
(2人)
自分の価値感を広げてくれるからオススメしたいです。生きてさえいれ
ば何とかなることをおしえてくれる。
ツナグという本は、同年代ぐらいの子も登場するし、すべての章がつな
がっている感じと、最後にいっきに、「あ、そういうことか」となるの
183 ツナグ(3人)
が面白いのでおすすめです。
現実世界には絶対想像できない死んだ人に会うという内容です。
184 冷たい校舎の時は止まる
185

ディズニーおもてなしの神様が
サービスとおもてなしの違いについてなど書かれています。
教えてくれたこと

186 手紙(4人)

東野圭吾

性に関する悩みをもった人の考えなどが入っていて深く勉強になりま
す。
犯罪を起こした犯人の家族側の視点で物語が繰り広げられていて、自分
の考えを大きく変えるきっかけとなった本。
兄弟愛について（書かれている）
家庭・家族の大切さなど、色々と考えさせられる内容でとても感動しま
した。

187 デフ・ヴォイス

初めて知ることがたくさんあります。

188 天河伝説殺人事件

２場面が入れかわりながら話が進み、だんだんと場所も違う２場面がつ
ながっていって、とても面白いです。

189 天気の子

映画化したことで発売された本で、絵はないが、自分で想像しながら読
める。また、映画をみた人も別の視点から楽しめる本だと思います。表
紙の絵がすごくきれいです。

190 ドグラ・マグラ

夢野久作

191 図書館戦争(4人)

192 図書館の魔女

有川浩

高橋大介

シリーズ４巻・別冊２巻でそれぞれの登場人物に変化が起こっておもし
ろいです。
ほとんどの巻を読んだことがあり、面白かった。いろいろな要素を含ん
でいてよかった
守りたいもののために戦う主人公達の姿に感動する。
面白いです。
多様性が進んでいる社会へ、「言葉」という世界を題材にした愛にあふ
れるミステリー、ファンタジーなこの本を読んでほしいととても思う。
難しい本だけれど読んだ後の、気持ちや物の見方は今までと確実に変わ
ると思う。この４行では伝えられないので、ぜひ手にとってみて下さ
い。

193 とてつもない数学

数学の見方が変わる本だと感じました。

194 トラペジウム

今もアイドルをしている人が描いた本なので、伝わりやすい。

195 とるにたらないものもの

日常のふとしたものや瞬間に幸せを感じられるようになります。

196

なぜ、この人と話をすると楽に 自分の中の固定概念がくつがえされました。とっても興味が湧きまし
なるのか
た。

197

謎解きはディナーのあとで(2
人)

ミステリーものだけど、キャラクターがおもしろくて、だれでもたのし
く読めると思います。

198 夏の庭
199 何者(3人)
200 名のないシシャ

人物の心情がかかれていておもしろかった。
山田悠介

201 Ｎｏ．６

大好き。かっこいい。ＳＦ。

202 Ｎｏ．９
203 虹色ほたる(2人)

タイムスリップした男がくりひろげるたくさんのストーリーはとても感
動します。

204 西の魔女が死んだ(4人)

心があたたかくなります
少し不思議な雰囲気でおもしろいし、自分に置きかえることもできる。
最後は感動する。
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No.

友達におススメしたい本

204 西の魔女が死んだ(4人)

コメント
自分の中で新しい考えが生まれた作品なので読んでみてほしい。
自分の学校のことや生と死について考えることができます。

205 西村京太郎ミステリーシリーズ
206

２．４３
部

清陰高校男子バレー バレーボールのことだけでなく、登場人物たちの心の動きが細かく描写
されていて面白いです。

207 日本分裂
208 人魚の眠る家(2人)

東野圭吾

生きるとは何か

209 人間失格（11人）太宰治

自分を見つめなおしたくなる本です。
自分を含めた人間や社会の事象について、肯定したり否定したりする価
値観が変化する
太宰の人生をもとにして書かれた名作です。読んでいくうちに、自分は
どう生きていくか、考えさせられると思います。
主人公の内心の葛藤など、人の感情の揺れ動きが細かく描写されていて
面白い。
主人公の壮絶な人生が書かれています。
とてもおもしろいです。
太宰治の文がおもしろい。
人間とは何か、何のために生きるのか考えるきっかけになる。
太宰治に話しかけられているような感じがしておもしろい。
自分の生き方を振り返って考えられる本

210 ねがい

友達で支え合う大切さや、友情の大切さを学べ、物語も楽しいのでおス
スメです！

211 後巷説百物語

貴方が見ているものが本当に真実ですか？本当はもっと違うものじゃな
いですか？さぁ、京極ワールドに浸ってみましょう。

212 バイクずかん
213 博士の愛した数式(3人)

数学が不思議になる
母におすすめされて読んだのですが、覚えることができない博士とヘル
パーの親子の日常をみて、様々な気持ちになれます。
数学が好きな人は特に、そうでもない人も楽しめる本です。

214 博多豚骨ラーメンズ
215 はじめて始めるアラビア語
216 はじめて始めるフランス語
217 走れ！Ｔ校バスケット部(2人)

学校生活の中で身近なことが書かれていて、自分に置きかえて考えられ
たり、本の世界に入りこめたりしてとてもおもしろいし、勉強になりま
す。

218 走れメロス

あれは、太宰治が友情の大切さを望んで書いたということを知ると
【？】いから

219 パズル

少し怖い内容だけど、同年代の人たちが主人公で、仲間についてとかを
考えさせられる本だったから。

220 はだしのゲン

戦中・戦後のことが分かる。

221 ８年ごしの花嫁
222 ８分音符のプレリュード

最近は、本と離れてしまっているのですが、この本は私が小学校の頃は
じめて読み、唯一くり返し読んだ本です。

223 バッテリー

2人の少年の友情が細かく表現されていて、読み手にもすごく伝わってく
るのでおもしろいです。

224 ハリーポッターシリーズ(6人)

まほうをつかう空想上の世界の本をよむと自分もそこにいるかのような
気持ちになれ、現実のつらいことを忘れられる
映画に出ていないシーンとかもあって映画を見たことがあるって人も、
もちろん見たことがない人もたのしめる！！！
映画で見るのとはちがった楽しさがあり、想像力がふくらむ！
映画とは違う描写や本にしか書かれていない内容もあって映画と本を一
緒に見ると楽しい！！
とにかくおもしろい

225 バールのようなもの

清水義範 おもしろい視点の短編集
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No.

友達におススメしたい本

226 判決

コメント
カフカの短編集を読んだとき、最も印象に残った小説。主人公の裏返し
の多い心情が面白かった。

カフカ

227 犯罪行動心理学の本
228 万能鑑定士Ｑ
229 東野圭吾の本(5人)

東野さんが書いた小説はたくさん映画化したものがあり、とてもおもし
ろいです。
東野けいごさんや湊かなえさんの想像しながら読むことのできる本がオ
ススメです。

230 ひきこもりの弟だった

自分の今後の人生について考えることができる。

231 飛行機の本
232 響け！ユーフォニアム(2人)
233

ビブリア古書堂の事件手帖(2
人)

234 秘密
235 秘密

本にまつわるエピソードがおもしろい
感動するから

東野圭吾

家族愛があふれるとても素敵な本です。

236 氷菓
237 漂流

高校生活を、部活動という青春を交えながら書かれています。これから
の高校生に役立つことが見つかると思います。
音楽をつくる楽しさを実感させてくれます。

緩く流れる推理で、一緒に考えれる。
江戸時代に無人島に漂流してしまった人が１２年の間、どのようにして
生きてきたかわかる。

吉村昭

238 ビリギャル

いろいろなことを言い訳にして面倒なことから逃げてきた自分に勇気を
与えてくれる本です。

239 ファクトフルネス(2人)

思ったよりも知らない世界の現状がわかる本
学校では教えてくれない社会に対する考え方を見つけることができる。

240 ふたご

一人の少女の幼いころから大人になるまでのお話で自分が主人公になっ
た気持ちになる。ＡＤＨＤやパニック障害の症状について、周りのつら
さがよく分かる。

241 舟を編む

「大海原を行く舟の航路に果てはない」という一文から、努力に果ては
ないから、ずっと努力し続けようと思えたり、明日からも頑張ろうと思
えたりする。

三浦しをん

242

何気ない日々の中での出来事や服について、質の高い暮らしをしようと
フランス人は１０着しか服を持
思える。フランスに移住したくなる。ヨーロッパに興味がある人にはオ
たない
ススメの一冊。

243

フリーター、家を買う。
浩

有川

仕事について、家族について考えるきっかけとなる。

244 プリンセストヨトミ

会計審査委員についてよく分かる。

245 ブルーロック

どんどん仲間と成長していく姿がいい。自分も頑張ろうと思える。

246 ベイビー、グッドモーニング
247 ベルナのしっぽ

小学生向けですが、すごく感動します。

248 勉強大全

受験生には特にタメになります！

249 ペンギン・ハイウェイ
250 変身
251 方法序説

考え方が大きく変わって考えるくせをつけられます。

252 ぼぎわんが、来る

ホラー系の小説で映画にもなった本でおもしろかったです。急展開がど
んどんでてくるのがおもしろいです。

253 僕とおじいちゃんと魔法の塔

めちゃくちゃおもしろいから

254 ぼくは勉強ができない(3人)

高校生で共感できるところや社会の風潮をくつがえす主人公の考えが、
読んでて笑える楽しい本。
かっこいい高校生の生き様が書かれています。主人公のものの見方や考
え方が面白いです。的を射た考え方はストンと腑におちます。
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友達におススメしたい本

コメント

254 ぼくは勉強ができない(3人)

自分と年の近い主人公のはっきりとせず、もやもやとしている気持ちに
共感できる。

255 ぼくらシリーズ

悪い大人たちを退治するのがスカッとする。自分もこんな友達を持てた
らいいなと思う。

256 星新一のショートショート
257 星新一の本

小さい子から大きい人までよめる！ＳＦ。

258 星の王子さま(3人)

読む度に、違う解しゃくができて、いつ読んでもおもしろい。現実の話
ではないが、日々の生活に近い感じがするところがある。
おもしろい。長すぎないので飽きず、最後まで楽しめる。読みやすい。

259 母性

最近読んで、とてもおもしろかったです。

260 ボッコちゃん

短編集なので読みやすい

261 坊ちゃん
262 負け逃げ

色々考えさせられて面白い

263 魔女の宅急便

題名や話をジブリで知っている人が多いため、読み始めやすいと思う。
思春期の複雑な感情が多く述べられているため、共感しやすく、少し
ファンタジー要素も入っているため楽しく読めると思う

264

265

また、同じ夢を見ていた(3人)
住野よる
都会のトム＆ソーヤ(2人)

様々な人たちの考え方をきいて、子どもが成長していくのが良かった。
自分の日頃のひとつひとつの行動に責任を感じ振り返ることができる。
最後に衝撃です。元気がでる本です。
とてもワクワクします。サバイバルでも生きていけるような知恵もあっ
て、おもしろいです。
たいくつな日常が面白い非日常に変わる。

266 まちをつくるじどうしゃ
267 松本清張シリーズ
268 満月珈琲店の星詠み

息苦しくなったときに、癒しをくれます。考え方にハッとさせられま
す。猫の店長がかわいくてオススメです。

269 岬洋介シリーズ

音楽を習っていないにもかかわらず演奏者の弾く曲の凄さが実際に聞こ
えてくるようなリアリティ。そして夢中になって読めるシリーズ本。加
え実は音楽物語ではなく推理小説。

270 蜜蜂と遠雷(5人)

ピアノコンクールを通して、色々な人の人間性が見えてくる本です。
おもしろいのでぜひ見てみて下さい。
まるで、本当に目の前で演奏が行われているかのような臨場感がある。
音と自然の表現が印象的だった。
誰でも読みやすいような本。著者の表現の豊かさがすごい。

恩田陸

271 ｍｅｄｉｕｍ(2人)

272

湊かなえのミステリー小説(2
人)

273 麦の海に沈む果実

最後におどろきの展開ばかりでいっきに読める。最後までダマされまし
た。
最後まで展開が読めないので、楽しく読むことができると思う。
不思議な世界に引き込まれます。
東野けいごさんや湊かなえさんの想像しながら読むことのできる本がオ
ススメです。
この物語にはたくさんの謎があります。その謎につながるヒントが物語
の端々にちりばめられており、最後、謎が解けたときにはもう一度読み
返したくなります。

274 ムゲンのｉ
275 むらさきのスカートの女

むらさきのスカートの女がどんどん変わっていくところがおもしろいで
す。主人公も変なのでおもしろいです。

276 名称未設定ファイル

一つ一つの話が短くて読みやすいし、身近なテーマで。

277 ものとことば

私たちがふだん使っている言葉についてふつうとはちがった見方でかか
れていた

278 モモ

時間の大切さについて考えさせられる本。限りある時間を有意義に、自
分が後悔しないように使おうと思えます。
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279 森沢明夫さんの本全部！

読後に毎日を大切にしたいなと思えるいい本です！！

280 守り人シリーズ

間々に説明を入れこんでくれているので、少しずつ読んでいても話の流
れをつかみやすいです。冒険していく主人公の力強さや優しさに感動し
ます。

281

優しい死神の飼い方
人

知念実希

282 やさしい人
283

本当のやさしさとは何か、考えさせてくれる本です。

やはり俺の青春ラブコメはまち
学べることがあるうえにライトノベルであるため読みやすいです。
がっている。

284 藪の中
285 山田悠介の本(2人)
286 誘拐遊戯
287

結城友奈は勇者である－鷲尾須
神の力を選ばれた少女がきゃっきゃうふふする話です。
美の章－

288 勇者「魔王倒したし帰るか」

魔王を倒してただ1人王都に帰ってきた勇者の過酷すぎる旅の話。後半の
「僧侶の手記」も必見。ファンタジーな世界のリアルを見れる。

289 夢十夜

教科書に乗っていておもしろいと思って買った。現実ではありえないの
が、また儚くていい。

290 夢をかなえるゾウ(5人)

成功するためには人間性も大きく関わってくることが実感でき、自分を
見直すきっかけとなります。
まだ読みきっていないけど、兄弟が読んでいて読みたいと思いました。
おもしろいのでぜひいろんな人に読んでみてほしいです。
ガネーシャという象の体をしたインドの神様が、主人公の人生をかえる
ために日々の言動について助言するお話です。「ぷっ」と吹き出してし
まうようなとても面白い内容となっています。ぜひ手に取って読んでみ
てほしいです。
自分の夢を叶えるために、自分を変えていくにはどうすれば良いのか、
ゾウのような見た目をした神さまが楽しく教えてくれます。とても前向
きな気持ちになれる本です。
読んでいると面白くてどんどん読み進めてしまう。関西弁でなじみやす
い。面白すぎて声を出して笑いそうになる。

291

夢を叶えるための勉強法
光

鈴木 東京大学４年生であり、今東大王としても活躍している鈴木さんのおす
すめの勉強法や経験について書いています。

292 妖怪アパートの幽雅な日常

内容がおもしろいし、学べることも多い本。

293 容疑者Ｘの献身

伏線がたくさんあって、おもしろいミステリーです。

東野圭吾

294 陽気なギャングシリーズ
295 四畳半神話大系
296 よるのばけもの

タイムスリップが（ＳＦ）が好きな人はオススメ！！！！！！！
住野よる

高校の行事である「歩行祭」を通して、人間関係が変化していくところ
がおもしろいです。
自分たちと同年齢の主人公が出てくるので、共感できる部分がたくさん
あるから。
自分達と同じ年代くらいの子どもたちの自分でも分からないくらい複雑
な心境を丁寧に描いていて、読みながら自分のことを見つめなおすこと
ができるから。

297 夜のピクニック(4人)

298

夜は短し歩けよ乙女
彦

自分のことについて考えるきっかけになります。

森見登美

299 ４番鈴木誠也進化論

鈴木誠也選手のこれまでの努力や生き方を知れます。

300 ライフシフト

自分のためになる本です。

301

ライ麦畑でつかまえて
ジャー

302 ラストレター

サリン

さだまさし

303 ランチのアッコちゃん

思春期ならではの感情が面白い、オチが無い
人とのつながりの大切さや仲間との絆に温かい気持ちになった。
物事に対するいろいろな考え方を知れた
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304

リアル鬼ごっこ(2人)
介

305

ＲＥ：ゼロから始める異世界生
活

306 リバース
307 りぼん
308

山田悠

湊かなえ
集英社

りゅうおうのおしごと！（現時 りゅうおうのおしごと！
点で１３巻） 白鳥士郎
で感動する！

上手くかみ合わない２人が徐々に分かり合い、お互いを信じ合っていく
所に魅かれました。

311 レインツリーの国
レゾンデートル ,死神の飼い
方,黒猫の小夜曲 知念実希人

313 ローランドという生き方
ロスト・シンボル
ウン

将棋がテーマだけど、スポーツマンガみたい

親を殺された兄弟がふくしゅうをしようとするなかで分かってくる兄弟
の絆や本当の事実がとてもおもしろい。
本人にとっての幸せは他人には分からない。本人の信じるものが真実な
のだ、というような所が心に残りました。

310 流浪の月

314

家族、友達との関係、別れの切なさなどが描かれていて何回も読みたく
なる。
人間の闇が見えるのが良い

私は湊かなえさんの本が大好きなのでよんでもらいたいです。

309 流星の絆(2人)

312

コメント

ダン・ブラ

“レゾンデートル”、“死神の飼い方”、“黒猫の小夜曲”ミステリー
好きに良いと思います。後半２つは感動系でもあるので…。
「俺か俺以外か」という名言はもちろん、たくさんの人生を生きる上で
の教訓、名言が詰まっていて面白かった。自分もサングラス買ってみよ
うかと思った。
本格的なミステリーが楽しめるとともに、知識をもつことのおもしろさ
を知ることができたり、本に登場する実在する団体や宗教、施設などに
興味を持つことができます。

315 六法全書
316 吾輩は猫である
317

猫の視点から見た人間の生活の様子が面白いと感じる。

わが家は祇園（まち）の拝み屋 京都が舞台で魔法みたいなのが使えるこのお話です！恋愛系のところも
さん
少しあります！

318 わたしのこころのなか

小学生のときに読んだ本で、ずっと大好きな話です。何回読んでもまた
読みたくなるような一冊だと思う。

319 ワンダー(2人)

顔に障害のある男の子が初めて学校に登校する物語です。学校ではいじ
わるな子もいるけど、その男の子は楽しく学校生活を送ります。小さな
男の子の言動に勇気をもらえる本です。
一人一人の視点ごとに書かれていて、人の見た目について書いてある物
語で、映画にもなったもの。

320

新潮社高校生に読んでほしい
５０冊の「～みそ汁」

タイトルは忘れたんですけど、
明治時代に活やくした人たちの 学校で習うのはほんの一部で習った内容がそのまま自分のイメージ
321
生いたちを１人物１冊でまとめ になるけど、この本を読むとイメージが変わり、おもしろい。
てある本。
題名は忘れたけど、ゾウとポテ それは、ポテトチップスをつくるために木を切って畑？をつくるもの
322 トチップスがでてくる本がおス で、そのことでゾウがぬまにはまってしまったりして困っているといい
スメです。
うことが書いてあり他人のことを考えさせられる本になっています。
323

名前は忘れてしまったのです
が、韓国の紫の本です。

人間関係のことや、人生の生き方について書いていて自分の人生やこれ
からのことについて、見つめ直せると思います。あと表紙がかわいくて
手にとりやすい!

324 レジャーの本（ユニバーサル）
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