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あなたも読んでみませんか

鹿児島の高校生が薦める本
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◇　対象時期の表示について
　「この時期からお薦めです。」という意味で，次のような二つの表示をしていま
す。本を選ぶときの参考にしてください。

【中学生から】【高校生から】

◇　価格について
　表示している価格は，県立図書館蔵書の本体価格（税抜き）です。購入する際
は，別途消費税がかかります。
　なお，本体価格が変更になっているものがあります。また，文庫本かそうでな
いかによって価格が変わることもありますので，書店等で御確認ください。

◇　請求記号について
　記載されている請求記号は，県立図書館で定めたものです。県立図書館で本を
探すときに便利です。

◇　その他
○　それぞれの本には，高校生が寄せてくれたコメントを基にお薦めのポイント

が書かれていますので，参考にしてください。

○　【中学生から】【高校生から】のそれぞれの対象時期で，同じ作家の作品が複
数あった場合は一作品のみ掲載し，そのほかの作品は，書名・著者名・発行
所・請求記号・対象時期を17ページに掲載しています。

○　平成22年版で推薦された作品については，17・18ページに掲載しています。

○　このパンフレットは，出版社の許可を得て表紙画像を掲載しています。

○　シリーズ作品は，平成26年３月１日現在で出版されている巻までを掲載して
います。

★ パンフレットの活用に当たって

　このパンフレットは，県内の高校生が，同年代の皆さんや
中学生にお薦めする本を紹介したものです。
　掲載された本は，紹介してくれた高校生が感動したり，面
白いと思ったりした本ばかりです。読書の好きな人も，読書
をするのが苦手な人も，ぜひ読んでみてください。
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著　者：盛口　満

発行所：アリス館

価　格：1,300円

請求記号：48モ002

作　者：あさの　あつこ
画　家：佐藤　真紀子

発行所：教育画劇

価　格：1,400円

請求記号：91ア96

著　者：荻原　規子

発行所：角川書店

価　格：1,600円

請求記号：91オ008

著　者：川口　雅幸

発行所：アルファポリス

価　格：1,500円

請求記号：91カ007

著　者：川口　晴

発行所：文藝春秋

価　格：1,143円

請求記号：91カ007

１　ぼくは貝の夢をみる

２　バッテリー

３　ＲＤＧ　レッドデータガール

４　虹色ほたる

５　犬と私の10の約束

　子どもの頃から貝拾いに熱中している自
分は「普通」ではないと感じ，悩んでいた
著者。しかし，大学での様々な人との出会
いの中で「普通」であるよりも「自分」で
ありたいと考えるようになります。貝の魅
力だけでなく，生き方についても考える
きっかけとなる一冊です。

　山間の小さな町に引っ越してきた原田
巧。そこで，巧のピッチャーとしての才能
を認めるキャッチャーの永倉豪と出会いま
す。二人は互いの力を認め合い，最高の
バッテリーとしての道を歩き出します。思
春期の心の葛藤や，成長の過程に共感しな
がら読むことができます。

　世界遺産に認定された熊野古道の玉倉神
社で，宮司を務める祖父に育てられた鈴原
泉水子。幼なじみの相楽深行と東京の高校
に進学することを決められ，そこから彼女
の運命が大きく動き始めます。様々な出来
事を通して彼女が成長していく姿にわくわ
くするファンタジーです。

　小学校６年生のユウタは，亡くなった父
との思い出の地である山奥のダムで足を滑
らせて気を失ってしまいます。そして，
30年以上前にダムに沈んだはずの村にタ
イムスリップし，幼い少女さえ子に出会い
ます。予想外なラストシーンでは，心が温
かくなり感動します。

　主人公のあかりは，犬を飼う時に犬と
「10の約束」をしました。しかし，あか
りは恋をし，自分の将来の目標に夢中に
なって取り組みだすと，犬との約束を忘れ
はじめます。これからペットを飼い始める
人や，すでに飼っている人にも，ぜひ読ん
でもらいたい一冊です。

●シリーズ１〜６

●シリーズ１〜６

「あなたも読んでみませんか　鹿児島の高校生が薦める本」〜このページは中学生から１〜
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著　者：香月　日輪

発行所：講談社

価　格：950円

請求記号：91コ003

作　者：宗田　理

発行所：ポプラ社

価　格：1,200円

請求記号：91ソ007

原作者：滝沢　馬琴
編著者：浜　たかや
画　家：山本　タカト

発行所：偕成社

価　格：1,400円

請求記号：91タ002

作　者：太宰　治
画　家：村上　豊

発行所：講談社

価　格：570円

請求記号：91タ009

著　者：水野　敬也

発行所：飛鳥新社

価　格：1,600円

請求記号：91ミ008

６　妖怪アパートの幽雅な日常　１

７　ぼくらの七日間戦争

８　南総里見八犬伝　１

９　走れメロス

10　夢をかなえるゾウ

　中学１年生の春に両親を亡くし，親戚の
家で暮らしていた稲葉夕士。彼が高校進学
と同時に住むことになった寿荘は，妖怪た
ちが住む奇妙なアパートでした。今までの
常識が通じない，妖怪たちとの生活の中
で，成長していく夕士に共感しながら読む
ことができます。

　東京下町にある中学校の１年２組の男子

生徒全員が，終業式の日に誰一人として家

に帰ってきません。「誘拐では。」と慌
あわ

てる

親たち。しかし，彼らは廃工場にたてこも

り，大人たちに戦いを挑もうとしているの

です。読後，爽快感が残る一冊です。

　残忍な女である玉梓の怨霊に末代まで呪
われた里見家。里見家の伏姫は，その呪い
で鉄砲に撃たれ死んでしまいます。しか
し，伏姫の数珠から八方に玉が散り，八人
の犬士が生まれ，後に，玉梓の怨霊に立ち
向かいます。はらはらしながら読める江戸
時代のファンタジーです。

　暴君に死刑を言い渡されたメロス。妹の

結婚式から戻るまで身代わりとなってくれ

た友のためにメロスは走ります。この本の

魅力は，メロスが王に詰め寄る勇敢さ，そ

して何よりも友情です。読めば読むほどお

もしろさが増す作品です。

　ダメな「僕」の前に現れた少し胡
う

散
さん

臭
くさ

い
神様ガネーシャ。「僕」が成功するために
ガネーシャは課題を出します。課題は地味
で突拍子もないようだけど，夢に向かう大
切なステップでした。夢が見つからない
人，くじけそうな人……そんな人たちにぜ
ひ読んでほしい本です。

●シリーズ１〜10

●シリーズ１〜19

●シリーズ１〜４

●シリーズ１〜２

「あなたも読んでみませんか　鹿児島の高校生が薦める本」〜このページは中学生から２〜
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作　者：村山　早紀
画　家：名倉　靖博

発行所：ポプラ社

価　格：980円

請求記号：91ム006

著　者：森　絵都

発行所：講談社

価　格：1,500円

請求記号：91モ012

著　者：湯本　香樹実

発行所：新潮社

価　格：400円

請求記号：91ユ002

作　者：ミシェル・ペイヴァー
訳　者：さくま　ゆみこ
画　家：酒井　駒子

発行所：評論社

価　格：1,800円

請求記号：93ヘ005

作　者：サン＝テグジュペリ
訳　者：内藤　濯

発行所：岩波書店

価　格：1,000円

請求記号：95サ000

11　コンビニたそがれ堂

12　カラフル

13　夏の庭

14　クロニクル千古の闇　１

15　星の王子さま

　大事な探し物が見つかるという不思議な
コンビニたそがれ堂。訪れた人は一体何を
見つけるのでしょうか。この不思議なコン
ビニに引き寄せられた５人の物語は，思わ
ず胸が締め付けられるもの，ぽろりと涙が
出てしまうものなど，心温まる感動の話ば
かりです。

　天国で目覚めた「僕」は，知らない少
年「真」の体にホームステイして現世を
過ごすことに……。「真」の家族や友人，
「真」自身の心に触れ，「僕」は自分の本
当の姿を知っていきます。心の深い部分を
見つめ，何気ない毎日の尊さを知ることが
できる作品です。

　人の死ぬ瞬間を見たいという好奇心か

ら，一人暮らしの老人を見張る少年たち。

些
さ

細
さい

なことをきっかけに，少年たちと老人

の交流が始まります。死，そして生きるこ

とについて考えさせられ，クライマックス

では目頭が熱くなる物語です。

　巨大なクマの姿をした悪霊に襲われて命
を落とした父との誓いを守り，精霊の山を
探す旅に出たトラク。家族を亡くした子オ
オカミのウルフ，ワタリガラス族長の姪レ
ンとともに，闇との戦いに挑みます。人類
の黎明期と幻想的な世界が混在した新しい
ファンタジーです。

　砂漠に不時着した飛行士と，遠い小さな

星から来た純粋な心を持つ王子との，心の

ふれあいを描いた物語です。王子と登場人

物の会話の中には，心に響く言葉が数多く

出てきます。人の絆や愛などについて考え

るきっかけとなる一冊です。

●シリーズ１〜６

「あなたも読んでみませんか　鹿児島の高校生が薦める本」〜このページは中学生から３〜
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著　者：フリードリヒ・ヴィルヘルム・ニーチェ
編　訳：白取　春彦

発行所：ディスカヴァー・トゥエンティワン

価　格：1,700円　

請求記号：1349ニ010

著　者：喜多川　泰

発行所：ディスカヴァー・トゥエンティワン

価　格：1,500円

請求記号：159キ008

著　者：日野原　重明

発行所：冨山房インターナショナル

価　格：1,300円

請求記号：1597ヒ010

著　者：金子　哲雄

発行所：小学館

価　格：1,300円

請求記号：289カ012

著　者：毎日新聞「境界を生きる」取材班

発行所：毎日新聞社

価　格：1,300円

請求記号：3679マ013

１　超訳　ニーチェの言葉

２　「手紙屋」蛍雪篇

３　働く。

４　僕の死に方

５　境界を生きる

　ドイツの哲学者ニーチェの言葉の中か

ら，現代人のためになるものを232点選

び，説明した作品です。ニーチェの言葉

は，人々に大切なものを気付かせてくれる

力があります。ニーチェを知らない人でも

簡単に読める一冊です。

「何のために大学に行くのか。」
「なぜ勉強しなくてはならないのか。」　
　自分の進路に悩んでいる高校２年生の和
花は，手紙屋との10通の手紙のやりとり
をとおして，変化していきます。手紙の一
文一文が温かく，読後，急に勉強がしたく
なる一冊です。

　100年以上人生を歩んできた著者から，

これから社会で働く20歳前後の人たち

へ，直接バトンを渡したいという思いで書

かれています。一つ一つの文章には説得力

があり，働くという意味の大きさを分かり

やすく伝えてくれる一冊です。

　テレビで活躍していた著者が，若くして

亡くなりました。自分が死ぬことを覚悟し

て仕事や家庭のことに整理をつけ，最後ま

で懸命に生きている姿に感動します。命あ

ること，周りの人に感謝して生きていくこ

との大切さを知ります。

　生まれついた性を受け入れられる，その

幸せを心から感じたことがありますか？望

んだ性で生きられる幸せ，願う性になれな

い辛さ。心と同じで，性の形も一つではあ

りません。苦しむ人々の声を聞いて，しば

し考えさせられる一冊です。

●シリーズ１〜２

「あなたも読んでみませんか　鹿児島の高校生が薦める本」〜このページは高校生から１〜
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著　者：了德寺　健二

発行所：PHPパブリッシング

価　格：1,500円

請求記号：4934リ012

著　者：片野　ゆか

発行所：ポプラ社

価　格：1,400円

請求記号：6456カ010

著　者：鎌田　洋

発行所：ソフトバンククリエイティブ

価　格：1,100円

請求記号：6895カ012

著　者：川島　永嗣

発行所：角川書店

価　格：1,300円

請求記号：7834カ011

著　者：長谷部　誠

発行所：幻冬舎

価　格：1,300円

請求記号：7834ハ011

６　長生きのスイッチを見つけた

７　犬部！

８　ディズニーサービスの神様が
教えてくれたこと

９　準備する力

10　心を整える。

　医療に関する本ですが，人間が長生きす

るための方法やそれを応用していろんなこ

とに活用することができるという内容に

なっています。自分の生活を振り返りなが

ら読み進めると，納得するところが多く，

今後の参考になります。

　行き場を失った犬や猫を救うために必死

に頑張る獣医学部生の話です。犬や猫も必

死で生きているのに，人間の都合で毎年何

万匹も殺処分されている現状を知ることを

とおして，今後の在り方を考えることがで

きる本です。

　ディズニーランドでの来場者とスタッフ

の心温まる物語です。スタッフの一つ一つ

の行動や判断，工夫，おもてなしの心が描

かれており，ディズニーランドでサービス

をうけた人々と同じように，読んだ人の心

も動かされる一冊です。

　サッカー日本代表のゴールキーパーであ

る著者が，成功するためのマネジメントの

手法について，自分の体験を基に綴ってい

ます。部活動をしている人はもちろん，そ

うでない人にも参考になることが多い一冊

です。

　サッカー日本代表のキャプテンとして活

躍している著者が，実際に行っている心の

落ち着かせ方やメンタルトレーニングなど

について記しています。勝利をたぐり寄せ

るための56の習慣の一つ一つが，生き方

の参考になる一冊です。

「あなたも読んでみませんか　鹿児島の高校生が薦める本」〜このページは高校生から２〜
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著　者：『夢をつかむイチロー262の
　　　　メッセージ』編集委員会

発行所：ぴあ

価　格：1,000円

請求記号：7837イ005

監　修：矢崎　良一

発行所：日刊スポーツ出版社

価　格：1,600円

請求記号：7837ヤ011

著　者：羽生　善治

発行所：PHP研究所

価　格：760円

請求記号：7960ハ012

著　者：蛇蔵＆海野　凪子

発行所：メディアファクトリー

価　格：880円

請求記号：8104ヘ009

著　者：有川　浩

発行所：幻冬舎

価　格：1,400円

請求記号：9136ア009

11　夢をつかむイチロー262のメッセージ

12　夢を力に！

13　直感力

14　日本人の知らない日本語

15　フリーター、家を買う。

　メジャーリーグに在籍しているイチロー

選手が，各メディアにおいて発言したもの

をまとめています。一つ一つのメッセージ

には奥深さがあり，心動かされます。夢を

つかむために努力することの大切さを教え

てくれる一冊です。

　甲子園と高校野球に関連した話です。

チームメイトやライバル，師弟などの他人

にはうかがい知ることのできない隠された

八つの「心の物語」で構成されています。

夢をあきらめず持ち続けるすばらしさに気

付かせてくれる作品です。

　棋士として活躍している羽生善治の生き

方や考え方について書かれています。著者

からの「直感力」にまつわるたくさんの

メッセージは，スポーツや，学習，仕事な

どの様々な場面で力を与えてくれます。

　日頃使っている言葉の間違いが分かりや

すく表現されている本です。日本語に対す

る疑問を外国人に説明するという立場で描

かれており，自分たちが気付かない歴史に

触れたり，文化による言葉の違いを学んだ

りできる一冊です。

　主人公が母の病気を気遣いながら，母の

ために，フリーターや就職活動を必死に頑

張り，家を買うことを目指す物語です。親

孝行のあり方を考えるときの参考になりま

す。

●シリーズ１〜４

「あなたも読んでみませんか　鹿児島の高校生が薦める本」〜このページは高校生から３〜
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著　者：朝井　リョウ

発行所：新潮社

価　格：1,500円

請求記号：9136ア012

著　者：伊坂　幸太郎

発行所：新潮社

価　格：1,500円

請求記号：9136イ003

著　者：石田　衣良

発行所：新潮社

価　格：1,400円

請求記号：9136イ003

著　者：伊藤　綾子

発行所：角川書店

価　格：1,200円

請求記号：9136イ012

著　者：上橋　菜穂子

発行所：講談社

価　格：1,500円

請求記号：9136ウ006

16　何者

17　重力ピエロ

18　４ＴＥＥＮ

19　うちのタマ知りませんか？

20　獣の奏者　１

　就職難に立ち向かう若者たち。それぞれ

情報交換をし合いながらも，その裏側にあ

る「本音」は，ソーシャルネットワークを

通して次第に仲間内に露呈していきます。

現代のリアルな若者像に胸が痛くなるよう

な一冊です。

　泉水と春の兄弟は，仙台の街で起きてい

る連続放火事件のルールを発見し，謎を追

うことにするが……。家族の絆の強さ，大

切さを感じることができる小説です。文章

や台詞もかっこよく，「名言」も多い一冊

です。

　14歳の少年たちが，友情，恋，性，暴

力，病気などを精一杯に受け止めて成長し

ていく痛快青春ストーリーです。背景や状

況の違いはあっても，誰もが経験するよう

な内容もあり，いろいろと考えるきっかけ

がつかめる本です。

　人とのつながりについて考えさせられる

本です。他人とのつきあいで落ち込むこと

が何度かありましたが，とても力をもらえ

た一冊です。４話構成で一話一話登場人物

が違い，とても読みやすい本です。

　異世界を舞台とした，王獣と呼ばれる獣

と心通わせる力を持つ少女エリンの物語。

幼い頃から運命に翻弄される人生を，ひた

すら強く生き抜こうとする姿に感動しま

す。重厚なファンタジーです。

●シリーズ１〜４

「あなたも読んでみませんか　鹿児島の高校生が薦める本」〜このページは高校生から４〜
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著　者：小川　洋子

発行所：新潮社

価　格：1,500円

請求記号：9136オ003

著　者：恩田　陸

発行所：新潮社

価　格：1,600円

請求記号：9136オ004

著　者：折原　みと

発行所：講談社

価　格：1,300円

請求記号：9136オ006

著　者：鬼塚　忠

発行所：河出書房新社

価　格：1,300円

請求記号：9136オ010

著　者：角田　光代

発行所：中央公論新社

価　格：1,500円

請求記号：9136カ006

21　博士の愛した数式

22　夜のピクニック

23　制服のころ、君に恋した。

24　カルテット！

25　夜をゆく飛行機

　80分間しか記憶がもたない博士と新し

い家政婦，ルートと名付けられたその息子

との交流を描いたストーリーです。博士が

教えてくれる数字の美しさや面白さに引き

込まれ，一喜一憂します。数学が苦手な人

も十分楽しめます。

　夜を徹して80㎞を歩き通すという高校
の伝統行事「歩行祭」を舞台に，主人公を
はじめとする生徒たちの想いや葛藤が描か
れた爽やかな青春小説です。思春期まった
だ中の高校生が共感できるところも沢山あ
り，読み終えた後，心地よい気持ちになる
一冊です。

　高校時代に彼を亡くし，10年経っても

忘れられないという主人公の前に，死んだ

はずの「彼」が現れ，戸惑いながら過去と

今と向き合い，前に進もうとする切ないス

トーリーです。大切な人をより一層大切に

したいと思わせる一冊です。

　父親のリストラをきっかけに，ばらばら

になっていく家庭の危機に対して，長男が

絆を取り戻そうと家族４人の演奏会を提

案。葛藤を繰り返しながらも，家族の心を

繋いだ奇跡のハーモニーに，家族の大切さ

を改めて感じる一冊です。

　四姉妹の四女である里々子は物干し台で

飛行機を眺めるのが好きな普通の高校生。

しかし，次女の寿子が突然文学賞を受賞し

た時から，家族の関係が変わり始めます。

そこにみんながいる，その一瞬一瞬を大切

にしたいと思える物語です。

「あなたも読んでみませんか　鹿児島の高校生が薦める本」〜このページは高校生から５〜
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著　者：喜多　喜久

発行所：宝島社

価　格：1,429円

請求記号：9136キ012

著　者：越谷　オサム

発行所：新潮社

価　格：1,400円

請求記号：9136コ008

著　者：佐藤　多佳子

発行所：講談社

価　格：1,400円

請求記号：9136サ006

著　者：さだ　まさし

発行所：幻冬舎

価　格：1,333円

請求記号：9136サ009

著　者：坂木　司

発行所：光文社

価　格：1,800円

請求記号：9136サ010

26　猫色ケミストリー

27　陽だまりの彼女

28　一瞬の風になれ　１

29　アントキノイノチ

30　和菓子のアン

　落雷の衝撃で明斗，スバル，猫の魂が入

れ替わってしまうところから物語が始まり

ます。元の姿に戻るために奮闘するのです

が，大学内での違法な薬物合成が行われて

いることに気が付いて……。理系の人や猫

好きにはたまらない一冊です。

　この本のキーワードは「再会」「結婚」

「真相」ではないでしょうか。恋愛小説で

すが，どろどろした話ではなく，最後まで

すっきり読むことができます。男性が読め

ば女性の気持ちがわかるかもしれません。

可
お

笑
か

しくも心温まる一冊です。

　高校陸上部の主人公が，ライバルや仲間

との絆を糧に，成長していく物語です。切

磋琢磨し，お互いを高めていく姿に感動を

覚えます。友人の大切さ，信用することの

大切さを改めて感じることができ，読後，

爽やかさの残る一冊です。

　同級生の「悪意」に気付き，苦しんだ末

に高校を中退した杏平。遺品整理業を手伝

うことになり，孤独死した人の部屋を片付

けることに。仲間との触れ合いを通して，

次第に心は再生していきます。感動の涙が

止まらない一冊です。

　主人公アンが和菓子屋で働くところから
話は始まります。職場の店員は個性的な人
ばかり。店長は謎解きの名人で，店先でお
こる謎を次々と解決します。おいしそうな
和菓子も沢山出てきます。物語を楽しみな
がら，和菓子の知識も身に付く，まさに一
度で二度おいしい一冊です。

●シリーズ１〜３

「あなたも読んでみませんか　鹿児島の高校生が薦める本」〜このページは高校生から６〜
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著　者：司馬　遼太郎

発行所：文藝春秋

価　格：1,524円

請求記号：9136シ73

著　者：重松　清

発行所：新潮社

価　格：1,600円

請求記号：9136シ007

著　者：柴村　仁

発行所：株式会社KADOKAWA
アスキー・メディアワークス

定　価：（本体530円＋税）

請求記号：9136シ011

著　者：瀬尾　まいこ

発行所：講談社

価　格：1,400円

請求記号：9136セ004

著　者：関口　尚

発行所：幻冬舎

価　格：495円

請求記号：9136セ008

31　燃えよ剣　上

32　青い鳥

33　４ Girls

34　幸福な食卓

35　パコと魔法の絵本

　日本史の授業では，少ししか触れられる

ことのない新撰組の中から，鬼の副長とい

われた土方歳三の剣に生きた人生を描いた

作品です。激動の時代を追いかけるように

読むことができ，台詞一つ一つに感動する

一冊です。

　一人で悩んでいる生徒がいる学校へ，
吃音の村内先生が赴任してきます。そし
て，大切なことを話し，学校を去って行く
……。そんな短編が８話入っています。こ
の本を読んだら，誰もがあの時，村内先生
に会っていたら……と思えるような一冊で
す。

　高校生を主人公とした四つの短編からな

る物語です。４話ともそれぞれ雰囲気は

違っていますが，どの作品も高校生特有の

考えや悩みが表現されています。心がほん

のり温かくなるような感じを受ける一冊で

す。

「父さんは今日で父さんをやめようと思

う。」崩壊してしまった佐和子の家族は，

みんな心優しく，どこか変。誰もがいろい

ろなことを抱えていて，それでも前に進も

うとしている。そんなことを感じさせてく

れる本です。

　実業家として成功したけれど，人が嫌い

で偏屈な老人・大貫は，入院先で絵本好き

の少女・パコと出会います。事故の後遺症

で記憶が１日しかもたない彼女を喜ばせよ

うと，病院の人々，そして大貫の心も変化

していきます。感動の一冊です。

（上・下）

「あなたも読んでみませんか　鹿児島の高校生が薦める本」〜このページは高校生から７〜
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著　者：辻村　深月

発行所：新潮社

価　格：1,500円

請求記号：9136ツ010

著　者：夏川　草介

発行所：小学館

価　格：1,200円

請求記号：9136ナ009

著　者：畠中　恵

発行所：講談社

価　格：1,500円

請求記号：9136ハ010

著　者：氷室　冴子

発行所：徳間書店

価　格：590円

請求記号：9136ヒ99

著　者：東野　圭吾

発行所：毎日新聞社

価　格：1,600円

請求記号：9136ヒ003

36　ツナグ

37　神様のカルテ

38　若様組まいる

39　海がきこえる

40　手紙

　一生に一度だけ，死者との再会を叶えて

くれるという使者「ツナグ」。様々な人々

が深い想いを抱えて，もう一度会いたかっ

た人と一夜だけ再会します。何か大切なも

のを得られたように感じることができる一

冊です。

「24時間，365日対応」の看板を掲げる

信州の病院に勤務する内科医の物語です。

医師としてよりも，人間として患者たちと

向き合う栗原一止。「手遅れ」と見放され

た患者たちと，精一杯向き合う姿に心が温

まります。

　徳川幕府の世であれば「若殿様」と呼ば

れていたであろう旧幕臣の子息たちが，明

治維新後の警察学校を舞台に繰り広げる喜

劇的な雰囲気のある話です。若様たちの

様々な形の友情に触れることができる青春

小説です。

　東京の大学に通う主人公が，ふとした

きっかけで高校時代を思い出し，昔の自分

と向き合うことで自分の素直な気持ちに気

付いていく切ないストーリーです。読んで

いくうちにストーリーに入り込み涙してし

まいます。

　弟のため罪を犯した兄，そして加害者家

族となった弟。ふたりの関係がどうなるの

か，弟はどう生きていくのか，最後の兄の

姿の意味とは。「もしも自分だったら。」

と，登場人物の気持ちを考えながら読んで

ほしい本です。

●シリーズ１〜３

●シリーズ１〜２

「あなたも読んでみませんか　鹿児島の高校生が薦める本」〜このページは高校生から８〜
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著　者：百田　尚樹

発行所：太田出版

価　格：1,600円

請求記号：9136ヒ006

著　者：松岡　圭祐

発行所：新潮社

価　格：490円

請求記号：9136マ008

著　者：宮部　みゆき

発行所：角川書店

価　格：1,800円

請求記号：9136ミ003

著　者：三浦　しをん

発行所：新潮社

価　格：1,800円

請求記号：9136ミ006

著　者：三上　延

発行所：株式会社KADOKAWA
アスキー・メディアワークス

定　価：（本体530〜590円＋税）

請求記号：9136ミ011

41　永遠の０

42　ミッキーマウスの憂鬱

43　ブレイブ・ストーリー　上

44　風が強く吹いている

45　ビブリア古書堂の事件手帖

　終戦から60年，健太郎は戦争で亡く
なった祖父のことを調べ始めます。天才的
なパイロットでありながら臆病者……。し
かし，少しずつ祖父の本当の姿とその想い
が明らかになっていきます。自身の生き方
を貫く生き様が，深い感動を呼ぶ作品で
す。

　東京ディズニーランドでアルバイトとし

て働く21歳の主人公の友情や恋愛，トラ

ブルなどを描いています。巨大テーマパー

クの「バックステージ」を見て，夢と現実

の違いに戸惑う主人公の姿に，仕事の意味

を考えることができる一冊です。

　運命を変えるために冒険に出た主人公亘

の成長が描かれているファンタジーです。

魅力的なキャラクターと人間関係の描写，

意外なストーリー展開に引き込まれてしま

います。出会いの大切さを感じさせてくれ

る一冊です。

　陸上競技に思い入れのある一人の大学生

が，同じ寮の仲間と箱根駅伝で奇跡を起こ

す物語です。一人一人の思いと心の葛藤が

細かく描かれており，己に負けず強い意志

で乗り越える姿に感動と勇気をもらう青春

ストーリーです。

　主人公と古書店の店主栞子が，古書にま

つわる秘密を探っていく過程に臨場感があ

り，ついつい物語の世界に引き込まれてい

きます。テレビドラマ化された本ですが，

映像では味わえない面白さがあります。

（上・下）

●シリーズ１〜５

「あなたも読んでみませんか　鹿児島の高校生が薦める本」〜このページは高校生から９〜

©百田尚樹／太田出版
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著　者：三浦　綾子

発行所：角川書店

価　格：629円

請求記号：9136ミ012

著　者：群　ようこ

発行所：角川書店

価　格：1,300円

請求記号：9136ム011

著　者：村上　春樹

発行所：文藝春秋

価　格：1,700円

請求記号：9136ム013

著　者：森　絵都

発行所：角川書店

価　格：590円

請求記号：9136モ012

著　者：柳　広司

発行所：角川書店

価　格：1,500円

請求記号：9136ヤ008

46　氷点　上

47　しっぽちゃん

48　色彩を持たない多崎つくると、
彼の巡礼の年

49　ラン

50　ジョーカー・ゲーム

　母，夏枝に辛く当たられながらも懸命に

生きる陽子の姿に心打たれます。どんなに

困難なことが起こっても前向きで，まっす

ぐな心構えの陽子をしっかりと応援したく

なる一冊です。

　動物と一緒に暮らすことで，登場人物の

心が変化していく様子が描かれています。

猫，犬，セキセイインコ，ハムスターなど

様々な動物が出てきます。笑いあり涙あり

怒りありの短編集で，心が癒やされる一冊

です。

　４人の親友からの拒絶をきっかけに，死

ぬことだけを考えていた主人公の多崎つく

る。どうして拒絶されたのか。その謎を解

き明かしていきながら，つくるも生きる希

望を見つけていく。つくるの世界観に引き

込まれていく作品です。

　自分が愛した家族が亡くなり一人ぼっち

になった主人公が，悲しみを乗り越え一生

懸命に生きていこうとする物語です。決し

て強くない，頼りない，意志の弱い主人公

に自分自身を重ね共感すると同時に，強く

なりたいと願う気持ちになれる一冊です。

　スパイ養成学校「Ｄ機関」。そこで育っ

た学生が世界各地で暗躍する作品。陰で動

いていた思惑や出来事を含め，答えが出た

ときにすべてのことが繋がる爽快感，はら

はらどきどきの謎に迫るシーンと，面白い

場面が満載です。

（上・下）

「あなたも読んでみませんか　鹿児島の高校生が薦める本」〜このページは高校生から10〜
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著　者：山田　悠介

発行所：文芸社

価　格：1,100円

請求記号：9136ヤ008

著　者：柚月　裕子

発行所：宝島社

価　格：1,429円

請求記号：9136ユ011

著　者：吉本　ばなな

発行所：中央公論新社

価　格：1,000円

請求記号：9136ヨ89

著　者：有村　千裕

発行所：講談社

価　格：1,400円

請求記号：916ア011

著　者：岡野　雄一

発行所：西日本新聞社

価　格：1,200円

請求記号：916オ012

51　その時までサヨナラ

52　検事の本懐

53　TUGUMI　つぐみ

54　あっこと僕らが生きた夏

55　ペコロスの母に会いに行く

　家庭のことを顧みず，仕事に打ち込んで

いた主人公。ある列車事故で妻を亡くし，

自分に全く懐こうとしない息子との生活。

そんな時，妻の親友という女性がやってき

たのをきっかけに，少しずつ成長していく

姿を描いた感動の作品です。

　主人公の佐方検事官が，本人の正義感や

過去の恩に基づいて調査を進めます。ただ

ひたすらに真実を追う佐方検事官。彼の芯

の通った行動が美しく描写されています。

検事という職業のすばらしさや難しさを感

じさせてくれる作品です。

　病弱で生意気な主人公「つぐみ」の個性

的なキャラクターに，とても興味がもてま

す。「つぐみ」の恋愛や友情がどこかおか

しくて，でも，どこにでもありそうな雰囲

気に読んでいて引き込まれます。

　チームメイトとともに，甲子園を目指し

たマネージャーの生涯を綴った実話です。

「絶対にチームメイトの元にもどる。」と

いう強い気持ちを持ち続け，必死に頑張っ

た姿に胸が痛くなります。自分の生き方を

見直すきっかけを与えてくれる一冊です。

　62歳の息子（著者）と認知症の母との

可
お

笑
か

しくも切ない日々を描いた本です。二

人のほほえましいやりとりやつぶやきに，

心が温かくなり元気が出ます。親は子を思

い，子は親を思う……。親子の絆を改めて

知る一冊です。

「あなたも読んでみませんか　鹿児島の高校生が薦める本」〜このページは高校生から11〜
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著　者：木藤　亜也

発行所：エフエー出版

価　格：1,165円

請求記号：916キ86

著　者：小松　武幸

発行所：講談社

価　格：1,300円

請求記号：916コ012

著　者：アガサ・クリスティー
訳　者：青木　久惠

発行所：早川書房

価　格：760円

請求記号：933ク010

著　者：ガブリエル・ゼヴィン
訳　者：堀川　志野舞

発行所：理論社

価　格：1,400円

請求記号：933セ005

著　者：アレックス・ロビラ
著　者：フェルナンド・トリアス・デ・ベス
訳　者：田内　志文

発行所：ポプラ社

価　格：952円

請求記号：963ロ004

56　１リットルの涙

57　ママが生きた証

58　そして誰もいなくなった

59　天国からはじまる物語

60　グッドラック

「病気はどうして私を選んだの？」

　治療法が見つかっていない病気になり，

できないことばかりが増えていき，不安や

恐怖などいろんなことを感じながらも，家

族や仲間に支えられ，前向きに明るく生き

た感動の実話です。

　妊娠５か月のときに余命１年の乳がんを

宣告された妻・美恵さんの闘病記を夫・武

幸さんが綴ったものです。今大切な人たち

と一緒にいることができるすばらしさ，夫

婦と親子の愛，命の尊さを改めて考えるこ

とができる一冊です。

　ある童謡の歌詞のとおりに人が殺され

て，最後には誰もいなくなってしまうミス

テリー小説です。最後まで犯人が誰なのか

想像がつかず，アガサ・クリスティーの他

の作品とはひと味違う，想像力が膨らむ一

冊です。

　15歳という若さで死んでしまった主人
公リズが，死後の世界「ドコカ」での生活
をとおして，生と死を見つめ直すという
話です。「人が死んだらどこにいくのだろ
う。」誰でも一度は考えたことがあると思
います。精一杯やることの大切さを感じさ
せてくれる一冊です。

　偶然再会した親友同士。幸運を手にした
男と，そうでない男。二人の運命は，どう
してこんなに違ってしまったのでしょう。
それぞれの違いとは，何なのでしょう。
「運命をわけたクローバーの物語」を知る
ことで，これからの生き方にもプラスにな
る一冊です。

「あなたも読んでみませんか　鹿児島の高校生が薦める本」〜このページは高校生から12〜
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書　　　　　　　　名 著　者　名 発　行　所 請求記号 対象時期

異界から落ち来る者あり（シリーズ）

香月　日輪

理論社 91ｺ006 中学生から

僕とおじいちゃんと魔法の塔（シリーズ） 角川書店 蔵書なし 中学生から

地獄堂霊界通信　完全版（シリーズ） 講談社 蔵書なし 中学生から

図書館戦争（シリーズ）

有川　浩

アスキー・メディアワークス 9136ｱ006 高校生から

塩の街 メディアワークス 9136ｱ007 高校生から

阪急電車 幻冬舎 9136ｱ008 高校生から

植物図鑑 角川書店 9136ｱ009 高校生から

三匹のおっさん（シリーズ） 文藝春秋 9136ｱ009 高校生から

ストーリー・セラー 新潮社 9136ｱ010 高校生から

キケン 新潮社 9136ｱ010 高校生から

旅猫リポート 文藝春秋 9136ｱ012 高校生から

空飛ぶ広報室 幻冬舎 9136ｱ012 高校生から

ゴールデンスランバー
伊坂　幸太郎

新潮社 9136ｲ007 高校生から

オー！ファーザー 新潮社 9136ｲ010 高校生から

カンタ 石田　衣良 文藝春秋 9136ｲ011 高校生から

この本が、世界に存在することに 角田　光代 メディアファクトリー 9136ｶ005 高校生から

金曜のバカ 越谷　オサム 角川書店 9136ｺ010 高校生から

夜の光 坂木　司 新潮社 9136ｻ008 高校生から

せんせい。

重松　清

新潮社 蔵書なし 高校生から

エイジ 朝日新聞社 9136ｼ99 高校生から

とんび 角川書店 9136ｼ008 高校生から

悪意

東野　圭吾

双葉社 9136ﾋ96 高校生から

流星の絆 講談社 9136ﾋ008 高校生から

パラドックス13 毎日新聞社 9136ﾋ009 高校生から

海賊とよばれた男（上・下） 百田　尚樹 講談社 9136ﾋ012 高校生から

舟を編む 三浦　しをん 光文社 9136ﾐ011 高校生から

走ることについて語るときに僕の語ること
村上　春樹

文藝春秋 9146ﾑ007 高校生から

１Ｑ８４（シリーズ） 新潮社 9136ﾑ009 高校生から

魔界の塔 山田　悠介 幻冬舎 蔵書なし 高校生から

書　　　　　　　　名 著　者　名 発　行　所 請求記号 対象時期

マリと子犬の物語 ひろはた　えりこ 汐文社 91ﾋ007 小学生から

星新一ショートショートセレクション
ねらわれた星 星　新一 理論社 91ﾎ001-1 小学生から

エルマーのぼうけん ルース・スタイルス･ガネット 福音館書店 93ｶﾞ63 小学生から

クローディアの秘密 カニグズバーグ 岩波書店 93ｶ79 小学生から

ふたりはともだち アーノルド・ローベル 文化出版局 93ﾛ87 小学生から

バッテリー あさの　あつこ 教育画劇 91ｱ96 中学生から

犬と私の10の約束 川口　晴 文藝春秋 91ｶ007 中学生から

走れメロス 太宰　治 講談社 91ﾀ009 中学生から

都会のトム＆ソーヤ はやみね　かおる 講談社 91ﾊ003 中学生から

夢をかなえるゾウ 水野　敬也 飛鳥新社 91ﾐ008 中学生から

カラフル 森　絵都 講談社 91ﾓ012 中学生から

夏の庭 -The Friends- 湯本　香樹実 新潮社 91ﾕ002 中学生から

ダレン・シャン Darren Shan 小学館 93ｼ001 中学生から

青空のむこう アレックス・シアラー 求龍堂 93ｼ002 中学生から

13ヵ月と13週と13日と満月の夜 アレックス・シアラー 求龍堂 93ｼ003 中学生から

デモナータ Darren Shan 小学館 93ｼ005 中学生から

僕らの事情。 ディヴィッド・ヒル 求龍堂 93ﾋ005 中学生から

トラベリング・パンツ アン・ブラッシェアーズ 理論社 93ﾌ002 中学生から

幸福な王子 オスカー・ワイルド 青土社 93ﾖ99 中学生から

ローワンと魔法の地図 エミリー・ロッダ あすなろ書房 93ﾛ000 中学生から

掲載されている著者で，ほかに推薦があった本

平成22年版「鹿児島の高校生が薦める本」掲載図書リスト
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書　　　　　　　　名 著　者　名 発　行　所 請求記号 対象時期

オール１の落ちこぼれ、教師になる 宮本　延春 角川書店 289ﾐ006 高校生から

夜回り先生 水谷　修 サンクチュアリ・パブリッシング 3676ﾐ004 高校生から

「電池が切れるまで」の仲間たち　子ども病院物語 宮本　雅史 角川書店 4939ﾐ004 高校生から

空からふるもの おーなり由子 白泉社 7266ｵ000 高校生から

ホームレス中学生 田村　裕 ワニブックス 7791ﾀ007 高校生から

未来をかえるイチロー262のＮextメッセージ 「未来をかえるイチロー262の
Nextメッセージ」編集委員会 ぴあ 7837ｲ008 高校生から

道は自分で切りひらく  大リーガーたちのチャレンジ 広岡　勲 岩波書店 7837ﾋ007 高校生から

これは王国のかぎ    ファンタジーの冒険 荻原　規子 理論社 913ｵ93 高校生から

鼻・杜子春 芥川　龍之介 金の星社 9136ｱ80 高校生から

蒼穹の昴 浅田　次郎 講談社 9136ｱ96 高校生から

四日間の奇蹟 浅倉　卓弥 宝島社 9136ｱ003 高校生から

図書館戦争 有川　浩 アスキー・メディアワークス 9136ｱ006 高校生から

死都日本 石黒　耀 講談社 9136ｲ002 高校生から

チルドレン 伊坂　幸太郎 講談社 9136ｲ004 高校生から

獣の奏者　Ⅰ闘蛇編 上橋　菜穂子 講談社 9136ｳ006 高校生から

ぼくの小鳥ちゃん 江國　香織 あかね書房 9136ｴ97 高校生から

博士の愛した数式 小川　洋子 新潮社 9136ｵ003 高校生から

夜のピクニック 恩田　陸 新潮社 9136ｵ004 高校生から

Little DJ  小さな恋の物語 鬼塚　忠 ポプラ社 9136ｵ007 高校生から

GO 金城　一紀 講談社 9136ｶ000 高校生から

Run! Run! Run! 桂　望実 文藝春秋 9136ｶ006 高校生から

陰日向に咲く 劇団ひとり 幻冬舎 9136ｹ006 高校生から

一瞬の風になれ 佐藤　多佳子 講談社 9136ｻ006 高校生から

坂の上の雲 司馬　遼太郎 文藝春秋 9136ｼ99 高校生から

きみの友だち 重松　清 新潮社 9136ｼ005 高校生から

卵の緒 瀬尾　まいこ マガジンハウス 9136ｾ002 高校生から

家守綺譚 梨木　香歩 新潮社 9136ﾅ004 高校生から

しゃばけ 畠中　恵 新潮社 9136ﾊ001 高校生から

流星の絆 東野　圭吾 講談社 9136ﾋ008 高校生から

鹿男あをによし 万城目　学 幻冬舎 9136ﾏ007 高校生から

塩狩峠 三浦　綾子 新潮社 9136ﾐ005 高校生から

風が強く吹いている 三浦　しをん 新潮社 9136ﾐ006 高校生から

英雄の書 宮部　みゆき 毎日新聞社 9136ﾐ009 高校生から

廃墟建築士 三崎　亜記 集英社 9136ﾐ009 高校生から

夜は短し歩けよ乙女 森見　登美彦 角川書店 9136ﾓ006 高校生から

おくりびと 百瀬　しのぶ 小学館 9136ﾓ008 高校生から

スウィングガールズ 矢口　史靖 メディアファクトリー 9136ﾔ004 高校生から

クライマーズ・ハイ 横山　秀夫 文藝春秋 9136ﾖ003 高校生から

蹴りたい背中 綿矢　りさ 河出書房新社 9136ﾜ003 高校生から

余命１ヶ月の花嫁 TBS「イブニング・ファイブ」 マガジンハウス 916ﾃ007 高校生から

チョコレート・アンダーグラウンド アレックス・シアラー 求龍堂 933ｼ004 高校生から

天国からはじまる物語 ガブリエル・ゼヴィン 理論社 933ｾ005 高校生から

指輪物語 J・R・R・トールキン 評論社 933ﾄ92 高校生から

セブンスタワー    第七の塔 ガース・ニクス 小学館 933ﾆ003 高校生から

エラゴン    遺志を継ぐ者 クリストファー・パオリーニ ヴィレッジブックス 933ﾊ004 高校生から

ダ・ヴィンチ・コード ダン・ブラウン 角川書店 933ﾌ004 高校生から

十二番目の天使 オグ・マンディーノ 求龍堂 933ﾏ001 高校生から

英国情報局秘密組織 CHERUB（チェラブ） ロバート・マカモア ほるぷ出版 933ﾏ008 高校生から

グッドラック アレックス・ロビラ
フェルナンド・トリアス・デ・ベス ポプラ社 963ﾛ004 高校生から

罪と罰 ドストエフスキー 新潮社 983ﾄ87 高校生から
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