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★ パンフレットの活用に当たって ★ 

◇ 対象時期の表示について 

   このパンフレットは，各ページに，中学生向け，高校生向けと表示しています。    

中学生向けは中学生のうちから読んでほしい，高校生向けは高校生に読んでほしいとい

う意味です。 
             

◇ 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たり，価格が変わったりしていること

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，県立図書館で定めているものです。県立図書館で本を探す 

際に御活用ください。 

 

◇ その他 

○ それぞれの本には，高校生の推薦文を基にお薦めの理由を掲載しています。 

○  作品によっては，高校生から推薦があった出版社とは異なる出版社の作品を掲載して

いる場合があります。 

○ シリーズ作品は,令和４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。 

○ 中学生向け，高校生向けで，同じ作家の作品が推薦されていた場合は 一作品のみを

掲載し，他の作品は，書名・著者名・発行所名・請求記号・対象時期を 11ページに掲載

しています。 

 

 

 

 

 

 

   

鹿児島県立図書館では４年に一度，県内の高校生から同年代の中・高校生に読んでほ

しいと思う本を募集し，当館で選定を行い，揃えた本を，「鹿児島の高校生が薦める本」

として紹介しています。この度，３回目の改訂を行い，県立図書館に設置しているコー

ナーをリニューアルするとともに，パンフレットを作成しました。皆さんの選書の参考

になれば幸いです。 

 

次の点を踏まえて，本を選定しました。 

 

○ 実生活との関わりを考えたり，我が国の言語文化を理解したり，新たな考えを構

築したりできること。 

○ 自分の考えを伝える際の言語表現を豊かにできること。 

○ 自然，人間，社会，先人，自分自身のものの見方，感じ方，考え方を豊かにできる

こと。 

○ 県立図書館に所蔵可能であること。 

○ 長編シリーズを除くこと。 
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中学生向け ①著書名 ②発行所 ③本体価格 ④請求記号

１ なぜ僕らは働くのか
君が幸せになるために考えてほしい
大切なこと

① 池上 彰/監修

② 学研プラス

③ 1,500円

④ 36カ020

２ あるかしら書店

① ヨシタケ シンスケ/著

② ポプラ社

③ 1,200円

④ 72ヨ017

３ ヒトリコ

① 額賀 澪/著

② 小学館

③ 650円

④ 91ヌ015
※ 当館では単行本(2015年出版）を所蔵しています。

４ あなたは人にどう見られているか

① 松本 聡子/著

② 文藝春秋

③ 710円

④ 3614マ007

５ アリエナクナイ科学ノ教科書
～空想設定を読み解く31講～

① くられ/著
薬理凶室/協力

② ソシム

③ 1,400円

④ 404ク017
※ [2］もあります。

多くの人にとって大事なテーマである

「働く」ということ。本書では，働くこ

との意味や，働く上で考えるべきことを

漫画や図解を用いてわかりやすく伝えて

います。自分の将来について真剣に考え

たいときに役立つ一冊です。

本にまつわる本の専門店「あるかしら

書店」。読んだらきっと「本ってやっぱ

りいいよね」と思えるエピソードがいっ

ぱいです。ヨシタケシンスケさんの発想

がめいっぱい詰まった，ますます本が好

きになる一冊です。

あることをきっかけに，壮絶ないじめ

の対象となった日都子。そして，いじめ

の原因をつくった冬希。人にはそれぞれ

の立場があり，考え方をもっていること

を改めて教えてくれます。人間関係を見

つめ直すきっかけとなる一冊です。

10代は，人にどう思われているか，ど

う見られているかが気になる時期でもあ

ります。本書は，心理学の知見をもとに，

簡単なテストや仕草などから，自分自身

も知らない「もう一人の自分」に気付か

せてくれる本です。「あるがまま」に生

きたいと思っている人にお薦めです。

ファンタジーの事柄をベースに，わか

りにくい科学をわかりやすく，そして面

白く解説しています。ファンタジーだと

侮るなかれ！あらゆる方向から実現性を

検証しています。付録の科学用語辞典ま

で余すところなくおもしろい一冊です。
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中学生向け ①著書名 ②発行所 ③本体価格 ④請求記号

６ 逆境を笑え
野球小僧の壁に立ち向かう方法

① 川﨑 宗則/著

② 文藝春秋

③ 1,300円

④ 7837カ014

７ レインツリーの国
Ｗorld of delight

① 有川 浩/著

② 新潮社

③ 1,200円（版元品切れ）

④ 9136ア006

８ カルテット！
Ｑuartet！

① 鬼塚 忠/著

② 河出書房新社

③ 1,300円

④ 9136オ010

９ かがみの孤城
THE SOLITARY CASTLE IN THE MIRROR

① 辻村 深月/著

② ポプラ社

③ 1,800円

④ 9136ツ017

10 山月記・李陵 他九篇

① 中島 敦/作

② 岩波書店

③ 650円

④ 9136ナ94

本書は，鹿児島県出身でもある川崎選

手がプロ選手になってから経験した挫折

をどう乗り越えたのかを，リズミカルな

言葉で綴った本です。なかでも，志望校

に行けなかったことで，プロになること

を決意し，努力した話が印象的です。

中学生の頃に読んだ，ある一冊の忘れ

られない本をきっかけに，メールで話を

するようになる二人の男女の話です。

感想を言い合ううちに仲良くなり，実際

に会うことになりますが……。互いに歩

み寄る大切さが伝わる本です。

バラバラで崩壊寸前だった家族が，カ

ルテットを組んで観客に披露することに

なり，自分を大切にしながらも，お互い

を理解し，認め合い，家族の絆を深めて

いく話です。家族の在り方を見つめ直さ

せてくれる一冊です。

学校に行かないという共通点を持った

子供たちが，不思議な城で出会い，一つ

だけ願いを叶えてくれるという鍵を探す

物語。中学生の頃感じる心の葛藤が，よ

く表されています。伏線が次々と回収さ

れ，疑問を残さないところも魅力です。

唐の時代の中国を舞台にした話です。

自己顕示欲の高さから虎の姿になってし

まった主人公が描かれています。これか

らの人生をどう生きていくのかを考えさ

せられます。進路など，いろいろなこと

に悩んでいる人にお薦めです。
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高校生向け ①著書名 ②発行所 ③本体価格 ④請求記号

１ キッドナップ･ツアー

① 角田 光代/作

② 理論社

③ 1,500円

④ 91カ98

２ この川のむこうに君がいる

① 濱野 京子/作

② 理論社

③ 1,400円

④ 91ハ018

３ 竜とそばかすの姫

① 細田 守/作
イケガミヨリユキ/挿絵

② ＫＡＤＯＫＡＷＡ/
角川つばさ文庫

③ 800円

④ 91ホ021

４ 炎上弁護士 なぜ僕が100万回の
殺害予告を受けることになったのか

① 唐澤 貴洋/著

② 日本実業出版社

③ 1,400円

④ 3686カ018

５ ぼくはイエローでホワイトで、
ちょっとブルー The Real
British Secondary School Days

① ブレイディみかこ/著

② 新潮社

③ 1,350円

④ 3763フ019
※ [2］もあります。

本書を読むと思い出す，夏休みのワク

ワク感，新しい出会い，父親との何気な

い会話……。この本はまるで，自分の父

親との忘れたくない思い出を語っている

かのようです。親に対してどうしても素

直になれないときにお薦めの一冊です。

東日本大震災の被災者として生きる二

人。被害状況を一変させた川の隔たりは，

被災者として抱えている痛みや立場の隔

たりでもありました。葛藤を抱えながら

懸命に生きようとする主人公の姿に勇気

をもらえる一冊です。

仮想空間で出会った主人公と竜。二人

の思いが周りの人々に伝わり，それに触

発されていく様子に引き込まれ，あっと

いう間に読み終えてしまいます。出会い

の大切さを教えてくれる一冊。映画とは

また違ったおもしろさがあります。

スマートフォンが普及して，誰とでも

簡単にやりとりができる現代。インター

ネット上でのコミュニケーションは便利

になった反面，怖いことも発生していま

す。そのような“炎上"の危険性を学ぶ

ことができる一冊です。

人種差別，ジェンダー，いじめなど，

現代社会の課題を考えるきっかけになる

本です。難しいテーマを扱いながらも，

暗い雰囲気はなく，クスッと笑える場面

もたくさんあります。社会の矛盾に対す

る，柔らかくも鋭い「ぼく」の視点にハ

ッとさせられる一冊です。
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高校生向け ①著書名 ②発行所 ③本体価格 ④請求記号

６ その悩み、僕らなら数学で解決で
きます！

① はなお＆でんがんと
仲間たち/著

② 河出書房新社

③ 1,300円

④ 4104ハ020

７ スマホ脳

① ｱﾝﾃﾞｼｭ・ﾊﾝｾﾝ/著
久山 葉子/訳

② 新潮社

③ 980円

④ 4913ハ020

８ 心を強くする
「世界一のメンタル」50のルール

① サーシャ･バイン/著
高見 浩/訳

② 飛鳥新社

③ 1,389円

④ 7835ハ019

９ 強者の流儀

① 朝倉 未来/著

② ＫＡＤＯＫＡＷＡ

③ 1,300円

④ 7890ア020

10 星やどりの声

① 朝井 リョウ/著

② ＫＡＤＯＫＡＷＡ

③ 1,500円

④ 9136ア011

「じゃんけんが弱い」「恋人が欲しい」

「死んだらどうなるの」といった様々な

悩み。一見，数学とはかけ離れて見えま

すが，全て数学（時々化学）で解を導き

ます。数学嫌いでも「楽しい！」「面白

い！」と思えて，ちょっとだけ数学を好

きになれる一冊です。

この本は，本を読むことに苦手意識を

もっている人にもお薦めです。スマホが

私たちに与える影響について，短い章立

てで，なおかつ平易な言葉で説明されて

います。これからのデジタル化時代を生

きていくための指南書と言えます。

著者は，第一級のテニスプレイヤーと

組んできたテニスコーチ。困難な状況で

も選手と共に意欲的に人生を切り拓いて

いきます。部活動や日頃の生活で心の弱

さに気付くことはありませんか？そんな

ときに新しい考えを得られる一冊です。

壮絶な少年時代を過ごし，総合格闘技

の王者に登りつめた著者が考える「強さ」

とは。そして強者の「流儀」とは。

あなたにとって「強さ」とは何ですか。

心技体の力を高めたいと思っている人に

お薦めの一冊です。

癌で早世した建築家の父が作った純喫

茶「星やどり」の天井には，小さなガラ

ス窓がある―。将来への不安を感じる思

春期の今だからこそ読んでほしい，父を

亡くした家族の物語です。題名に隠され

た意味にも注目です。
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高校生向け ①著書名 ②発行所 ③本体価格 ④請求記号

11 君を描けば嘘になる

① 綾崎 隼/著

② ＫＡＤＯＫＡＷＡ

③ 1,400円

④ 9136ア018

12 推し、燃ゆ

① 宇佐見 りん/著

② 河出書房新社

③ 1,400円

④ 9136ウ020

13 蜜蜂と遠雷

① 恩田 陸/著

② 幻冬舎

③ 1,800円

④ 9136オ016

14 花束は毒
A Bouquet and a Venoｍ

① 織守 きょうや/著

② 文藝春秋

③ 1,700円

④ 9136オ021

15 余命10年

① 小坂 流加/著

② 文芸社

③ 620円

④ 9136コ017

二人の絵の天才と周囲の人々。二人に

関わる人々の心情を描くことで，天才二

人の人物像が描き出されます。周囲とは

一線を画し，理解されないからこそ天才

と呼ばれるのか。謎めいたタイトルがど

のように内容に響いてくるのか。期待を

裏切らない作品です。

この本は，なんと，命に関わるほど「推

し」を愛している女の子の物語です。も

し，そんな「推し」がインターネット上

で炎上してしまったとしたら……。「推

しは背骨」「推しのいない人生は余生」

など，独特な表現も印象に残る一冊です。

国際ピアノコンクールを舞台に，人間

の才能，運命を描いた青春群像小説。ピ

アノを持たず各地を転々とする少年な

ど，コンクールに参加した様々な若者の

視点から描かれています。2017年の直木

賞・本屋大賞ダブル受賞作です。

結婚を控えた真壁に届く「結婚をやめ

ろ」という脅迫状。悩む彼を助けたい木

瀬は，中学時代の先輩である探偵･北見

に調査を依頼します。そこには驚きの真

実が……。衝撃の真相にたどり着くまで

に繰り広げられる罠の数々に，誰もが騙

される戦慄ミステリーです。

20歳の高林茉莉は，不治の病により，

余命10年と宣告されます。死ぬことを受

け入れ，淡々と日々を過ごす茉莉。何と

なく始めた趣味に情熱を注ぎ，恋はしな

いと心に決めていたのですが……。今を

大切に生きようと思える物語です。
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高校生向け ①著書名 ②発行所 ③本体価格 ④請求記号

16 アリス殺し

① 小林 泰三/著

② 東京創元社

③ 1,700円

④ 9136コ013

17 また、同じ夢を見ていた

① 住野 よる/著

② 双葉社

③ 1,400円

④ 9136ス016

18 そして、バトンは渡された

① 瀬尾 まいこ/著

② 文藝春秋

③ 1,600円

④ 9136セ018

19 人間失格

① 太宰 治/著

② 新潮社

③ 280円

④ 9136タ68
※ 当館では1968年出版の文庫本を所蔵しています。

20 崩れる脳を抱きしめて

① 知念 実希人/著

② 実業之日本社

③ 1,200円

④ 9136チ017

変わったタイトルに惹かれて読んでみ

ると……。主人公が夢で見る「不思議の

国のアリス」に似た事件が現実に発生！

現実と悪夢を交差するように進むストー

リー展開。どんどん物語に引き込まれ，

何度も読み返したくなる推理小説です。

主人公の女の子は「幸せとは何か」と

ずっと考えています。高校生やお姉さん，

おばあさん，そして隣の席の男の子との

関わりの中で，少しずつ答えに近付いて

いきます。人とどう向き合うか，大事な

ことをどう伝えればよいか，ということ

を考えさせられる本です。

森宮優子には,父親が３人，母親が２

人います。家族の形態は，17年間で７回

も変わり，名字も４回変わるという数奇

な運命をたどります。にも関わらず彼女

はいつも継父,継母を愛し，愛されまし

た。愛とは何かを考えさせられる本です。

「私はその男の写真を三葉，見たこと

がある。」という書き出しで始まる物語。

人が堕落していく様子を第三者の視点

と巧みな心理描写で描いています。共感

できる部分，できない部分も含めて，一

読の価値がある作品です。

研修医の主人公が突如姿を消した女性

を探し出し，思いを伝える場面が印象的

です。その女性は脳を患っていて，いつ

死んでしまうか分からない状態でした。

いつ死ぬか分からないからこそ，女性の

言葉には重みがあります。命の大切さ，

伝えることの大切さが分かる一冊です。
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高校生向け ①著書名 ②発行所 ③本体価格 ④請求記号

21 夜のコント･冬のコント

① 筒井 康隆/著

② 新潮社

③ 660円（版元品切れ，
電子版配信中）

④ 9136ツ90
※ 当館では単行本(1990年出版）を所蔵しています。

22 凍りのくじら

① 辻村 深月/著

② 講談社

③ 990円

④ 9136ツ017

23 泣くな研修医

① 中山 祐次郎/著

② 幻冬舎

③ 1,300円

④ 9136ナ019

24 流浪の月
The Wandering Moon

① 凪良 ゆう/著

② 東京創元社

③ 1,500円

④ 9136ナ019

25 小説 星守る犬

① 原田 マハ/著
村上 たかし/原作

② 双葉社

③ 1,000円

④ 9136ハ011

「俺はたばこを喫い続ける。たとえ最

後の一人になっても……」。喫煙者が迫

害される世界で戦うヘビースモーカーを

描いた『最後の喫煙者』をはじめ，９編

の奇想天外な物語と巧みな文章で読者を

楽しませてくれます。

自分の居場所が「ある」ようで「ない」

主人公の高校生理帆子。あきらという上

級生との不思議な時間を過ごすうち，昔

の恋人によって事態が急展開します。

家族や大切な人とのつながりを鋭い感

性で描いた「ＳＦ」ファンタジーです。

著者は，鹿児島で研修医をしていまし

た。主人公である研修医の日常を描いて

おり，メンバー全員で慣れないことに一

つずつ挑戦しながら成長していく姿は感

動的です。医学に興味がある人もない人

も読んでほしい一冊です。

恋をすること，家族や友人を大切にす

ること，生きること全てを慈しむこと，

そして，自分を愛すること。これらは全

てつながっているのだと，この本は気付

かせてくれます。読んだ後には，透明感

のある優しさに包まれる本です。

ワゴン車のトランクに荷物をつめて，

ぼくとおとうさんの旅は始まりました。

１人と１匹の旅路の果てに，星に祈った

「ずっと一緒」の願いは叶うのでしょう

か。大切なことに気付かせてくれる犬と

人間の絆の物語です。
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高校生向け ①著書名 ②発行所 ③本体価格 ④請求記号

26 夢幻花

① 東野 圭吾/著

② ＰＨＰ研究所

③ 1,600円

④ 9136ヒ013

27 マチネの終わりに

① 平野 啓一郎/著

② 毎日新聞出版

③ 1,700円

④ 9136ヒ016

28 恋の蛍 山崎富栄と太宰治

① 松本 侑子/著

② 光文社

③ 743円

④ 9136マ009
※ 当館では単行本(2009年出版）を所蔵しています。

29 15歳のテロリスト

① 松村 涼哉/著

② ＫＡＤＯＫＡＷＡ/
メディアワークス文庫

③ 610円

④ 9136マ019

30 461個のおべんとう

① 丸山 智/著

② 朝日新聞出版

③ 650円

④ 9136マ020

過去と現在が繫がっていて，過去の謎

が解ければ，現在の謎も解ける構成にな

っています。禁断の花をめぐり，宿命を

背負った者たちの人間ドラマが交錯する

ミステリーです。全ての謎が解けた後に

再び読んでみるのもお薦めです。

ギタリストの蒔野と，ジャーナリスト

の洋子を描く切ないラブストーリー。愛

し合いながらも，とある出来事からすれ

違い続ける二人は再び巡り会うことがで

きるのか……。二人の悲しくも情熱的な

世界に浸ってほしいと思える一冊です。

太宰治と心中した山崎富栄の生涯を描

いた作品です。時代に翻弄されながらも

太宰への愛を貫いた富栄。彼女の激動の

人生や潔い愛に心を打たれます。

二人の死の真相や，太宰治についても

詳しく知ることができる本です。

「少年犯罪によって家族を失った主人

公の少年が，加害者への復讐を誓う」と

いう，読者の予想するストーリーをこと

ごとく覆していく話です。主人公の本当

の目的を知ったとき，読者に新たな問い

が突きつけられます。

主人公の虹輝とその父のお弁当をとお

した高校３年間の成長物語。虹輝の学生

としての苦労に共感するとともに，親の

気持ちも理解できます。お弁当のありが

たさと親子の形についても考えることの

できる実話をもとにした本です。
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高校生向け ①著書名 ②発行所 ③本体価格 ④請求記号

31 銀河鉄道の夜

① 宮沢 賢治/作
田原 田鶴子/絵

② 偕成社

③ 1,800円

④ 9136ミ000

32 三日間の幸福

① 三秋 縋/著

② ＫＡＤＯＫＡＷＡ/
メディアワークス文庫

③ 570円

④ 9136ミ013

33 愛なき世界

① 三浦 しをん/著

② 中央公論新社

③ 1,600円

④ 9136ミ018

34 出会いなおし

① 森 絵都/著

② 文藝春秋

③ 1,400円

④ 9136モ017

35 父の詫び状

① 向田 邦子/著

② 文藝春秋

③ 630円

④ 9146ム80
※ 当館では単行本(1980年出版）を所蔵しています。

「本当の幸せとは何か」。これは，正

解のない誰も分からない問いであり，本

書において全体を貫くテーマでもありま

す。たくさんの名言，表現力の高さ，造

語による幻想的な世界観で，作家「宮沢

賢治」の感性がひかる一冊です。

「毎日を大切に生きていこう」「失敗

することは悪いことでは無い」と思わせ

てくれる話です。主人公の考えや行動に

共感できる場面も多い一方で,想像を上

回る刺激的なストーリー展開。時が経つ

のも忘れるほどのめりこめる本です。

洋食屋の見習いが一人の植物学者の女

性に恋をする話です。恋にはライバルが

つきものですが，この主人公の恋敵は

「草」なのです。

恋愛小説なのに「愛なき世界」とは？

それは読んでのお楽しみです。

家族やクラスメイトなどとの出会い，

別れ，そして再会をテーマにした六篇の

短編集です。特に「むすびめ」はほろ苦

い思い出のある小学校の同窓会に出席し

て，過去の気がかりを解消していく話で

す。読後，胸が温かくなります。

令和３年は向田邦子没後40年。鹿児島

県にゆかりの作家です。記憶の中に抱い

ている父親の懐かしい姿や息づかい。そ

れをユーモアを交えて見事に描き出し，

「真打ち」と絶賛された，エッセイの最

高峰と言える作品です。
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中学生・高校生向け ①著書名 ②発行所 ③本体価格 ④請求記号

１ あの花が咲く丘で、君とまた出会
えたら。

① 汐見 夏衛/著

② スターツ出版

③ 560円

④ 9136シ016

２ 52ヘルツのクジラたち

① 町田 そのこ/著

② 中央公論新社

③ 1,600円

④ 9136マ020

掲載されている著者で，ほかに推薦があった本

書 名 著者名 発行所 請求記号 対象時期

三匹のおっさん 有川 浩 文藝春秋 9136ｱ009 中学生向け

クジラの彼 有川 浩 角川書店 9136ｱ007 高校生向け

か「」く「」し「」ご「」と「 住野 よる 新潮社 9136ｽ017 高校生向け

容疑者Ｘの献身 東野 圭吾 文藝春秋 9136ﾋ005 高校生向け

虚ろな十字架 東野 圭吾 光文社 9136ﾋ014 高校生向け

県立甲南高等学校 県立鹿児島中央高等学校
県立指宿高等学校 県立山川高等学校
県立枕崎高等学校 県立加世田高等学校
県立吹上高等学校 県立串木野高等学校
県立川内高等学校 県立川内商工高等学校
県立薩摩中央高等学校 県立大口高等学校
県立加治木高等学校 県立加治木工業高等学校
県立福山高等学校 県立曽於高等学校
県立垂水高等学校 指宿市立指宿商業高等学校
鹿屋市立鹿屋女子高等学校

ありがとうございました

親や学校にいらつく毎日を送っていた

中２の百合は，ある日，戦時中の日本に

タイムスリップします。そこで出会った

青年は特攻隊員でした。戦争の辛さ，特

攻隊員と支える人，愛と平和の大切さに

ついて考えさせられる一冊です。

海辺の町に移り住みひっそりと暮らす

貴瑚。あるとき母親から虐待を受けてい

る少年と出会って……。助けを求める孤

独な声は届くのか。重い過去を背負う二

人が，生きる希望を見つけようともがく

お話です。人生の大切なことについて考

えさせられます。
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書　　　　　　　　　　名 著者名 発行所 請求記号 対象時期

魔法使いのハーブティー 有間カオル
アスキー・メディア
ワークス

91ｱ013 中学生から

お面屋たまよし　１ 石川宏千花 講談社 91ｲ012 中学生から

月の影　影の海（上・下） 小野不由美 新潮社 91ｵ012 中学生から

草野心平詩集 草野心平 岩波文庫 91ｸ91 中学生から

妖怪アパートの幽雅な日常　１ 香月日輪 講談社 91ｺ003 中学生から

きみの友だち 重松清 新潮社 91ｼ005 中学生から

八朔の雪　みをつくし料理帖 髙田郁 角川春樹事務所 91ﾀ009 中学生から

時をかける少女 筒井康隆 角川書店 91ﾂ006 中学生から

西の魔女が死んだ 梨木香歩 小学館 91ﾅ96 中学生から

ヒトリコ 額賀澪 小学館 91ﾇ015 中学生から

快晴フライング 古内一絵 ポプラ社 91ﾌ011 中学生から

晴れた日は図書館へいこう 緑川聖司 小峰書店 91ﾐ003 中学生から

名のないシシャ 山田悠介 角川書店 91ﾔ014 中学生から

怪物はささやく
シヴォーン・ダウト原案
パトリック・ネス著
池田真紀子訳

あすなろ書房 93ﾈ011 中学生から

フェッセンデンの宇宙
エドモンド・ハミルトン
著
中村融編訳

河出書房新社 93ﾊ012 中学生から

学年ビリのギャルが１年で偏差値を４０上げて慶
應大学に現役合格した話

坪田信貴 KADOKAWA 3768ﾂ013 高校生から

青い光に魅せられて 赤﨑勇 日本経済新聞出版社 5498ｱ013 高校生から

紙つなげ！彼らが本の紙を造っている 佐々涼子 早川書房 5850ｻ014 高校生から

犬部！ 片野ゆか ポプラ社 6456ｶ010 高校生から

ディズニーハピネスの神様が教えてくれたこと 鎌田洋 SBｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ 6895ｶ015 高校生から

NHKスポーツ大陸３　松坂大輔・金本知憲・田中
将大

NHKスポーツ大陸制作
班

金の星社 7802ｴ010 高校生から

心を整える。 長谷部誠 幻冬舎 7834ﾊ011 高校生から

頂点への道 錦織圭 文藝春秋 7835ﾆ015 高校生から

ランナー あさのあつこ 幻冬舎 9136ｱ007 高校生から

何者 朝井リョウ 新潮社 9136ｱ012 高校生から

命の後で咲いた花 綾崎隼
アスキー・メディア
ワークス

9136ｱ013 高校生から

明日の子供たち 有川浩 幻冬舎 9136ｱ014 高校生から

ようこそ，わが家へ 池井戸潤 小学館 9136ｲ013 高校生から

獣の奏者　１ 上橋菜穂子 講談社 9136ｳ006 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

ツバキ文具店 小川糸 幻冬舎 9136ｵ016 高校生から

心霊探偵八雲　１ 神永学 文芸社 9136ｶ004 高校生から

世界から猫が消えたなら 川村元気 マガジンハウス 9136ｶ012 高校生から

参考：平成30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

余命１０年 小坂流加 文芸社 9136ｺ017 高校生から

一瞬の風になれ　１ 佐藤多佳子 講談社 9136ｻ006 高校生から

和菓子のアン 坂木司 光文社 9136ｻ010 高校生から

小説言の葉の庭 新海誠 KADOKAWA 9136ｼ014 高校生から

か「」く「」し「」ご「」と「 住野よる 新潮社 9136ｽ017 高校生から

思い出のとき修理します　１ 谷瑞恵 集英社 9136ﾀ012 高校生から

麒麟の舌を持つ男 田中経一 幻冬舎 9136ﾀ014 高校生から

タイムリープ 高畑京一郎 メディアワークス 9136ﾀ95 高校生から

優しい死神の飼い方 知念実希人 光文社 9136ﾁ013 高校生から

かがみの孤城 辻村深月 ポプラ社 9136ﾂ017 高校生から

神様のカルテ　１ 夏川草介 小学館 9136ﾅ009 高校生から

ぼくは明日，昨日のきみとデートする 七月隆文 宝島社文庫 9136ﾅ014 高校生から

しゃばけ 畠中恵 新潮社 9136ﾊ001 高校生から

サッカーの神様をさがして はらだみずき 角川書店 9136ﾊ012 高校生から

永遠の０ 百田尚樹 太田出版 9136ﾋ006 高校生から

謎解きはディナーのあとで　１ 東川篤哉 小学館 9136ﾋ010 高校生から

ナミヤ雑貨店の奇蹟 東野圭吾 角川書店 9136ﾋ012 高校生から

劇場 又吉直樹 新潮社 9136ﾏ017 高校生から

銀河鉄道の夜 宮澤賢治 偕成社 9136ﾐ000 高校生から

龍神の雨 道尾秀介 新潮社 9136ﾐ009 高校生から

高校入試 湊かなえ 角川書店 9136ﾐ013 高校生から

三日間の幸福 三秋縋 KADOKAWA 9136ﾐ013 高校生から

羊と鋼の森 宮下奈都 文藝春秋 9136ﾐ015 高校生から

あとは野となれ大和撫子 宮内悠介 角川書店 9136ﾐ017 高校生から

桜風堂ものがたり 村山早紀 PHP研究所 9136ﾑ016 高校生から

こちらの事情 森浩美 双葉社 9136ﾓ007 高校生から

犬から聞いた素敵な話 山口花 東邦出版 9136ﾔ013 高校生から

陰陽師 夢枕獏 文藝春秋 9136ﾕ88 高校生から

人形左七捕物帳傑作選 横溝正史 KADOKAWA 9136ﾖ015 高校生から

いまさら翼といわれても 米澤穂信 角川書店 9136ﾖ016 高校生から

父の詫び状 向田邦子 文藝春秋 9146ﾑ80 高校生から

あっこと僕らが生きた夏 有村千裕 講談社 916ｱ011 高校生から

キミの目が覚めたなら　８年越しの花嫁 中原尚志・麻衣 主婦の友社 916ﾅ015 高校生から

WONDER RJパラシオ作　　　　　　　中井はるの訳ほるぷ出版 933ﾊ015 高校生から
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