
埼玉県立久喜図書館
子ども読書支援センター作成
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埼玉県推奨図書　中学生

推奨年月日 書　　　名 著　者　名 出　版　社
282 アドリブ 佐藤まどか あすなろ書房
281 部長会議はじまります 吉野万理子 朝日学生新聞社
280 愛蔵版　シェーラ姫の冒険（上・下） 村山早紀 童心社
279 思いはいのり、言葉はつばさ まはら三桃 アリス館
278 ゴースト ジェイソン・レノルズ、ないとうふみこ 小峰書店
277 リマ・トゥジュ・リマ・トゥジュ・トゥジュ こまつあやこ 講談社
276 カーネーション・デイ ジョン・デヴィッド・アンダーソン、久保陽子 ほるぷ出版
275 ぼくたちのＰ（パラダイス） にしがきようこ 小学館
274 天地ダイアリー ささきあり フレーベル館
273 レモンの図書室 ジョー・コットリル、杉田七重 小学館
272 八月の光　失われた声に耳をすませて 朽木祥 小学館
271 ファニー１３歳の指揮官 ファニー・ベン＝アミ、ガリラ・ロンフェデル・アミット、伏見操 岩波書店
270 ひかり舞う 中川なをみ ポプラ社
269 かならずお返事書くからね ケイトリン・アリフィレンカ、マーティン・ギャンダ、リズ・ウェルチ、大浦千鶴子 PHP研究所
268 理科準備室のヴィーナス 戸森しるこ 講談社
267 タイムボックス アンドリ・Ｓ．マグナソン、野沢佳織 NHK出版
266 夜間中学へようこそ 山本悦子 岩崎書店
265 青空のかけら Ｓ．Ｅ．デュラント、杉田七重 鈴木出版
264 サッカーなら、どんな障がいも超えられる 江橋よしのり 講談社
263 ぼくとベルさん　友だちは発明王 フィリップ・ロイ、櫛田理絵 PHP研究所
262 テオの「ありがとう」ノート クロディーヌ・ル・グイック＝プリエト、坂田雪子 PHP研究所
261 グッドジョブガールズ 草野たき ポプラ社

260
すぐそこに、カヤネズミ
　身近にくらす野生動物を守る方法

畠佐代子 くもん出版

259 コービーの星 ベン・マイケルセン、代田亜香子 鈴木出版
258 光を失って心が見えた　全盲先生のメッセージ 新井淑則 金の星社
257 風味さんじゅうまる まはら三桃 講談社
256 一人っ子同盟 重松清 新潮社
255 じぶんリセット　つまらない大人にならないために 小山薫堂 河出書房新社
254 夢をあきらめない 田島隆宏 佼成出版社
253 あまねく神竜住まう国 荻原規子 徳間書店
252 わからん薬学事始（全３巻） まはら三桃 講談社
251 明日は海からやってくる 杉本りえ、スカイエマ ポプラ社
250 おどろきのスズメバチ 中村 雅雄 講談社
249 負けないパティシエガール ジョーン・バウアー、灰島かり 小学館
248 天狗ノオト 田中彩子 理論社
247 １５歳の寺子屋　ゴリラは語る 山極寿一 講談社
246 サースキの笛がきこえる エロイーズ・マッグロウ 偕成社
245 大地のランナー ジェイムズ・リオーダン すずき出版
244 レガッタ！　水をつかむ 濱野京子 講談社
243 カントリー・ロード 阪口正博 BL出版
242 鉄は魔法つかい 畠山重篤 小学館
241 アラスカの詩　夢を追う人 星野道夫 新日本出版社
240 サッカーボーイズ15歳　約束のグラウンド はらだみずき 角川書店
239 おれたちの青空 佐川光晴 集英社
238 魔法の泉への道 ルンダ・スー・パーク あすなろ書房
237 ミンティたちの森のかくれ家 キャロル・ライリー・ブリンク 文渓堂
236 ソルハ 帚木蓬生 あかね書房
235 ピーティ ベン・マイケルセン 鈴木出版
234 アラスカの詩　めぐる季節の物語 星野道夫 新日本出版社
233 ジキル博士とハイド氏 ロバート・ルイス・スティーブンソン 小峰書店
232 龍の腹 中川なをみ くもん出版
231 たまごを持つように まはら三桃 講談社
230 命をつなぐ２５０キロメートル　抱きしめてＢＩＷAKO 今関信子 童心社
229 犬たちをおくる日 今西乃子 金の星社
228 ジェイミーと走る夏 エイドリアン・フォゲリン ポプラ社

H28.10.7

H27.10.9

H26.10.1

H25.10.15

H24.10.21

H22.10.22

R2.10.1

R1.10.1

H30.10.1

H29.10.1

H23.10.14
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推奨年月日 書　　　名 著　者　名 出　版　社
227 フュージョン 濱野京子 講談社
226 ビーバー族のしるし エリザベス・ジョージ・スピア あすなろ書房
225 トビー・ロルネス～空に浮かんだ世界 ティモテ・ド・フォンベル 岩崎書店
224 時の扉をくぐり 甲田天 BL出版株式会社
223 職人を生きる 鮫島敦 岩波ジュニア新書
222 ヒトラーのはじめたゲーム アンドレア・ウォーレン あすなろ書房
221 いじめられっ子ノラ 宗田理 PHP研究所
220 幸子の庭 本田明 小峰書店
219 氷石 久保田香里 くもん出版
218 リバウンド エリック・ウォルターズ 福音館書店
217 ギフト アーシュラ　Ｋ．ル＝グウィン 河出書房新社
216 算法少女 遠藤寛子 筑摩書房
215 マリオネット・ディズ 篠原まり ポプラ社
214 ようこそ宇宙の研究室へ 布施哲治 くもん出版
213 めぐりめぐる月 シャロン・クリーチ 偕成社
212 なまくら 吉橋通夫 講談社
211 ナゲキバト　新装改訂版 ラリー・バークダル あすなろ書房
210 その歌声は天にあふれる ジャミラ・ガヴィン 徳間書店
209 きみの友だち 重松清 新潮社
208 アグリーガール ジョイス・キャロル・オーツ 理論社
207 夜のパパ マリア・グリーぺ ブッキング
206 エリコの丘から Ｅ．Ｌ．カニングズバーグ 岩波書店
205 武器では地球を救えない 和田登 文溪堂
204 ヒットラーのむすめ ジャッキー・フレンチ 鈴木出版
203 サンバードのくる窓 タマル・ベルグマン 冨山房インターナショナル

202 わが家 大谷美和子 くもん出版
201 ドーム郡ものがたり 芝田勝茂 小峰書店
200 ホリス・ウッズの絵 パトリシア・ライリー・ギフ さ・え・ら書房
199 みんなのこえが聴こえる アツキヨ　 講談社
198 ぼくの学校は駅の10番ホーム 今西乃子 旺文社
197 きれいな絵なんかなかった アニタ・ローベル ポプラ社
196 ノリー・ライアンの歌 パトリシア・ライリー・ギフ さ・え・ら書房
195 シキュロスの剣 泉啓子 童心社
194 影の王 スーザン・クーパー 偕成社
193 国境を越えて ウィリアム・カプラン、シェリー・タナカ BL出版
192 The　Wreckers呪われた航海 イアン・ローレンス 理論社
191 １３歳の沈黙 カニグズバーグ 岩波書店
190 えんの松原 伊藤遊 福音館書店
189 バッテリー４ あさのあつこ 教育画劇
188 バッテリー３ あさのあつこ 教育画劇
187 生命の炎は高く マーク・シュライバー 偕成社
186 エンデュアランス号大漂流 エリザベス・コーディー・キメル あすなろ書房
185 十一月の扉 高楼方子 リブリオ出版
184 風をつむぐ少年 ポール・フライシュマン あすなろ書房
183 正義をもとめて スティーヴン・Ａ．チン 小峰書店
182 ルールをやぶれ！ サンドラ・グローバー 星の環会
181 カレジの決断 アイビーン・ワイマン 偕成社
180 夢魂の歌声 藤嶋美路 ショパン
179 ぞうのミミカキ まどみちお 理論社
178 あの木あの花ゆめの種子 神沢利子 フレーベル館
177 ぼくは黄金の国へ渡った ロレンス・イェップ 徳間書店
176 映画誕生物語 内藤研 小峰書店
175 みちるのアメリカ留学記 ショート・みちる 小峰書店
174 ミイラになったブタ スーザン・Ｅ．クインラン さ・え・ら書房
173 カラフル 森絵都 理論社
172 タンギー ミシェル・デル・カスティーヨ 徳間書店
171 ナゲキバト ラリー・バークダル あすなろ書房
170 バッテリー２ あさのあつこ 教育画劇
169 空白の日記 ケーテ・レヒアイス 福音館書店
168 象と二人の大脱走 ジリアン・クロス 評論社

H19.10.12

H14.10.18

H18.10.13

H17.10.14

H11.10.12

H10.10.9

H13.10.19

H15.10.14

H12.10.13

H20.10.1

H21.10.1

H16.10.15
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推奨年月日 書　　　名 著　者　名 出　版　社
167 小川は川へ、川は海へ スコット・オデール 小峰書店
166 ことばの探検１ 吉田智行 アリス館
165 乱世山城国伝 後藤竜二 新日本出版社
164 ワトソン一家に天使がやってくるとき クリストファー・ポール・カーティス くもん出版
163 記念写真 長原啓子 ポプラ社
162 父がしたこと ニール・シャスターマン くもん出版
161 さて、ぼくは？ モニカ・フェート さ・え・ら書房
160 冬のデナリ 西前　四郎 福音館書店
159 陽気なタイランド 森下ヒバリ 理論社
158 銀色の日々 次良丸忍 小峰書店
157 非・バランス 魚住直子 講談社
156 ナガサキに翔ぶ 山脇あさ子 新日本出版社
155 そして今日も川は流れる 生源寺美子　　藤本四郎 ポプラ社
154 人里の自然 芹沢　俊介 保育社
153 ヒース咲く丘のホスピスから レナーテ・ヴェルシュ さ・え・ら書房
152 地と潮の王 末吉　暁子 講談社
151 馬を洗って… 加藤　多一　　池田　良二 童心社
150 何てったって、虫が好き！ 澤口　たまみ 大日本図書
149 フリーク・ザ・マイティ ロッドマン・フィルブリック 講談社
148 戦争ゲーム マイケル・フォアマン あすなろ書房
147 時の石 那須　正幹 文渓堂
146 ラクソーとニムの家ねずみ ジェイン・レズレー・コンリー 冨山房
145 焼け跡に風が吹く 山福　康政 福音館書店
144 フリー・スクール オットー・シュタイガー リブリオ出版
143 おっ父ったんが行く 荻内　勝之 福音館書店
142 ディア・ファーザー 八束　澄子 PHP研究所
141 ひとりぼっちの不時着 ゲイリー・ポールセン くもん出版
140 萌えろ！ガジュマル 久手堅　憲俊 偕成社
139 明日がいっぱい集まったなら… ごとう　和 秋田書店
138 ライヤンツーリーのうた　小説・北の逃亡者 たかし　よいち 理論社
137 ミッドナイト　ブルー ポーリン・フィスク ほるぷ出版
136 氷河ねずみの毛皮 宮沢　賢治　　木内　達朗 冨山房
135 ゆびぬき小路の秘密 小風　さち 福音館書店
134 イリリアの冒険　ベスパー・ホリー物語１ ロイド・アリグザンダー 評論社
133 光る夏　－　たつひこ マオ　アキラ 童心社
132 妖怪バンシーの本 アン・ファイン 講談社
131 これは王国のかぎ 萩原　規子 理論社
130 半分のふるさと－私が日本にいたときのこと イ　サンクム 福音館書店
129 そらから恐竜がおちてきた ひろた　みを 講談社
128 ママが死んだ ジャック・ファンスタン くもん出版
127 チャップリン パム・ブラウン 偕成社
126 ぼくたちは国境の森でであった ダリア・Ｂ・コーヘン 佑学社
125 赤毛のゾラ クルト・ヘルト 福武書店
124 はしけのアナグマ ジャニ・ハウカー 評論社
123 星はうつり雲は流れても 山下　文男 童心社
122 あんパン少年記 田中　信彦 大日本図書
121 ふたりの愛子 堀内　純子 小峰書店
120 森に消える道 ブロック・コール 福武書店
119 七大陸最高峰に立って 田部井　淳子 小学館
118 沖縄少年漂流記 谷　真介 金の星社
117 おじいちゃんの休暇 イヴォン・モーフレ 偕成社
116 八月の金貨 山中　恒 あかね書房
115 カモメの家 山下　明生 理論社
114 星空のシグナル 横山　充男 文研出版
113 スウェーデンの王様 那須田　淳 講談社
112 ぼくたちの宝島 Ｃ・アドラー 金の星社
111 少年の目 黒薮　次男 新日本出版社
110 ラッキー・ドラゴン号の航海 ジャック・ベネット 福武書店
109 砂の妖精 Ｅ・ネズビット 福音館書店
108 おやすみなさいトムさん ミシェル・マゴリアン 評論社
107 ニューヨークのネズミ１０万ドル大作戦 Ｔ・シードラー 金の星社
106 月の巫女 浜たかや 偕成社

H8.10.15

H7.4.3

H5.10.1

H4.10.1

H4.4.1

H8.4.26

H10.4.21

H6.4.1

H9.4.25

H6.10.3

H5.4.1

H7.10.2

H9.10.1
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推奨年月日 書　　　名 著　者　名 出　版　社
105 嵐、海原をかける 森下研　 小峰書店
104 地球のおへそはどこにある 今関信子 童心社
103 ある１５歳の死 陳丹燕 福武書店
102 テオの家出 ペーター・ヘルトリング 文研出版
101 グッバイバルチモア 那須田淳 理論社
100 ブラックスター スコット・オデール あかね書房
99 盲導犬フロックスの思い出 福沢美和 偕成社
98 ふるさとは、夏 芝田勝成 福音館書店
97 ゆびぬきの夏 エリザベス・ペンライト 福武書店
96 残されたもの 篠輝久 リブリオ出版
95 ムがいっぱい やままとくみこ 農山漁村文化協会
94 ちょっと、がむしゃら人生 青野輝子 評論社
93 アコンガクア山頂の嵐 チボル・セケリ 福音館書店
92 まみのリラックス倶楽部 中平まみ フレーベル館
91 マリヤムの秘密の小箱 泉久恵 旺文社
90 ぼくの中のぼく メアリー・ホワイト 評論社
89 少年トトイとアザラシ Ｇ．パドアン 金の星社
88 桂子は風のなかで 宮川ひろ 岩崎書店
87 ケティのはるかな旅 レベッカ・コーディル 富山房
86 ぼくが恐竜だったころ 三田村信行 ほるぷ出版
85 胡桃のギター 武川みづえ 童心社
84 猿島の七日間 彦一彦 福武書店
83 いま地球がたいへんだ 石弘之 草土文化
82 大平原にかける夢 ウォルター・Ｄ．エドモンズ 福武書店
81 夕やけ色のさようなら 椋鳩十 理論社
80 王様の心を持った少年 Ｓ．テーグ 金の星社
79 ピースボートの夏 奥田継夫 ほるぷ出版
78 ムーチョン兵衛山に帰る 甲斐芳子 平凡社
77 空色勾玉 萩原規子 福武書店
76 夏の日はまたくる マリリン・サックス 大日本図書
75 監獄島の少年 ルース・パーク 国土社
74 不良とよばれたベン ヤン・デ・ツァンガー 金の星社
73 かあさんの山 井川沙代 けやき書房
72 泥棒をつかまえろ！ オットー・シュタイガー 佑学社
71 弟を地に埋めて ロバート・スウィンデルズ 福武書店
70 孤島の冒険 ニコラーイ・ヴヌーコフ 童心社
69 火ははたらく 大竹三郎 大日本図書
68 飛べない野鳥 佐々木一弘 ポプラ社
67 シーラスと四頭立ての馬車 セシル・ボトカー 評論社
66 はるかなり 吉田比砂子 小学館
65 ぼく、哀れみなんかいらないよ ロバート・バースク 偕成社
64 月女と星丸 浜野卓也 旺文社
63 ゆきと弥助 角田雅子 岩崎書店
62 リングライズリングセット モニカ・ヒューズ 佑学社
61 わすれられた命の詩 谺雄二 ポプラ社
60 消えた一日 Ｔ．ハウゲン 文研出版
59 木は生きかえった 大川悦生 新日本出版社
58 愛といのちの日記 早乙女勝元 小学館
57 アオカビが人類をすくった フランシーン・ジェーコブズ さ・え・ら書房
56 チポリの国の物語 まつだのりよし 国土社
55 ルビー色の旅 堀内純子 講談社
54 りんごとバイオリン 今西祐行 講談社
53 飢えに苦しむアフリカ ロイド・ティンバーレーク 佑学社
52 我利馬の船出 灰谷健次郎 理論社
51 深海６０００メートルの謎にいどむ 小林和男 ポプラ社
50 とうちゃんと 工藤直子 筑摩書房
49 拝啓、心の先生 Ｈ．クレスウェル 金の星社
48 戦争の冬 ヤン・テルラウ 岩崎書店
47 希う母のまなざし 島田祐子 フレーベル館
46 折り鶴の子どもたち 那須正幹 PHP研究所
45 馬のゴン太の背にゆられ…やったぜ！日本縦断２６００キロ 島崎保久 小学館
44 あなたの心の光をください 岩村昇 佼成出版社
43 ペンテコストの冒険 Ｗ．コーベット 金の星社
42 あっ子の日記 植木亜紀子、植木誠 教研学習社
41 太陽の牙 浜たかや 偕成社
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埼玉県立久喜図書館
子ども読書支援センター作成

2020.12.１更新

推奨年月日 書　　　名 著　者　名 出　版　社
40 東京石器人戦争 さねとうあきら 理論社
39 ソックス ベバリー・クリアリー 文研出版
38 アンナとその楽団 ジョゼフ・ジョッホ 文化出版局
37 少年と川 アンリ・ボスコ 福音館書店
36 ピンケロ大戦争 松山善三、すずのとし PHP研究所
35 死のかげの谷間 ロバート・Ｃ．オブライエン 評論社
34 道具をつかう 大竹三郎 大日本図書
33 僕の丸太小屋人生 遠藤ケイ 講談社
32 少年と海 田代しゅうじ けやき書房
31 若き鷹たち 大木一夫 岩崎書店
30 海辺の町から 佐藤州男 理論社
29 冬を旅する少女 中島信子 ポプラ社
28 まけるなピンケロ 松山善三、すずのとし PHP研究所
27 サルたちのおくりもの ウィルソン・ラウルズ 評論社
26 仕事 子どものしあわせ編集部 草土文化
25 八月の少女たち 大野允子 新日本出版社
24 朝子の出発 征矢清 小峰書店
23 食べものの発明発見物語 遠藤一夫 国土社
22 ガラスの家族 キャサリン・パターソン 偕成社
21 望郷の島を駆ける馬 新開ゆり子 ほるぷ出版
20 杉浦明平が語る今昔物語 杉原明平 平凡社
19 死の海をゆく 長谷川潮 文研出版
18 とびだせピンケロ 松山善三、すずのとし PHP研究所
17 クリスティーナの誘拐 ジョーン・ラウリー・ニクソン 評論社
16 母と子でみるアンネ・フランク 早乙女勝元 草土文化
15 人生負けても勝っても 北出清五郎 小学館
14 与謝野晶子 生源寺美子 さ・え・ら書房
13 ツグミたちの荒野 遠藤公男 講談社
12 高きホタル座へ 香川茂 金の星社
11 さようならはいわない イワノフ 岩崎書店
10 狼森ののろい メアリー・スチュアート 佑学社
9 ぼくはへそまがり なだいなだ ポプラ社
8 春の迷路 宮下和男 ほるぷ出版
7 わが家の野生動物記 中村道也 大日本図書
6 白いパン 日比茂樹 小学館
5 人類の長い旅 キム・マーシャル さ・え・ら書房
4 いい虫わるい虫 奥井一満 国土社
3 イヌワシと少年 遠藤公男 偕成社
2 北極海の奇怪島 ボスコボイニコフ 旺文社
1 あの空をとべたら 椎名龍治 岩崎書店
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