
埼玉県立久喜図書館
子ども読書支援センター作成

2023.3.10更新

埼玉県推奨図書　高校生・青年

推奨年月日 書　　　名 著　者　名 出　版　社
268 世界でいちばん幸せな男 エディ・ジェイク、金原瑞人 河出書房新社
267 やさしい猫 中島京子 中央公論新社
266 ペイント イ・ヒヨン、小山内園子 イースト・プレス
265 空にピース 藤岡陽子 幻冬舎
264 エレジーは流れない 三浦しをん 双葉社
263 ヨンケイ！！ 天沢夏月 ポプラ社
262 夜明けのすべて 瀬尾まいこ 水鈴社
261 サキの忘れ物 津村記久子 新潮社
260 オン・ザ・カム・アップ　いま、這いあがるとき アンジー・トーマス、服部理佳 岩崎書店
259 朝焼けにファンファーレ 織守きょうや 新潮社
258 目を見て話せない 似鳥鶏 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
257 わたしの良い子 寺地はるな 中央公論新社
256 美しき愚かものたちのタブロー 原田マハ 文藝春秋
255 タスキメシ－箱根－ 額賀澪 小学館
254 すべては救済のために　デニ・ムクウェゲ自伝 デニ・ムクウェゲ、ベッティル・オーケルンド、加藤かおり あすなろ書房
253 蕎麦、食べていけ！ 江上剛 光文社
252 ショコラティエ 藤野恵美 光文社
251 ある子ども ロイス・ローリー、島津やよい 新評論
250 風に恋う 額賀澪 文藝春秋
249 世界に一軒だけのパン屋 野地秩嘉 小学館
248 本を守ろうとする猫の話 夏川草介 小学館
247 南風吹く 森谷明子 光文社
246 僕のジロ・デ・イタリア 山本元喜 東京書籍
245 淳子のてっぺん 唯川恵 幻冬舎
244 雲上雲下 朝井まかて 徳間書店
243 翻訳できない世界のことば エラ・フランシス・サンダース、前田まゆみ 創元社
242 透明な力を　災後の子どもたち 河北新報社 東京書籍
241 花が咲くとき 乾ルカ 祥伝社
240 あしたの君へ 柚月裕子 文藝春秋
239 本バスめぐりん。 大崎梢 東京創元社
238 大村智物語　ノーベル賞への歩み 馬場錬成 中央公論社
237 日曜日のハローワーク 小田豊二 東京書籍
236 恋したひとは車いす 酒井明子 徳間書店
235 その姿の消し方 堀江敏幸 新潮社
234 Ｔｈｅ　Modern　モダン 原田マハ 文芸春秋
233 紙つなげ！　彼らが本の紙を造っている 佐々涼子 早川書房
232 本屋さんのダイアナ 柚木麻子 新潮社
231 「自分」の壁 養老孟司 新潮社
230 明日の子どもたち 有川浩 幻冬舎
229 跳びはねる思考　会話のできない自閉症の僕が考えていること 東田直樹 イースト・プレス
228 やわらかな生命 福岡伸一 文藝春秋
227 自分を愛する力 乙武洋匡 講談社
226 NHK「COOL JAPAN」 かっこいいニッポン再発見 堤和彦 NHK出版
225 心 姜尚中 集英社
224 島はぼくらと 辻村深月、五十嵐大介 講談社
223 賢者ナータンと子どもたち ミリヤム・プレスラー 岩波書店
222 北斗　ある殺人者の回心 石田衣良 集英社
221 生きるぼくら 原田マハ 徳間書店
220 山中伸弥先生に、人生とｉＰＳ細胞について聞いてみた 山中伸弥　緑慎也 講談社
219 一途一心、命をつなぐ 天野　篤 飛鳥新社
218 ハティのはてしない空 カービー・ラーソン 鈴木出版
217 心を整える。 長谷部　誠 幻冬舎
216 ピエタ 大島真寿美 ポプラ社
215 明日のマーチ 石田衣良 新潮社
214 H23.12.16 セカンドチャンス！ 特定非営利活動法人セカンドチャンス！ 新科学出版社
213 世界で一番美しい元素図鑑 セオドア・グレイ 創元社
212 魂の流木 マイケル・S・コヤマ 西村書店
211 つばさものがたり 雫井脩介 小学館

R3.10.1

H28.10.7

H27.10.9

H25.10.15

H24.10.12

H23.10.14

R4.10.1

R2.10.1

R1.10.1

H30.10.1

H29.10.1

H26.10.1
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推奨年月日 書　　　名 著　者　名 出　版　社
210 尼子十勇士伝　赤い旋風篇 後藤竜二 新日本出版社
209 四十九日のレシピ 伊吹有喜 ポプラ社
208 神様のカルテ 夏川草介 小学館
207 草原の風の詩 佐和みずえ 西村出版
206 ミムス　宮廷道化師 リリタール 小峰出版
205 フリーター、家を買う 有川浩 幻冬舎

H23.10.14

H22.10.22
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推奨年月日 書　　　名 著　者　名 出　版　社
204 明日もまた生きていこう 横山友美佳 マガジンハウス
203 三匹のおっさん 有川　浩 文藝春秋
202 カランパ！　アマゾン奥地へ向かう 高野　潤 理論社
201 チーム 堂場瞬一 実業之日本社
200 アントン　―命の重さ― エリザベート・ツェラー 主婦の友社
199 バディ　―たいせつな相棒― V・M・ジョーンズ PHP研究所
198 シェイクスピアの人間学 小田島　雄志 新日本出版社
197 「ぼくの父さんは、自殺した。」　―その一言を語れる今― 今西乃子 そうえん社
196 カラスはなぜ東京が好きなのか 松田道生 平凡社
195 ファンタジーのＤＮＡ 荻原規子 理論社
194 奇才ヘンリー・シュガーの物語 ロアルド・ダール 評論社
193 ラスト・ドッグ ダニエル・アーランハフト ほるぷ出版
192 錬金術 マーガレット・マーヒー 岩波書店
191 リトル・ソルジャー バーナード・アシュリー ポプラ社
190 ミエナイ彼女ト、ミエナイ僕 アンドリュー・クレメンツ 求龍堂
189 ジョナさん 片川優子 講談社
188 禁じられた約束 ロバート・ウェストール 徳間書店
187 メープルヒルの奇跡 ヴァージニア・ソレンセン ほるぷ出版
186 ミルクウイード ジェリー・スピネッリ 理論社
185 小さな命からの伝言 アグネス・チャン 新日本出版社
184 岸辺のふたり マイケル・ドュドク・ドゥ・ヴィット くもん出版
183 ペーターという名のオオカミ 那須田淳　　 小峰書店
182 ウィニング・パス 広鰭恵利子 汐文社
181 洵作の森 田中章義 ひくまの出版
180 ニコルの塔 小森香折 ＢＬ出版
179 猫の名前 草野たき 講談社
178 ヘスースとフランシスコ 長倉洋海　 福音館書店
177 望郷の海 徳永健生 リブリオ出版
176 もうひとりの息子 ドリット・オルガッド さ・え・ら書房
175 まだ１７歳だけど、人生って面白いと思う 岩渕大起 ポプラ社
174 砂漠の物語 郭雪波 福音館書店
173 虫屋の虫めがね 田川研 偕成社
172 勝海舟 古川薫 小峰書店
171 スターガール ジェリー・スピネッリ 理論社
170 奇跡の人・塙保己一　 堺正一　 埼玉新聞社
169 心が空を駆ける 米沢富美子 新日本出版社
168 ケルトの白馬 ローズマリー・サトクリフ ほるぷ出版
167 盲導犬・４０年の旅 河相洌 偕成社
166 それでも日本人になった理由 武永賢 ポプラ社
165 サラの旅路  　　　　　　　　　　　 ウォルター・ディーン・マイヤーズ 小峰書店
164 すみれの花の砂糖づけ 江國香織 理論社
163 ジャングルで学んだこと 山極寿一 フレーベル館
162 穴 ルイス・サッカー 講談社
161 ソフィアの白いばら 八百板洋子 福音館書店
160 太陽系を翔ける 小森長生 新日本出版社
159 メンデル散策 中沢信午 新日本出版社
158 赤い鳥を追って シャロン・クリーチ 講談社
157 子どもたちの戦争 マリア・オーセイミ 講談社
156 すいがらとバラと ヴィヴェッカ・レルン 偕成社
155 そして名前だけが残った アレックス・Ｗ．ビーラー あすなろ書房
154 孤独なひまわり 田代裕 あすなろ書房
153 訪問者 ロザリンド・カーヴェン 文溪堂
152 魔法の輪 スザンナ・タマーロ あすなろ書房
151 龍平への手紙 川田龍平 草土文化
150 マザー・テレサ愛と祈りのことば ホセ・ルイス・ゴンザレス・バラド ＰＨＰ研究所
149 わたしはトメ、１９歳 中田光彦 リブリオ出版
148 歌が世界を動かした！ 北村得夫 星の環会
147 ヴァン・ゴッホ・カフェ シンシア・ライラント 偕成社
146 ヘラジカの森で メアリ・カサノヴァ 文渓堂

H10.4.21

H13.10.19

H20.10.1

H11.10.9

H17.10.14

H14.10.18

H9.10.1

H15.10.14

H19.10.12

H16.10.15

H21.10.1

H18.10.13

H12.10.3
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推奨年月日 書　　　名 著　者　名 出　版　社
145 塙保己一の生涯 花井泰子 柏プラーノ
144 溺愛 鈴木宣之 小学館
143 十五歳の遺書　アリスの愛と死の日記 アリス・Ｄ． 講談社
142 くよくよしないで、笑っちゃえ！ 倉橋燿子 ポプラ社
141 シロクマたちのダンス ウルフ・スタルク 偕成社
140 科学する楽しさ 米沢富美子 新日本出版社
139 われら高原家族 ジュルミ・エンジェル フレーベル館
138 ラパスの青い空 下村泰子 福音館書店
137 お父さんの技術が日本を作った！ 茂木宏子 小学館
136 青い緑の星 桃井和馬 講談社
135 こどもたちよ！ 高田宏　いわさきちひろ 童心社
134 少女と風船爆弾 日台愛子　太田大八 理論社
133 アラスカ　光と風 星野道夫 福音館書店
132 本　森に帰る１本の力で町づくり 吉津耕一　　 農山漁村文化協会
131 おきなわ土の宿物語 木村浩子 小学館
130 龍平の未来　エイズと闘う１９歳 広河隆一　川田悦子 講談社
129 帰らなかった日本兵 長洋弘 朝日新聞社
128 なぜ戦争はおわらないのか 小林豊 ポプラ社
127 人間家族 エドワード・スタイケン 冨山房
126 慈母そして鬼女 水谷章三　松谷みよ子 童心社
125 やわらかな記号 小川みなみ 講談社
124 にほんご　にこにこ まど・みちお 理論社
123 若者たちの戦場 ドロシー・マツオ ほるぷ出版
122 人権を考える旅 荒巻裕 ポプラ社
121 喜びのおとずれ Ｃ・Ｓ・ルイス 冨山房
120 ケイティの夏 エリザベス・バーグ ベネッセコーポレーション

119 大地の川 関正和 草思社
118 ドーミエの風刺世界 石子順 新日本出版社
117 高安犬物語/爪王 戸川幸夫 小学館
116 ワーキング・ガール キャサリン・パターソン 偕成社
115 さまざまな時間を旅する 細谷暁夫 あすなろ書房
114 犬さんがくる！ クリスティーネ・ネストリンガー ほるぷ出版
113 １０代が「法」とであうとき　わたしたちの法律問題 渥美雅子 ポプラ社
112 星のふる夜に 千住博 冨山房
111 夢破れる国日本　あなたの隣人はいま… 唐濤　高橋健　佐藤美穂子 農山漁村文化協会
110 ホーキング　宇宙論のスーパー・ヒーロー キティ・ファーガスン 偕成社
109 先生志願 奥田継夫 岩崎書店
108 生きるヒント 五木寛之 文化出版局
107 片隅の人たち 常盤新平 福武書店
106 江戸空間 石川英輔 評論社
105 さまざまな出発 ゲイリー・ポールセン くもん出版
104 テレジンの小さな画家たち 野村路子 偕成社
103 わが青春の谷津干潟 本田カヨ子 ろん書房
102 風人たちの夏　－　ある国際協力の記録 瀧井宏臣 八月書館
101 月光の夏 毛利恒之 汐文社
100 遺伝子が語る君たちの祖先 長谷川政美 あすなろ書房
99 白鳥の父　鬼のじょんごろ伝 鎌奥哲男 朝日新聞社
98 見習い物語 レオン・ガーフィールド 福武書店
97 越後三面山人記 田口洋美 農山漁村文化協会
96 速さのちがう時計 星野富弘 偕成社
95 カメラは私の武器だった 暮尾淳 ほるぷ出版
94 タバコってなんだろう 北沢京子 岩崎書店
93 海にねむる資源が地球を救う 高橋正征 あすなろ書房
92 原爆の火の長い旅 山口勇子 新日本出版社
91 いのちを描く 田島征三 童心社
90 食の歴史 黒田弘行 農山漁村文化協会
89 茶わんの湯 寺田寅彦 国土社
88 メルヒェン Ｊ・Ｗ・Ｖ・ゲーテ　 あすなろ書房
87 動物としてのヒトを見つめる 島田彰夫 農山漁村文化協会
86 夜の子どもたち 芝田勝茂 福音館書店

H6.10.3

H9.4.25

H6.4.1

H4.10.1

H4.4.1

H7.4.3

H3.10.1

H5.4.1

H5.10.1

H7.10.2

H8.4.26

H8.10.15
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推奨年月日 書　　　名 著　者　名 出　版　社
85 夕陽よとまれ　レーサーを夢みて逝った少年 今泉雅規＋隆夫 理論社

H3.10.1
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推奨年月日 書　　　名 著　者　名 出　版　社
84 飛天の夢 長尾三郎 朝日新聞社
83 自伝のこぎり一代（上・下） 吉川金次 農山漁村文化協会
82 ゼバスチアンからの電話 イリーナ・コルシュノフ 福武書店
81 貴惠のニューイングランド物語 中井貴惠 文化出版局
80 アルメニアの少女 デーヴィッド・ケルディアン 評論社
79 図説生物と生命 ドナルド・Ｍ．シルバー ほるぷ出版
78 平和にたいする罪 鈴木亮、吉村徳蔵 大平出版社
77 ブランコの少女（上・下） リチャード・アダムズ 評論社
76 関西弁の数学噺 森毅 福武書店
75 砂漠は生きていた 高田勝 福音館書店
74 マデックの罠 ロブ・ホワイト 評論社
73 ネルソン・マンデラ メアリー・ベンソン 新日本出版社
72 教師宮澤賢治のしごと 畑山博 小学館
71 若いあなたへ！ 千葉敦子 偕成社
70 絵画記録パレスチナの子どもたち 日本パレスチナ医療協会 ほるぷ出版
69 アジア特電１９３７～１９８５ ロベール・ギラン 平凡社
68 詞集たいまつ３ むのたけじ 評論社
67 自分のなかに歴史をよむ 阿部謹也 筑摩書房
66 中国名言の知恵 窪島一系 佼成出版社
65 愛する人へ　詩集 門倉詇 けやき書房
64 ポリネシアン・トライアングル ミロスラフ・スティングル 佑学社
63 原爆棄民 伊藤孝司 ほるぷ出版
62 医学の足跡 平澤興 誠文堂新光社
61 冒険 植村直己 旺文社
60 ライオンのラフカディオ シェル・シルヴァスタイン 佑学社
59 この心さわぐ冒険、愛 奥田継夫 ほるぷ出版
58 原人の恋 小檜山博 文化出版局
57 狩をするエイラ（上・中・下） ジーン・アウル 評論社
56 十六歳のギリシア巡礼記 二田原阿里沙 筑摩書房
55 謎のファラオツタンカーメン フィリップ・ファンデンベルク 佑学社
54 ひとむれ　第５集 谷昌恒 評論社
53 ピカソ 大島博光 新日本出版社
52 ママの目をあげたい 長谷枝美子 小学館
51 図説日本民俗誌埼玉 内田賢作 岩崎美術社
50 冒険野郎世界をすべる 三浦雄一郎 ポプラ社
49 生きもののしくみ 中村桂子 ほるぷ出版
48 最後のガキ大将 はらたいら フレーベル館
47 海峡を超えて・イルボンと朝鮮 波多野淑子 評論社
46 若いいのちの旅 鶴見正夫 童心社
45 教養のための日本史入門 加藤文三 新日本出版社
44 鋳物の文化史 石野享 小峰書店
43 ライスカレー 倉本聰 理論社
42 古代ギリシア Ｅ．ナック、Ｗ．ヴェークナー 佑学社
41 ひとりぼっちの思春期 萩原葉子 ポプラ社
40 女のくせに 江刺昭子 文化出版局
39 親と先生にないしょの話　その１ フレーベル館／編 フレーベル館
38 ドーバー海峡泳いじゃった！ 大貫映子 新日本出版社
37 片翼だけの青春 生島治郎 集英社
36 ゆめの宝石箱 栗田明子 国土社
35 牧歌 今江祥智 理論社
34 私の花鳥賦 加藤幸子 文化出版局
33 恋をするエイラ（上・中・下） ジーン・アウル 評論社
32 広島第二県女二年西組 関千枝子 筑摩書房
31 男が１０代にやっておくこと 鈴木健二 大和出版
30 フレンドシップ物語 小山内美江子 集英社
29 アメリカ風だより 千野境子 国土社
28 学問への憧憬 竹内均 佼成出版社

S63.10.1

H1.4.1

H2.4.2

H2.10.1

S61.4.1

S61.10.1

S62.4.1

S62.10.1

S63.4.1

H1.10.1
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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

2023.3.10更新

推奨年月日 書　　　名 著　者　名 出　版　社
27 文学で歩くふるさと 関田史郎 さきたま出版会
26 フアーブル植物記 Ｊ．－Ｈ．ファーブル 平凡社
25 跳べ、青春 川島民親 筑摩書房
24 ヒロシマの空 立原えりか 大平出版社
23 高校生の進路 田代三良 新日本出版社
22 菩提樹の丘 草鹿宏 集英社
21 ひかり輝く季節に 石浜みかる 国土社
20 人はなぜ強くなければならないか 松尾雄治 講談社
19 二足のわらじをはいた猫 江戸家猫八 ポプラ社
18 人間これでいいのかな 関口宏 フレーベル館
17 オモニの歌 岩井好子 筑摩書房
16 青春の色は何色か 高田求 新日本出版社
15 最後の子どもたち グードルン・パウゼヴァング 小学館
14 青雲の軸 陳舜臣 集英社
13 ひとすじの道　第１部 丸岡秀子 偕成社
12 アメリカン・ハイスクール・ライフ 小野啓子 旺文社
11 職人衆昔ばなし 斎藤隆介 岩崎書店
10 中国五千年（上・下） 陳舜臣 平凡社
9 いま、島で 灰谷健次郎 文化出版局
8 技術の社会学 加藤秀俊 PHP研究所
7 大地の子エイラ（上・中・下） ジーン・アウル 評論社
6 少年少女脳と心の科学 加藤秀 童心社
5 ぼくが世の中に学んだこと 鎌田慧 筑摩書房
4 君たちは人間だ 真下信一 新日本出版社
3 シオンの花の恋物語 永畑道子 国土社
2 心を燃やそう 鈴木健二 講談社
1 銀河の旅人 堀尾青史 岩崎書店
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