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　学校での居場所をなくし、学校に行けなくなったこころ。
家に閉じこもっていたある日、突然部屋の鏡が光始めた。鏡
をくぐりぬけた先には、こころと同じ中学生が７人集められ
ていた。

辻村深月／著
　ポプラ社かがみの孤城

　哲学者である著者が、14歳に向けてどう考えどう生きるか
を問う哲学書。
「友愛」「個性」「戦争」「幸福」などの16の章からなって
いるので、気になるところから読んでいってもいい。著者曰
く、「受験の役には立たないが、人生の役に立つ本」。

池田晶子／著
　毎日新聞社14歳の君へ

　1914年南極大陸横断を目標に出発したシャクルトン率いるエ
ンデュアランス号の28名。しかし、凍った海に行く手はさえぎら
れ、ついには沈没し、南極大陸で遭難してしまう。外界と連絡を
とる手段がいっさいないなか、１年半後彼らは一人残らず生還し
た。
極寒の地南極で、闘いぬいた男たちの物語です。

ジェニファー・アームストロング／著
　灰島かり／訳　評論社そして、奇跡は起こった！

おもしろいこと、保証します。7人はなぜ集められたのか？　

予想を超える展開と結末！！

 

 

 

 

 

 

　16 歳の見習い騎士ティウリは、礼拝堂で仲間たちと騎士に
なるための最後の試練を受けていた。朝になるまで眠らずに
話さず、外からの声にも耳をかたむけないで一晩を過ごすの
だ。しかし「ドアを開けよ」という切羽詰まった見知らぬ男
からの声に、ティウリはドアを開けてしまう。その男から重
要な手紙を託されたティウリは、規則を破り手紙を胸に夜の
闇に出ていくがその行く手には様々な陰謀が待っていた。

星野道夫／著
　新日本出版社

王への手紙　上・下

 

　選挙で勝利を収めた<健全健康党>は、なんとチョコレートを
禁止する法律を発令した。チョコレートを製造してはいけない
し、売買してもいけない。そしてもちろん食べてはいけないの
だ。チョコレートが大好きな少年ハントリーとスマッジャー
は、このおかしな法律に戦いを挑むことにした。チョコレート
の密造を始めた二人の少年の痛快な物語。

アレックス・シアラー／著
金原瑞人／訳　求龍堂チョコレート・アンダーグラウンド

　ある日見つけた一冊のアラスカの写真集。その中のエスキ
モーの村に惹かれた著者は、その村に手紙を出します。「い
つでも来なさい」という返事がきて、１９歳の夏をこの村で
過ごします。アラスカに魅せられた著者の「アラスカの詩」
３部作の１冊です。他に『めぐる季節の物語』『極北に生き
る人びと』があります。

トンケ・ドラフト／作・さし絵
西村由美／訳　岩波書店

アラスカの詩　夢を追う人
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　足の不自由な恵美ちゃんと、病気がちな由香ちゃんは、あ
る事件がきっかけで、クラスの「みんな」と付き合わなくなっ
た。「みんな」が言う「友だち」ってなんだろう。
「みんな」ではないひとりひとりの「友だち」の物語。

重松清／著
　新潮社きみの友だち

　レオは軽音楽部ではメインボーカルをつとめるイケてる中学
生。新学期クラスでういている藍上のことが気になる。藍上が
いじめられないようにレオは藍上を軽音楽部に誘うが……。

にかいどう 青／著
　講談社スベらない同盟

　僕は前世で大きなあやまちを犯した魂だ。本来ならもう二度と
生まれ変わることができないところだけど、幸運にも抽選であた
り、再挑戦のチャンスを得た。で、再挑戦はなにをするのかとい
うと、僕が前世で失敗した下界で、誰かの体を借りて一定期間す
ごすのだ。天使の世界ではそれを「ホームステイ」という。
　僕のホームステイ先は、小林真という少年だった。

森絵都／著
　講談社カラフル

 

 

 

 

 

 

　「生活保護法第一章第二条　『すべて国民は、この法律の定める要件を満た
す限り、この法律による保護を、無差別平等に受けることができる』」―ああ、
ぼくは、あのときこの文章を美しいと思ったのだ。生活保護は権利だ。もち
ろんこの世は平等なんかじゃない。けれどこの法律は、保護が『無差別平等』
だというのだ―
　エリートコースから落ちこぼれた和真と、母が働けず生活保護を受けてい
る樹希。貧困という現実に立ち向かおうとする二人の中学生の姿をえがく。

椎野直弥／著
　ポプラ社

むこう岸

 

　様々な理由で、修学旅行に行けなかった３年生６人。他のみ
んなが、楽しい修学旅行に出かけている中、クラスもバラバラ
で、親しくもない６人が代替え授業で、一つの教室に集められ
た。はじめは、微妙な空気が流れていたけれど……。６人に
とっての忘れられないもうひとつの修学旅行。

有沢佳映／著
講談社アナザー修学旅行

　自分がうまくしゃべれないってわかったのは６歳のとき。自
分が抱えているものの正体、それは「吃音」というらしい。中
学の入学式の日、自己紹介を仮病をつかって逃れた僕は、帰り
に受け取った部活勧誘のチラシに思わず見入った。それは放送
部のチラシだった…。

安田夏菜／著
　講談社

僕は上手にしゃべれない
きつおん

かんゆう
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　昭和20年８月６日、広島県立広島第二中学校の１年生321人は、家の解
体作業のあとかたづけのために朝早く広島市の中心、中島新町の本川土手に
集まっていました。その頃戦争もひどくなり、勉強ではなくいろいろな作業
を生徒たちがしていたのです。そして全員が原爆で死んでしまいました。
　この本は、生徒たちがあの朝どんな様子で家をでかけ、そのあとどのよ
うに死んでいったのかを、遺族に聞き取り調査した記録です。

広島テレビ放送／編
　ポプラ社いしぶみ　広島二中一年生全滅の記録

　日本に暮らす難民の人々は、なぜ国を離れなければならな
かったのか、そしてどうやって日本までたどりついたのでしょ
う？日本に暮らす難民の人々が作る故郷の料理を紹介しながら
その道のりを語ります。

安田菜津紀／著・写真
　ポプラ社故郷の味は海をこえて

　1939年、ユダヤの少年ヨーゼフ、1994年、キューバの少女イ
サベル、2015年、シリアの少年マフード。それぞれの時代で故
郷を追われた３人が新天地をめざして苦難の旅を続けます。時代
の波に押され故郷を離れざるをえなかった子ども達の物語。

アラン・グラッツ／作　さくまゆみこ／訳
　福音館書店明日をさがす旅

 

 

 

 

 

 

　絵本作家のレイ夫妻は、1940 年６月、ドイツ軍侵攻の直前パ
リを脱出しました。フィフィという名のサルの原稿とともに。の
ちに世界中で愛される「おさるのジョージ」です。レイ夫妻の奇
跡の逃避行の記録です。

オトフリート・プロイスラー／作
　ヘルベルト・ホルツィング／絵　中村浩三／訳　偕成社

戦争をくぐりぬけたおさるのジョージ

 

　紀元前900年頃、青銅器時代のブリテン。片腕がきかない少年
ドレムは、部族の戦士になるために、投げ槍の練習にはげんでい
た。一人前の戦士になるためにはオオカミを１人で倒すという儀
式をやりとげなければならない。しかしオオカミに倒されたドレ
ムは、部族を追われてしまうのだった。
　歴史の舞台を背景に、ドレムの挫折と成長を描いた物語。

ローズマリ・サトクリフ／作　チャールズ・キーピング／さし絵
　猪熊葉子／訳　岩波書店太陽の戦士

　14歳の少年クラバートは、夢に導かれ水車場の親方の見習いにな
り、11人の職人仲間とともに毎日粉引きの仕事に従事する。実は親方
は魔法使いで金曜日になると職人たちをカラスに変え、魔法を教える
のだった。粉引きの仕事をしながら、熱心に魔法の修行に励むクラ
バート。しかし１年目のおおみそか、親切な職人頭トンダが不自然な
死に方をした。実は親方には恐ろしい秘密があったのだ。

ルイーズ・ボーデン／文　アラン・ドラモンド／絵
　福本友美子／訳　岩波書店

クラバート
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その道のりを語ります。

安田菜津紀／著・写真
　ポプラ社故郷の味は海をこえて

　1939年、ユダヤの少年ヨーゼフ、1994年、キューバの少女イ
サベル、2015年、シリアの少年マフード。それぞれの時代で故
郷を追われた３人が新天地をめざして苦難の旅を続けます。時代
の波に押され故郷を離れざるをえなかった子ども達の物語。

アラン・グラッツ／作　さくまゆみこ／訳
　福音館書店明日をさがす旅

 

 

 

 

 

 

　絵本作家のレイ夫妻は、1940 年６月、ドイツ軍侵攻の直前パ
リを脱出しました。フィフィという名のサルの原稿とともに。の
ちに世界中で愛される「おさるのジョージ」です。レイ夫妻の奇
跡の逃避行の記録です。

オトフリート・プロイスラー／作
　ヘルベルト・ホルツィング／絵　中村浩三／訳　偕成社

戦争をくぐりぬけたおさるのジョージ

 

　紀元前900年頃、青銅器時代のブリテン。片腕がきかない少年
ドレムは、部族の戦士になるために、投げ槍の練習にはげんでい
た。一人前の戦士になるためにはオオカミを１人で倒すという儀
式をやりとげなければならない。しかしオオカミに倒されたドレ
ムは、部族を追われてしまうのだった。
　歴史の舞台を背景に、ドレムの挫折と成長を描いた物語。

ローズマリ・サトクリフ／作　チャールズ・キーピング／さし絵
　猪熊葉子／訳　岩波書店太陽の戦士

　14歳の少年クラバートは、夢に導かれ水車場の親方の見習いにな
り、11人の職人仲間とともに毎日粉引きの仕事に従事する。実は親方
は魔法使いで金曜日になると職人たちをカラスに変え、魔法を教える
のだった。粉引きの仕事をしながら、熱心に魔法の修行に励むクラ
バート。しかし１年目のおおみそか、親切な職人頭トンダが不自然な
死に方をした。実は親方には恐ろしい秘密があったのだ。

ルイーズ・ボーデン／文　アラン・ドラモンド／絵
　福本友美子／訳　岩波書店

クラバート



 

 

 

 

 

 

　がんばりやで責任感が強いマルチン、皮肉屋のゼバスチアン。食い
しん坊のマチアス。気が弱いウリー。夢想家のヨーニー。ドイツのギ
ムナジウムを舞台にこの少年たちを中心に繰り広げられるクリスマス
までの数日の物語。
　少年時代がかけがえのない尊いものだと気づかせてくれる１冊で
す。

エーリヒ・ケストナー／作　ヴィルター・トリアー／さし絵
　池田香代子／訳　岩波書店飛ぶ教室

　スタンリー・イェルナッツはまったくついていない男の子。その
昔ひいひいじいさんが豚を盗んだおかげで子々孫々にまで呪いをか
けられて、代々不運続きらしいのだけれど、今度の不運はきわめつ
け。なんと無実の罪で砂漠の真ん中にある少年の更生施設グリー
ン・レイク・キャンプに送られてしまったのだ。そこでは恐ろしい
女所長の命令で、来る日も来る日も、穴を掘り続けなければならな
い。不運続きのスタンリーの人生に大逆転の日はやってくるのか？

ルイス・サッカー／作　幸田敦子／訳
　　講談社穴

　トムは弟のピーターがはしかにかかったため、しばらくの間、
古い家に住んでいるおじさんの家にあずけられる。眠れないある
晩、ホールにある大時計が十三という時を打つのを耳にする。好
奇心にかられたトムが階下に降り、裏口のドアを開けると、目の
前にはあるはずのないすばらしい庭園が広がっていた。

フィリパ・ピアス／作　スーザン・アインツィヒ／絵
　高杉一郎／訳　岩波書店トムは真夜中の庭で

 

 

 

 

 

 

　探検家関野吉晴が大学のゼミで行った９か月の記録。あた
りまえのように食べているカレーライスを野菜、お肉、お米、
スパイス、塩、器、スプーンまですべて手作りをして完成さ
せました。

松田素子／文　江口絵理／文
　西澤真樹子／絵　アリス館

カレーライスを一から作る

 

　13年あるいは17年の素数周期でアメリカで大発生するセミ
が存在します。この本はそんな素数ゼミの不思議な謎を分か
りやすく解いてくれます。素数と聞いただけで心のシャッ
ターが閉じてしまうような数学嫌いな人にも、一度手にとっ
てもらいたい１冊です。大自然のわくわくするような謎解き
を楽しむことが出来るでしょう。

吉村仁／著　石森愛彦／絵
　文藝春秋素数ゼミの謎

　タコの吸盤をヒントに滑らないバスケットシューズが開発され
たって知っていましたか？
　動物や、植物などの不思議な力を科学技術で実用化させたもの
が身の回りにたくさんあることがわかります。えっ！こんなもの
も！と目からウロコの驚きの本です。

前田亜紀／著
　ポプラ社

ヤモリの指から不思議なテープ
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　アメリカの豪雪地帯の小さな農村に生まれたベントレーは、
雪の美しさに魅せられて、生涯を雪の研究にささげました。彼
は５０年にわたって、雪の結晶の写真を撮り続けその美しさを
世界中の人に広めてくれました。小さい頃からひたむきに雪を
追い続けたベントレーの一生が美しい版画とともにつづられた
伝記絵本です。

ジャクリーン・ブリッグス・マーティン／作
　メアリー・アゼリアン／絵
　千葉茂樹／訳　ＢＬ出版

雪の写真家ベントレー

 

やまぐちかおり／絵　いろは出版／編著
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いろは出版寿命図鑑

　バルサは女ながら流れ者の用心棒。ある日新ヨゴ皇国の
チャグム皇子を助けたことから、皇子の用心棒を引き受ける
ことになる。１００年に一度だけ人に宿って新しく誕生する
という精霊がチャグムに宿っていたため、チャグムは実の父
親である帝から命をねらわれていたのだ。刺客から命がけで
チャグムを守るバルサ。二人の運命は？

上橋菜穂子／作　二木真希子／絵
　偕成社精霊の守り人

すべてのものに寿命がある。生物はもちろん、それ以外のあ
らゆるモノに。この世にある多くのものを13のカテゴリー
に分け、324 個の寿命とそれぞれの活躍中や使命を終える
時の姿を紹介しています。短いものは数分の寿命！なんだ
と思う？いろいろなものの一生を見ていると、皆で生きて
いる・生かされているとか、最後までとか、そんな言葉がち
らちらと浮かんできます。

雑学好きに楽しい、イラストを見ているだけでも楽しい、
説明を読むと、時々ズンって心にくる、フシギな本デス。

 

 

 

 

 

 

　長いあいだ詩を書き、たくさんの詩を読んできた著者が、忘
れがたい詩を選び出し紹介した本。「生まれて」「恋唄」「生きる
じたばた」「峠」「別れ」の五つのテーマに分かれています。
好きなところから読んで心に残る詩をみつけてみませんか？

小泉八雲／著　平井呈一／訳
　偕成社

詩のこころを読む

 

　「今はむかし・・・」とはじまる『今昔物語集』は、平
安朝末期にまとめられた全三十一巻千五十九篇からなる説
話集。本書はその中から、三十九話を選びやさしい現代文
で紹介しています。大きな鼻の和尚さんの話やどろぼうの
話など、その当時の人々の生き生きとした様子が伝わって
きます。

杉浦明平／作　太田大八／さし絵
　岩波書店今昔ものがたり

　小泉八雲とは日本名で、英語名はラフカディオ＝ハーン。彼は明治時
代に来日し、日本の女性を妻にむかえ、帰化して日本で亡くなりまし
た。八雲は日本に来て亡くなるまでの14年間に、日本に関する本を英文
で何冊か書いて世界に紹介しました。この本では「耳なし芳一のはな
し」「ろくろ首」「雪おんな」等が収められている『怪談』のほか、
『骨董』『異国風物と回想』等の別の作品にもふれることができます。
日本を愛した明治の異人の作品をお楽しみください。

茨木のり子／著
　岩波書店

怪談
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スマートフォン・パソコンで、本の予約（取寄せ）ができます！
図書館ホームページ：「横須賀市　図書館」で検索
　　　　　　　　　　（http://www.yokosuka-lib.jp/）
※本の予約、貸出には図書館カードが必要です。
※図書館カードは、お近くの図書館・図書室ですぐにつくれます。
　（住所が確認できる書類または生徒手帳をご持参ください）
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