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 高校生の晴己
は る み

は弟の右哉
み ぎ や

と二人暮らし。パンクを聴いて育った

二人には、いつか兄弟でバンドを結成するという夢があります。

あるとき地元の音楽フェスに出演して欲しいと声がかかり……。 

まっさらな未来へ向かって歩き出す等身大の高校生を描いた青春

ストーリーです。 

YA913/イシカ『拝啓パンクスノットデッドさま』 

石川宏千花／著 くもん出版 
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 アメリカで人気テレビドラマ俳優として活躍

した著者は、子ども時代の３年間を第二次世界

大戦下の日系人収容所で過ごしました。 

終戦後も日系人への偏見や差別が続く中、不

当な扱いを受けながらも希望を失わず生き抜い

た人々をリアルに描いたノンフィクションのグ

ラフィックノベルです。 

YA817『１３歳からの読解力』 

～正しく読み解き、自分の頭で考えるための勉強法～ 

 山口謠司／著 PHP エディターズ・グループ 

 

  「読解力」とは何でしょう？この本では、著者が

中学生のうちに知っておきたかったと思う、読解力の

基本的な考え方を紹介しています。「読む力」「書く

力」「考える力」「伝える力」を磨いて、より豊かな生

きる力を身につけてみませんか。 

YA778『＜敵＞と呼ばれても』 

ジョージ・タケイ／（他）著 ハーモニー・ベッカー／画 

                青柳伸子／訳 作品社 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
  

YA913/マハラ『日向丘
ひなたがおか

中学校カウンセラー室』 

まはら三桃／著 アリス館 

 

 日当たりの良い丘の上にある日向丘中学校のカウン

セラー室では、綾
あや

さんというカウンセラーが、日々生

徒たちの話を聞いています。 

 友達とケンカしてしまったけれど、原因がわからな

いと悩む子。学校に自分の居場所がないと感じる子。 

様々な葛藤を抱える生徒たちと綾さんが織りなす心温

まる連作短編集です。 

物語の主人公は２人の少年。万引きを疑われ白人の

警官から激しい暴行を受けた黒人の少年ラシャドと、

その現場を目撃した白人の少年クイン。この事件に対 

する抗議デモが起こるまでの８日間を、黒人の作者が

ラシャドの視点で、白人の作者がクインの視点で交互

に描いています。 

多様性が受け入れられているように見えるアメリ

カで、今なお根強く残る“差別”。そんなアメリカの現

状を映し出し、数多くの文学賞に輝いた注目作です。 

YA933／レノル『オール★アメリカン★ボーイズ』 

   ジェイソン・レノルズ／著 ブレンダン・カイリー／著 

                  中野怜奈／訳 偕成社 

1 月～３月受入分） 



 
～Ｙ Ｄ 編 集 委 員 募 集 中～ 

参加・見学希望の方は、橋本図書館こどものほんのカウンターまでお尋ねください。 
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分類 書名 著者名 出版者名

YA007 １３歳からの「ネットのルール」 メイツユニバーサルコンテンツ

YA007／金 プログラマーの一日 ＷＩＬＬこども知育研究所／編著 保育社

YA019 モヤモヤしている女の子のための読書案内 堀越　英美／著 河出書房新社

YA019 青春の本棚 高見　京子／編著 全国学校図書館協議会

YA049 明日から使える死亡フラグ図鑑 茶んた／著 宝島社

YA289 わたしは大統領の奴隷だった
エリカ・アームストロング・ダンバー／著
キャサリン・ヴァン・クリーヴ／著

汐文社

YA304 ポストコロナ期を生きるきみたちへ 内田　樹／編　斉藤幸平／〔ほか〕著 晶文社

YA312 １０代に語る平成史 後藤　謙次／著 岩波書店

YA366／金 職場体験完全ガイド ５４  ポプラ社

YA368 中高生からの防犯 武田　信彦／著 ぺりかん社
YA410 数学ガールの秘密ノート ～確率の冒険～ 結城　浩／著 ＳＢクリエイティブ
YA493 １４歳からの精神医学 宮田　雄吾／著 日本評論社
YA495 大切なのに誰も教えてくれなかった女子の心と体のトリセツ 神藤　多喜子／著 大和書房
YA495 生理ちゃん ～３日目～ 小山　健／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
YA687／金 パイロットの一日 ＷＩＬＬこども知育研究所／編著 保育社
YA702 なんで洞窟に壁画を描いたの？ 五十嵐　ジャンヌ／著 新泉社
YA706／黒 美術館って、おもしろい！ モラヴィア美術館／著 河出書房新社
YA726／サ ぼくはいしころ 坂本　千明／作 岩崎書店
YA726／カ いただきます。ごちそうさま。 あさの　あつこ／作　加藤　休ミ／絵 岩崎書店
YA760 音楽で生きる方法 相澤　真一／〔ほか〕著 青弓社
YA778 〈敵〉と呼ばれても ジョージ・タケイ／〔ほか〕著 作品社
YA835 自分を励ます英語名言１０１ 小池　直己／著　佐藤　誠司／著 岩波書店
YA910 このライトノベルがすごい！ ２０２１ 『このライトノベルがすごい！』編集部／編 宝島社
YA913／アラタ 星に帰れよ 新　胡桃／著 河出書房新社
YA913／イシザ 陰陽師東海寺迦楼羅の事件簿 １ 石崎　洋司／著 講談社
YA913／ウエハ 精霊の守り人 上橋　菜穂子／著 偕成社
YA913／ウエハ 闇の守り人 上橋　菜穂子／著 偕成社
YA913／ウエハ 夢の守り人 上橋　菜穂子／著 偕成社
YA913／ウエハ 虚空の旅人 上橋　菜穂子／著 偕成社
YA913／ウエハ 神の守り人 上 上橋　菜穂子／著 偕成社
YA913／ウエハ 神の守り人 下 上橋　菜穂子／著 偕成社
YA913／エドガ 人間椅子 江戸川　乱歩／著 立東舎
YA913／カワス 探偵は友人ではない 川澄　浩平／著 東京創元社
YA913／コデマ 卒業旅行 小手鞠　るい／著 偕成社
YA913／スズキ 私を月に連れてって 鈴木　るりか／著 小学館
YA913／タナカ 創竜伝 １５ 田中　芳樹／著 講談社

YA913／タニザ 魔術師 谷崎　潤一郎／著 立東舎

YA913／ナシヤ エリーゼさんをさがして 梨屋　アリエ／著 講談社
YA913／ハマノ ウィズ・ユー 濱野　京子／著 くもん出版
YA913／ハヤミ 都会（まち）のトム＆ソーヤ　２ はやみね　かおる／著 講談社
YA913／ハヤミ 都会（まち）のトム＆ソーヤ  ３ はやみね　かおる／著 講談社
YA913／ホンダ 武士道エイティーン 誉田　哲也／著 文藝春秋
YA913／マハラ 日向丘中学校カウンセラー室 まはら　三桃／著 アリス館
YA913／モリ あしたのことば 森　絵都／作 小峰書店
YA913／ヤツカ 団地のコトリ 八束　澄子／著 ポプラ社
YA933／アセベ 詩人になりたいわたしＸ エリザベス・アセヴェド／著 小学館
YA933／ダンフ ミスエデュケーション エミリー・Ｍ・ダンフォース／著 サウザンブックス社
YA933／トーマ オン・ザ・カム・アップ アンジー・トーマス／作 岩崎書店
YA933／ドレイ キャラメル色のわたし シャロン・Ｍ・ドレイパー／作 鈴木出版
YA933／レノル オール★アメリカン★ボーイズ ジェイソン・レノルズ／著　ブレンダン・カイリー／著 偕成社


