テーマ（冒険のカタチ１）

獣の奏者Ⅰ闘蛇編・Ⅱ王獣編
作 上橋菜穂子
講談社

ハラハラがとまらない！
力強く生きる
人と獣

紹介文

この作品は，主人公の少女エリンと決して人間に馴(な)れない孤高
の獣である王獣が共に生きていく姿を描いたファンタジーです。エリ
ンは幼いころにある事件によって唯一の肉親である母を亡くし，はる
か西方に一人でたどり着きます。その地でエリンはさまざまな人と関
係を築いていき，そこで王獣のリランと出会います。しかし，この出
会いが国とエリン，リランの運命を左右することに……。長編小説が
大好きな人にはもってこいの物語です。
県立岡山大安寺中等教育学校１年
主人公のエリンが，人間には決して馴れることがないとされる王獣
リランと心を通わす物語。人と獣の共生や，エリンがどれほどリラン
を大切に思っているかなど，その絆(きづな)が見どころ。切なくて涙
がほろりとこぼれます。
倉敷市立玉島北中学校２年

～立ち向かう勇気～

『獣の奏者Ⅲ探求編，Ⅳ完結編』
作 上橋菜穂子
講談社

『精霊の守り人』
作 上橋菜穂子
偕成社

『空色勾玉』
著 荻原規子
徳間書店

『獣の奏者』Ⅰ闘蛇編とⅡ王獣編でひとまとまりのお話です。 そして，Ⅲ探究編とⅣ完結編はその続編で す。
結婚し母となったエリンは，闘蛇の大量死の原因究明を命じら れ，母を死に追いやった禁忌の真相に迫りま す。
同じ作者の「精霊の守り人シリーズ」では，精霊に卵を産みつ けられ，精霊の守り人としての宿命を背負っ た王
子チャグムが主人公です。『空色勾玉』は，まだ神々が歩いていた古代の日本が舞台です。不死の輝（かぐ）の勢
力と，転生を繰り返す闇（くら）の勢力の戦い，葛藤が背景となって演じられる物語。
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テーマ（冒険のカタチ２）

ライオンと魔女
ナルニア国ものがたり 1
作 Ｃ．Ｓ．ルイス
訳 瀬田貞二
岩波書店

紹介文

完全冒険ファンタジー
兄弟愛
魔女との戦い

この本は最近映画になった作品です。主人公は４人の兄弟。
ある日空き部屋で見つけた衣装たんすの中には，なんと別世
界ナルニアがあったのです。かつて偉大なライオン王アスラ
ンがつくった自由の国。ところが，白い魔女によって永遠の
冬に閉ざされていました。４人はもとのナルニアを取り戻す
ために戦いや冒険にくり出す。現実を忘れるほど熱中できる
ファンタジー。
県立岡山大安寺中等教育学校３年
クライマックスまでに兄弟みんなの心が成長していくところが本当の見どころだと思います。一度
は裏切った者を温かく迎え入れるところは感動します。すべての人に読んでもらいたい名作です。
真庭市立落合中学校２年

～剣と魔法の物語～

『カスピアン王子のつのぶえ
ナルニア国ものがたり 2』
作 Ｃ．Ｓ．ルイス
訳 瀬田貞二
岩波書店

『デモナータ １幕 ロード･ロス』
作 ダレン・シャン
訳 橋本恵
小学館

『タラ・ダンカン １
若き魔術師たち』
著 ソフィー・オドゥワン＝マミコニアン
訳 山本知子
メディアファクトリー

「ナルニア国物語シリーズ」全７巻。ライオン王の国ナルニア を舞台に，現代英国の少年少女が異世界と 往復
しながら，使命を果たす冒険です。「デモナータシリーズ」の主人公グラブスは，ある日，悪魔によって，幸せな
日々を断ち切られてしまいます。一族の恐ろしい呪(のろ)いとは？ 悪魔との戦いが今始まります。「タラ・ダン
カンシリーズ」古い館で祖母と暮らす少女タラには不思議な力 が備わっていました。そんなタラを闇の一族 サン
グラーヴがつけねらいます。そしてタラは別世界へと。
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テーマ（冒険のカタチ３）

月の影 影の海 十二国記（上・下）
著 小野不由美
新潮社
信頼
人生

紹介文

古代中国のファンタジー

女子高生の陽子の前にケイキという謎の男が現れ，異世界
へと連れ去った。ケイキとはぐれてしまった陽子は一人で，
中国風異世界をさまようことになる。出会う人々には裏切ら
れ，妖魔に襲われるなど苦難の中，なぜ異世界に連れてこら
れたのかを知るために陽子は旅をしていく。
さまざまな困難を乗り越えて，陽子は成長していきます。
岡山市立西大寺中学校３年
ホラーやミステリー作品を多く書いている小野不由美さんが書いたファンタジーです。それなのに
法律や人の不安な感情など現実的なことが書かれているのがおもしろいです。また，この話からは，
生きていくのがどんなに大変かということがよく伝わります。おもしろくてはまる話なので，ぜひ読
んでみてください。
倉敷市立南中学校２年

～女の子ががんばるオリエンタルファンタジー～

『東の海神 西の滄海
著 小野不由美
新潮社

十二国記』

『天山の巫女ソニン１ 黄金の燕』
作 菅野雪虫
講談社

『彩雲国物語 １
著 雪乃紗衣
角川書店

はじまりの風は紅く』

「十二国記シリーズ」にはたくさんの続編がありますよ。「天山の巫女ソニンシリーズ」は，落ちこぼれだけれ
ど，不思議な力を備えた巫女ソニンが主人公です。ある日，彼 女は王子イウォルの守り袋を拾います。口の きけ
ないイウォルに袋を手渡した瞬間，彼の「声」を聞いてしまい……。「彩雲国物語シリーズ」では，架空の彩雲国
を舞台に，名門の姫ながら貧乏生活を送っている紅秀麗が，ある日突然，王妃(仮)として宮中に迎えられ……。
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テーマ（冒険のカタチ４）

キノの旅

the Beautiful World

著
時雨沢恵一
イラストレーター 黒星紅白
株式 会社 ＫＡ Ｄ ＯＫ ＡＷ Ａ アス キ ー・ メデ ィア ワ ークス
電撃文庫
何かを探し求めにいく
もし本当だったら？

紹介文

読書の苦手な人にピッタリ

この作品は主人公のキノと言葉を話すモトラド（二輪車）の
エルメスが旅をする連作短編集です。そのキノたちがいろいろ
な国を訪れ，三日間だけ滞在します。そこで起こる様々な人間
模様，しかし，主人公キノは決して自分からは関わりません。
キノは旅先にある矛盾やおかしなことについて，読者の代弁は
しません。だからこそ，読者はそこにある矛盾やおかしなこと
に気づかされ，自分で考えることができる作品です。
岡山市立西大寺中学校２年
主人公キノと言葉を話す二輪車のエルメスがさまざまな国を旅する話。
「人の痛みがわかる国」
「多
数決の国」など，本当にそんな国があったなら，人々はどうなってしまうのかと考えさせられる本で
す。
倉敷市立南中学校３年

～朝読書向きの短編ファンタジー～

『きまぐれロボット』
作 星新一
理論社

『しゃばけ』
著 畠中恵
新潮社

『中学生のためのショート・ストーリーズ４
柏葉幸子が選ぶファンタジー集 』
選 柏葉幸子
学研教育出版

『きまぐれロボット』では，博士の不思議な発明，発見 が様々な騒動を巻き起こします。ショ ートショートと
呼ばれる，ごく短い奇想天外なお話の数々で朝読書向きです。「しゃばけシリーズ」の主人公は，江戸の大店の若
だんな一太郎です。一太郎は身体が弱く，周囲の妖怪たち に守られています。ある日，人殺しを 目撃してしまっ
た若だんな。よせばいいのに，犯人捜しを始めてしまいます。『柏葉幸子が選ぶファンタジー集』は，ちょっと怖
い話や不思議な話が集められています。
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テーマ（冒険のカタチ５）

三国志 １ 飛龍の巻
原作 羅貫中
作 小沢章友
講談社

人間ドラマ
友情
中国の歴史物

紹介文
劉備(りゅうび)，曹操(そうそう)，孫権(そんけん)（後に孫堅
(そんけん)）の３人 の英雄が古代の中国を 統一していく軍記物
語です。登場人物がとても多く，最後まで飽きない作品です。
登場人物の生き方，考え方は現代社会にも通じるものがあると
思います。
また，一人一人の人間らしい弱さやエピソードなども豊富に
盛り込まれていてとてもおもしろいです。日本の卑弥呼の時代
に，こんな文化，兵法や技術が進んでいたとはとても驚いてし
まいました。本が好きな人におすすめです。
県立岡山大安寺中等教育学校２年

～男たちの熱い戦い～

『三国志』
著 吉川英治
講談社

『三国志』（コミック）
著 横山光輝
潮出版社

『封神演義』
著 許仲琳
編訳 渡辺仙州
絵 佐竹美保
偕成社

吉川英治『三国志』は，中国の歴史小説『三国志演義』を日本 人向けに改めた作品です。読書・歴史が大 好き
な人向き。他の多くの作家もそれぞれ独自の解釈で描いている ので，読み比べもおもしろいでしょう。横山 光輝
『三国志』は，吉川英治の『三国志』をもとに漫画化した作品 ですが，独自の解釈等も織り交ぜて描かれて いま
す。吉川英治『三国志』が蜀の軍師諸葛亮の死で終わっている のに対して，本作品は蜀が滅亡するまでを描 いて
います。『封神演義』古代中国を舞台にした奇想天外な大伝奇小説です。軍師太公望を擁する西岐軍と紂王軍の果
てしない戦いが続きます。妖術が切り結び，秘密兵器が飛び交います。
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テーマ（冒険のカタチ６）

モモ
作 ミヒャエル・エンデ
訳 大島かおり
岩波書店

友情について
時間
忙しいって？

紹介文
主人公モモは円形劇場跡に迷い込んだ奇妙な女の子。町の
人たちは親切にモモに接し，仲良くなりました。そんなある
日，灰色の男たちが町に忍び寄ります。灰色の男たちは，人
から時間を盗み，自分の仲間を増やしていきました。だんだ
んと町の様子がせわしくなっていくことに気づいたモモは，
カメに連れられて，時間の花がある場所に行きます。
「時間」について深く考えさせられる物語です。
県立岡山大安寺中等教育学校２年

～フシギな時間～

『はてしない物語』
作 ミヒャエル・エンデ
訳 上田真而子，佐藤真理子
岩波書店

『時の旅人』
作 アリソン・アトリー
訳 松野正子
岩波書店

『つづきの図書館』
作 柏葉幸子
講談社

『はてしない物語』ある日，本を読んでいた少年バスチアンは 本の中に自分を見つけます。そして，その 本に
吸いこまれ，ファンタージエン国を救うために冒険に出かけることになります。『時の旅人』ペネロピーは，ふと
したことから 16 世紀の荘園に迷い込みます。王位継承権をめぐる歴史上の大事件にまきこまれた少女の，時を
超えた冒険が始まります。『つづきの図書館』絵本の中の王様，おおかみや幽霊たちが，自分たちの話を読んでい
た子どもたちの人生の続きが気になって，なんと絵本から出て きてしまったのです。司書の桃さんの助けで 子ど
もたちに会いに出かけると……。
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テーマ（冒険のカタチ７）

チョコレート・アンダーグラウンド
著 アレックス・シアラー
訳 金原瑞人
求龍堂
チョコレート禁止法
たたかう勇気
政治

紹介文
ヨーロッパのどこかの国でのお話。チョコレート禁止法で
国中の甘い食べ物が禁止されてしまった中で，少年たちがそ
んな悪法に戦いを挑むため，チョコレートを密造することに
なる。少年たちはこの法律を打ち破り，チョコレートを自由
に食べられるようになるのか。
国と戦う勇気のある主人公たちに注目です。
真庭市立落合中学校３年

～VS.悪い奴ら～

『ハリーポッターと賢者の石』
作 Ｊ.K.ローリング
訳 松岡佑子
静山社

『パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々』
作 リック・リオーダン
訳 金原瑞人・小林みき
ほるぷ出版

『青空のむこう』
著 アレックス・シアラー
訳 金原瑞人
求龍堂

「ハリー・ポッターシリーズ」全７巻。映画化もされてあまり にも有名なファンタジーシリーズですね。 ハリ
ーポッターは，ホグワーツ魔法学校に入り，仲間とともに宿敵 ヴォルデモートと戦いながら勇気ある大人へ と成
長していきます。「パーシー・ジャクソンシリーズ」はミステリーファンタジーです。少年パーシー・ジャクソン
は，ある時突然，ギリシャ神話の神々の息子の一人であると告げられて……。『チョコレート・アンダーグラウン
ド』を書いたアレックス・シアラーの他の作品を読んでみたか ったら『青空の向こう』をどうぞ。交通事故 で亡
くなった少年ハリーが死者の国から地上に戻り，心残りを解決しようとします。
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テーマ（冒険のカタチ８）

チョコレート工場の秘密
著 ロアルド・ダール
訳 柳瀬尚紀
評論社

奇想天外
夢
一枚のチョコレート

紹介文
この本のおもしろいところは，テンポの良さと奇想天外な
空想の世界です。テンポが良く，すぐ読み終わってしまうの
で，読書が苦手な人にもおすすめです。
そして，私が一番おもしろいと思うのは，圧倒的な空想の
世界です。現実離れしているように思いますが，実は現実味
があるというとても不思議な世界です。例えば，話の中には
たくさんの種類のあり得ないお菓子が出てきますが，読み続
けていると，ぜひ一度食べてみたくなります。
皆さんもぜひ読んでみてください。
岡山市立西大寺中学校１年

～ゆかいな空想～

『魔女がいっぱい』
著 ロアルド・ダール
訳 清水達也，鶴見敏
評論社

『囚われちゃったお姫さま』
著 パトリシア・Ｃ. リーデ
訳 田中亜希子
東京創元社

『床下の小人たち』
作 メアリー・ノートン
訳 林容吉
岩波書店

『魔女がいっぱい』魔女の集会をのぞき見た少年は，運悪く見 つかってしまいます。ネズミにされた少年 がお
ばあちゃんと力をあわせて魔女に闘いを挑んでいきます。『囚われちゃったお姫さま』シモリーン姫は，お姫さま
らしくするのが大嫌いです。隣国の王子と婚約させられそうに なり，城から抜け出しますが，飛び込んださ きは
……なんとドラゴンでいっぱいの洞窟でした。
『床下の小人たち』イギリスの古い家の床下にひっそりと住む小人
の一家がいました。生活に必要なものはすべて，こっそり人間 から借りて暮らしていましたが，ある日アリ エッ
ティがその家の男の子に見られてしまいます。
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