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書名さくいん（５０音順） 
※ 太文字は各ページで大きく紹介している本です。 

あ行 アート少女…………………………………………………………………………………… 40 熱中のカタチ 

  ＲＤＧレッドデータガール………………………………………………………………… 62 自分のカタチ 

  青い鳥（著 重松清）……………………………………………………………………… 10 青春のカタチ 

  青い鳥（作 モーリス・メーテルリンク）……………………………………………… 45 家族のカタチ 

  青空のむこう………………………………………………………………………………… 57 冒険のカタチ 

  赤毛のアン…………………………………………………………………………………… 45 家族のカタチ 

  精姫様一条…………………………………………………………………………………… 110 岡山じゃけー 

  浅田次郎……………………………………………………………………………………… 99 いろんなカタチ 

  明日につづくリズム………………………………………………………………………… 18 青春のカタチ 

  あたらしいみかんのむきかた……………………………………………………………… 77 学びのカタチ 

  あと少し、もう少し………………………………………………………………………… 29 熱中のカタチ 

  穴……………………………………………………………………………………………… 25 青春のカタチ 

  アナザー修学旅行…………………………………………………………………………… 6 青春のカタチ 

  あなたに贈るＸ……………………………………………………………………………… 11 青春のカタチ 

  あなたはそっとやってくる………………………………………………………………… 21 青春のカタチ 

  あの日、ブルームーンに。………………………………………………………………… 22 青春のカタチ 

  雨あがりのメデジン………………………………………………………………………… 49 家族のカタチ 

  綾瀬はるか「戦争」を聞く………………………………………………………………… 82 平和へのカタチ 

  家を出る日のために………………………………………………………………………… 70 学びのカタチ 

  生きのびるために…………………………………………………………………………… 84 平和へのカタチ 

  生きるぼくら………………………………………………………………………………… 63 自分のカタチ 

  イクバルと仲間たち………………………………………………………………………… 76 学びのカタチ 

  一瞬の風になれ １………………………………………………………………………… 29 熱中のカタチ 

  市川染五郎と歌舞伎へ行こう！…………………………………………………………… 68 学びのカタチ 

  市立第二中学校 2 年 C 組…………………………………………………………………… 25 青春のカタチ 

  いつか見た青い空（コミック）…………………………………………………………… 44 家族のカタチ 

  井上雄彦１００＋１………………………………………………………………………… 104 コラボのカタチ 

  いのちの食べかた…………………………………………………………………………… 70 学びのカタチ 

  イルカの歌…………………………………………………………………………………… 21 青春のカタチ 

  We are 宇宙兄弟 宇宙飛行士の底力………………………………………………… 107 コラボのカタチ 

  We are 宇宙兄弟 宇宙を舞台に活躍する人たち………………………………… 107 コラボのカタチ 

  ウイッシュ…………………………………………………………………………………… 46 家族のカタチ 

  うさみみ……………………………………………………………………………………… 103 いろんなカタチ 

  宇宙兄弟（コミック）……………………………………………………………………… 91 仕事のカタチ 

  宇宙小説……………………………………………………………………………………… 107 コラボのカタチ 

  宇宙ヨットで太陽系を旅しよう…………………………………………………………… 91 仕事のカタチ 

  有頂天家族…………………………………………………………………………………… 50 家族のカタチ 

  うふふ詩集…………………………………………………………………………………… 102 いろんなカタチ 

  海を抱いたビー玉…………………………………………………………………………… 18 青春のカタチ 

  永遠の０……………………………………………………………………………………… 80 平和へのカタチ 

  エースの覚悟………………………………………………………………………………… 30 熱中のカタチ 

  エール………………………………………………………………………………………… 25 青春のカタチ 

  駅彼…………………………………………………………………………………………… 22 青春のカタチ 

  絵で読む広島の原爆………………………………………………………………………… 79 平和へのカタチ 

  エリカ 奇跡のいのち……………………………………………………………………… 81 平和へのカタチ 

  ＬＧＢＴ ＢＯＯＫ………………………………………………………………………… 25 青春のカタチ 

  園芸少年……………………………………………………………………………………… 41 熱中のカタチ 

  エンジェルフライト………………………………………………………………………… 90 仕事のカタチ 

  大盛りワックス虫ボトル…………………………………………………………………… 12 青春のカタチ 

  岡山県謎解き散歩…………………………………………………………………………… 114 岡山じゃけー 

  置かれた場所で咲きなさい………………………………………………………………… 113 岡山じゃけー 

  小川洋子……………………………………………………………………………………… 99 いろんなカタチ 

  おさん狐……………………………………………………………………………………… 110 岡山じゃけー 

  弟の戦争……………………………………………………………………………………… 83 平和へのカタチ 

  鬼の橋………………………………………………………………………………………… 62 自分のカタチ 

  小野寺の弟・小野寺の姉…………………………………………………………………… 48 家族のカタチ 
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  オフカウント………………………………………………………………………………… 25 青春のカタチ 

  おもかげ復元師の震災絵日記……………………………………………………………… 86 仕事のカタチ 

  オレたちの明日に向かって………………………………………………………………… 94 仕事のカタチ 

  おれのおばさん……………………………………………………………………………… 44 家族のカタチ 

  オン・ザ・ライン…………………………………………………………………………… 33 熱中のカタチ 

  音楽さえあれば……………………………………………………………………………… 113 岡山じゃけー 

  お菓子の本の旅……………………………………………………………………………… 109 岡山じゃけー 

か行 ガール！ガール！ガールズ！……………………………………………………………… 24 青春のカタチ 

  ガールズ・ブルー…………………………………………………………………………… 116 伝えたい！ 

  ガールズインラブ…………………………………………………………………………… 24 青春のカタチ 

  快晴フライング……………………………………………………………………………… 34 熱中のカタチ 

  階段途中のビッグ・ノイズ………………………………………………………………… 26 青春のカタチ 

  科学の扉をノックする……………………………………………………………………… 71 学びのカタチ 

  楽隊のうさぎ ……………………………………………………………………………… 38 熱中のカタチ 

  影との戦い…………………………………………………………………………………… 62 自分のカタチ 

  カスピアン王子のつのぶえ―ナルニア国物語 ２……………………………………… 52 冒険のカタチ 

  風が強く吹いている………………………………………………………………………… 29 熱中のカタチ 

  風の海峡 上………………………………………………………………………………… 13 青春のカタチ 

  風をつかまえたウィリアム………………………………………………………………… 19 青春のカタチ 

  風をつむぐ少年……………………………………………………………………………… 66 自分のカタチ 

  ガツン！……………………………………………………………………………………… 19 青春のカタチ 

  神去なあなあ日常…………………………………………………………………………… 88 仕事のカタチ 

  カラフル……………………………………………………………………………………… 59 自分のカタチ 

  ガレキノシタ………………………………………………………………………………… 6 青春のカタチ 

  カワイイふせん活用ＢＯＯK……………………………………………………………… 77 学びのカタチ 

  歓迎の多い村………………………………………………………………………………… 103 いろんなカタチ 

  官兵衛、駆ける。…………………………………………………………………………… 111 岡山じゃけー 

  黄色い目の魚………………………………………………………………………………… 17 青春のカタチ 

  ギヴァー……………………………………………………………………………………… 64 自分のカタチ 

  キノの旅……………………………………………………………………………………… 54 冒険のカタチ 

  ぎぶそん……………………………………………………………………………………… 26 青春のカタチ 

  きまぐれロボット…………………………………………………………………………… 54 冒険のカタチ 

  君が地球を守る必要はありません………………………………………………………… 74 学びのカタチ 

  きみが見つける物語………………………………………………………………………… 95 いろんなカタチ 

  きみスキ……………………………………………………………………………………… 100 いろんなカタチ 

  君になりたい………………………………………………………………………………… 23 青春のカタチ 

  きみの友だち………………………………………………………………………………… 111 岡山じゃけー 

  99 のなみだ………………………………………………………………………………… 95 いろんなカタチ 

  救命救急フライトドクター………………………………………………………………… 90 仕事のカタチ 

  京大芸人……………………………………………………………………………………… 12 青春のカタチ 

  切れない糸…………………………………………………………………………………… 47 家族のカタチ 

  銀色の恋人…………………………………………………………………………………… 15 青春のカタチ 

  金の空想科学読本…………………………………………………………………………… 96 いろんなカタチ 

  銀の匙 １（コミック）…………………………………………………………………… 88 仕事のカタチ 

  空想科学読本………………………………………………………………………………… 96 いろんなカタチ 

  空中トライアングル………………………………………………………………………… 17 青春のカタチ 

  くちびるに歌を……………………………………………………………………………… 39 熱中のカタチ 

  クマのあたりまえ…………………………………………………………………………… 59 自分のカタチ 

  クラバート…………………………………………………………………………………… 62 自分のカタチ 

  グリーン・レクイエム……………………………………………………………………… 15 青春のカタチ 

  クローディアの秘密………………………………………………………………………… 66 自分のカタチ 

  芸人交換日記………………………………………………………………………………… 12 青春のカタチ 

  獣の奏者Ⅰ闘蛇編・Ⅱ王獣編……………………………………………………………… 51 冒険のカタチ 

  獣の奏者Ⅲ探究編・Ⅳ完結編……………………………………………………………… 51 冒険のカタチ 

  紅玉…………………………………………………………………………………………… 81 平和へのカタチ 

  甲子園がくれた命…………………………………………………………………………… 32 熱中のカタチ 

  甲子園だけが高校野球ではない…………………………………………………………… 32 熱中のカタチ 

  甲子園 100 の言葉………………………………………………………………………… 32 熱中のカタチ 

  幸福な食卓…………………………………………………………………………………… 48 家族のカタチ 

  「国際協力」をやってみませんか？……………………………………………………… 75 学びのカタチ 
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  極貧！セブンティーン……………………………………………………………………… 19 青春のカタチ 

  ココロ・ファインダ………………………………………………………………………… 100 いろんなカタチ 

  心のおくりびと 東日本大震災復元納棺師……………………………………………… 86 仕事のカタチ 

  心の野球……………………………………………………………………………………… 30 熱中のカタチ 

  心を整える。………………………………………………………………………………… 37 熱中のカタチ 

  この世でいちばん大事な「カネ」の話…………………………………………………… 70 学びのカタチ 

  昆虫部………………………………………………………………………………………… 41 熱中のカタチ 

さ行 彩雲国物語 １ はじまりの風は紅く…………………………………………………… 53 冒険のカタチ 

  最初の質問…………………………………………………………………………………… 101 いろんなカタチ 

  さがしています……………………………………………………………………………… 81 平和へのカタチ 

  さがしものが見つかりません！…………………………………………………………… 112 岡山じゃけー 

  坂本龍馬……………………………………………………………………………………… 13 青春のカタチ 

  サクラ咲く…………………………………………………………………………………… 14 青春のカタチ 

  サッカーボーイズ 13 歳…………………………………………………………………… 28 熱中のカタチ 

  殺人者の涙…………………………………………………………………………………… 19 青春のカタチ 

  砂糖菓子の弾丸は撃ちぬけない…………………………………………………………… 21 青春のカタチ 

  サマーウォーズ クライシス・オブ・OZ………………………………………………………… 108 コラボのカタチ 

  サマーウォーズ……………………………………………………………………………… 108 コラボのカタチ 

  サマーウォーズ １（コミック）………………………………………………………… 108 コラボのカタチ 

  SUMMER DAYS MEMORY……………………………………………………………… 108 コラボのカタチ 

  Ｔｈｅ ＭＡＮＺＡＩ １………………………………………………………………… 12 青春のカタチ 

  さようなら、ドラえもん…………………………………………………………………… 65 自分のカタチ 

  さよならフットボール １ (コミック)…………………………………………………… 28 熱中のカタチ 

  さよなら紛争………………………………………………………………………………… 85 平和へのカタチ 

  サラシナ……………………………………………………………………………………… 14 青春のカタチ 

  三国志（著 吉川英治）…………………………………………………………………… 55 冒険のカタチ 

  三国志 １ 飛龍の巻（原作 羅貫中 作 小沢章友）……………………………… 55 冒険のカタチ 

  三国志（コミック 著 横山光輝）……………………………………………………… 55 冒険のカタチ 

  サンジの満腹ごはん………………………………………………………………………… 105 コラボのカタチ 

  ３６５日のキュン♡………………………………………………………………………… 22 青春のカタチ 

  シカゴよりこわい町………………………………………………………………………… 42 家族のカタチ 

  時間をまきもどせ！………………………………………………………………………… 43 家族のカタチ 

  しげちゃん…………………………………………………………………………………… 101 いろんなカタチ 

  重松清………………………………………………………………………………………… 99 いろんなカタチ 

  死体ばんざい………………………………………………………………………………… 97 いろんなカタチ 

  時代をきりひらくIT企業と創設者たち…………………………………………………… 89 仕事のカタチ 

  下町ロケット………………………………………………………………………………… 93 仕事のカタチ 

  シフト………………………………………………………………………………………… 8 青春のカタチ 

  「自分の木」の下で………………………………………………………………………… 60 自分のカタチ 

  島はぼくらと………………………………………………………………………………… 18 青春のカタチ 

  シャインロード……………………………………………………………………………… 87 仕事のカタチ 

  ジャック・デロシュの日記………………………………………………………………… 84 平和へのカタチ 

  しゃばけ……………………………………………………………………………………… 54 冒険のカタチ 

  しゃべれどもしゃべれども………………………………………………………………… 93 仕事のカタチ 

  11 ぴきのねこふくろのなか……………………………………………………………… 115 伝えたい！ 

  15 歳の志願兵……………………………………………………………………………… 80 平和へのカタチ 

  十五少年漂流記……………………………………………………………………………… 114 岡山じゃけー 

  13 歳からの作文・小論文ノート…………………………………………………………… 69 学びのカタチ 

  十字架………………………………………………………………………………………… 59 自分のカタチ 

  10 代のためのケータイ心得……………………………………………………………… 61 自分のカタチ 

  十二国記 月の影 影の海………………………………………………………………… 53 冒険のカタチ 

  十二国記 東の海神 西の滄海…………………………………………………………… 53 冒険のカタチ 

  十二番目の天使……………………………………………………………………………… 9 青春のカタチ 

  １０Ｘの世界………………………………………………………………………………… 71 学びのカタチ 

  14 歳………………………………………………………………………………………… 60 自分のカタチ 

  １４歳からの原発問題……………………………………………………………………… 76 学びのカタチ 

  シュワはここにいた………………………………………………………………………… 7 青春のカタチ 

  少女は卒業しない…………………………………………………………………………… 63 自分のカタチ 

  小説ちはやふる……………………………………………………………………………… 40 熱中のカタチ 

  少年少女のための「江戸しぐさ」………………………………………………………… 68 学びのカタチ 
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  少年少女飛行倶楽部………………………………………………………………………… 41 熱中のカタチ 

  少年ノート１（コミック）………………………………………………………………… 39 熱中のカタチ 

  勝負強さ……………………………………………………………………………………… 116 伝えたい！ 

  小惑星探査機「はやぶさ」大図鑑………………………………………………………… 91 仕事のカタチ 

  食堂かたつむり……………………………………………………………………………… 115 伝えたい！ 

  職人を生きる………………………………………………………………………………… 92 仕事のカタチ 

  植物図鑑……………………………………………………………………………………… 20 青春のカタチ 

  女子芸人……………………………………………………………………………………… 93 仕事のカタチ 

  ジョン万次郎………………………………………………………………………………… 13 青春のカタチ 

  深海の怪物ダイオウイカを追え！………………………………………………………… 73 学びのカタチ 

  進化する強さ………………………………………………………………………………… 36 熱中のカタチ 

  震災が教えてくれたこと…………………………………………………………………… 86 仕事のカタチ 

  神秘の島 第１部…………………………………………………………………………… 115 伝えたい！ 

  人類の歴史を変えた発明１００１………………………………………………………… 67 学びのカタチ 

  吹部！………………………………………………………………………………………… 38 熱中のカタチ 

  スウィングガールズ………………………………………………………………………… 38 熱中のカタチ 

  数学ガール…………………………………………………………………………………… 72 学びのカタチ 

  スターガール………………………………………………………………………………… 16 青春のカタチ 

  スティーブ・ジョブズ……………………………………………………………………… 89 仕事のカタチ 

  スティーブ・ジョブズの生き方…………………………………………………………… 89 仕事のカタチ 

  スピリットベアにふれた島………………………………………………………………… 65 自分のカタチ 

  すべては夢の過程だから。………………………………………………………………… 36 熱中のカタチ 

  スラムダンク勝利学………………………………………………………………………… 104 コラボのカタチ 

  スラムダンク論語…………………………………………………………………………… 104 コラボのカタチ 

  精霊の守り人………………………………………………………………………………… 51 冒険のカタチ 

  世界がぼくを笑っても……………………………………………………………………… 10 青春のカタチ 

  世界地図の下書き…………………………………………………………………………… 44 家族のカタチ 

  世界で一番いのちの短い国………………………………………………………………… 75 学びのカタチ 

  世界で一番美しい元素図鑑………………………………………………………………… 71 学びのカタチ 

  世界を信じるためのメソッド……………………………………………………………… 76 学びのカタチ 

  セキタン！…………………………………………………………………………………… 35 熱中のカタチ 

  戦火の馬……………………………………………………………………………………… 84 平和へのカタチ 

  戦後日本史の考え方・学び方……………………………………………………………… 67 学びのカタチ 

  センス・オブ・ワンダー…………………………………………………………………… 74 学びのカタチ 

  先生、巨大コウモリが廊下を飛んでいます！…………………………………………… 73 学びのカタチ 

  先生、シマリスがヘビの頭をかじっています！………………………………………… 73 学びのカタチ 

  千の風になって……………………………………………………………………………… 101 いろんなカタチ 

  素数ゼミの謎………………………………………………………………………………… 72 学びのカタチ 

  ソウルメイト………………………………………………………………………………… 50 家族のカタチ 

  ソードアート・オンライン………………………………………………………………… 115 伝えたい！ 

  卒業 開かずの教室を開けるとき ……………………………………………………… 11 青春のカタチ 

  空色勾玉……………………………………………………………………………………… 51 冒険のカタチ 

  空をつかむまで……………………………………………………………………………… 34 熱中のカタチ 

  それでも、日本人は「戦争」を選んだ…………………………………………………… 82 平和へのカタチ 

  それでも前を向くために…………………………………………………………………… 113 岡山じゃけー 

た行 ダーウィンと出会った夏…………………………………………………………………… 42 家族のカタチ 

  大草原の小さな家…………………………………………………………………………… 45 家族のカタチ 

  大地のランナー……………………………………………………………………………… 49 家族のカタチ 

  第二音楽室…………………………………………………………………………………… 39 熱中のカタチ 

  DIVE!! １ 前宙返り３回半抱え型………………………………………………………  34 熱中のカタチ 

  竹取物語……………………………………………………………………………………… 97 いろんなカタチ 

  正しいパンツのたたみ方…………………………………………………………………… 70 学びのカタチ 

  たたみの部屋の写真展……………………………………………………………………… 9 青春のカタチ 

  立石おじさんのおかやま昔話２…………………………………………………………… 114 岡山じゃけー 

  卵の緒………………………………………………………………………………………… 48 家族のカタチ 

  たまごを持つように………………………………………………………………………… 35 熱中のカタチ 

  タマゾン川…………………………………………………………………………………… 90 仕事のカタチ 

  タラ・ダンカン １………………………………………………………………………… 52 冒険のカタチ 

  だれか、ふつうを教えてくれ！…………………………………………………………… 98 いろんなカタチ 

  たんぽぽ娘…………………………………………………………………………………… 14 青春のカタチ 
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  地球温暖化、しずみゆく楽園ツバル……………………………………………………… 75 学びのカタチ 

  地球環境を映す鏡 南極の科学…………………………………………………………… 74 学びのカタチ 

  地球をこわさない生き方の本……………………………………………………………… 74 学びのカタチ 

  ちまっとかわいいメモ折り紙……………………………………………………………… 77 学びのカタチ 

  チャーシューの月…………………………………………………………………………… 44 家族のカタチ 

  中学生に贈りたい心の詩 40……………………………………………………………… 102 いろんなカタチ 

  中高生のための憲法教室…………………………………………………………………… 76 学びのカタチ 

  中学生のためのショート・ストーリーズ 1…………………………………………… 95 いろんなカタチ 

  中学生のためのショート・ストーリーズ ４…………………………………………… 54 冒険のカタチ 

  中学んとき…………………………………………………………………………………… 25 青春のカタチ 

  チューリップ・タッチ……………………………………………………………………… 21 青春のカタチ 

  チョコレート・アンダーグラウンド……………………………………………………… 57 冒険のカタチ 

  チョコレート工場の秘密……………………………………………………………………… 58 冒険のカタチ 

  珍獣病院 ちっぽけだけど同じ命………………………………………………………… 90 仕事のカタチ 

  つぎはぎプラネット………………………………………………………………………… 97 いろんなカタチ 

  つづきの図書館……………………………………………………………………………… 56 冒険のカタチ 

  ディズニーありがとうの神様が教えてくれたこと……………………………………… 92 仕事のカタチ 

  ディズニーそうじの神様が教えてくれたこと…………………………………………… 92 仕事のカタチ 

  でーれーガールズ…………………………………………………………………………… 109 岡山じゃけー 

  手紙屋………………………………………………………………………………………… 23 青春のカタチ 

  デジタルの仕事がしたい…………………………………………………………………… 89 仕事のカタチ 

  鉄のしぶきがはねる………………………………………………………………………… 61 自分のカタチ 

  デモナータ １幕 ロード･ロス…………………………………………………………… 52 冒険のカタチ 

  でりばりぃＡｇｅ…………………………………………………………………………… 20 青春のカタチ 

  転校生は、ハリウッドスター……………………………………………………………… 16 青春のカタチ 

  天国からはじまる物語……………………………………………………………………… 20 青春のカタチ 

  天山の巫女ソニン１………………………………………………………………………… 53 冒険のカタチ 

  伝統工芸ってなに？………………………………………………………………………… 68 学びのカタチ 

  トイレットペーパーおりがみ……………………………………………………………… 77 学びのカタチ 

  東京バンドワゴン…………………………………………………………………………… 47 家族のカタチ 

  どうしてアフリカ？どうして図書館？…………………………………………………… 75 学びのカタチ 

  トーキョー・クロスロード………………………………………………………………… 17 青春のカタチ 

  時の旅人……………………………………………………………………………………… 56 冒険のカタチ 

  ドキュメント宇宙飛行士選抜試験………………………………………………………… 91 仕事のカタチ 

  時をかける少女……………………………………………………………………………… 14 青春のカタチ 

  特別授業 3.11 君たちはどう生きるか…………………………………………………… 86 仕事のカタチ 

  特別授業“死”について話そう…………………………………………………………… 59 自分のカタチ 

  トマト・ケチャップ・ス…………………………………………………………………… 61 自分のカタチ 

  どまんなか １……………………………………………………………………………… 31 熱中のカタチ 

  トムは真夜中の庭で………………………………………………………………………… 43 家族のカタチ 

  とめはねっ！１（コミック）……………………………………………………………… 40 熱中のカタチ 

  友だち幻想 人と人の<つながり>を考える……………………………………………… 24 青春のカタチ 

  ドラえもん深読みガイド…………………………………………………………………… 106 コラボのカタチ 

  ドラえもん短歌……………………………………………………………………………… 106 コラボのカタチ 

  ドラことば…………………………………………………………………………………… 106 コラボのカタチ 

  ドラゴンボール １（コミック）………………………………………………………… 96 いろんなカタチ 

  トラベリング・パンツ……………………………………………………………………… 66 自分のカタチ 

  囚われちゃったお姫さま…………………………………………………………………… 58 冒険のカタチ 

  トワイライト １…………………………………………………………………………… 15 青春のカタチ 

  どんとこい、貧困! ………………………………………………………………………… 98 いろんなカタチ 

な行 泣けない魚たち……………………………………………………………………………… 7 青春のカタチ 

  なぜボランチはムダなパスを出すのか？………………………………………………… 116 伝えたい！ 

  謎解きはディナーのあとで………………………………………………………………… 112 岡山じゃけー 

  なぞの転校生………………………………………………………………………………… 16 青春のカタチ 

  夏から夏へ…………………………………………………………………………………… 63 自分のカタチ 

  夏の庭………………………………………………………………………………………… 9 青春のカタチ 

  七帝柔道記…………………………………………………………………………………… 35 熱中のカタチ 

  ナミヤ雑貨店の奇蹟………………………………………………………………………… 23 青春のカタチ 

  ナモナキラクエン…………………………………………………………………………… 48 家族のカタチ 

  2.43………………………………………………………………………………………… 33 熱中のカタチ 
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  虹色ほたる…………………………………………………………………………………… 43 家族のカタチ 

  西の魔女が死んだ…………………………………………………………………………… 42 家族のカタチ 

  日本人の知らない日本語…………………………………………………………………… 69 学びのカタチ 

  日本男児……………………………………………………………………………………… 37 熱中のカタチ 

  日本でいちばん大切にしたい会社………………………………………………………… 92 仕事のカタチ 

  日本を伝える！英語で折り紙……………………………………………………………… 69 学びのカタチ 

  猫のあいさつ………………………………………………………………………………… 103 いろんなカタチ 

  熱風…………………………………………………………………………………………… 33 熱中のカタチ 

  ねらわれた星………………………………………………………………………………… 97 いろんなカタチ 

  ネルソンさん、あなたは人を殺しましたか？…………………………………………… 85 平和へのカタチ 

  のはらうた…………………………………………………………………………………… 102 いろんなカタチ 

  「のび太」という生きかた………………………………………………………………… 106 コラボのカタチ 

は行 パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々……………………………………………… 57 冒険のカタチ 

  ハートビートに耳をかたむけて…………………………………………………………… 46 家族のカタチ 

  ハーフ………………………………………………………………………………………… 50 家族のカタチ 

  灰色の地平線のかなたに…………………………………………………………………… 84 平和へのカタチ 

  ハイキュー!! １（コミック）……………………………………………………………… 33 熱中のカタチ 

  博士の愛した数式…………………………………………………………………………… 110 岡山じゃけー 

  ハコの牧場…………………………………………………………………………………… 88 仕事のカタチ 

  走る少女……………………………………………………………………………………… 29 熱中のカタチ 

  走れ！T 校バスケット部…………………………………………………………………… 27 熱中のカタチ 

  走れメロス…………………………………………………………………………………… 8 青春のカタチ 

  はだしのゲンわたしの遺書………………………………………………………………… 79 平和へのカタチ 

  働く人の夢…………………………………………………………………………………… 94 仕事のカタチ 

  八月の光……………………………………………………………………………………… 79 平和へのカタチ 

  ハチ公物語…………………………………………………………………………………… 115 伝えたい！ 

  初恋素描帖…………………………………………………………………………………… 22 青春のカタチ 

  バッテリー…………………………………………………………………………………… 109 岡山じゃけー 

  はてしない物語……………………………………………………………………………… 56 冒険のカタチ 

  花の道は嵐の道……………………………………………………………………………… 40 熱中のカタチ 

  花や咲く咲く………………………………………………………………………………… 80 平和へのカタチ 

  浜村渚の計算ノート………………………………………………………………………… 72 学びのカタチ 

  ハミダシ組！………………………………………………………………………………… 6 青春のカタチ 

  ハリーポッターと賢者の石………………………………………………………………… 57 冒険のカタチ 

  バリスタ少女の恋占い……………………………………………………………………… 87 仕事のカタチ 

  ハルカの陶１（コミック）………………………………………………………………… 112 岡山じゃけー 

  晩夏のプレイボール………………………………………………………………………… 31 熱中のカタチ 

  阪急電車……………………………………………………………………………………… 100 いろんなカタチ 

  ハンセン病を生きて………………………………………………………………………… 114 岡山じゃけー 

  パンダ飼育係………………………………………………………………………………… 87 仕事のカタチ 

  ピースメーカー……………………………………………………………………………… 11 青春のカタチ 

  ヒーロー＆ヒロインに会おう！古典を楽しむきっかけ大図鑑（全３巻）…………… 78 学びのカタチ 

  ビジュアル日本史ヒロイン１０００人…………………………………………………… 67 学びのカタチ 

  左手一本のシュート………………………………………………………………………… 27 熱中のカタチ 

  ヒット商品研究所へようこそ！…………………………………………………………… 78 学びのカタチ 

  人斬り半次郎………………………………………………………………………………… 115 伝えたい！ 

  ヒトラー・ユーゲントの若者たち………………………………………………………… 83 平和へのカタチ 

  ひみつ………………………………………………………………………………………… 25 青春のカタチ 

  ひめゆりの沖縄戦…………………………………………………………………………… 82 平和へのカタチ 

  １３７億年の物語…………………………………………………………………………… 67 学びのカタチ 

  100％ガールズ １ｓｔ season……………………………………………………… 24 青春のカタチ 

  100 回泣くこと…………………………………………………………………………… 116 伝えたい！ 

  病院で働く人たち…………………………………………………………………………… 94 仕事のカタチ 

  氷菓…………………………………………………………………………………………… 11 青春のカタチ 

  ビリー・ジョーの大地……………………………………………………………………… 49 家族のカタチ 

  びんの悪魔…………………………………………………………………………………… 64 自分のカタチ 

  ４ＴＥＥＮ…………………………………………………………………………………… 8 青春のカタチ 

  武士道シックスティーン…………………………………………………………………… 35 熱中のカタチ 

  船に乗れ！１………………………………………………………………………………… 38 熱中のカタチ 

  舟を編む……………………………………………………………………………………… 93 仕事のカタチ 
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  Presents…………………………………………………………………………………… 100 いろんなカタチ 

  ペーターという名のオオカミ……………………………………………………………… 66 自分のカタチ 

  Petey（ピーティ）………………………………………………………………………… 9 青春のカタチ 

  ヘタな人生論よりトップアスリートの名言……………………………………………… 30 熱中のカタチ 

  pepita………………………………………………………………………………………… 104 コラボのカタチ 

  ベン・トー １……………………………………………………………………………… 25 青春のカタチ 

  偏差値 70 の野球部………………………………………………………………………… 31 熱中のカタチ 

  へんないきもの……………………………………………………………………………… 73 学びのカタチ 

  放課後の音符………………………………………………………………………………… 17 青春のカタチ 

  封神演義……………………………………………………………………………………… 55 冒険のカタチ 

  ぼおるぺん古事記（全３巻）……………………………………………………………… 78 学びのカタチ 

  ぼく、カギをのんじゃった！……………………………………………………………… 46 家族のカタチ 

  ぼくが宇宙人をさがす理由………………………………………………………………… 60 自分のカタチ 

  ぼくたちと駐在さんの 700 日戦争……………………………………………………… 25 青春のカタチ 

  ぼくと未来屋の夏…………………………………………………………………………… 43 家族のカタチ 

  ぼくのこえがきこえますか………………………………………………………………… 81 平和へのカタチ 

  ぼくの嘘……………………………………………………………………………………… 25 青春のカタチ 

  ぼくの村は戦場だった。…………………………………………………………………… 85 平和へのカタチ 

  ぼくは１３歳 職業、兵士。……………………………………………………………… 83 平和へのカタチ 

  ぼくは「つばめ」のデザイナー…………………………………………………………… 113 岡山じゃけー 

  ぼくは満員電車で原爆を浴びた…………………………………………………………… 79 平和へのカタチ 

  ぼくらが大人になる日まで………………………………………………………………… 10 青春のカタチ 

  ぼくらの七日間戦争………………………………………………………………………… 6 青春のカタチ 

  ぼくらの『最強』イレブン………………………………………………………………… 28 熱中のカタチ 

  星の王子さま 新訳………………………………………………………………………… 64 自分のカタチ 

  星のかけらを採りにいく…………………………………………………………………… 71 学びのカタチ 

  本当に「英語を話したい」キミへ………………………………………………………… 36 熱中のカタチ 

  翻訳家じゃなくてカレー屋になるはずだった…………………………………………… 112 岡山じゃけー 

  本を味方につける本………………………………………………………………………… 78 学びのカタチ 

ま行 マーリー……………………………………………………………………………………… 50 家族のカタチ 

  幕が上がる…………………………………………………………………………………… 10 青春のカタチ 

  負けかたの極意……………………………………………………………………………… 30 熱中のカタチ 

  魔 女 が い っ ぱ い … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 58 冒険のカタチ 

  「また、必ず会おう」と誰もが言った。………………………………………………… 65 自分のカタチ 

  都会のトム＆ソーヤ １…………………………………………………………………… 7 青春のカタチ 

  窓の外は向日葵の畑………………………………………………………………………… 47 家族のカタチ 

  ママは大統領………………………………………………………………………………… 20 青春のカタチ 

  見習い物語 上……………………………………………………………………………… 94 仕事のカタチ 

  ミムス………………………………………………………………………………………… 64 自分のカタチ 

  みんなのなやみ……………………………………………………………………………… 98 いろんなカタチ 

  みんなの論語塾……………………………………………………………………………… 60 自分のカタチ 

  無花果の実のなるころに…………………………………………………………………… 47 家族のカタチ 

  村上春樹……………………………………………………………………………………… 99 いろんなカタチ 

  冥途…………………………………………………………………………………………… 111 岡山じゃけー 

  めからかいこうせん………………………………………………………………………… 103 いろんなカタチ 

  メディエータ………………………………………………………………………………… 15 青春のカタチ 

  燃えよ剣・上巻……………………………………………………………………………… 116 伝えたい！ 

  もしも宇宙でくらしたら…………………………………………………………………… 107 コラボのカタチ 

  モモ…………………………………………………………………………………………… 56 冒険のカタチ 

や行 野球ノートに書いた甲子園………………………………………………………………… 32 熱中のカタチ 

  野心あらためず……………………………………………………………………………… 13 青春のカタチ 

  屋根裏部屋の秘密…………………………………………………………………………… 82 平和へのカタチ 

  友情リアル…………………………………………………………………………………… 25 青春のカタチ 

  夕凪の街 桜の国…………………………………………………………………………… 80 平和へのカタチ 

  床下の小人たち……………………………………………………………………………… 58 冒険のカタチ 

  梅桃（ユスラウメ）が実るとき…………………………………………………………… 110 岡山じゃけー 

  夢をかなえる。……………………………………………………………………………… 36 熱中のカタチ 

  妖怪アパートの幽雅な日常 １…………………………………………………………… 63 自分のカタチ 

  横溝正史探偵小説コレクション５………………………………………………………… 111 岡山じゃけー 

  夜のピクニック……………………………………………………………………………… 25 青春のカタチ 
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  夜はライオン………………………………………………………………………………… 61 自分のカタチ 

  よろこびの歌………………………………………………………………………………… 39 熱中のカタチ 

  弱虫ペダル１（コミック）………………………………………………………………… 41 熱中のカタチ 

ら行 ライオンと魔女―ナルニア国ものがたり（1）………………………………………… 52 冒険のカタチ 

  落語が教えてくれること…………………………………………………………………… 69 学びのカタチ 

  ラスト★ショット…………………………………………………………………………… 27 熱中のカタチ 

  ラストラン…………………………………………………………………………………… 42 家族のカタチ 

  ラブレター…………………………………………………………………………………… 18 青春のカタチ 

  ラブレター物語……………………………………………………………………………… 23 青春のカタチ 

  リアル １（コミック）…………………………………………………………………… 27 熱中のカタチ 

  リアル・ファッション……………………………………………………………………… 16 青春のカタチ 

  リキシャ★ガール…………………………………………………………………………… 49 家族のカタチ 

  リテイク・シックスティーン……………………………………………………………… 65 自分のカタチ 

  リトル・ソルジャー………………………………………………………………………… 83 平和へのカタチ 

  龍時 01-02（全３巻）……………………………………………………………………… 28 熱中のカタチ 

  林業少年……………………………………………………………………………………… 88 仕事のカタチ 

  ROOKIES １（コミック）……………………………………………………………… 31 熱中のカタチ 

  ルール！……………………………………………………………………………………… 46 家族のカタチ 

  ルフィの仲間力……………………………………………………………………………… 105 コラボのカタチ 

  ルリユールおじさん………………………………………………………………………… 101 いろんなカタチ 

  レインツリーの国…………………………………………………………………………… 98 いろんなカタチ 

  レガッタ！ １……………………………………………………………………………… 34 熱中のカタチ 

  レンタル・チルドレン……………………………………………………………………… 116 伝えたい！ 

  ロケットボーイズ（上巻）………………………………………………………………… 7 青春のカタチ 

  ロス、きみを送る旅………………………………………………………………………… 8 青春のカタチ 

わ行 若草物語……………………………………………………………………………………… 45 家族のカタチ 

  わくわく大相撲ガイド……………………………………………………………………… 68 学びのカタチ 

  和算を楽しむ………………………………………………………………………………… 72 学びのカタチ 

  わたしと小鳥とすずと……………………………………………………………………… 102 いろんなカタチ 

  わたしの、好きな人………………………………………………………………………… 109 岡山じゃけー 

  私は海人写真家……………………………………………………………………………… 87 仕事のカタチ 

  わたしはマララ……………………………………………………………………………… 85 平和へのカタチ 

  わたしはわたし。そのままを受け止めてくれるか、さもなければ放っといて。…… 95 いろんなカタチ 

  ONE PIECE １（コミック）…………………………………………………………… 96 いろんなカタチ 

  ワンピース最強考察………………………………………………………………………… 105 コラボのカタチ 

  ワンピースの言葉が教えてくれること…………………………………………………… 105 コラボのカタチ 

 

  



  125  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

──────「おもしろ読書事典（中学生版）」作成委員会────────────────── 
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