
１ 兎の眼 灰谷 健次郎∥作 (理論社)

２ 塩狩峠 三浦 綾子∥著 (新潮社)

３ カラフル 森 絵都∥作 (講談社)

４ くちびるに歌を 中田 永一∥著 (小学館)

５ 鬼の橋 伊藤 遊∥作 太田 大八∥画 (福音館書店)

６ 台所のおと みそっかす 幸田 文∥作 青木 奈緒∥編 (岩波書店)

７ 父の詫び状 向田 邦子∥著 (文藝春秋)

８ 夏の庭-The Friends- 湯本 香樹実∥著 (新潮社)

９ 西の魔女が死んだ 梨木 香歩∥著 (小学館)

１０ ねらわれた星 星 新一∥作 (理論社)

-星新一ショートショートセレクション‐

１１ 博士の愛した数式 小川 洋子∥著 (新潮社)

１２ 「自分の木」の下で 大江 健三郎∥著 大江 ゆかり∥画 (朝日新聞社)

１３ きみの友だち★ 重松 清∥著 (新潮社)

１４ 鹿の王（上・下）★ 上橋 菜穂子∥著 (KADOKAWA) 

１５ あと少し、もう少し★ 瀬尾 まいこ∥著 (新潮社)

１６ ブレイブ・ストーリー（上・下）★ 宮部 みゆき∥著 (角川書店)

１７ 天平の甍★ 井上 靖∥著 (金の星社)

１８ 楽隊のうさぎ★ 中沢 けい∥著 (新潮社)

1 おーいぽぽんた（全２冊） 茨木 のりこ∥ほか編 (福音館書店)

-声で読む日本の詩歌166-

2 サラダ記念日 俵 万智∥著 (河出書房新社)

3 中学生に贈りたい心の詩40★ 水内 喜久雄∥編・著 (ＰＨＰ研究所)

詩・短歌

1    あした選挙へ行くまえに 池上 彰∥著 (河出書房新社)

2    科学と科学者のはなし 寺田 寅彦∥著 池内 了∥編 (岩波書店)

3    数の悪魔 エンツェンスベルガー∥著 丘沢 静也∥訳 (晶文社)

-算数・数学が楽しくなる12夜-

4   １４歳からの哲学-考えるための教科書- 池田 晶子∥著 (トランスビュー)

5    少年動物誌 河合 雅雄∥作 平山 英三∥画 (福音館書店)

6    ジョン万次郎 -海を渡ったサムライ魂- マーギー・プロイス∥著 金原 瑞人∥訳 (集英社)

7    正しいパンツのたたみ方 南野 忠晴∥著 (岩波書店)

-新しい家庭科勉強法-
8    ディズニー 鎌田 洋∥著 (ソフトバンククリエイティブ)

-そうじの神様が教えてくれたこと-
9    ぼくのマンガ人生 手塚 治虫∥著 (岩波書店)

10    マララ マララ・ユスフザイ、パトリシア・マコーミック∥著

-教育のために立ち上がり、世界を変えた少女- 道傳 愛子∥訳 (岩崎書店)

11    かぎりなくやさしい花々 星野 富弘∥著 (偕成社)

12    日本語教室 井上 ひさし∥著 (新潮社)

13    光をくれた犬たち 盲導犬の一生★ 今西 乃子∥著 浜田 一男∥写真 (金の星社)

14    ぼくはイエローでホワイトで、 ブレイディ みかこ∥著 (新潮社)

ちょっとブルー★
15    みんなの論語塾★ 安岡 定子∥著 (講談社)

16    漫画君たちはどう生きるか★ 吉野 源三郎∥原作 羽賀 翔一 ∥漫画

(マガジンハウス)

１ 赤毛のアン モンゴメリ∥作 村岡 花子∥訳 (ポプラ社)

2 王への手紙（上・下） トンケ・ドラフト∥作 西村 由美∥訳 (岩波書店)

3 西遊記（上・下） 呉 承恩∥作 君島 久子∥訳 (福音館書店)

4 シャーロック・ホームズの冒険 コナン・ドイル∥著 延原 謙∥訳 (新潮社)

5 ともしびをかかげて ローズマリ・サトクリフ∥作 猪熊 葉子∥訳 (岩波書店)

6 二年間の休暇（上・下） ジュール・ヴェルヌ∥作 私市 保彦∥訳 (岩波書店)

7 星の王子さま サン＝テグジュペリ∥作 内藤 濯∥訳 (岩波書店)

8 モモ ミヒャエル・エンデ∥作 大島 かおり∥訳 (岩波書店)

9 レ・ミゼラブル（上・下） ヴィクトル・ユゴー∥作 清水 正和∥編・訳 (福音館書店)

１０ 老人と海 アーネスト・ヘミングウェイ∥著 福田 恒存∥訳 (新潮社)

１ アンネの日記 アンネ・フランク∥著 深町 眞理子∥訳 (文藝春秋)

２ アメリカひじき 火垂るの墓 野坂 昭如∥著 (新潮社)

３ ガラスのうさぎ 高木 敏子∥作 (金の星社)

４ 少年Ｈ（上・下） 妹尾 河童∥著 (講談社)

５ ある晴れた夏の朝★ 小手鞠 るい∥著 (偕成社)

戦争

＜中学生向けの本＞「豊岡市推薦図書６０」

いろいろなジャンルの本を読んでみよう！！
読書に夢中！

◇発行：豊岡市教育委員会 ◇選定：豊岡市推薦図書作成委員会（202１年3月改訂）

★：今回の改訂で新しく推薦した図書です。

「この味がいいね」と

君が言ったから 七月六

日はサラダ記念日

ノンフィクション
日本の小説・エッセイ

１ 宇治拾遺ものがたり 川端 善明∥作 (岩波書店)

２ 風の又三郎 宮沢 賢治∥作 (岩波書店)

３ くもの糸 芥川 龍之介∥作 (新潮社)

４ 古事記物語 福永 武彦∥作 (岩波書店)

５ 山月記・李陵 他９篇 中島 敦∥作 (岩波書店)

６ 竹取物語 江國 香織∥文 立原 位貫∥画 (新潮社)

７ 桃尻語訳 枕草子（上・中・下） 清少納言∥著 橋本 治∥訳 (河出書房新社)

８ 雪女 夏の日の夢 ラフカディオ・ハーン∥作 脇 明子∥訳 (岩波書店)

古典・近代文学
日本の古典文学、

近代文学を読み比べ

てみよう。

外国の小説

たったふたりだけ生き

残った父子と、命を救うた

めに奔走する医師。

生命をめぐる壮大な冒険

が今、はじまる！

長崎県五島列島の

ある中学合唱部が物

語の舞台。青春小説

が文庫化！

それぞれの登場人物

の立場から原子爆弾に

ついての議論がくりひ

ろげられる。


