2010年〜2011年上半期

YA本

紹介リスト

1．本校の人気本
①

2010年

ベスト3

『神様のカルテ 』/2/夏川 草介・著/小学館/2010.10
『バカとテストと召喚獣』/ファミ通文庫/8/井上 堅二・著/エンターブレイン/2010.9
『都会（まち）のトム＆ソーヤ』/ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ/怪人は夢に舞う/
はやみねかおる・著/講談社/2010.9
②

話題になった本
『これからの「正義」の話をしよう 』/いまを生き延びるための哲学/マイケル・サンデ
ル・著/鬼澤 忍・訳/早川書房/2010.5
『池上彰の新聞活用術』/池上 彰・著/ダイヤモンド/2010.10
『超訳ニーチェの言葉』/フリードリヒ・ニーチェ・著/白取 春彦・編訳/ディスカ
ヴァー・トゥエンティワン/2010.1

2.私と向き合おう
①

等身大の私へ
ⅰ.自分の中の葛藤や、家族との関わりの中で

★
★

『心晴日和』/喜多川 泰・著/幻冬舎/2010.2
『リリース』/ｔｅｅｎｓʼ

ｂｅｓｔ ｓｅｌｅｃｔｉｏｎｓ/草野たき・著/ポプラ社

/2010.4

★

『おれのおばさん』/佐川 光晴・著/集英社/2010.6

★

『まつりちゃん』/岩瀬成子・作/理論社/2010.9

★

『なくしたものたちの国』/角田 光代・著/松尾 たいこ・著/ホーム社/2010.9

★

『おじいちゃんの大切な一日』/重松 清・著/幻冬舎/2011.5

★

『真夜中のカカシデイズ』/宮下 恵茉・著/学研教育出版/2011.6

★

『深海魚チルドレン 』/河合 二湖・著/講談社/2011.6

★

『僕は、そして僕たちはどう生きるか』/梨木 香歩・著/理論社/2011.4

★

『これからの誕生日』/穂高 明・著/双葉社/2011.6
『カルテット!』/鬼塚 忠・著/河出書房新社/2010.1
『たまごボーロのように』/華恵・著/筑摩書房/2010.2
『銀盤のトレース』/碧野 圭・著/実業之日本社/2010.2
『四十九日のレシピ』/伊吹 有喜・著/ポプラ社/2010.2
『オー!ファーザー』/a family/伊坂 幸太郎・著/新潮社/2010.3
『兄妹パズル』/石井 睦美・著/ポプラ社/2010.5
『ダリアの笑顔』/椰月 美智子・著/光文社/2010.7
『野川』/長野 まゆみ・著/河出書房新社/2010.7
『ばら色タイムカプセル』/大沼 紀子・著/ポプラ社/2010.8
『１００ｋｍ！』/片川優子・著/講談社/2010.8
『竜の木の約束』/濱野京子・作/丹地陽子 絵/あかね書房/2010.10
『おしまいのデート』/瀬尾 まいこ・著/集英社/2011.1
『アンジャーネ』/吉永 南央・著/東京創元社/2011.1
『しっぽちゃん』/群 洋子・著/角川書店/2011.3

『円卓』/西 加奈子・著/文藝春秋/2011.3
『あなたがいる場所』/沢木 耕太郎・著/新潮社/2011.3
『はとの神様』/関口 尚・著/集英社/2011.4
『ライオンのつづき』/大川 尚利・著/双葉社/2011.4
『想い出あずかります』/吉野 万理子・著/新潮社/2011.5
★
★
★

『はみだしインディアンのホントにホントの物語』/ＳＵＰＥＲ！ＹＡ/シャーマン・ア
レクシー・著/エレン・フォーニー・絵/さくまゆみこ・訳/小学館/2010.2
『スピリッドベアにふれた島』/ベン・マイケルセン・著/鈴木出版/2010.9
『ユミとソールの10か月』/クリスティーナ・ガルシア・著/小田原 智美・訳/作品社
/2011.6
『コブタのしたこと』/ミレイユ・ヘウス・著/あすなる/2010.2
『サリーの帰る家』/エリザベス・オハラ・著/エンターブレイン/2010.4
『小さな可能性』/マルヨライン・ホフ・著/野坂悦子・訳/小学館/2010.5
『ラスト・ソング』/ニコラス・スパークス・著/雨沢 泰・訳/アチーブメント出版
/2010.6
『マチルダの小さな宇宙』/ヴィクター・ロダート・著/駒月 雅子・訳/早川書房
/2010.9
『フォスターさんの郵便配達』/エリアセル・カンシーノ・作/宇野和美・訳/偕成社
/2010.11
『風の少年ムーン』/ワット・キー

作/茅野美ど里・訳/偕成社/2010.11

『太陽のくに』/エヴァ・アスムセン・著/金の星社/2010.12
ⅱ.学校や社会との関わりの中で
★

『終点のあの子』/柚木 麻子・著/文藝春秋/2010.5

★

『アナザー修学旅行』/有沢 佳映・著/講談社/2010.6

★
★
★

『「また、必ず会おう」と誰もが言った。』/喜多川

泰・著/サンマーク出版

/2010.11
『第二音楽室』/School and Music/佐藤 多佳子・著/文藝春秋/2010.11
『聖夜』School and Music/佐藤 多佳子・著/文藝春秋/2010.12
『あの日、ブルームーンに。』/TEEN'S BEST SELECTION/宮下 恵茉・著/ポプラ社
/2011.5
『桐島、部活やめるってよ』/朝井 リョウ・著/集英社/2010.2
『潮風に流れる歌』/関口 尚・著/徳間書店/2010.2
『ストロベリー・ブルー』/香坂 直・著/角川書店/2010.3
『僕たちのプレイボール』/鬼塚 忠・著/幻冬舎/2010.3
『グラツィオーソ』/山口 なお美・著/アルファポリス/2010.5
『ヘヴンリープレイス』/ノベルズ・エクスプレス/濱野京子・作/猫野ぺすか・絵/ポプラ
社/2010.7
『おたまじゃくしの降る町で』/八束澄子・著/講談社/2010.7
『グラウンドの空』/あさの あつこ・著/角川書店/2010.7
『どまんなか』/ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ/須藤靖貴・著/講談社/2010.7
『市立第二中学校2年C組』/10月19日月曜日/椰月 美智子・著/講談社/2010.8

『サニーサイド・スーサイド』/北國 浩二・著/原書房/2010.9
『13歳のシーズン』/BOOK WITH YOU/あさの あつこ・著/光文社/2010.10
『木工少女』/濱野 京子・著/講談社/2011.3
『アゲイン』/浜口 倫太郎・著/ポプラ社/2011.4
『スパイクス

ランナー』/あさの あつこ・著/幻冬舎/2011.4

『快晴フライング』/古内 一絵・著/ポプラ社/2011.4
『帰宅部ボーイズ』はらだ みずき・著/幻冬舎/2011.5
『希望（ホープ）のいる町』/ジョーン・バウアー・著/中田香・訳/金原瑞人・選/作品社

★

/2010.3
『ローカル・ガールズ』/アリス・ホフマン・著/北條 文緒・訳/みすず書房/2010.9
②

ちょっと大人の私へ

★

『和菓子のアン』/坂木 司・著/光文社/2010.4

★

『虹色の皿』/拓未 司・著/角川出版/2010.12

★

『太陽のパスタ、豆のスープ』/宮下 奈都・著/集英社/2010.1

★

『喜嶋先生の静かな世界』/森 博嗣・著/講談社/2010.10

★

『空色バトン』笹生 曜子・著/文藝春秋/2011.6
『それいゆ』/生田 紗代・著/角川書店/2010.3
『リアル・シンデレラ』/姫野 カオルコ・著/光文社/2010.3
『夏色ジャンクション』/福田 栄一・著/実業之日本社/2010.5
『つばさものがたり』/雫井 脩介・著/小学館/2010.8
『チア男子!!』/朝井 リョウ・著/集英社/2010.10
『メロディ・フェア』/宮下 奈都・著/ポプラ社/2011.1
『工学部ヒラノ教授』/今野 浩・著/新潮社/2011.1
『県庁おもてなし課』/有川 浩・著/角川書店/2011.3
『てふてふ荘へようこそ』/乾 ルカ・著/角川書店/2011.5
『地球先生』/宮下 隆二・著/小学館/2011.6
『レンブラントの帽子』/バーナード・マラマッド・著/小島 信夫・訳/浜本 武雄・訳/井

★

上 謙治・/夏葉社/2010.5
『オリーヴ・キタリッジの生活』/エリザベス・ストラウト・著/小川 高義・訳/早川書

★

房/2010.10
『ヴィンテージ・ドレス・プリンセス』/ライムブックス/メグ・キャボット・著/松本
裕・訳/原書房/2010.1
③

時代を超えて

★

『火群(ほむら)のごとく』/あさの あつこ・著/文藝春秋/2010.5

★

『マルガリータ』/村木 嵐・著/文藝春秋/2010.6
『オール・マイ・ラヴィング』/岩瀬 成子・著/ホーム社/2010.1
『早雲の軍配者』/富樫 倫太郎・著/中央公論新社/2010.2
『銀河に口笛』/朱川 湊人・著/朝日新聞出版/2010.3
『なりひらの恋』/在原業平ものがたり/三田 誠広・著/PHP研究所/2010.5
『我、天命を覆す 陰陽師・安倍晴明』/結城 光流・著/角川書店/2010.7
『孤鷹の天』/澤田 瞳子・著/徳間書店/2010.9

『暗闇の楽器』/ナンシー・ヒューストン・著/永井 遼・訳/いぶき けい・訳/水声社

★

/2010.5
『カイウスはばかだ』/岩波少年文庫/ヘンリー・ウィンターフェルト・著/ 関 楠生・訳/

★

岩波書店/2011.6
④

★

命や性などについて考える
『私と僕が生きた道』/性同一性障害と向き合った29年/流星・著/幻冬舎/2010.2
『私は売られてきた』/パトリシア・マコーミック・著/代田亜香子・訳/金原瑞人・選/

★

作品社/2010.6
『ピーティ』/鈴木出版の海外児童文学/ベン・マイケルセン・作/千葉茂樹・訳/鈴木出版
/2010.5
『100歳の少年と12通の手紙』/エリック=エマニュエル・シュミット・著/阪田 由美
子・訳/河出書房新社/2010.10
『ジャミーラの青いスカーフ』ルクサナ・カーン・著/もりうち すみこ・訳/さ・え・ら
書房/2010.12
『フライ・ハイ』/ YA Step!/ボーリン・フィスク・著/代田 亜香子・訳/あかね書房
/2011.3
『ドッグテールズ』/樋口 明雄・著/光文社/2011.5
⑤

戦争の中で

★

『ソルハ』/帚木 蓬生・著/あかね書房/2010.4

★

『記憶、或いは辺境』/詩森 ろば・著/創英社/2010.11
『草原の風の詩』/佐和 みずえ・著/西村書店/2010.2
『小さいおうち』/中島 京子著 /文藝春秋/2010.5
『ツリーハウス』/角田光代・著/文藝春秋/2010.10
『INORI-いのり-』/綾野 まさる・著/ハート出版/2010.12

★

『マルカの長い旅』/ミリヤム・プレスラー・作/松永美穂・訳/徳間書店/2010.6
『ヒトラー・ユーゲントの若者たち』/愛国心の名のもとに/Ｓ．Ｃ．バートレッティ・

★

著/林田康一・訳/あすなろ房/2010.10
『モーツァルトはおことわり』/マイケル・モーパーゴ・作/マイケル・フォアマン・絵/

★

さくまゆみこ/岩崎書店/2010.7
『図書室からはじまる愛』/パドマ・ヴェンカトラマン・著/小梨 直・訳/白水社

★

/2010.6
『夜』/新版/エリ・ヴィーゼル・著/村上 光彦・訳/みすず書房/2010.2
『サラの鍵』/CREST BOOKS/タチアナ・ド・ロネ・著/高見 浩・訳/新潮社/2010.5
『マーチ家の父』/もうひとつの若草物語/ジェラルディン・ブルックス・著/高山 真由
美・訳/武田ランダムハウスジャパン/2010.5
『半分のぼった黄色い太陽』/チママンダ・ンゴズィ・アディーチェ ・著/河出書房新社
/2010.8
『ある小さなスズメの記録

人を慰め、愛し、叱った、誇り高きクラレンスの生涯 』タ

チアナ・ド・ロネ・著/梨木
3.

本の世界を楽しもう
①

冒険・ファンタジー・SFなど

香歩 ・訳/文藝春秋/2010.11

★

『送り人の娘』/廣嶋 玲子・著/角川書店/2010.2

★

『伏』/贋作・里見八犬伝/桜庭 一樹・著/文藝春秋/2010.11

★

『アルフレートの時計台』/斉藤 洋・著/偕成社/2011.4

★

『火鍛冶の娘』/ カドカワ銀のさじシリーズ/廣嶋 玲子・著/角川書店/2011.3

★

『六月の輝き』/乾 ルカ・著/集英社/2011.1
『かのこちゃんとマドレーヌ夫人』/ちくまプリマー新書/万城目学・著/筑摩書房
/2010.1
『屋上の黄色いテント』/椎名 誠・著/ロール・デュファイ・著/柏艪舎/2010.2
『痕跡師の憂鬱』/幻狼FANTASIA NOVELS/田代 裕彦・著/幻冬舎コミックス/2010.2
『引き出しの中の家』/ノベルズ・エクスプレス/朽木祥・作/金子恵・絵/ポプラ社
/2010.3
『星町の物語』/太田忠司・作/理論社/2010.3
『緑金書房午睡譚』/篠田 真由美・著/講談社/2010.4
『ぼくらの輪廻転生』/カドカワ銀のさじシリーズ/さとう まきこ・著/角川書店
/2010.5
『ひぐれのお客』/福音館創作童話シリーズ/安房直子

作/MICAO・画/福音館書店

/2010.5
『ひぐれのラッパ』/福音館創作童話シリーズ/安房直子

作/MICAO・画/福音館書店

/2010.9
『一鬼夜行』/ポプラ文庫ピュアフル/小松 エメル・著/ポプラ社/2010.7
『「希望」という名の船にのって』/森下一仁・著/きたむらさとし・画/ゴブリン書房
/2010.7
『ぼくのうた』/幻狼FANTASIA NOVELS/十文字 青・著/幻冬舎コミックス/2010.7
『エンドレス・ガーデン』/ロジカル・ミステリー・ツアーへ君と/ハヤカワSFシリーズJ
コレクション/片理 誠・著 /早川書房/2010.9
『歌うクジラ』/上・下/村上 龍・著/講談社/2010.10
『月のさなぎ』/石野 晶・著/新潮社/2010.11
『アギーの祈り』/濱野京子・著/平澤朋子・画/偕成社/2010.11
『玉工乙女』/勝山 海百合・著/早川書房/2010.11
『折れた竜骨』/ミステリ・フロンティア/米澤 穂信・著/東京創元社/2010.11
『インディアン・サマー騒動記』/沢村 浩輔・著/東京創元社/2011.3
『ムーの少年』/滝本 竜彦・著/角川書店/2011.3
『スーサ』/あさの あつこ・著/徳間書店/2011.3
★

『黒猫オルドウィンの冒険』/三びきの魔法使い、旅に出る/アダム・ジェイ・エプスタ
イン・著/アンドリュー・ジェイコブスン・著/大谷真弓・訳/早川書房/2010.11

★

『ギヴァー』/記憶を注ぐ者/ロイス・ローリー・著/島津やよい・訳/新評論/2010.1

★

『ボグ・チャイルド』/シヴォーン・ダウド・著/千葉 茂樹・著/ゴブリン書房/2011.1

★

『きみに出会うとき』/レベッカ・ステッド・著/ないとう ふみこ・訳/東京創元社
/2011.4
『タペストリー』/運命の光る糸/ヘンリー・Ｈ．ネフ・著/大嶌双恵・訳/ヴィレッジ
ブックス/2010.4

『アードマン連結体』/ハヤカワ文庫 SF/ナンシー・クレス・著/田中 一江ほか・訳/早
川書房/2010.4
『宇宙飛行士オモン・ラー』/群像社ライブラリー/ヴィクトル・ペレーヴィン・著/尾山
慎二・訳/群像社/2010.6
『ヘヴンアイズ』/新装版/デイヴィッド・アーモンド・著/金原 瑞人・訳/河出書房新社
/2010.6
『アンランダン』/ザナと傘飛び男の大冒険/チャイナ・ミエヴィル・著/内田昌之・訳/
河出書房新社/2010.8
『誰でもない王女さま』/アンドリュー・ラング・作/リチャード・ドイル・絵/井村 君
江・監修/安岡 みゆき・訳/レベル/2010.11
②
★
★

ミステリー・ホラーなど
『闇の喇叭』/ミステリーYA!/有栖川 有栖・作/理論社/2010.6
『あやかし草子

現代変化物語』/シリーズ本のチカラ/那須 正幹・著/日本標準

/2011.5
『さよならドビュッシー』/中山 七里・著/宝島社/2010.1
『ファディダディ・ストーカーズ』/芹澤 桂・著/幻冬舎/2010.4
『帰天城の謎』/TRICK青春版/はやみね かおる・著/鶴田 謙二・絵/講談社/2010.5
『超能力者のいた夏』/メディアワークス文庫/寺本 耕也・著/アスキー・メディアワーク
ス/2010.6
『あなたに贈るＸ』/ミステリーＹＡ！/近藤史恵・作/理論社/2010.7
『スリープ』/乾 くるみ・著/角川春樹事務所/2010.7
『謎解きはディナーのあとで』/東川 篤哉・著/小学館/2010.9
『ひなあられ』/講談社ノベルス/日日日・著/講談社/2010.10
『探偵ザンティピーの休暇』/幻冬舎文庫/小路 幸也・著/幻冬舎/2010.10
『家元探偵マスノくん

県立桜花高校★ぼっち部 』/TEENS' ENTERTAINMENT/笹生

陽子・著/ポプラ社/2011.11
『しらみつぶしの時計』/本格推理コレクション/法月 綸太郎・著/祥伝社/2011.2
『ミス・カナのゴーストログ』/１・２/斉藤・洋・著/偕成社/2011.6
★
★
★
★

『ぼくの名はチェット』/名犬チェットと探偵バーニー/スペンサー・クイン・著/古草 秀
子・/東京創元社/2010.5
『消えたヴァイオリン』/SUPER!YA/スザンヌ・ダンラップ・著/西本 かおる・訳/小学
館/2010.8
『墓場の少年』/ノーボディ・オーエンズの奇妙な生活/ニール・ゲイマン・著/金原 瑞
人・/角川書店/2010.9
『この世の涯てまで、よろしく』/フレドゥン・キアンプール・著/酒寄 進一・訳/東京創
元社/2011.5
『とざされた時間のかなた』/海外ミステリーＢＯＸ/ロイス・ダンカン・作/佐藤見果
夢・訳/評論社/2010.1
『マデックの罠』/海外ミステリーＢＯＸ/ロブ・ホワイト・作/宮下嶺夫・訳/評論社
/2010.3

『勇気の季節』/Hayakawa Novels/ロバート・B.パーカー・著/光野 多惠子・訳/早川
書房/2010.3
『ママのトランクを開けないで』/ハヤカワ文庫/デボラ・シャープ・著/戸田 早紀・訳/
早川書房/2010.4
『猫とキルトと死体がひとつ』/ハヤカワ文庫/リアン・スウィーニー・著/山西 美都紀・
訳/早川書房/2010.6
『ラスト★ショット』/海外ミステリーＢＯＸ/ジョン・ファインスタイン・作/唐沢則
幸・訳/評論社/2010.10
『深く、暗く、冷たい場所』/メアリー・D.ハーン・著/せな あいこ・訳/評論社
/2011.1
『ほんとうにあった12の怖い話』/スーザン・プライス・著/安藤 紀子ほか・訳/長崎出
版/2011.6
③

恋愛・学園ものなど

★

『キケン』/有川 浩・著/新潮社/2010.1

★

『昆虫部』/椙本 孝思・著/幻冬舎/2010.5

★

『大盛りワックス虫ボトル』/YA!ENTERTAINMENT/魚住 直子・著/講談社/2011.3

★

『カエルの歌姫』/如月 かずさ・著/講談社/2011.6
『メグル』/乾 ルカ・著/東京創元社/2010.2
『失恋延長戦』/山本 幸久・著/祥伝社/2010.3
『カウントダウン』/BOOK WITH YOU/山本 文緒・著/光文社/2010.10
『乙女の初恋』/折原 みと・著/ポプラ社/2010.11
『わたしの恋人』/藤野 恵美・著/講談社/2010.12
『ピースメーカー』/小路 幸也・著/ポプラ社/2011.1
『せきれい荘のタマル』/越谷 オサム・著/小学館/2011.1
『双月高校、クイズ日和』/青柳 碧人・著/講談社/2011.1
『ラブ・ケミストリー』/喜多 喜久・著/宝島社/2011.3
『偉大なる、しゅららぼん』/万城目 学・著/集英社/2011.4
『噓つきは恋のはじまり』/メグ・キャボット・作/代田 亜香子・訳/理論社/2010.3
④

シリーズものなど

★

『空想オルガン』/初野 晴・著/角川書店/2010.8

★

『ふたりの距離の概算』/米澤 穂信・著/角川書店/2010.6

★

『みんなのふこう』/若竹 七海・著/ポプラ社/2010.11

★
★

『アネモネ探偵団

2

迷宮ホテルへようこそ』/近藤 史恵・著/メデイアファクトリー

/2011.3
『№6』/#9/あさの あつこ・著/講談社/2011.6
『ハナシがうごく!』/笑酔亭梅寿謎解噺・4/田中 啓文・著/集英社/2010.2
『筒井康隆SFジュブナイルセレクション』/5・W世界の少年/筒井 康隆・著/金の星社
/2010.3
『タイム★ダッシュ』/ＹＡ！フロンティア/藤咲あゆな・作/天海うさぎ・絵/岩崎書店
/2010.4
『猫物語』/講談社BOX/黒/西尾 維新・著/講談社/2010.7

『ゆんでめて』/畠中 恵・著/新潮社/2010.7
『獣の奏者』/刹那/上橋菜穂子・著/講談社/2010.9
『遠に呱々泣く八重の繭』/薬屋探偵怪奇譚/高里 椎奈・著/講談社/2011.2
『人形遣いの影盗み』/ミステリ・フロンティア/三木 笙子・著/2011.2
『大人への階段』/Step2

泣いちゃいそうだよ

高校生編/小林 深雪・著/講談社

/2011.2
『RDG』/カドカワ銀のさじシリーズ/4・世界遺産の少女 /荻原 規子・著/角川書店
/2011.5
『フラッシュ・ポイント』/天命探偵真田省吾4/神永 学・著/新潮社/2011.6
『ゴーストハント』/幽BOOKS/5・鮮血の迷宮/小野 不由美・著/メディアファクトリー
/2011.7
★
★
★

『シカゴよりとんでもない町』/リチャード・ペック・著/斎藤 倫子・訳/東京創元社
/2010.11
『名探偵ホームズぶな屋敷の謎』/講談社青い鳥文庫/アーサー・コナン・ドイル・著/日
暮 まさみち・訳/講談社/2011.5
『キャットと王立劇場のダイヤモンド』/キャット・ロイヤルシリーズ 1/ジュリア・ゴー
ルディング・著/雨海 弘美・訳/静山社/2011.6
『プリンセス・ダイアリー』/崖の下のプリンセス篇/メグ・キャボット・著/代田 亜香
子・/河出書房新社/2010.1
『ヒックとドラゴン』/天牢の女海賊/ヒック・ホレンダス・ハドック三世・作/クレシッ
ダ・コーウェル・古ノルド語訳/相良倫子・日本語共訳/小峰書店/2010.1
『ミラート年代記』/シルマオの聖水/ラルフ・イーザウ・著/酒寄進一・訳/佐竹美保・
画/あすなろ書房/2010.4
『トワイライト』/ヴィレッジブックス/4・最終章/ステファニー・メイヤー・著/小原
亜美・訳/ヴィレッジブックス2010.4
『コニー・ライオンハートシリーズ』/キメラの呪い/ジュリア・ゴールディング・作/祖
父江英之・イラスト静山社/2010.6/1600円
『盗人の報復』/C・NOVELS Fantasia・ヴァルデマールの絆/マーセデス・ラッキー・
著/澤田 澄江・訳/中央公論新社/2010.6/1300円
『タラ・ダンカン』/幽霊たちの野望/ソフィー・オドゥワン＝マミコニアン・著/メディ
アファクトリー/2010.8/1400円
『ゾーイの物語』/ハヤカワ文庫 SF・老人と宇宙・4/ジョン・スコルジー・著/内田 昌
之・訳/早川書房/2010.9/940円
『ジョシュア・ファイル』/見えない都市/マリア・Ｇ．ハリス

作/石随じゅん・訳/評

論社/2010.9
『ミストクローク』/霧の羽衣/ハヤカワ文庫 FT/1・新たな救い手/ブランドン・サン
ダースン・著/金子 司・訳/早川書房/2010.9
『エルフの血脈』/魔法剣士ゲラルト/ハヤカワ文庫 FT/アンドレイ・サプコフスキ・著/
川野 靖子・訳/天沼 春樹・訳/早川書房/2010.10
『ハデスの剣―パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々・外伝』/リック・リオーダ
ン・著/金原 端人・訳/ほるぷ出版/2010.12

『ユリシーズ・ムーアと第一のかぎ』/ＵＬＹＳＳＥＳ
ｎｉｃｏ

ＭＯＯＲＥ/Ｐｉｅｒｄｏｍｅ

Ｂａｃｃａｌａｒｉｏ・著/金原瑞人・訳/学研パブリッシング/20116

4．アンソロジー
『きみが見つける物語』/ティーンエイジ・レボリューション/あさの あつこ・著/魚住
★

直子・著/角田 光代・著/笹生 陽子・著/森 絵都・著/椰月 美智子・著 /角川書店
/2010.4

★

『きみが見つける物語』/あこがれのハイスクールライフ！/谷川 流・著/初野 晴・著/米
澤 穂信・著 /角川書店/2011.6
『好き、だった。』/はじめての失恋、七つの話/MF文庫ダ・ヴィンチ/有川 浩・著/朝
倉 かすみ・著/梨屋 アリエ・著/石原 まこちん・著/吉野 万理子・著/紺野 キリフキ・著
/宮木 あや子・著/ダ・ヴィンチ編集部・編/メディアファクトリー/2010.2
『名探偵に訊け』/KAPPA NOVELS・最新ベスト・ミステリー/日本推理作家協会・編/
有栖川 有栖ほか・著/光文社/2010.9
『放課後探偵団』/書き下ろし学園ミステリ・アンソロジー/創元推理文庫/相沢 沙呼ほ
か・著/梓崎 優ほか・著/東京創元社/2010.11

★

『八月の暑さのなかで』/ホラー短編集/岩波少年文庫/金原瑞人・編訳/岩波書店
/2010.7
『ワイオミング生まれの宇宙飛行士』/宇宙開発SF傑作選/ハヤカワ文庫 SF・SFマガジ
ン創刊50周年記念アンソロジー/中村 融・編/早川書房/2010.7

5．詩・エッセイなど
★
★

『私の胸は小さすぎる』/谷川 俊太郎・著/田 原・選/角川学芸出版/2010.9
『わたしが一番きれいだったとき 』/茨木のり子詩集/豊かなことば現代日本の詩・7/
茨木 のり子・著/伊藤 英治・編/岩崎書店/2010.2

★

『やわらかなレタス』/江國 香織・著/文藝春秋/2011.2

★

『時に海を見よ』/これからの日本を生きる君に贈る/渡辺 憲司・著/双葉社/2011.6

★

『一瞬と永遠と』/萩尾 望都・著/幻戯書房/2011.6
『くじけないで』/柴田 トヨ・著/飛鳥新社/2010.3
『銀の船と青い海』/萩尾 望都・著 /河出書房新社/2010.10
『闇を光に』/ハンセン病を生きて/近藤 宏一・著/みすず書房/2010.10
『百歳日記』/生活人新書/まど みちお・著/日本放送出版協会/2010.11
『うた恋い2』/超訳百人一首/杉田 圭・著/メディアファクトリー/2011.4
『息子へ。』/Dear son,/飯野 賢治・著/幻冬舎/2011.5

6．ノンフィクション
★
★
★

『犬部!』/北里大学獣医学部/片野 ゆか・著/ポプラ社/2010.4
『私のフォト・ジャーナリズム』/戦争から人間へ/平凡社新書/長倉 洋海・著/平凡社
/2010.11
『オシムからの旅』/よりみちパン！セ/木村元彦 著/１００％ＯＲＡＮＧＥ・装画・挿
画/理論社/2010.2

★

『イケメン幕末史』/PHP新書/小日向 えり・著/PHP研究所/2010.6

★

『世の中への扉

甲子園がくれた命』中村 計・著/講談社/2011.3

★
★

『左手一本のシュート』/ 夢あればこそ! 脳出血、右半身麻痺からの復活/島沢 優子・著
/小学館/2011.5
『日本男児』/長友 佑都・著/ポプラ社/2011.5
『はじめての坂本龍馬』/ちくまプリマー新書/齋藤孝・著/筑摩書房/2010.1
『俳句、はじめました』/岸本 葉子・著/角川学芸出版/2010.1
『活字たんけん隊』/めざせ、面白本の大海/岩波新書 新赤版/椎名 誠・著/岩波書店
/2010.1
『１５歳の東京大空襲』/ちくまプリマー新書/半藤一利・著/筑摩書房/2010.2
『狂言でござる』/僕の「日本人の笑い」再発見 ボケとツッコミには600年の歴史が
あった/南原 清隆・/祥伝社/2010.2
『折れない心』/学研新書/野村 忠宏・著/学研パブリッシング/2010.2
『どうしてアフリカ？どうして図書館？』/さくまゆみこ・著/沢田としき・絵/あかね書
房/2010.6
『アイデアはどこからやってくる？』/１４歳の世渡り術/岩井俊雄・著/河出書房新社
/2010.6
『小惑星探査機はやぶさの大冒険』/山根 一眞・著 /マガジンハウス/2010.7
『甲子園だけが高校野球ではない』/岩崎 夏海・監修/廣済堂あかつき/2010.8
『私は無実です』/検察と闘った厚労省官僚村木厚子の445日/今西 憲之・著/週刊朝日
取材班・朝日新聞出版/2010.9
『ザ・ママの研究』/よりみちパン！セ/信田さよ子・著/１００％ＯＲＡＮＧＥ・装画・
挿画/理論社/2010.9
『いのちの中にある地球』/最終講義:持続可能な未来のために/デヴィッド・スズキ・著
/辻 信一・訳/日本放送出版協会/2010.9
『野生のヒツジクラッグ』/シートン動物記/アーネスト・Ｔ．シートン・文・絵/今泉吉
晴・訳・説/童心社/2010.9
『高校生のためのアフリカ理解入門』/お互いに学び合い、助け合うために/秋田市立秋
田商業高等学校ビジネス実践・ユネスコスクール班・編/アルテ/2010.10
『ゴッホ』/風がはこんだ色彩/キアーラ・ロッサーニ・文/オクタヴィア・モナコ・絵/
結城昌子・訳/西村書店/2010.10
『クラゲに学ぶ』/ノーベル賞への道/下村 脩・著 /長崎文献社/2010.10
『風をつかまえた少年』/ウィリアム・カムクワンバ・著/ブライアン・ミーラー・著/田
口 俊樹・/文藝春秋/2010.10
『本屋さんがくれた奇跡』/清水 克衛・監修/読書普及協会・編著/イースト・プレス
/2010.11
『何とかなるさ!』山崎 直子・著/サンマーク出版/2010.11
『南極で宇宙をみつけた!』/生命の起源を探す旅/中山 由美・著/草思社/2010.11
『ユダヤ人を救え!』/デンマークからスウェーデンへ/エミー・E.ワーナー・著/池田 年
穂・訳/水声社/2010.11
『ウスケボーイズ』/日本ワインの革命児たち/河合 香織・著/小学館/2010.11
『17歳からのドラッカー 』/中野 明・著/学習研究社/2011.1
『ケータイ廃人』/佐藤 勇馬・著/データハウス/2011.1

『放射線のABC

改訂版』/日本アイソトープ協会・編/丸善出版/2011.3

7．ライトノベル
★
★
★

『デュラララ!!』/電撃文庫/ 8/成田 良悟・著/アスキー・メディアワークス/2010.6
『境界線上のホライゾン』/電撃文庫・GENESISシリーズ/3下/川上 稔・著/アスキー・
メディアワークス/2010.9
『シアター！』/メディアワークス文庫2/有川 浩・著/アスキー・メディアワークス
/2011.1
『空の彼方』/メディアワークス文庫/全3巻/菱田 愛日・著/アスキー・メディアワークス
/2010.1、5、10
『とある魔術の禁書目録(インデックス)』/電撃文庫/22/鎌池 和馬・著/アスキー・メ
ディアワークス/2010.10
『二年四組交換日記』/腐ったリンゴはくさらない/集英社スーパーダッシュ文庫/朝田
雅康・/集英社/2010.10
『君に届け』/コバルト文庫/8・ふたりだけの時間/椎名 軽穂・原作/下川 香苗・著/集
英社/2010.11
『“文学少女”と恋する挿話集（エピソード）』/ファミ通文庫/4/野村 美月・著/エンター
ブレイン/2010.12
『魔王さんちの勇者さま』/徳間デュアル文庫/4/はむばね・著/徳間書店/2010.12
『サクラダリセット』/角川スニーカー文庫/4・GOODBYE is not EASY WORD to
SAY /河野 裕・著 角川書店/2010.12
『生徒会の水際』/富士見ファンタジア文庫・碧陽学園生徒会議事録・10/葵 せきな・著
/富士見書房/2011.2
『少年陰陽師

さやかの頃のたちかえれ』 /角川ビーンズ文庫/結城 光流・著 /角川書

店/2011.5
『僕は友達が少ない』/MF文庫J 6/平坂 読・著/メディアファクトリー/2011.5
『大伝説の勇者の伝説』/10/鏡 高也・著/富士見ファンタジア文庫/2011.5
『薄桜鬼』/ 四/矢島 さら・著/B's-LOG文庫/2011.7
『狼と香辛料 』/電撃文庫 17/支倉 凍砂・著 /アスキー・メディアワークス/2011.7
『神様のメモ帳 』/電撃文庫 6/杉井 光・著 /アスキー・メディアワークス/2011.7
8．ケータイ小説
『ゆらめきともる』/夏澄・著/ソフトバンククリエイティブ/2010.2
『半透明のラブレター』/Letter1/春田 モカ・著/主婦の友社/2010.6
『新着メールが一件あります。』/美嘉・著/主婦の友社/2010.7
『太陽が見てるから―補欠の一球にかける夏』/上・下/高橋 あこ・著/スターツ出版
/2011.5
9．読書案内
★

『“文学少女”のグルメな図書ガイド』/エンターブレイン/2010.5
『百年読書会』/朝日新書/重松 清・編著 /朝日新聞出版/2010.7
『美人の古典』/山下 景子・著/PHPエディターズ・グループ/2010.2

