
順位 書名（シリーズ名含む） 著者名ほか 出版社 ＩＳＢＮ

1 かいけつゾロリ 原　ゆたか ポプラ社
(かいけつゾロリのドラゴンたいじ）

978-4-591-02654-0

2 学研まんが新ひみつシリーズ
―

学研
（日本史人物５５人のひみつ）

978-4-05-201767-4

3 科学漫画サバイバルシリーズ
―

朝日新聞出版
(無人島のサバイバル）

978-4-02-330385-0

4 ルルとララ あんびる　やすこ 岩崎書店
（ルルとララのカップケーキ）

978-4-265-06259-1

5 ミッケ！

ウォルター・ウィック／
写真
ジーン・マルゾーロ／
文 小学館

（いつまでもあそべるかくれんぼ絵本）

978-4-09-727062-1

5 名探偵シリーズ
杉山　亮／作
中川　大輔／絵 偕成社

（もしかしたら名探偵）

978-4-03-345100-8

7 ディズニーアニメ小説版シリーズ
―

偕成社
（ノートルダムの鐘）

978-4-03-790990-1

8 怪談レストラン
松谷　みよ子
責任編集 童心社

（幽霊屋敷レストラン）

978-4-494-00467-6

9 動物と話せる少女リリアーネ

タニヤ・シュテーブ
ナー／著
中村　智子／訳 学研 （1）978-4-05-203248-6

10 本の怪談シリーズ 緑川　聖司 ポプラ社
（黒い本）

978-4-591-11963-1

11 ハリー・ポッター Ｊ．Ｋ．ローリング 静山社
（ハリー・ポッターと賢者の石）

978-4-915512-37-7

12 へんしんシリーズ あきやま　ただし 金の星社
（へんしんトンネル）

978-4-323-03349-5

13 コミック版日本の歴史シリーズ
―

ポプラ社
（織田信長）

978-4-591-09790-8

14 怪談オウマガドキ学園
怪談オウマガドキ学
園編集委員会 童心社

（真夜中の入学式）

978-4-494-01650-1

15 グレッグのダメ日記 ジェフ・キニー ポプラ社
（グレッグ・ヘフリーの記録）

978-4-591-10336-4

16 ほねほねザウルス
ぐるーぷ・
アンモナイツ 岩崎書店

（ティラノ・ベビーのぼうけん）

978-4-265-82019-1

17 なんでも魔女商会シリーズ あんびる　やすこ 岩崎書店
（お洋服リフォーム支店）

978-4-265-05452-7

18 マジック・ツリーハウス
メアリー・ポープ・オズ
ボーン ＫＡＤＯＫＡＷＡ

（恐竜の谷の大冒険）

978-4-04-066476-7

19 100かいだてのいえ いわい　としお 偕成社 978-4-03-331540-9

20 徳間アニメ絵本シリーズ
―

徳間書店
（風の谷のナウシカ　上）

978-4-19-703624-0

21 小学館学習まんがシリーズ
―

小学館
（名探偵コナン推理ファイル地球の謎）

978-4-09-296101-2

朝の読書推進協議会ホームページ

＜小学校＞ 朝の読書推進協議会調べ（調査期間　平成２７年４月～平成２８年３月末）

尚、シリーズ物のISBNは、初巻または代表作を明記しています。

http://www.tohan.jp/csr/asadoku/



順位 書名（シリーズ名含む） 著者名ほか 出版社 ＩＳＢＮ

1 空想科学読本 柳田　理科雄 ＫＡＤＯＫＡＷＡ （1）978-4-8401-1565-0

2 カゲロウデイズ じん（自然の敵Ｐ） ＫＡＤＯＫＡＷＡ （1）978-4-04-728059-5

3 ハリー・ポッター Ｊ．Ｋ．ローリング 静山社
（ハリー・ポッターと賢者の石）

978-4-915512-37-7

4 ソードアート・オンライン 川原 礫 ＫＡＤＯＫＡＷＡ （1）978-4-04-867760-8

4 デュラララ！！ 成田　良悟 ＫＡＤＯＫＡＷＡ （1）978-4-04-866848-4

4 王様ゲーム 金沢　伸明 双葉社 978-4-575-51456-8

7 キノの旅　ｔｈｅ　Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ　Ｗｏｒｌｄ 時雨沢　恵一 ＫＡＤＯＫＡＷＡ （1）978-4-04-866849-1

8 永遠の０ 百田　尚樹
講談社
太田出版

978-4-06-276413-1
978-4-7783-1026-4

9 鹿の王 上橋　菜穂子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ （上）978-4-04-101888-0

10 物語シリーズ 西尾　維新 講談社
化物語　（上）

978-4-06-283602-9

11 図書館戦争シリーズ 有川　浩 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
(図書館戦争)

978-4-04-389805-3

12 アオハライド（ノベライズ版）
咲坂　伊緒／原作
阿部　暁子／著 集英社

コバルト文庫

（1）978-4-08-601602-5

13 本の怪談シリーズ 緑川　聖司 ポプラ社
（黒い本）

978-4-591-11963-1

14 君に届け（ノベライズ版）
椎名　軽穂／原作
下川　香苗／著 集英社

コバルト文庫

（1）978-4-08-601059-7

15 浜村渚の計算ノート 青柳　碧人 講談社 （1）978-4-06-276981-5

16 きみの友だち 重松　清 新潮社 978-4-10-134922-0

17 春日坂高校漫画研究部 あずまの　章 ＫＡＤＯＫＡＷＡ （1）978-4-04-101103-4

18 ビブリア古書堂の事件手帖 三上　延 ＫＡＤＯＫＡＷＡ （1）978-4-04-870469-4

19 探偵チームKZ事件ノートシリーズ
藤本　ひとみ／原作
住滝　良／文 講談社

（消えた自転車は知っている）

978-4-06-285202-9

20 ホームレス中学生 田村　裕 幻冬舎 978-4-344-41568-3

21 クラスメイツ 森　絵都 偕成社 (前期)978-4-03-814410-3

22 「ぼくら」シリーズ 宗田　理
ＫＡＤＯＫＡＷＡ
ポプラ社

（ぼくらの七日間戦争）

978-4-04-631003-3
978-4-591-09577-5

朝の読書推進協議会ホームページ

＜中学校＞ 朝の読書推進協議会調べ（調査期間　平成２７年４月～平成２８年３月末）

尚、シリーズ物のISBNは、初巻または代表作を明記しています。

http://www.tohan.jp/csr/asadoku/



順位 書名（シリーズ名含む） 著者名ほか 出版社 ＩＳＢＮ

1 物語シリーズ 西尾　維新 講談社
化物語　（上）

978-4-06-283602-9

2 火花 又吉　直樹 文藝春秋 978-4-16-390230-2

2 ソードアート・オンライン 川原 礫 ＫＡＤＯＫＡＷＡ （1）978-4-04-867760-8

4

学年ビリのギャルが
１年で偏差値を４０上げて
慶應大学に現役合格した話 坪田　信貴 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 978-4-04-865095-3

4 鹿の王 上橋　菜穂子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ （上）978-4-04-101888-0

4 サラバ！ 西　加奈子 小学館
サラバ！　（上）

978-4-09-386392-6

7
レインツリーの国
Ｗｏｒｌｄ　ｏｆ　ｄｅｌｉｇｈｔ 有川　浩

新潮社
ＫＡＤＯＫＡＷＡ

978-4-10-127631-1
978-4-04-103432-3

8 クジラの彼 有川　浩 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 978-4-04-389804-6

9 キャロリング 有川　浩 幻冬舎 978-4-344-02659-9

10 ノーゲーム・ノーライフ 榎宮　祐 ＫＡＤＯＫＡＷＡ （1）978-4-04-066432-3

11 ハリー・ポッター Ｊ．Ｋ．ローリング 静山社
（ハリー・ポッターと賢者の石）

978-4-915512-37-7

12 ソロモンの偽証 宮部　みゆき 新潮社
第一部　（上）

978-4-10-136935-8

13 とある魔術の禁書目録 鎌池　和馬 ＫＡＤＯＫＡＷＡ （1）978-4-04-866304-5

14 神様のカルテ 夏川　草介 小学館 978-4-09-408618-8

15 魔法科高校の劣等生 佐島　勤 ＫＡＤＯＫＡＷＡ （1）978-4-04-870597-4

16 珈琲店タレーランの事件簿 岡崎　琢磨 宝島社

（また会えたなら、

あなたの淹れた珈琲を）

978-4-8002-0072-3

17 カゲロウデイズ じん（自然の敵Ｐ） ＫＡＤＯＫＡＷＡ （1）978-4-04-728059-5

18 謎解きはディナーのあとで 東川　篤哉 小学館 （1）978-4-09-386280-6

19 図書館戦争シリーズ 有川　浩 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
(図書館戦争)

978-4-04-389805-3

20 涙が出るほどいい話
「小さな親切」
運動本部 河出書房新社 （1）978-4-309-40788-3

21 空飛ぶ広報室 有川　浩 幻冬舎 978-4-344-42454-8

22 キノの旅　ｔｈｅ　Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ　Ｗｏｒｌｄ 時雨沢　恵一 ＫＡＤＯＫＡＷＡ （1）978-4-04-866849-1

23 ねじまき片想い 柚木　麻子 東京創元社 978-4-488-02734-6

朝の読書推進協議会ホームページ http://www.tohan.jp/csr/asadoku/

＜高校＞ 朝の読書推進協議会調べ（調査期間　平成２７年４月～平成２８年３月末）

尚、シリーズ物のISBNは、初巻または代表作を明記しています。


