
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 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

3 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

4 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

4 しずくちゃん ぎぼりつこ 岩崎書店 （1）978-4-265-80117-6

4 一期一会。 粟生　こずえ 学研
（一期一会。伝えたいコト。）

978-4-05-202957-8

5 冒険！発見！大迷路 原　裕朗 ポプラ社 978-4-591-10688-4

6 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

7 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

8 ミッケ！ ジーン・マルゾーロ 小学館
（いつまでもあそべるかくれんぼ絵本）

978-4-09-727062-1

9 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

10 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

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 はだしのゲン 中沢　啓治 汐文社 （1）978-4-8113-0030-6

13 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

14 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

15 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

16 コミック版世界の伝記
―

ポプラ社
（エジソン）

978-4-591-12553-3

17 いいからいいから 長谷川　義史 絵本館 978-4-87110-161-5

18 大人にはないしょだよ 稲村　八大 ポプラ社 （1）978-4-591-04087-4

19 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

20 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

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２６年４月～平成２７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 図書館戦争シリーズ 有川　浩 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
(図書館戦争)

978-4-8402-3361-3

2 「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

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

3 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

4 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

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

6 都会のトム＆ソーヤ はやみね　かおる 講談社 （1）978-4-06-212063-0

7 本の怪談シリーズ 緑川　聖司 ポプラ社
（黒い本）

978-4-591-11963-1

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

9 リアル鬼ごっこ 山田　悠介 文芸社 978-4-8355-2579-2

10 神様のカルテ 夏川　草介 小学館 978-4-09-386259-2

11 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

12 君に届け（ノベライズ版）
椎名　軽穂／原作
下川　香苗／著 集英社 （1）978-4-08-601059-7

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

14
黒子のバスケ　Ｒｅｐｌａｃｅ
（ノベライズ版）

藤巻　忠俊／原作
平林　佐和子／著 集英社 （1）978-4-08-703240-6

15 日本人の知らない日本語
蛇蔵
海野凪子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 978-4-8401-2673-1

16 バカとテストと召喚獣 井上　堅二 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 978-4-7577-3329-9

17 キノの旅　ｔｈｅ　Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ　Ｗｏｒｌｄ 時雨沢　恵一 ＫＡＤＯＫＡＷＡ （1）978-4-8402-1585-5

18 物語シリーズ 西尾　維新 講談社
化物語　（上）
978-4-06-283602-9

19 親指さがし 山田　悠介 幻冬舎 978-4-344-00395-8

20
ディズニー　ありがとうの神様が教
えてくれたこと 鎌田　洋 SBクリエイティブ 978-4-7973-7291-5

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２６年４月～平成２７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 図書館戦争シリーズ 有川　浩 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
(図書館戦争)

978-4-8402-3361-3

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

2 村上海賊の娘 和田　竜 新潮社 (上)978-4-10-306882-2

2 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

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

4
レインツリーの国
Ｗｏｒｌｄ　ｏｆ　ｄｅｌｉｇｈｔ 有川　浩 新潮社 978-4-10-301871-1

5 探偵ガリレオシリーズ 東野　圭吾 文藝春秋
（探偵ガリレオ）

978-4-16-317720-5

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

7 物語シリーズ 西尾　維新 講談社
化物語　（上）
978-4-06-283602-9

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

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

10 県庁おもてなし課 有川　浩 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 978-4-04-874182-8

11

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 978-4-04-891983-8

12 白ゆき姫殺人事件 湊　かなえ 集英社 978-4-08-771459-3

13 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

14 陽だまりの彼女 越谷　オサム 新潮社 978-4-10-135361-6

15 ケルト神話全書 ケルト神話研究会 日本文芸社 978-4-537-26001-4

16 真夜中のパン屋さん 大沼　紀子 ポプラ社 （1）978-4-591-12479-6

17 キノの旅　ｔｈｅ　Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ　Ｗｏｒｌｄ 時雨沢　恵一 ＫＡＤＯＫＡＷＡ （1）978-4-8402-1585-5

18 百年法 山田　宗樹 ＫＡＤＯＫＡＷＡ （上）978-4-04-110148-3

19 氷菓 米澤　穂信 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 978-4-04-427101-5

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

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２６年４月～平成２７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。


