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

4 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

5 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

6 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

7 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

8 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

9 ほんとうにあった！？世界の超ミステリー 並木　伸一郎／監修 ポプラ社
(ＵＦＯと宇宙人の謎)

978-4-591-12997-5

10 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

11 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

12 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

13 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

14 小学館版学習まんが人物館シリーズ
―

小学館
（豊臣秀吉）

978-4-09-270101-4

15 本の怪談シリーズ 緑川　聖司 ポプラ社
（黒い本）

978-4-591-11963-1

16 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

17 キャベたまたんてい
三田村　信行／作
宮本　えつよし／絵 金の星社

（なぞのゆうかいじけん）

978-4-323-02013-6

18 学研まんがＮＥＷ日本の歴史シリーズ
―

学研

（国の成り立ち　旧石器時代・縄文時
代・弥生時代・古墳時代）

978-4-05-203529-6

19 コミック版世界の伝記シリーズ
―

ポプラ社
（エジソン）

978-4-591-12553-3

20 冒険！発見！大迷路 原　裕朗 ポプラ社
(海賊アドベンチャー)

978-4-591-10688-4
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順位 書名（シリーズ名含む） 著者名ほか 出版社 ＩＳＢＮ

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

2 火花 又吉　直樹 文藝春秋 978-4-16-790782-2

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

3 空想科学読本 柳田　理科雄 ＫＡＤＯＫＡＷＡ （1）978-4-04-068396-6

3 5分後に意外な結末
―

学研
(赤い悪夢)
（1）978-4-05-203895-2

6 獣の奏者 上橋　菜穂子 講談社 （1）978-4-06-276446-9

7 君の膵臓をたべたい 住野　よる 双葉社 978-4-575-51994-5

8 ハリー・ポッター
Ｊ．Ｋ．ローリング／作
松岡　佑子／訳 静山社

（ハリー・ポッターと賢者の石）

978-4-915512-37-7

9 掟上今日子シリーズ 西尾　維新 講談社
(掟上今日子の備忘録)

978-4-06-219202-6

10 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

11 植物図鑑 有川　浩 幻冬舎 978-4-344-41968-1

12 おかんメール
おかんメール制作委員会
／編 扶桑社 978-4-594-07053-3

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

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

15

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

16 ひぐらしのなく頃に 竜騎士０７
星海社発行／
講談社発売 (1) 978-4-06-138901-4

17 「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

18 図書館戦争シリーズ 有川　浩 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
(図書館戦争)

978-4-04-389805-3

19 講談社火の鳥伝記文庫シリーズ
―

講談社
（野口英世）

978-4-06-147501-4

20 スイッチを押すとき 山田　悠介 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 978-4-04-379206-1

朝の読書推進協議会ホームページ
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順位 書名（シリーズ名含む） 著者名ほか 出版社 ＩＳＢＮ

1 火花 又吉　直樹 文藝春秋 978-4-16-790782-2

2 植物図鑑 有川　浩 幻冬舎 978-4-344-41968-1

3 オオカミ少女と黒王子
ココロ　直／著
八田　鮎子／原作 集英社 978-4-08-601734-3

4 明日は、いずこの空の下 上橋　菜穂子 講談社 978-4-06-219088-6

5 イノセントブルー 神永　学 集英社 978-4-08-745269-3

6 こころ 夏目　漱石 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 978-4-04-100120-2

7 コンダクター 神永　学 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 978-4-04-388708-8

8 くちびるに歌を 中田　永一 小学館 978-4-09-408881-6

9 アイネクライネナハトムジーク 伊坂　幸太郎 幻冬舎 978-4-344-02629-2

10 図書館戦争シリーズ 有川　浩 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
(図書館戦争)

978-4-04-389805-3

11 謎解きはディナーのあとで 東川　篤哉 小学館 （1）978-4-09-408757-4

12 虚ろな十字架 東野　圭吾 光文社 978-4-334-92944-2

13 ブレーキ 山田　悠介 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 978-4-04-102924-4

14 アリス殺し 小林　泰三 東京創元社 978-4-488-02546-5

15 ゲート 柳井　たくみ
アルファポリス発行／
星雲社発売 (1) 978-4-434-17474-2

16 100回泣くこと 中村 航 小学館 978-4-09-408219-7

17 県庁おもてなし課 有川　浩 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 978-4-04-100784-6

18 札幌アンダーソング 小路　幸也 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 978-4-04-103490-3

19 豆の上で眠る 湊　かなえ 新潮社 978-4-10-332912-1

20 「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 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２８年４月～平成２９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。


