
＜小学校＞
ジャンル 書名（シリーズ名含む） 著者名ほか 出版社

アリクイにおまかせ
竹下文子 作
堀川　波 絵

小峰書店

「おしりたんてい」シリーズ トロル 作・絵 ポプラ社

「かいけつゾロリ」シリーズ 原ゆたか 作・絵 ポプラ社

「１０歳までに読みたい世界名作」シリーズ ――――――――――― 学研プラス

「ほねほねザウルス」シリーズ
ぐるーぷ・アンモナイツ 作・絵
カバヤ食品株式会社 原案・監修

岩崎書店

「ぼくはこうして生き残った！」シリーズ
ローレン・ターシス
河井直子 訳、ヒョーゴノスケ 絵

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

「ルルとララ」シリーズ あんびるやすこ 作・絵 岩崎書店

「レッツとネコさん」「レッツのふみだい」
「レッツがおつかい」

ひこ・田中 作
ヨシタケシンスケ 絵

講談社

「空想科学読本」シリーズ 柳田理科雄
汐文社
ＫＡＤＯＫＡＷＡ

「グレッグのダメ日記」シリーズ
ジェフ・キニー 作
中井はるの 訳

ポプラ社

「５分」シリーズ ――――――――――― 河出書房新社

「５分後に意外な結末」シリーズ ――――――――――― 学研プラス

「動物と話せる少女リリアーネ」シリーズ
タニヤ・シュテーブナー
中村智子 訳

学研プラス

「ふしぎ駄菓子屋銭天堂」シリーズ
廣嶋玲子 作
ｊｙａｊｙａ 絵

偕成社

「おばけずかん」シリーズ
斉藤　洋 作
宮本えつよし 絵

講談社

恐怖！ホントにあった！？こわい話
絹華 作
伊東ぢゅん子 絵

ポプラ社

「放課後の怪談」シリーズ 日本児童文学者協会 編 偕成社

イチローへの手紙
ジーン・Ｄ・オキモト 作
ダグ・キース 絵、吉池幹太 訳

河出書房新社

くんちゃんのはじめてのがっこう
ドロシー・マリノ 作
まさきるりこ 訳

ペンギン社

「ふたりはいつも 」「ふたりはともだち」
「ふたりはいっしょ」「ふたりはきょうも」

アーノルド・ローベル 作
三木　卓 訳

文化出版局

ぶららんこ 鈴木のりたけ 作・絵 ＰＨＰ研究所

「冒険！発見！大迷路」シリーズ 原　裕朗、バースデイ 作・絵 ポプラ社

「ミッケ！」シリーズ
ウォルター・ウィック 作
糸井重里　訳

小学館

イヌとネコのふしぎ１０１
武内ゆかり 文
福田豊文 写真

偕成社

「学校では教えてくれない大切なこと」シリーズ ――――――――――― 旺文社

「ざんねんないきもの事典」シリーズ 今泉忠明　監修 高橋書店

せつない動物図鑑
ブルック・バーカー
服部京子 訳

ダイヤモンド社

「科学漫画サバイバル」シリーズ ――――――――――― 朝日新聞出版

「学研まんが新ひみつ」シリーズ ――――――――――― 学研プラス

「小学館版学習まんが人物館」シリーズ ――――――――――― 小学館

「ドラえもん科学ワールド」シリーズ 藤子・Ｆ・不二雄 小学館

「ドラえもん　日本語訳付」シリーズ 藤子・Ｆ・不二雄 小学館
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＜中学校＞
ジャンル 書名（シリーズ名含む） 著者名ほか 出版社

「表参道高校合唱部！」シリーズ
櫻井　剛 脚本
桑畑絹子 小説

学研プラス

「５分」シリーズ ――――――――――― 河出書房新社

「５分後に意外な結末」シリーズ ――――――――――― 学研プラス

「都会のトム＆ソーヤ」シリーズ はやみねかおる 講談社

「ぼくら」シリーズ 宗田　理
ＫＡＤＯＫＡＷＡ
ポプラ社

かがみの孤城 辻村深月 ポプラ社

か「」く「」し「」ご「」と「 住野よる 新潮社

騎士団長殺し　第１部・第２部 村上春樹 新潮社

君の膵臓をたべたい 住野よる 双葉社

コーヒーが冷めないうちに 川口俊和 サンマーク出版

「図書館戦争」シリーズ 有川　浩 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

僕はロボットごしの君に恋をする 山田悠介 河出書房新社

「ＬＶ９９９の村人」シリーズ 星月子猫 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

青空エール　映画ノベライズ
下川香苗 著、河原和音 原作
持地佑季子 脚本

集英社

アオハライド　１～６
阿部暁子
咲坂伊緒 原作

集英社

「王様ゲーム」シリーズ 金沢伸明 双葉社

「かくりよの宿飯」シリーズ 友麻　碧 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

「神様の御用人」シリーズ 浅葉なつ ＫＡＤＯＫＡＷＡ

「ゲーマーズ！」シリーズ 葵せきな ＫＡＤＯＫＡＷＡ

「告白予行練習」シリーズ
ＨｏｎｅｙＷｏｒｋｓ 原案
香坂茉里、藤谷燈子

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

「ゼロの使い魔」シリーズ ヤマグチノボル ＫＡＤＯＫＡＷＡ

「ソードアート・オンライン」シリーズ 川原　礫 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

暗殺教室　殺すう　まるごと中学基礎数学
松井優征 原作、日下部匡俊 小説
東京大学数学対策チーム 数学監修

集英社

「銀魂　３年Ｚ組銀八先生」シリーズ 空知英秋、大崎知仁 集英社

ＤＥＡＴＨ　ＮＯＴＥ　Ｌｉｇｈｔ　ｕｐ　ｔｈｅ　ＮＥＷ　ｗｏｒｌｄ
大場つぐみ、小畑　健 原作、
真野勝成 脚本、日下部匡俊 小説

集英社

大家さんと僕 矢部太郎 新潮社

鉄道を科学する　日々の運行を静かに支える技術 川辺謙一 ＳＢクリエイティブ

ネイマール　父の教え、僕の生きかた
ネイマール、ネイマール・ジュニア
竹澤　哲 訳

徳間書店

「爆笑テストの珍解答」シリーズ 鉄人社編集部 編 鉄人社

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

朝の読書推進協議会調べ（調査期間　２０１８年４月～２０１９年３月）
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＜高校＞
ジャンル 書名（シリーズ名含む） 著者名ほか 出版社

読み物 「５分」シリーズ ――――――――――― 河出書房新社

「オーバーロード」シリーズ 丸山くがね ＫＡＤＯＫＡＷＡ

かがみの孤城 辻村深月 ポプラ社

神様のカルテ 夏川草介 小学館

君の膵臓をたべたい 住野よる 双葉社

恋空　切ナイ恋物語　上・下 美嘉 スターツ出版

植物図鑑 有川　浩
ＫＡＤＯＫＡＷＡ
幻冬舎

そして、バトンは渡された 瀬尾まいこ 文藝春秋

旅猫リポート 有川　浩 講談社

誰も死なないミステリーを君に 井上悠宇 早川書房

魔力の胎動 東野圭吾 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

夢幻花 東野圭吾 ＰＨＰ研究所

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

「キノの旅」シリーズ 時雨沢恵一 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

こころ 夏目漱石 新潮社

その白さえ嘘だとしても 河野　裕 新潮社

小説　君の名は。 新海　誠 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

「響け！ユーフォニアム」シリーズ 武田綾乃 宝島社

恥知らずのパープルヘイズ　ジョジョの奇妙な冒険
より

上遠野浩平
荒木飛呂彦 原作

集英社

プリンシパル　恋する私はヒロインですか？
いくえみ綾 原作
山本　瑤 著

集英社

悪の教典①～⑨
貴志祐介 原作
烏山英司　画

講談社

博士の愛した数式
小川洋子 原作
くりた陸 漫画

講談社

あさきゆめみし　源氏物語 大和和紀 講談社

「はたらく細胞」①～⑤ 清水　茜 講談社

いきなりサイエンス
　日常のその疑問、科学が「すぐに」解決します

ミッチェル・モフィット、グレッグ・ブラウン
西山志緒 訳

文響社

Ｏ型自分の説明書 Ｊａｍａｉｓ　Ｊａｍａｉｓ 文芸社

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

「ざんねんないきもの事典」シリーズ 今泉忠明　監修 高橋書店

寿命図鑑
　生き物から宇宙まで万物の寿命をあつめた図鑑

やまぐちかおり 絵
いろは出版 編著

いろは出版

マンガでやさしくわかるアドラー心理学
岩井俊憲、星井博文 シナリオ制作
深森あき 作画

日本能率協会マネ
ジメントセンター

朝の読書推進協議会調べ（調査期間　２０１８年４月～２０１９年３月）

その他
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