
「Books For You」中学生のためのおすすめ本 (2022 年夏) 

書名 著者名 出版社 

ミシシッピ冒険記 

ぼくらが３ドルで大金持ちになったわけ 

ダヴィデ・モロジノット／著 

中村 智子／訳 

岩崎書店 

黄色い夏の日 

高楼 方子／著 

木村 彩子／装画・挿絵 

福音館書店 

クジラの骨と僕らの未来 中村 玄／著 理論社 

そらのことばが降ってくる 

保健室の俳句会 

高柳 克弘／作 ポプラ社 

博物館の少女 

怪異研究事始め 

富安 陽子／著 偕成社 

星天の兄弟 菅野 雪虫／著 東京創元社 

少女と少年と海の物語 

クリス・ヴィック／著 

杉田 七重／訳 

東京創元社 

サヨナラの前に、ギズモにさせて 

あげたい９のこと 

ベン・デイヴィス／作 

杉田 七重／訳 

小学館 

みつばちと少年 村上 しいこ／著 講談社 

自然を再生させたイエローストーンの 

オオカミたち 

キャサリン・バー／文 

ジェニ・デズモンド／絵 

化学同人 



永峯 涼／訳 

幸島 司郎・植田 彩容子／監修 

「Books For You」中学生のためのおすすめ本 (2021 年夏) 

書名 著者名 出版社 

ぼくだけのぶちまけ日記 

スーザン・ニールセン／作 

長友 恵子／訳 

岩波書店 

わたしの全てのわたしたち 

サラ・クロッサン／著 

最果 タヒ 金原 瑞人／訳 

ハーパー・コリンズ・ジ

ャパン 

拝啓 パンクスノットデッドさま 石川 宏千花／作 くもん出版 

美術館って、おもしろい︕ 

モラヴィア美術館／著 

阿部 賢一 須藤 輝彦／訳 

河出書房新社 

色どろぼうをさがして 

エヴァ・ジョゼフコヴィッチ／作 

大作 道子／訳 

ポプラ社 

キャラメル色のわたし 

シャロン・Ｍ・ドレイパー／作 

横山 和江／訳 

鈴木出版 

ハジメテヒラク こまつ あやこ／著 講談社 

ｗith you ウィズ・ユー 濱野 京子／作 くもん出版 

跳べ、暁︕ 藤岡 陽子／著 ポプラ社 

旅が好きだ︕ 

21 人が見つけた新たな世界への扉 

河出書房新社／編 

角田 光代［ほか］著 

河出書房新社 

 



「Books For You」中学生のためのおすすめ本 (2020 年夏) 

書名 著者名 出版社 

リスタート 

ゴードン・コーマン／著 

千葉 茂樹／訳 

あすなろ書房 

マイク 

アンドリュー・ノリス／著 

最所 篤子／訳 

小学館 

鈴木出版の児童文学 

この地球を生きる子どもたち 

１１番目の取引 

アリッサ・ホリングスワース／作 

もりうち すみこ／訳 

すずき出版 

天才ルーシーの計算ちがい 

ステイシー・マカナルティ／著 

田中 奈津子／訳 

講談社 

この海を越えれば、わたしは 

ローレン・ウォーク／作 

中井 はるの 中井川 玲子／訳 

さ・え・ら書房 

スアレス一家は、今日もにぎやか 

メグ・メディナ／著 

橋本 恵／訳 

あすなろ書房 

朔と新 いとう みく／著 講談社 

ふるさとって呼んでもいいですか 

６歳で「移民」になった私の物語 

ナディ／著 大月書店 

世界でいちばん素敵な海の教室 藤岡 換太郎／監修 三才ブックス 

月白青船山 朽木 祥／作 岩波書店 

 



「Books For You」中学生のためのおすすめ本 (2019 年夏) 

書名 著者名 出版社 

ヒトラーと暮らした少年 

ジョン・ボイン／著 

原田 勝／訳 

あすなろ書房 

マレスケの虹 森川 成美／作 小峰書店 

むこう岸 安田 夏菜／著 講談社 

ぼくは恐竜探険家︕ 小林 快次／著 講談社 

ようこそ、難民︕ 

100 万人の難民がやってきたドイツで起こった

こと 

今泉 みね子／著 合同出版 

あたしが乗った列車は進む 

ポール・モーシャー／作 

代田 亜香子／訳 

鈴木出版 

サイド・トラック 

－走るのニガテなぼくのランニング日記－ 

ダイアナ・ハーモン・アシャー／著 

武富 博子／訳 

評論社 

秘密をもてないわたし 

ペニー・ジョエルソン／著 

河井 直子／訳 

KADOKAWA 

この川のむこうに君がいる 濱野 京子／作 理論社 

ギャングを抜けて。 

僕は誰も殺さない 

工藤 律子／著 合同出版 

 

 



「Books For You」中学生のためのおすすめ本 (2018 年夏) 

書名 著者名 出版社 

笑う化石の謎 

ピッパ・グッドハート／著 

千葉 茂樹／訳 

あすなろ書房 

100 時間の夜 

アンナ・ウォルツ／作 

野坂 悦子／訳 

フレーベル館 

嘘の木 

フランシス・ハーディング／著 

児玉 敦子／訳 

東京創元社 

世界は変形菌でいっぱいだ 増井 真那／著 朝日出版社 

さよなら、スパイダーマン 

アナベル・ピッチャー／著 

中野 怜奈／訳 

偕成社 

一〇五度 佐藤 まどか／著 あすなろ書房 

わたしがいどんだ戦い 1939 年 

キンバリー・ブルベイカー・ブラッドリー／

著 

大作 道子／訳 

評論社 

木の中の魚 

リンダ・マラリー・ハント／著 

中井 はるの／訳 

講談社 

スカートはかなきゃダメですか? 

ジャージで学校 

名取 寛人／著 理論社 

僕は上手にしゃべれない 椎野 直弥／著 ポプラ社 

 



「Books For You」中学生のためのおすすめ本 (2017 年夏) 

書名 著者名 出版社 

百年後、ぼくらはここにいないけど 長江 優子／著 講談社 

小やぎのかんむり 市川 朔久子／著 講談社 

ゴーストの騎士 

コルネーリア・フンケ／著 

浅見 昇吾／訳 

WAVE 出版 

ペーパーボーイ 

ヴィンス・ヴォーター／作 

原田 勝／訳 

岩波書店 

モンスーンの贈りもの 

ミタリ・パーキンス／作 

永瀬 比奈／訳 

鈴木出版 

スピニー通りの秘密の絵 

ローラ・マークス・フィッツジェラルド／著 

千葉 茂樹／訳 

あすなろ書房 

世界一楽しい遊べる鉱物図鑑 さとう かよこ／著 東京書店 

円周率の謎を追う 

江戸の天才数学者・関孝和の挑戦 

鳴海 風／作 

伊野 孝行／画 

くもん出版 

キミがくれた希望のかけら 

セアラ・ムーア・フィッツジェラルド／作 

中林 晴美／訳 

平澤 朋子／絵 

フレーベル館 

わたしたちが自由になるまえ 

フーリア・アルバレス／著 

神戸 万知／訳 

ゴブリン書房 

 



「Books For You」中学生のためのおすすめ本 (2016 年夏) 

書名 著者名 出版社 

１４歳の水平線 椰月 美智子／著 双葉社 

レッド・フォックス 

カナダの森のキツネ物語 

チャールズ・G・D・ロバーツ／作 

桂 宥子／訳 

チャールズ・リビングストン・ブル／画 

福音館書店 

風のヒルクライム 

ぼくらの自転車ロードレース 

加部 鈴子／作 岩崎書店 

１６歳の語り部 

雁部 那由多・津田 穂乃果・ 

相澤 朱音／語り部 

佐藤 敏郎／案内役 

ポプラ社 

いのちのパレード 八束 澄子／著 講談社 

世界を平和にするためのささやかな提案 

池澤 春菜・伊勢崎 賢治・ 

上坂 すみれ ほか／著 

河出書房新社 

リフカの旅 

カレン・ヘス／作 

伊藤 比呂美+西 更／訳 

理論社 

月にハミング 

マイケル・モーパーゴ／作 

杉田 七重／訳 

小学館 

ワンダー 

Ｒ．Ｊ．パラシオ／作 

中井 はるの／訳 

ほるぷ出版 

 



「Books For You」中学生のためのおすすめ本 (2015 年夏) 

書名 著者名 出版社 

伝説のエンド―くん まはら 三桃／著 小学館 

はじまりのとき 

タィン＝ハ・ライ／作 

代田 亜香子／訳 

鈴木出版 

チェシャーチーズ亭のネコ 

カーメン・アグラ・ディーディ＆ランダル・ラ

イト／著 

バリー・モーザー／絵 

山田 順子／訳 

東京創元社 

ブロード街の 12 日間 

デボラ・ホプキンソン／著 

千葉 茂樹／訳 

あすなろ書房 

ABC︕ 

曙第二中学校放送部 

市川 朔久子／著 講談社 

夏の朝 

本田 昌子／著 

木村 彩子／画 

福音館書店 

きみ江さん 

ハンセン病を生きて 

片野田 斉／著 偕成社 

コウモリの謎 

哺乳類が空を飛んだ理由 

大沢 啓子・大沢 夕志／著 誠文堂新光社 



希望の海へ 

マイケル・モーパーゴ／作 

佐藤 見果夢／訳 

評論社 

わたしの心のなか 

シャロン・Ｍ．ドレイパー／作 

横山 和江／訳 

鈴木出版 

「Books For You」中学生のためのおすすめ本 (2014 年夏) 

書名 著者名 出版社 

星空ロック 那須田 淳／著 あすなろ書房 

バンヤンの木 ぼくと父さんの嘘 

アーファン・マスター／著 

杉田七重／訳 

静山社 

アサギをよぶ声 

森川成美／作 

スカイエマ／絵 

偕成社 

光のうつしえ 廣島 ヒロシマ 広島 朽木 祥／作 講談社 

武器より一冊の本をください 

少女マララ・ユスフザイの祈り 

ヴィヴィアナ・マッツァ／著 

横山千里／訳 

金の星社 

エルトゥールル号の遭難 

トルコと日本を結ぶ心の物語 

寮 美千子／文 

磯 良一／絵 

小学館クリエイティブ 

モッキンバード 

キャスリン・アースキン／著 

ニキ リンコ／訳 

明石書店 

ギャザリング・ブルー 青を蒐める者 

ロイス・ローリー／著 

島津やよい／訳 

新評論 



ローズの小さな図書館 

キンバリー・ウィリス・ホルト／作 

谷口由美子／訳 

徳間書店 

「Books For You」中学生のためのおすすめ本 (2013 年夏) 

書名 著者名 出版社 

ロス、きみを送る旅 

キース・グレイ／作 

野沢 佳織／訳 

徳間書店 

パンとバラ ローザとジェイクの物語 

キャサリン・パターソン／作 

岡本 浜江／訳 

偕成社 

わからん薬学事始１ まはら 三桃／著 講談社 

決定版 世紀の号外︕ 歴史新聞 歴史新聞編纂委員会／編 日本文芸社 

ふるさとをさがして 難民のきもち、寄り添う

きもち 

根本 かおる／著 学研教育出版 

ジョン万次郎 海を渡ったサムライ魂 

マーギー・プロイス／作 

金原 瑞人／訳 

集英社 

灰色の地平線のかなたに 

ルータ・セペティス／作 

野沢 佳織／訳 

岩波書店 

すごいぞ︕「しんかい６５００」 地球の中の

宇宙、深海を探る 

山本 省三／著 

友永 たろ／絵 

くもん出版 

シフト 

ジェニファー・ブラッドベリ／著 

小梨 直／訳 

福音館書店 



花実の咲くまで 

堀口 順子／作 

みずうち さとみ／絵 

小峰書店 

「Books For You」中学生のためのおすすめ本 (2012 年夏) 

 

書名 著者名 出版社 

ハートビートに耳をかたむけて 

ロレッタ・エルスワース／著 

三辺律子／訳 

小学館 

万里の長城 

加古里子／文 

加古里子・常嘉煌／絵 

福音館書店 

アライバル ショーン・タン／著 河出書房新社 

風の海峡 上・下 吉橋通夫／著 講談社 

印刷職人は、なぜ訴えられたのか 

ゲイル・ジャロー／著 

幸田敦子／訳 

あすなろ書房 

ダーウィンと出会った夏 

ジャクリーン・ケリー／作 

斎藤倫子／訳 

ほるぷ出版 

父さんの手紙はぜんぶおぼえた 

タミ・シェム＝トヴ／著 

母袋夏生／訳 

岩波書店 

仲間を信じて ラグビーが教えてくれたもの 村上晃一／著 岩波書店 

きみ、ひとりじゃない 

デボラ・エリス／作 

もりうちすみこ／訳 

さ・え・ら書房 



クラーケンの島 

エヴァ・イボットソン／著 

三辺律子／訳 

偕成社 

「Books For You」中学生のためのおすすめ本 (2011 年夏) 

書名 著者名 出版社 

ピーティ 

ベン・マイケルセン／作 

千葉 茂樹／訳 

鈴木出版 

１００ｋｍ︕ 片川 優子／著 講談社 

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 

あすなろ書房 

びんの悪魔 

R・L・スティーブンソン／作 

よしだ みどり／訳 

磯 良一／画 

福音館書店 

言葉はなぜ生まれたのか 

岡ノ谷 一夫／著 

石森 愛彦／絵 

文藝春秋 

アナザー修学旅行 有沢 佳映／著 講談社 

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 

作品社 

ほこりまみれの兄弟 

ローズマリー・サトクリフ／著 

乾 侑美子／訳 

評論社 



スキャット 

カール・ハイアセン／著 

千葉 茂樹／訳 

理論社 

煮干しの解剖教室 

小林 眞理子／文 

泉田 謙／写真 

こばやし ちひろ／絵 

仮説社 

「Books For You」中学生のためのおすすめ本 (2010 年夏) 

書名 著者名 出版社 

ジェミーと走る夏 

エイドリアン・フォゲリン／作 

千葉 茂樹／訳 

ポプラ社 

マルベリーボーイズ 

ドナ・ジョー・ナポリ／作 

相山 夏奏／訳 

偕成社 

虎と月 柳 広司／作 理論社 

水深五尋 

ロバート・ウェストール／作 

金原 瑞人・野沢 佳織／訳 

宮崎 駿／画 

岩波書店 

ロジーナのあした 孤児電車に乗って 

カレン・クシュマン／作 

野沢 佳織／訳 

徳間書店 

はみだしインディアンのホントにホントの 

物語 

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 



国境なき大陸南極 きみに伝えたい 

地球を救うヒント 

柴田 鉄治／著 

冨山房 

インターナショナル 

海の島 ステフィとネッリの物語 

アニカ・トール／著 

菱木 晃子／訳 

新宿書房 

死の影の谷間 

ロバート・Ｃ・オブライエン／作 

越智 道雄／訳 

評論社 

席を立たなかったクローデット １５歳、 

人種差別と戦って 

フィリップ・フース／作 

渋谷 弘子／訳 

汐文社 

「Books For You」中学生のためのおすすめ本 (2009 年夏) 

書名 著者名 出版社 

ビーバー族のしるし 

エリザベス・ジョージ・スピア／著 

こだま ともこ／訳 

あすなろ書房 

きのうの少年 小森 真弓／著 福音館書店 

バディ たいせつな相棒 

V・M・ジョーンズ／著 

田中 亜希子／訳 

PHP 研究所 

ヒットラーのカナリヤ 

サンディー・トクスヴィグ／作 

小野原 千鶴／訳 

小峰書店 

漂泊の王の伝説 

ラウラ・ガジェゴ・ガルシア／著 

松下 直弘／訳 

偕成社 



夢の彼方への旅 

エヴァ・イボットソン／著 

三辺 律子／訳 

偕成社 

RDG レッドデータガール はじめてのお

使い 

荻原 規子／著 角川書店 

路上のヒーローたち 

エリザベス・レアード／作 

石谷 尚子／訳 

評論社 

絵と物語でたどる古代史(1) 歴史のはじま

り 

ピーター・コノリー他／絵 

ロイ・バレル／文 

前田 耕作／監修 

高里 ひろ／翻訳 

晶文社 

月のえくぼを見た男 麻田剛立 

鹿毛 敏夫／著 

関屋 敏隆／画 

くもん出版 

「Books For You」中学生のためのおすすめ本 (2008 年夏) 

書名 著者名 出版社 

乱世少年 チアンチアンの大冒険 
蕭  育  軒

シャオ ユイ シュエン
／作 

石田 稔／訳 

国土社 

ルイジアナの青い空 

キンバリー・ウィリス・ホルト／著 

河野 万里子／訳 

白水社 

ヒトラーのはじめたゲーム 

アンドレア・ウォーレン／著 

林田 康一／訳 

あすなろ書房 



ビッグ T と呼んでくれ 

K・L・ゴーイング／作 

浅尾 敦則／訳 

徳間書店 

リバウンド 

エリック・ウォルターズ／著 

小梨 直／訳 

深川 直美／画 

福音館書店 

ゴーストハウス 

クリフ・マクニッシュ／著 

金原 瑞人 松山 美保／訳 

理論社 

たたみの部屋の写真展 朝比奈 蓉子／作 偕成社 

第九軍団のワシ 岩波少年文庫 

ローズマリ・サトクリフ／作 

稲葉 葉子／訳 

岩波書店 

青い光が見えたから ［16 歳のフィンラン

ド留学記］ 

高橋 絵里香／著 講談社 

漂流物 デイヴィッド・ウィーズナー／著 BL 出版 

「Books For You」中学生のためのおすすめ本 (2007 年夏) 

書名 著者名 出版社 

木槿の咲く庭 スンヒィとテヨルの物語 

リンダ・スー・パーク/著 

柳田 由紀子/訳 

新潮社 

オホーツクの十二か月 

森の獣医のナチュラリスト日記 

竹田津 実/著 福音館書店 



Keeper 

マル・ピート/著 

池 央耿/訳 

評論社 

獣の奏者 1 闘蛇編 上橋 菜穂子/作 講談社 

フラッシュ カール・ハイアセン/著 理論社 

水曜日のうそ 

クリスチャン・グルニエ/作 

河野 万里子/訳 

講談社 

しずかな日々 椰月 美智子/著 講談社 

ハーフ 草野 たき/著 ポプラ社 

幽霊を見た 10 の話 

フィリパ・ピアス/作 

高杉 一郎/訳 

岩波書店 

ラスト・ドッグ 

ダニエル・アーランハフト/著 

金原 瑞人・秋川 久美子/訳 

ほるぷ出版 

 


