
【2021年度　中学校おすすめ本リスト】

NO. 書名 コメント 編著者名 出版社 出版年 価格

1 トゲトゲしないで。

先生方による本紹介で紹介された一冊。ハリネズミの本ではありません。人間

関係へのアドバイスが書かれた本です。表紙の可愛さもあり、とても人気があ

ります。

中嶋真澄 グラフィック社 2016 ¥1,200

2
「好き」から未来を描く

お仕事図鑑300

新しく生まれた仕事も紹介されています。１つの職業について簡単にしか載っ

ていませんが、将来どうなりたいか？自分にとって何が大切か？などキャリア

教育を進める時に先生方の参考になりそうなワークもあります。

NPO法人

16歳の仕事

塾

新星出版社 2021 ¥1,500

3 ぼくのわたしの著作権ずかん
公衆送信についてもわかりやすく書かれています。全漢字ルビつき、クイズ形

式、かわいいイラストで小学生でも読めます著作権指導の参考にもなります。
森田盛行 ほるぷ出版 2021 ¥4,500

4 日本の文学者36人の肖像 上下

宮沢賢治、新見南吉、太宰治といった教科書にも作品が載っている作家や詩人

が紹介されている。略年譜、肖像写真（大きい）、代表作の一節、作品解説と

いう構成になっている。国語のブックトークに使えそうです。

宮川健郎 あすなろ書房 2021 各￥3500

5
なりきり訳枕草子

平安の衣食住を知れば古典がわかる

授業では使えないかもしれませんが、清少納言になりきった現代語訳と平安時

代の暮らしの解説付きで読みやすいので、古文に興味を持ってもらうための1

冊としていいかなと思います。今を生きる私たちが読んでも共感できるところ

が多々あります。

清少納言 淡交社 2021 ¥1,600

6

ジソウのお仕事

50の物語で考える子ども虐待と児童相談

所

「先生文庫」で市立図書館から借りた本。先生方によく読まれていました。先

生方も関わることがある児相。実際の体験・事例から書かれていて、対処法な

どの参考になることも。

青山さくら フェミックス 2021 ¥1,800

7

子どもは「親の心配」をランドセルに

入れて登校しています

「指示待ちっ子」が「自分から動く子」

になる親の習慣

保健室に置いている雑誌「健康教室」の本の紹介ページに掲載。「親の生きづ

らさ」が指示待ちっ子を作っている。まずはお母さんの不安を解消する。
桑原朱美 WAVE出版 2021 ¥1,500



8 ｓｔｏｒｙ　for　ｙｏｕ

職員室に置いている雑誌「月刊生徒指導」で毎月紹介されている本から。

「tree」というサイトにコロナ禍の中、小説家の力で心を明るく…をコンセプ

トで掲載。辻村深月さんをはじめ、たくさんの作家の短編がルビ付で。分厚い

けど、短編集です。

講談社 2021 ¥1,500

9
マンガでわかる

考古遺跡発掘ワーク・マニュアル

書名のとおり、「マンガ・歴史・考古学・発掘」が好きな人におすすめ。類似

本を見たことがない？職業本としてもおすすめ。好奇心をくすぐる
今井しょうこ 創元社 2021 ¥1,400

10 世界を大きく変えた20のワクチン

中学3年保健体育で感染症レポートを作成した時、ワクチンのことを調べたい

ときに役立った。ワクチンで1冊の本になっていて、他にあまりない本。中学

生以上向け。

齋藤勝裕
秀和

システム
2021 ¥1,300

11 とんでいったふうせんは

身近な人の老いや認知症についての理解を助けてくれる絵本。低学年の子にも

分かりやすく、読み聞かせにおすすめ。

敬老の日やお年寄りとの関わりの展示で使いました。

ジェシー・オ

リベロス/文

ダナ・ウルエ

コッテ/絵

絵本塾出版 2019 ¥1,650

12 いつかあなたをわすれても

母と認知症の祖母の関わりから母と自分を見つめる孫娘。「たいせつな、わた

したちのじゅんばん」という文章があらわすように、生まれて成長し、やがて

老いていく。その人生の順番について母の思いが語られます。上記の本よりも

少し大人向け。

桜木紫乃/

文

オザワミカ

/絵

集英社 2021 ¥1,870

13

ぼくと目の見えない内田さんがであった

はなし

ＬＬブック：やさしくよめる本

主人公の少年があるきっかけで全盲の方と出会い、普段どんなふうに街を歩

き、どんなことに困っているかを教えてもらいます。絵本を通してユニバーサ

ルデザインや困っている方への関わり方が学べます。LLブックなので、やさし

く読みやすい表現で書かれていて、小学生でも読めそうです。

赤木かん子/著

濱口瑛士/絵

長岡雄一/監修

埼玉福祉会

出版部
2021 ¥1,980

14 ときめく心　中学生の相聞歌

国語の授業で作った短歌の投票があり、同じ年頃の中学生が日常を歌った本が

ないかと探していて見つけた本。著者は中学校の国語の先生で、短歌や俳句の

創作でお互いの気持ちを共有しあう国語の授業を実施していて、その中から恋

の短歌を集めたもの。先生の解説がより一層ときめきを誘います。

桔梗亜紀/

著　菊地由

美子/絵

水曜社 2020 ¥1,650

15
ぼくらの感染症サバイバル

病に立ち向かった日本人の奮闘記

この本は、感染症の歴史を書いた本です。「サバイバル」とは困難な状況を乗

り越え、生き抜くことを表しますが、今まさに世界がこの状況にあります。感

染症の歴史を知ることで、感染症に対して、何がよくて何が悪いのかを考えて

みませんか？

香西豊子

監修
いろは出版 2021 ¥1,650



16 気持ちが伝わる　はじめての手話

この本は、あいさつや会話によく使う単語、道案内や接客などこの「withコロ

ナ」の時代にも対応したコミュニケーションが学べる本です。中には、スマホ

で見ることができる動画が付いています。

谷千春

監修
主婦の友社 2021 ¥1,595

17 生き物の死にざま

この本の帯に、「すべては「命のバトン」をつなぐために」と書かれている。

例えば、セミの幼虫は、土の中で7年過ごすといいます。そうだとすれば幼稚

園児がセミを捕まえたとするとセミの方が年上ということです。地味だけど面

白い本です。

稲垣栄洋 草思社 2021 ¥825

18 万国お菓子物語

この本は、世界のお菓子１０１のことが書かれています。食べたことはないけ

れど、名前は聞いたことがあるお菓子、よく食べるけど知らなかったお菓子の

こと。お菓子の作り方が出ているのではなく、そのお菓子の歴史がわかる本で

す。

吉田菊次郎 講談社 2021 ¥1,265

19 地図でスッと頭に入るアメリカ

アメリカは、一つの大きな国ですが、50州それぞれに独自の州憲法があり、そ

れぞれ個性的な州が集まっています。この本には、50州すべてのことがイラス

ト入りで書かれ、どこから読んでも面白い本です。それぞれの州全てに州の旗

があることを初めて知りました。

デイビット

・セイン
昭文社 2020 ¥1,650

20 その情報はどこから？

中3国語教科書開催本。ニュースの裏に誰のどんな意図が隠されているのかを

知ることの必要性。事例を基にしているので、生徒も興味を持ちやすい。知ら

ず知らず思考を誘導される恐ろしさを感じる。

猪谷千香 筑摩書房 2019 ¥814

21 解きたくなる数学
ピタゴラスイッチ制作メンバーによる数学の問題集。一つのひらめきで、突然

問題が解ける快感が味わえる。数学ブックトークで使用したい。

佐藤雅彦

他
岩波書店 2021 ¥1,980

22 心ゆさぶる広告コピー 中3国語「多角的に分析して書こう」広告を題材に批評文を書く単元で使用。

岩崎亜矢

作品選定・

解説文

パイイン

ターナショ

ナル

2021 ¥2,090

23 こあら式英語のニュアンス図鑑
Do you have time?とDo you have the time?はどうちがう？　teach  tell

showどれも「教える」意味の使い分けなど。

こあらの

学校
KADOKAWA 2020 ¥1,650



24 カカ・ムラド ーナカムラのおじさん

アフガニスタンでは亡き中村哲医師のことを後世に伝えたいと絵本を出版した

ほど慕われているそうです。今年度、読書感想画指定図書に彼の生き方を伝え

るノンフィクションが選定されています。難しそうな話題は敬遠しがちです

が、絵本だと手に取りやすいので、彼の業績がより多くの人に知られるといい

なと思います。

ガフ・ワラ

/原作

さだまさし

訳・文

双葉社 2020 ¥1,650

25 難民選手団

ちょうどオリンピックがあった年なのと、スポーツという切り口から「難民」

を知る良いきっかけになるかなと入れてみました。角川つばさ文庫という装丁

も良かったのか、よく借りられています。

寺地はるな 集英社 2020 ¥1,760

26 なんで洞窟に壁画を描いたの？

中1の歴史好きの女の子が祖父の影響で洞窟壁画に興味を持ち文化祭でそのこ

とについて発表をするまでが描かれています。ネタをメモをし、現地に出か

け、人に聞きに行き、アイディアをまとめたりと、「調べ学習」のやり方のヒ

ントがたくさんあります。

五十嵐

ジャンヌ
小峰書店 2021 ¥2,200

27 平安男子の元気な生活

イマドキの感覚の言葉で書かれているので、これを一読するだけで、平安時代

や古典へのハードルを下げてくれます。前作の『平安女子の楽しい！生活』は

女子は借りていましたが、今度の本は男子にもアピールしやすいなと思いまし

た。

井上祐紀 KADOKAWA 2021 ¥968

28 私のカレーを食べてください

天涯孤独になった少女は施設に行く前夜に泊めてくれた担任の先生の作ってく

れたカレーがきっかけで、新たな人生が動き出します。貧困、仕事、夢、挫

折・・・いろいろなテーマを含む小説ですが、理屈抜きで読み終わったらカ

レーが食べたくなります。

幸村しゅう 小学館 2021 ¥1,430


