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ヤングアダルト世代（10代）の 

君たちへのオススメ本 

【YAコーナーに設置された「高校生の紹介本」】 

帯広市図書館では、市内の高校生が同年代にオススメする本を展示する「高校生の

紹介本」を実施しています。毎月、担当校が変わり、これまで帯広柏葉高校、帯広

北高校、帯広南商業高校の生徒の皆さんに、小説や進路に関するものなど、様々な

本を紹介してもらいました。1月は帯広緑陽高校、帯広工業高校の生徒さんがオス

スメする本を展示しました。展示本の一部を紹介します！ 

帯広市の高校生が同年代にオススメする本を、コメントと一緒に紹介しま

す！紹介した本は帯広市図書館でも借りることができますので、ぜひ読んで

みてくださいね♪ 
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学校 書名・請求記号 著者 紹介者からのオススメコメント 

帯広柏葉高校 

キノの旅（YB913シ1∼21） 時雨沢恵一 
一冊一冊が短編集のようなかたちなので、非常に読みやす

い作品（Aさん） 

俺俺（913.6ホシノ） 星野智幸 
息が詰めるほどリアルな人間模様に追ううちに、自分とは

何かを深く考えさせられるような作品（Tさん） 

鼻行類（480.4シ） ハラルト・シュテュンプケ 「生物系３大奇書」として有名な一冊（Kさん） 

帯広北高校 

キリン（913.6ヤマダ） 山田悠介 
ラストは、読者を裏切る衝撃的なものです。ハンカチを準

備してから読んでください！（Hさん） 

看護師の一日（49.8ウ） ＷＩＬＬこども知育研究所 
看護師を目指している方、どういう仕事なのか少しでも興

味を持っている方におすすめの本です。（Kさん） 

スウガクって、なんの役に立ちますか？（410.4ス） 杉原厚吉 
日常生活で迷ったときに数学を使ってみてはいかがでしょ

うか？（Tさん） 

あしたはれたら死のう（Ｂ913.6オオタ） 太田紫織 
話の舞台は帯広。実在する場所や店が登場したりするの

で、面白く興味深い小説です。（Oさん） 

帯広南商業高校 

植物図鑑（913.6アリカ） 有川浩 
四季が感じられる優しくてちょっぴりほろ苦いレシピ付き

の心温まる恋愛小説です。（Aさん） 

ちょっと今から仕事やめてくる（Ｂ913.6キタガ） 北川恵海 
主人公は家族や友人に助けられます。仕事に就いていない

高校生にも是非読んでほしいと思います。（Kさん） 

学校 書名・請求記号 著者 紹介者からのオススメコメント 

帯広工業

高校 

校閲ガ－ル（913.6ミヤギ） 宮木 あや子 

これを読んで、実際にやる気が出ないテストの勉強、

部活でのトレ－ニングに対しての根性ややる気がみな

ぎってくる方も多いと思います。皆さんもぜひ読んで

みてください。（R．Iさん） 

ＩＴ（B933キ１～４） スティーヴン・キング 
この本は、僕が読んだ本の中で一番恐怖を感じた本で

す。皆さんもぜひ読んでみてください。（T.Sさん） 

帯広緑陽

高校 

コーヒーが冷めないうちに

（913.6カワグ） 
川口 俊和 

不思議なうわさのある喫茶店「フニクリフニクラ」を

訪れた4人の女性が紡ぐ、家族、後悔、そして愛の物

語！！心温まる４つの奇跡のお話です。（H.Hさん） 

ちょっと今から仕事やめて

くる（B913.6キタガ） 
北川 恵海 

とある企業の営業の仕事をしている主人公の青山隆が

ヤマモトと名乗る人物と出会い仕事に対して気持ちが

壮大に変化していきます。（T.Yさん） 



※10月～12月に図書館に入ってきた本（新着図書）です。貸出中の本は予約できます。 

 請求記号 書名 作者 出版社 

ア行 

Y302ｲ 池上彰の世界の見方 中東  池上 彰 小学館 

Y933ﾛ ウィッシュガール ニッキー・ロフティン 作品社 

Y913ｱ2 Ｘ－０１ ２ （ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ） あさの あつこ 講談社 

Y754ｽ エンジョイディズニーグリーティングカード 鈴木 孝美 ブティック社 

YB913ﾊ2-3 狼と羊皮紙 新説狼と香辛料 ３ 支倉 凍砂 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

YB913ｱ お人好しの放課後 御出学園帰宅部の冒険  阿藤 玲 東京創元社 

カ行 

Y361ｶﾞ 「外国」の学び方 石田 洋子 ラピュータ 

Y019ｶ 金原瑞人＜監修＞による１２歳からの読書案内 金原 瑞人 すばる舎 

Y159ﾖ 君たちはどう生きるか 吉野 源三郎 マガジンハウス 

Y913ﾀ 君にまどろむ風の花  高里 椎奈 講談社 

YB913ｽ 君の膵臓をたべたい  住野 よる 双葉社 

YB913ﾕ2-2 紅霞後宮物語 第０幕２ 運命の胎動 雪村 花菜 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

Y913ﾚ かえたい二人 令丈 ヒロ子 ＰＨＰ研究所 

YB913ｳ クマのあたりまえ  魚住 直子 ポプラ社 

Y913ｲ クリスマスを探偵と 伊坂 幸太郎 河出書房新社 

Y933ﾌﾟ ゴーストドラム スーザン・プライス サウザンブックス社 

Y913ﾓ ５秒後に意外な結末 ミノタウロスの青い迷宮 桃戸 ハル 学研プラス 

サ行 

Y002ﾌ １３歳からの「学問のすすめ」  福澤 諭吉 筑摩書房 

Y816ｺ １３歳から身につける一生モノの文章術 近藤 勝重 大和出版 

Y489ｺ Ｚｏｏっとたのしー！動物園  小宮 輝之 文一総合出版 

Y377ｼﾞ 自分にぴったりの大学が必ず見つかる！就職力で選ぶ大学２０１８    朝日新聞出版 

Y159ｱ 自分のことがわかる本  安部 博枝 岩波書店 

Y913ﾆ 十二大戦 西尾 維新 集英社 

Y002ｼ 人生を豊かにする学び方 汐見 稔幸 筑摩書房 

Y330ｲ 図解でわかる１４歳からのお金の説明書 インフォビジュアル研究所 太田出版 

Y933ｱ サイモンｖｓ人類平等化計画  ベッキー・アルバータリ 岩波書店 

Y913ｽ さよなら、田中さん 鈴木 るりか 小学館 

Y491ｶ 世界一まじめなおしっこ研究所  金子 大輔 保育社 

タ行 

Y159ﾀ 中学生の悩みごと  高濱 正伸 実務教育出版 

Y314ﾀ 中高生からの選挙入門  谷 隆一 ぺりかん社 

Y410ｵ どうして高校生が数学を学ばなければならないの？ 大竹 真一 大阪大学出版会 

Y548ｶ 闘え！高専ロボコン ロボットにかける青春 萱原 正嗣 ベストセラーズ 

Y913ｶ 太陽ときみの声 川端 裕人 朝日学生新聞社 

ナ行 
YB913ｽ 夏の祈りは  須賀 しのぶ 新潮社 

Y610ﾉ 農学が世界を救う！ 食料・生命・環境をめぐる科学の挑戦 生源寺 眞一 岩波書店 

ハ行 

Y929ﾍﾞ ファニー１３歳の指揮官 ファニー・ベン＝アミ 岩波書店 

Y933ｸﾞ3 フェラルズ ３ 白き傀儡の逆襲 ジェイコブ・グレイ 講談社 

Y316ﾅ ぼくは１３歳、任務は自爆テロ。  永井 陽右 合同出版 

Y913ｿ ぼくらのロストワールド  宗田 理 ポプラ社 

Y366ﾅ86 歯科医師になるには  笹田 久美子 ぺりかん社 

Y431ｼﾞ 発光する生物の謎 マーク・ジマー 西村書店 

Y913ｱ3 放課後の厨房男子 男子校包丁部 ［３］ まかない飯篇 秋川 滝美 幻冬舎 

Y809ﾌ 話し方ひとつでキミは変わる  福田 健 ＰＨＰ研究所 

マ行 

Y985ﾛ マーシャの日記 ホロコーストを生きのびた少女 マーシャ・ロリニカイテ 新日本出版社 

Y913ﾀ 街角には物語が… 高楼 方子 偕成社 

Y913ｱ 三毛猫ホームズの秋  赤川 次郎 光文社 

Y764ｵ みんなのあるある吹奏楽部 オザワ部長 新紀元社 

Y913ｼ 紫式部の娘。賢子はとまらない！ 篠 綾子 静山社 

Y913ﾌ 明治ガールズ 富岡製糸場で青春を 藤井 清美 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

ヤ行 Y783ｺ5 野球ノートに書いた甲子園 ５ 高校野球ドットコム編集部 ベストセラーズ 

ラ行 

Y913ｺ 蘭の花が咲いたら  小林 深雪 講談社 

Y159ｶ リアル人生ゲーム完全攻略本 架神 恭介 筑摩書房 

Y913ﾄ 理科準備室のヴィーナス 戸森 しるこ 講談社 

Y376ﾀﾞ 理学部・理工学部  佐藤 成美 ぺりかん社 

Y367ﾙ2 ＲＯＯＫＩＥ ＹＥＡＲＢＯＯＫ ２ タヴィ・ゲヴィンソン ＤＵ ＢＯＯＫＳ 

Y702ﾘ ロマン主義って、なんだろう？ ケイト・リッグス 六耀社 

ワ行 Y334ｶ 私、日本に住んでいます  スベンドリニ・カクチ 岩波書店 


