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中学生のあなたにおくる56冊の本

扉をあけてⅡ
56
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著者索引

　世界には、たくさんの本があります。そして、本は、あなた

が読んでくれるのを待っています。

　あなたに、いろいろな本を知ってもらいたいと思い、ここ

に、56冊の物語の本を紹介します。都立多摩図書館が心を

こめて選びました。あなたの読書の道しるべになればうれ

しいです。

　本は、７つのテーマに分けてあります。興味のあるところ

から見てください。また、あなたが、これまで読んだことのな

いタイプの本にトライしてはいかがでしょう。

　この中の１冊が、あなたのかけがえのない１冊になること

を願っています。
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図書館を使おう

　東京都内には、区市町村立図書館が400館余りあり、簡単な手続で、無料で
本が借りることができます。
　中学生・高校生のためのコーナーを設けている図書館もあります。
　書架に探している本が見当たらない時は、予約やリクエストをすることもでき
ます。
　近くの図書館を、ぜひ、利用してください。

　東京都立多摩図書館では、本や読書についての質問や相談を受けています。
電話でもEメールでも受け付けています。Eメールは、「都立図書館こどもページ」
の図書館への相談のページから送ると便利です。
　また、都立図書館のホームページには「青少年のページ」を設けて、中学生・
高校生の調べ物に役立つ情報を載せています。
　気軽に、ご利用ください。

●この冊子の感想をぜひお聞かせください。お待ちしています。
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素敵な仲間
　愉快なあの子、カッコイイ先輩、考え深いあいつ、近所のおじいちゃん、親戚
のおばさん、ペット、みんな仲間になれるかも。

バッテリー　あさのあつこ 著　角川書店（角川文庫）
978-4-04-372101-6

　投手として抜群の力を持つ巧は、捕手の豪と出会った。
豪のミットに自分の投げたボールが飛び込んでいく。自分
のボールをうけとめてくれる相手がいる。それがこんなにも
心地よい。最高のバッテリーになれる相手とめぐりあったの
だ。

ハブテトルハブテトラン　中島京子 著　ポプラ社（ポプラ文庫）
978-4-591-12096-5

　空港についた大輔がハセガワさんを探すと、目の前に黒いサ
ングラス、派手なシャツに下駄ばきのおじいさんがいた。「でゃーす
け、いうんは、おみゃーか？」ハセガワさんとの出会いだった。

象と二人の大脱走　ジリアン・クロス 作　中村妙子 訳　評論社
978-4-566-01281-3

　タッドとシッシーは、大きな象を連れてアメリカ大陸を横断する。
悪党が、象をねらって追いかけてくる。平底船で川をくだり、木立
に隠れて追っ手をだます。つかまってたまるか。

ぼくとくらしたフクロウたち　ファーレイ・モワット 作　稲垣明子 訳
評論社　978-4-566-01100-7

　ぼくは親をなくした2羽のフクロウを助けた。負けず嫌いのクフ
ロと臆病なメソ。ある日、クフロはスカンクを捕まえた。しかも、得意
げに窓から食堂に入ってきたからたまらない。

オタバリの少年探偵たち　セシル・デイ＝ルイス 作　脇明子 訳
岩波書店（岩波少年文庫）　978-4-00-114155-9

　朝からオタバリの町のあちこちで少年たちがお金を稼ぎ始めた。
靴みがきに合唱隊、新聞配達、似顔絵描き、何でもやった。お金に
困った友だちを助けるんだ。ところが稼いだお金が消えてしまった。

穴　ルイス・サッカー 作　幸田敦子 訳　講談社　978-4-06-209645-4

　無実の罪をきせられて、矯正キャンプに送られたスタンリー。
毎日毎日、砂漠で、直径も深さもシャベルと同じ長さの穴を
掘らされる。仲間は、イカにX線に脇の下、ゼロ、ジグザグ、
磁石。きつい仕事をこなすのが精一杯だけど、ゼロが文字
を教えてくれと頼んできた。

ウォーターシップ・ダウンのウサギたち〈上･下〉
リチャード・アダムズ 著　神宮輝夫 訳　評論社
978-4-566-01500-5, 978-4-566-01501-2

　小さなウサギのファイバーが、突然「野原が血で染まる」
とおびえた。のどかに広がるウサギ村に何が起こると言うの
か。ファイバーを信じた若いウサギたちは安全な地を求めて
脱出する。イタチやアナグマのいる森、広い川、鉄砲を持っ
た人間と犬…。危険な旅は続く。

飛ぶ教室　ケストナー 作　若松宣子 訳　フジモトマサル 絵
偕成社（偕成社文庫）　978-4-03-652550-8

　寄宿学校の少年たちは、クリスマスに上演する劇『飛ぶ教室』
の練習をしていた。そこに仲間の一人が宿敵の実業学校の生
徒につかまったとの知らせが入る。さあ捕虜をとりかえせ！
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乗り越えるとき
　つらい日も、うんざりする日もあるけれど、この先にはきっと青空が開けて
いる。

温室デイズ　瀬尾まいこ 著　角川書店　978-4-04-873583-4

　荒れはじめた中学3年の教室。終礼のとき思わず正論を
言って、私はみんなの反感を買った。次の朝、私の机は廊
下に放り出されていた。毎日学校に行くのはつらい。今日は
ひどくないようにと祈る。でも、私は諦めたくない。ここが私
の場所なんだから。

エイジ　重松清 著　新潮社（新潮文庫）　978-4-10-134916-9

　近所で通り魔事件が起きていた。ある朝、犯人が中学生だと
いううわさが流れた。職員会議が開かれて、「生徒入室禁止」の
札がかけられた。朝礼に担任が来ない。うちのクラスに犯人が？

空色の地図　梨屋アリエ 作　金の星社　978-4-323-06322-5

　「こんにちは、みらいのわたし！」初音のもとに突然届いた手紙。
8歳の夏休み、未来の自分に宛てて書いたのだ。いっしょに手紙
を書いた「泣き虫」美凪はどうしているだろう？

やったね、ジュリアス君　クラウディア・ミルズ 作　はらるい 訳
玉村敬子 絵　さ・え・ら書房　978-4-378-00783-0

　母親の命令でフランス語の夏期講習とベビーシッターをするこ
とになったジュリアス君。フランス語は、初日からおちこぼれ、世話
をするエジソンは3歳なのにオムツをしている。オムツをかえるなん
て！！

モンシル姉さん　権正生 著　卞記子 訳　てらいんく
978-4-925108-23-2

　母さんは、赤ちゃんを生むと息を引き取った。モンシルは、生ま
れたばかりの妹におもゆを飲ませ、いつも背中にしょって、たった
一人で育てた。朝鮮戦争のころの韓国の話。

影との戦い（ゲド戦記 １）　アーシュラ・K.ル=グウィン 著
清水真砂子 訳　岩波書店（岩波少年文庫）　978-4-00-114588-5

　魔法使いの弟子になったゲドは、禁じられた魔法の書を開き、
呪文を読んだ。ふと振りかえると、闇よりも濃いものがうずくまって
いる。不用意にも「影」を呼び出してしまったのだ。

１００ｋｍ ！　片川優子 著　講談社　978-4-06-216455-9

　夜、雨が降ってきた。寒い。足の裏は刺すように痛い。筋
肉はがちがちだ。私、なんでこんなことしてるんだろ。出たく
もない100km歩け歩け大会に一人で参加している。気づ
いたら涙が止まらない。もうリタイアしようと思ったときだった。

「あんた、寝てる暇あんの」少年が声をかけてきた。

太陽の戦士　ローズマリ・サトクリフ 作　猪熊葉子 訳
岩波書店（岩波少年文庫）　978-4-00-114570-0

　青銅器時代、部族の少年は12歳になるとわかものの家
に入る。仲間と共に戦いの訓練を受け、３年後の冬、オオ
カミ殺しに挑む。成功すれば戦士になれるが、失敗すれば・・・。
ドレムは、誰よりも戦士になりたいと思った。しかしドレムの
右腕は、生まれつき動かなかった。
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願い
　会いたい、生きたい、伝えたい・・・祈ることしかできないときもあるけれど、
どうか願いがかないますように。

スピリットベアにふれた島　ベン・マイケルセン 作
原田勝 訳　鈴木出版　978-4-7902-3234-6

ダイブ －前宙返り３回半抱え型－　森絵都 著　講談社
978-4-06-210192-9

　知季はダイビングクラブに通う中学2年。平凡な選手だと自覚
していたのに、新しく来たコーチから、あなたは頂点をめざせると言
われる。その日から厳しいトレーニングが始まった。

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
978-4-03-74460-3

　身寄りのないマイアは、アマゾンに住む親戚に引き取られるこ
とになった。熱帯雨林や豊かな川、美しい鳥…。憧れと不安でい
っぱいのマイアを迎えたのは、自然をしめ出した家に暮す奇妙な
一家だった。

クローディアの秘密　E.L.カニグズバーグ 作　松永ふみ子 訳
岩波書店（岩波少年文庫）　978-4-00-114050-7

　かっとなってリュック一つで飛び出すなんていや。あたしの家出
先は、気持ちのよい、美しい場所がいい。ニューヨークのメトロポ
リタン美術館で決まりだ。クローディアは、注意深く計画をたて始
めた。

ウィロビー・チェースのオオカミ　ジョーン・エイキン 作
こだまともこ 訳　冨山房　978-4-572-00472-7

　ウィロビー・チェース屋敷にきた新しい家庭教師が怪しい。ボニ
ーとシルヴィアがこっそり調べると、家庭教師は家の書類を焼き、
知らない女と会っている。両親は旅行中だし、2人で乗り切るしか
ない。

見習い物語 <上・下>　レオン・ガーフィールド 作　斉藤健一 訳
岩波書店（岩波少年文庫）　978-4-00-114559-5, 978-4-00-114560-1

　ダニエルは、鏡細工師の見習いになった日から、親方のお嬢さ
んに嫌われたらしい。夜中、鏡を投げつけられたのだ。18世紀のロ
ンドンでは、様 な々見習いが、将来の夢を胸に仕事に励んでいる。

ハートビート　シャロン・クリーチ 作　もきかずこ 訳
堀川理万子 絵　偕成社　978-4-03-726760-5

　タッタッ、タッタッ、わたしは走りながら考える。忘れっぽく
なったおじいちゃんのこと。同じリンゴを百日間も描きつづけ
る美術の課題のこと。おかあさんのおなかで赤ちゃんの心
臓がワシャワシャ、ワシャワシャと動いていること。赤ちゃんを
入れて、わたしたちはチームなんだと思う。

モギ －ちいさな焼きもの師－　リンダ・スー・パーク 著
片岡しのぶ 訳　あすなろ書房　978-4-7515-2194-6

　モギは美しい高麗青磁に魅せられ、焼きもの師ミンに弟
子入りした。気難しい親方は仕事を教えてはくれず、下働き
にあけくれる日々だった。王室の使者に見せるため、ミンは
見事な作品を作りあげた。モギはそれを遠くの町まで一人
で運ぶ困難な旅に出ることを申し出た。

こう　らい せい　じ

　傷害事件を起こしたコールは、アラスカの無人島で1年
過ごすことになった。初日、白いクマが突然現れた。「ぶっ
殺してやる」怒りにまかせて槍を投げつけると、クマはコー
ルを殴り倒し、爪で切り裂いた。激しい痛み、寂しさ、嵐。地
面に横たわりながら、コールは生きたいと強く願った。

やり
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守りたいもの
　大切な人、大切なもの、大切な場所、大切なとき。あなたが守りたいものは
何ですか？

王への手紙 <上・下>　トンケ・ドラフト 作　西村由美 訳
岩波書店（岩波少年文庫）　978-4-00-114574-8, 978-4-00-114575-5

　その晩、少年ティウリは礼拝堂にいた。騎士になるため
の最後の試練だ。明日の朝までいっさい声を出さず、祈り
続けるのだ。ふと、かすかに助けを呼ぶ声がした。迷ったす
え、戸を開けると、男が立っていた。男は、手紙を渡して、隣
国の王へ届けてほしいと言う。ティウリの冒険が始まった。

かはたれ －散在ガ池の河童猫－　朽木祥 作　山内ふじ江 画
福音館書店　978-4-8340-2148-6

精霊の守り人　上橋菜穂子 作　二木真希子 絵　偕成社
978-4-03-540150-6

　バルサは女用心棒。チャグム皇子の護衛を頼まれた。皇子の
体には不思議なモノ－精霊－が宿っている。命を狙う敵も多い。
2人は変装して、都を脱出した。

バンビ －森の、ある一生の物語－　フェリークス・ザルテン 作
上田真而子 訳　岩波書店（岩波少年文庫）　978-4-00-114-199-3

　バンビが、いなくなったお母さんを呼んでいると、目の前に威厳
のある年老いたシカが現れて言った。「ひとりでいることができぬ
のか？」バンビは声を出すことができなかった。自分が恥ずかしか
ったのだ。

幕が上がる　平田オリザ 著　講談社　978-4-06-218070-2

　「全員スタンバイ」、私の声で舞台中央に全員が集まる。円陣
を組み、持ち場に戻る。1分前、最後の合図を出す。皆も無言で
応える。一粒一粒が見えるような空気の中、高校生演劇大会の
幕が上がる。

シロクマたちのダンス　ウルフ・スタルク 作　菱木晃子 訳　偕成社
978-4-03-7265-70-0

　不器用だが気のいい父さんを捨てて、母さんが家を出て行くと
いう。別の男の人と一緒になるのだ。ぼくも、そいつの家で暮らす
ことになって、なんと優等生にしたてられそうだ。

あのころはフリードリヒがいた　ハンス・ペーター・リヒター 作
上田真而子 訳　岩波書店（岩波少年文庫）　978-4-00-114520-5

　ぼくが生まれて1週間たったとき、フリードリヒが生まれた。
同じアパートの2階と１階だった。それから二つの家族は親
しくなって、ぼくたちは一緒に遊んで育った。ヒトラーが政権
をとるまでは。フリードリヒの一家はユダヤ人だった。

ペ̶ターという名のオオカミ　那須田淳 作　小峰書店
978-4-338-14411-7

　未明のベルリン、野生動物研究所に向かう1台のトラッ
クが横転し、荷台の檻から11頭の野生オオカミが街に逃
げた。彼らは生まれ故郷の森をめざす。オオカミの群れを賞
金目当てのハンターたちが執拗に追う。その時、1頭の子オ
オカミが群れからはぐれ街に取り残された。

　一人ぼっちの小さな河童、八寸は、長老に呼び出された。夏の
間ネコになり、人間について学んでこいというのだ。人間の心を
読めるようになれば身を守る霊力がつく。八寸は細い首でうなず
いた。

はっ すん

はっ すん
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秘密
　胸の奥にしまっておきたい大切な秘密、誰にも知られてはならない恐ろしい
秘密。物語の中に秘密は潜んでいる。

楽園のつくりかた　笹生陽子 著　角川書店（角川文庫）
978-4-04-379001-2

　ぼくが引っ越したお父さんの故郷は、田舎も田舎、通う中
学は分校だ。同級生は、なんだかあやしい。一人は美少女
と思ったら、実は男で、一人はいつもマスクをして口をきかな
い。エリート大学に進むために勉強にまい進するぼくの人
生設計はどうなってしまうのか。

夏の庭 －The Friends－　湯本香樹実 著　新潮社（新潮文庫）
978-4-10-131511-9

　ぼくたちは、死んだ人を見てみたかった。近所のひとりぐらしの
おじいさんが死にそうだと聞いて、見張ることにした。でもおじいさ
んは、なぜか元気になってくる。

宝島　スティーヴンスン 作　海保眞夫 訳　岩波書店（岩波少年文庫）
978-4-00-114528-1

　死んだ船長の衣類箱から見つかった島の地図には三つの十
字が記されていた。これこそフリント船長の宝だ。さあ、海賊どもの
歌を聞くがいい。「死人の箱には十五人…」。

源平の風（白狐魔記）　斉藤洋 作　偕成社　978-4-03-744210-1

　ほんとうに、きつねは人間を化かすことができるのか。若いきつ
ねは修行をしようと、仙人のいる白駒山をめざす。その道すがら、
矢を射掛けられたところを義経に助けられた。

冷たい心臓 －ハウフ童話集－　ヴィルヘルム・ハウフ 作
乾侑美子 訳　T.ヴェーバーほか 画　福音館書店　978-4-8340-1780-9

　黒森の主の大男オランダ人ミヒェルは、貧しい炭焼きのペータ
ーの願いをかなえ、ペーターは金持ちになった。しかし、その代償
を支払わなければならないのだ。

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
978-4-566-02423-6

　核戦争が終わって、ラジオ局が一つずつ消えていった。うちの
人たちは町の様子を見に出かけたきり戻らない。わたし一人が生
き残った谷間に、誰かが近づいてくる。防護服を着た男だ。

グリーン・ノウのお客さま　ルーシー・M・ボストン 作
ピーター・ボストン 絵　亀井俊介 訳　評論社　978-4-566-01264-6

　ピン少年が森で昼寝から目覚めると、ゴリラのハンノーが
いた。動物園から逃げ出したのだ。ハンノーは竹を折ってむ
しゃむしゃと食べ、大きな手で地面から野生にんじんを引き
抜いた。ピンはこの気高く力強いゴリラに夢中になった。誰
にも秘密にしようと決心した。

クラバート　プロイスラー 作　中村浩三 訳　偕成社
978-4-03-726110-8

　クラバートは沼地の水車小屋で働く見習となった。11人
の仲間と一緒に毎日働き、金曜日の夜はカラスに姿を変え
られて、親方から魔法を習う。しかし水車小屋には恐ろしい
秘密があった。1年目の終わりごろ、親切な職人頭のトンダ
が死んだ。
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あなたが好き
　あなたのことを考えるとドキドキする。あなたと出会ったしあわせ。あなた
がいればがんばれる。

ミカ×ミカ!　伊藤たかみ 作　理論社　978-4-652-07724-5

　ぼくとミカは双子だ。ミカは運動神経も体力も抜群で、小
学校のときはオトコオンナと呼ばれていた。中学に入ってか
らも、スカートをはくのは制服だけだ。そんなミカが告白したら
しい。ぼくに「女らしいってどんなん？」なんて聞く。

これは王国のかぎ　荻原規子 著
中央公論新社（CC・novels fantasia）　978-4-12-500614-7

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　978-4-591-10985-4

　隣りに誰かが越してきた。キャスはフェンスの穴からのぞいた。
女の子の長くて細い足を見て思わず聞いた。「走るの好き？」次
の朝、一緒に走った。2人の歩幅もひざが上がるタイミングも全く
同じ！

夜のピクニック　恩田陸 著　新潮社（新潮文庫）　978-4-10-123417-5

　歩行祭－朝８時から翌朝の８時まで80キロを歩く北高の行事
だ。高校最後の歩行祭に貴子は密かに賭けをした。一言でも融
と言葉を交わせたら、それを実行する。

サラシナ　芝田勝茂 作　佐竹美保 絵　あかね書房
978-4-251-06655-8

　白い霧の中を飛んで、サキがたどり着いたのは古代の日本。若
い男がサキを見つけて、天女かと声をかけてきた。たくましく日に
焼けた、どこかおしゃれな男だ。

氷石　久保田香里 作　飯野和好 画　くもん出版　978-4-7743-1363-4

　宿奈は、千広が売っている水晶に似た石をほおに当てた。千
広はどの石も彼女にあげていい気がした。「やるよ、その石。銭は
いらない。」疫病がはやる天平時代、都大路を生き抜く若者の物
語。

ガールズインラブ　ジャクリーン・ウィルソン 作　尾高薫 訳
ニック・シャラット 画　理論社　978-4-652-07713-9

　新学期、久しぶりに親友に会えたのに、ナディーンにはカ
レシができたって。おまけにキスもしたなんて！　マグダの方
は恋の武勇伝がいっぱいだし。子どもなのは私だけ？　そ
れで、「私もカレシができた。けっこう美形で、髪はブロンド」
なんて口走ってしまった。

僕らの事情。　デイヴィッド・ヒル 著　田中亜希子 訳　求龍堂
978-4-7630-0525-1

　サイモンは俺の親友で、マジでイカしたやつ。頭が切れる
し、ジョークのセンスもピカイチ。おまけに、体育でサッカーを
やった時には驚きのゴールを決めた。だから、いつも忘れて
しまう。サイモンが、車椅子がないとどこにも行けないんだっ
てことを。

　失恋して泣きながら眠った私は、目を覚ますと魔人族になって
いた。そこはアラビアンナイトの世界。私のご主人、王子ハールー
ンは、砂漠の真ん中で私を呼び出し、望みをかなえろというのだ。

ジ 　 　 　 ン

す く な ち ひ ろ
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扉をあけて
　扉の向こうには何がある？　知らない景色、新しい体験、未来の私？

一瞬の風になれ 全３巻　佐藤多佳子 著　講談社
978-4-06-213562-7, 978-4-06-213605-1, 978-4-06-213681-5

　兄は高校サッカー強豪チームのレギュラーだ。俺は兄の
後を追いサッカーを続けた。でも俺には才能は無い。幼なじ
みの連は中学陸上期待の星だった。高校のスポーツテスト
で連と走った。ただ走るのが面白かった。もっと、走りたい。
連と一緒に陸上部に入るぞ。

トムは真夜中の庭で　フィリパ・ピアス 作　高杉一郎 訳
岩波書店（岩波少年文庫）　978-4-00-114041-5

　真夜中、大時計が13回鳴った。トムがホールの裏口をあける
と、あるはずのない庭園が広がっていた。花の咲き乱れる花壇、
広い芝生、遠くに茂る木々。ここはどこだろう？

西の魔女が死んだ　梨木香歩 著　新潮社（新潮文庫）
978-4-10-125332-9

　魔女になるには意志の力が一番大切、とおばあちゃんは言っ
た。ベッドに玉ねぎを下げて眠る。朝、鶏小屋で生みたての卵を
取る。たらいで足踏みして洗濯する。どれも、まいが魔女になるた
めの修行だ。

秘密の手紙0から10　シュジー・モルゲンステルン 著
河野万里子 訳　白水社　978-4-560-04756-9

　エルネストはおばあさんとお手伝いさんと暮らしていた。規則正
しい単調な生活を打ち破ったのはヴィクトワール。14人きょうだい
の中のたったひとりの女の子だ。

宇宙のネロ　星新一 作　和田誠 絵
理論社（星新一ショートショートセレクション 2）　978-4-652-02082-1

　未来の世界では、どの扉にも小さな耳がついている。扉を開け
るには、そこに向かってパスワードをささやくのだが・・・。とても短い
作品が、たくさん入っているSF小説集。

はてしない物語　ミヒャエル・エンデ 作　上田真而子, 佐藤真理子 訳
岩波書店　978-4-00-110981-8

　『はてしない物語』を読んでいたバスチアンは、物語が自分を
呼ぶのに気づいた。「今ゆきます！」そう叫ぶと、突風がページから
吹き出し、彼は本の世界にいた。

あしながおじさん　J.ウェブスター 作・画　松本恵子 訳
新潮社（新潮文庫）　978-4-10-208201-0

　ジルーシャはとうとう大学にやってきた。それまでの生活
からは、想像もできないような世界だ。寮生活、友だちとの
おしゃべり、バスケットチームでの大活躍、真新しいドレス、
クリスマス休暇、もちろん、新しいこともたくさん勉強した。

時の旅人　アリソン・アトリー 作　松野正子 訳
岩波書店（岩波少年文庫）　978-4-00-114531-1

い　しょう

　ペネロピーは田舎のサッカーズ農園で過ごすことになっ
た。そこは古い由緒ある屋敷で、ふと扉をあけると、暖炉に
火があかあかと燃える部屋で、立派な衣裳を着けた4人の
貴婦人がゲームをしていた。バビントンの一族が暮らしてい
た何百年も前の世界に入り込んでしまったのだ。
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図書館を使おう

　東京都内には、区市町村立図書館が400館近くあり、簡単な手続で、無料で
本が借りることができます。
　中学生・高校生のためのコーナーを設けている図書館もあります。
　書架に探している本が見当たらない時は、予約やリクエストをすることもでき
ます。
　近くの図書館を、ぜひ、利用してください。

　東京都立多摩図書館では、本や読書についての質問や相談を受けています。
電話でもEメールでも受け付けています。Eメールは、「都立図書館こどもページ」
の図書館への相談のページから送ると便利です。
　また、都立図書館のホームページには「青少年のページ」を設けて、中学生・
高校生の調べ物に役立つ情報を載せています。
　気軽に、ご利用ください。

●この冊子の感想をぜひお聞かせください。お待ちしています。
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