
不思議な話～推理してみよう～

No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

1 ガールズ・ストーリー   おいち不思議がたり あさの あつこ／著 PHP研究所 2009.12 9136/ｱｱ35 一般書庫

2 桜舞う    おいち不思議がたり あさの あつこ／著 PHP研究所 2012.3 9136/ｱｱ45 一般開架

3 うつくしい子ども 石田 衣良／著 文芸春秋 1999.5 9136/ｲｲ4 一般書庫

4 ぼくが探偵だった夏 内田 康夫／著 講談社 2009.7 9136/ｳﾔ37 一般開架

5 少女には向かない職業 桜庭 一樹／著 東京創元社 2005.9 9136/ｻｶ23 一般書庫

6 ルピナス探偵団の当惑 津原 泰水／著 原書房 2004.3 9136/ﾂﾔ16 一般書庫

7 黒冷水 羽田 圭介／著 河出書房新社 2003.11 9136/ﾊｹ14 一般書庫

8 放課後 東野 圭吾／著 講談社 1985.9 9136/ﾋｹ 3 一般書庫

9 神様ゲーム 麻耶 雄嵩／著 講談社 2005.7 9136/ﾏﾕ7 一般書庫

10 贖罪 湊 かなえ／著 東京創元社 2009.6 9136/ﾐｶ13 一般開架

11 向日葵の咲かない夏 道尾 秀介／著 新潮社 2005.11 9136/ﾐｼ 9 一般書庫

12 龍神の雨 道尾 秀介／著 新潮社 2009.5 9136/ﾐｼ28 一般開架

13 ソロモンの偽証    第Ⅰ部　事件 宮部 みゆき／著 新潮社 2012.8 9136/ﾐﾐ45/1 一般開架

14 ソロモンの偽証    第Ⅱ部　決意 宮部 みゆき／著 新潮社 2012.9 9136/ﾐﾐ45/2 一般開架

15 ソロモンの偽証    第Ⅲ部　法廷 宮部 みゆき／著 新潮社 2012.1 9136/ﾐﾐ45/3 一般開架

           千葉県立東部図書館　資料紹介コーナー

展示期間:平成３１年４月 20日～令和元年６月20日
すべて東部図書館所蔵

4月23日～5月12日は「こどもの読書週間」です。東部図書館では文学・歴史分野の収集に力を入

れており、様々な文学作品を数多く所蔵しています。

そこで、今回は文学作品を中心に、子どもが主人公となっている本を集めました。童心に返った気

持ちで、子どもの世界をのぞいてみませんか。
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16 探偵伯爵と僕 森 博嗣／著 講談社 2004.4 9136/ﾓﾋ9 一般書庫

17 屋上ミサイル 山下 貴光／著 宝島社 2009.1 9136/ﾔﾀ11 一般開架

18 浪花少年探偵団 東野 圭吾／著 講談社 1988.12 9136/H55 書庫ＣＬ

19 春休み少年探偵団 宗田 理／著 青樹社 1985.3 9136/SO15 書庫ＣＬ

20 今夜は眠れない 宮部 みゆき／著 中央公論社 1992.2 9136/MI71 書庫ＣＬ

21 江戸川乱歩全集    23　少年探偵団 江戸川 乱歩／著 講談社 1979.4 91868/ｴﾗ1 一般書庫

22 少年探偵ロビンの冒険 F.W.クロフツ／著 論創社 2007.2 9337/ｸﾌ3 一般開架

23 17歳の悪夢  ブラックボックス バルバラ・ビューヒナー／著 ポプラ社 2003.5 9437/ﾋﾊ1 一般書庫

24 7人目の子    上 エーリク・ヴァレア／著 早川書房 2014.1 94973/ｳｴ1/1 一般開架

25 7人目の子    下 エーリク・ヴァレア／著 早川書房 2014.1 94973/ｳｴ1/2 一般開架

No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

26 風車祭(カジマヤー) 池上 永一／著 文芸春秋 1997.11 9136/ｲｴ 1 一般書庫

27 アナン    上 飯田 譲治／著 角川書店 2000.1 9136/ｲｼ46/1 一般書庫

28 アナン    下 飯田 譲治／著 角川書店 2000.1 9136/ｲｼ46/2 一般書庫

29 南の島のティオ 池澤 夏樹／著 楡出版 1992.1 9136/ｲﾅ1 一般書庫

30 最果てアーケード 小川 洋子／著 講談社 2012.6 9136/ｵﾖ38 一般開架

31 海を見る人 小林 泰三／著 早川書房 2002.5 9136/ｺﾔ6 一般書庫

32 こうちゃん 須賀 敦子／文 河出書房新社 2004.3 9136/ｽｱ2 一般書庫

33 ルート225 藤野 千夜／作 理論社 2002.1 9136/ﾌﾁ3 一般書庫

34 ブレイブ・ストーリー    上 宮部 みゆき／著 角川書店 2003.3 9136/ﾐﾐ15/1 一般書庫

35 ブレイブ・ストーリー    下 宮部 みゆき／著 角川書店 2003.3 9136/ﾐﾐ15/2 一般書庫

36 ふたり 赤川 次郎／著 新潮社 1989.1 9136/A29 書庫ＣＬ

37 グリーン・レクイエム 新井 素子／著 講談社 1990.4 9136/A62 書庫ＣＬ

38
星新一の作品集    15　ブランコのむこうで
にぎやかな部屋　気まぐれロボット

星 新一／著 新潮社 1979 9136/H92/15 書庫ＣＬ

39 時をかける少女 筒井 康隆／著 鶴書房盛光社 9136/TS93 書庫ＣＬ

40 宮沢賢治コレクション 1　銀河鉄道の夜 宮沢 賢治／著 筑摩書房 2016.12 91868/ﾐｹ7/1 一般開架

41 たんぽぽのお酒 レイ・ブラッドベリ／著 晶文社 1980 933/B91 書庫ＣＬ

42
不思議の国のアリス
With artwork by草間彌生

ルイス・キャロル／著 グラフィック社 2013.7 9336/ｷﾙ9 一般開架

幻想的・空想的な話
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43
墓場の少年
ノーボディ・オーエンズの奇妙な生活

ニール・ゲイマン／著 角川書店 2010.9 9337/ｹﾆ5 一般開架

44 黄金の羅針盤 フィリップ・プルマン／著 新潮社 1999.11 9337/ﾌﾌ3/1 一般書庫

45 神秘の短剣 フィリップ・プルマン／著 新潮社 2000.4 9337/ﾌﾌ3/2 一般書庫

46 琥珀の望遠鏡 フィリップ・プルマン／著 新潮社 2002.1 9337/ﾌﾌ3/3 一般書庫

47 たんぽぽ娘 ロバート・F.ヤング／著 河出書房新社 2013.5 9337/ﾔﾛ2 一般開架

48 狼少女たちの聖ルーシー寮 カレン・ラッセル／著 河出書房新社 2014.7 9337/ﾗｶ2 一般開架

49 プリティ・モンスターズ ケリー・リンク／著 早川書房 2014.7 9337/ﾘｹ3 一般開架

50 影との闘い　ゲド戦記    Ⅰ ル=グウィン／著 岩波書店 1999.1 9337/ﾙｱ5/1 一般開架

51 こわれた腕環　ゲド戦記    Ⅱ ル=グウィン／著 岩波書店 1999.1 9337/ﾙｱ5/2 一般開架

52 さいはての島へ　ゲド戦記    Ⅲ ル=グウィン／著 岩波書店 1999.12 9337/ﾙｱ5/3 一般開架

53 エンデ全集    3　モモ エンデ／著 岩波書店 1996.9 948/ｴﾐ1/3 一般書庫

No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

54 ぼくは悪党になりたい 笹生 陽子／著 角川書店 2004.6 9136/ｻﾖ19 一般書庫

55 僕の明日を照らして 瀬尾 まいこ／著 筑摩書房 2010.2 9136/ｾﾏ10 一般開架

56 西日の町 湯本 香樹実／著 文芸春秋 2002.9 9136/ﾕｶ1 一般書庫

57 きらきら シンシア・カドハタ／著 白水社 2004.1 9337/ｶｼ10 一般書庫

58 草花とよばれた少女 シンシア・カドハタ／著 白水社 2006.5 9337/ｶｼ13 一般書庫

59 あの空をおぼえてる
ジャネット・
リー・ケアリー／著

ポプラ社 2003.2 9337/ｹｼ4 一般書庫

60 そばかすの少年 ポーター／著 光文社 2009.5 9337/ﾎｼ8 一般開架

61 赤毛のアン  完全版 L・M・モンゴメリ／著 原書房 1999.11 9337/ﾓﾙ2 一般書庫

62 仔鹿物語    上　（『鹿と少年』改題） ローリングズ／著 光文社 2012.11 9337/ﾛﾏ2/12-1 一般開架

63 仔鹿物語    下　（『鹿と少年』改題） ローリングズ／著 光文社 2012.11 9337/ﾛﾏ2/12-2 一般開架

64 子ども    上 ジュール・ヴァレス／作 岩波書店 2012.5 9536/ｳｼ9/1 一般開架

65 子ども    下 ジュール・ヴァレス／作 岩波書店 2012.7 9536/ｳｼ9/2 一般開架

66 父さんの銃 ヒネル・サレーム／著 白水社 2007.6 9537/ｻﾋ1 一般開架

67 悲しみよ　こんにちは サガン／著 新潮社 2009.1 9537/ｻﾌ 9 一般開架

ファミリーストーリー
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No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

68 世界地図の下書き 朝井 リョウ／著 集英社 2013.7 9136/ｱﾘ45 一般開架

69 すいかの匂い 江國 香織／著 新潮社 1998.1 9136/ｴｶ2 一般書庫

70 小学五年生 重松 清／著 文藝春秋 2007.3 9136/ｼｷ29 一般書庫

71 オルゴォル 朱川 湊人／著 講談社 2010.1 9136/ｼﾐ16 一般開架

72 天の瞳    幼年編Ⅰ 灰谷 健次郎／著 新潮社 1996.1 9136/ﾊｹ3/1-1 一般書庫

73 天の瞳    幼年編Ⅱ 灰谷 健次郎／著 新潮社 1996.1 9136/ﾊｹ3/1-2 一般書庫

74 しずかな日々 椰月 美智子／著 講談社 2006.1 9136/ﾔﾐ18 一般開架

75 オウエンのために祈りを    上 ジョン・アーヴィング／著 新潮社 1999.7 9337/ｱｼ9/1 一般書庫

76 オウエンのために祈りを    下 ジョン・アーヴィング／著 新潮社 1999.7 9337/ｱｼ9/2 一般書庫

77 オスカー・ワオの短く凄まじい人生 ジュノ・ディアス／著 新潮社 2011.2 9337/ﾃｼ25 一般開架

78 小公女
フランシス・
ホジソン・バー
ネット／著

新潮社 2014.11 9337/ﾊﾌ3 一般開架

79 ゼブラ ハイム・ポトク／著 青山出版社 2001.5 9337/ﾎﾊ3 一般書庫

80 ワイルド・ミートとブリー・バーガー ロイス・アン・ヤマナカ／著 東京創元社 1998.7 9337/ﾔﾛ1 一般書庫

81 おわりの雪 ユベール・マンガレリ／著 白水社 2013.5 9537/ﾏﾕ2 一般開架

No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

82 少女は卒業しない 朝井 リョウ／著 集英社 2012.3 9136/ｱﾘ40 一般開架

83 そのときは彼によろしく 市川 拓司／著 小学館 2004.11 9136/ｲﾀ 22 一般書庫

84 図書室の海 恩田 陸／著 新潮社 2002.2 9136/ｵﾘ5 一般書庫

85 夜のピクニック 恩田 陸／著 新潮社 2004.7 9136/ｵﾘ12 一般書庫

86 黄色い目の魚 佐藤 多佳子／著 新潮社 2002.1 9136/ｻﾀ8 一般書庫

87 しろいろの街の、その骨の体温の 村田 沙耶香／著 朝日新聞出版 2012.9 9136/ﾑｻ10 一般開架

88 蹴りたい背中 綿矢 りさ／著 河出書房新社 2003.8 9136/ﾜﾘ2 一般開架

89 ファイヤーガール トニー・アボット／著 白水社 2007.6 9337/ｱﾄ2 一般開架

90 僕らの事情。 デイヴィッド・ヒル／著 求龍堂 2005.9 9337/ﾋﾃ2 一般書庫

91 ザッカリー・ビーヴァーが町に来た日
キンバリー・
ウィリス・ホルト／著

白水社 2003.9 9337/ﾎｷ1 一般書庫

92 少年の日の思い出  ヘッセ青春小説集 ヘルマン・ヘッセ／著 草思社 2010.12 9437/ﾍﾍ4 一般開架

成長の物語

キラキラした話
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No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

93 グラウンドの空 あさの あつこ／著 角川書店 2010.7 9136/ｱｱ39 一般開架

94 桐島、部活やめるってよ 朝井 リョウ／著 集英社 2010.2 9136/ｱﾘ36 一般開架

95 レヴォリューションNo.3 金城 一紀／著 講談社 2001.1 9136/ｶｶ2 一般書庫

96 SPEED 金城 一紀／著 角川書店 2005.7 9136/ｶｶ8/2 一般書庫

97 レヴォリューションNo.0 金城 一紀／著 角川書店 2011.2 9136/ｶｶ12 一般開架

98 少年少女飛行倶楽部 加納 朋子／著 文藝春秋 2009.4 9136/ｶﾄ27 一般開架

99 温室デイズ 瀬尾 まいこ／著 角川書店 2006.7 9136/ｾﾏ9 一般書庫

100 ぼくは落ち着きがない 長嶋 有／著 光文社 2008.6 9136/ﾅﾕ12 一般開架

101 ぼくは勉強ができない 山田 詠美／著 新潮社 1993.3 9136/Y19 書庫ＣＬ

102 Field,Wind  青春スポーツ小説アンソロジー あさの あつこ／著他 ジャイブ 2008.4 91368/164 一般開架

No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

103
スパークリング
あの日、少年は車いすでつむじ風のようにやってき
た

彩永 真司／著 集英社 1999.1 9136/ｱｼ21 一般書庫

104 噓つきアーニャの真っ赤な真実 米原 万里／著 角川書店 2001.6 9146/ﾖﾏ 1 一般書庫

105 バニヤンの木陰で ヴァデイ・ラトナー／著 河出書房新社 2014.4 9337/ﾗｳ 4 一般開架

106 ぼくには数字が風景に見える ダニエル・タメット／著 講談社 2007.6 936/ﾀﾀ 1 一般開架

107 にんじん ジュール・ルナール／著 新潮社 2014.1 9536/ﾙｼ1 一般開架

108 ある秘密
フィリップ
・グランベール／著

新潮社 2005.11 9537/ｸﾌ 3 一般書庫

109 車輪の下で ヘッセ／著 光文社 2007.12 9437/ﾍﾍ3 一般開架

スクールライフ

リアリティーのある話
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110 地に埋もれて あさの あつこ／著 講談社 2006.3 9136/ｱｱ19 一般書庫

111 Another    アナザー 綾辻 行人／著 角川書店 2009.1 9136/ｱﾕ17 一般書庫

112 ネル 遠藤 徹／著 早川書房 2009.5 9136/ｴﾄ4 一般開架

113 くらのかみ 小野 不由美／著 講談社 2003.7 9136/ｵﾌ8 一般書庫

114 夏の滴 桐生 祐狩／著 角川書店 2001.6 9136/ｷﾕ2 一般書庫

115 新世界より    上 貴志 祐介／著 講談社 2008.1 9136/ｷﾕ15/1 一般開架

116 新世界より    下 貴志 祐介／著 講談社 2008.1 9136/ｷﾕ15/2 一般開架

117 雷の季節の終わりに 恒川 光太郎／著 角川書店 2006.1 9136/ﾂｺ5 一般書庫

118 草祭 恒川 光太郎／著 新潮社 2008.11 9136/ﾂｺ6 一般開架

119 秋の牢獄    上 恒川 光太郎／著 大活字 2008.1 L9136/ﾂｺ2/1 一般開架

120 秋の牢獄    下 恒川 光太郎／著 大活字 2008.1 L9136/ﾂｺ2/2 一般開架

121 球形の季節 恩田 陸／著 新潮社 1994.4 9136/O65/2 書庫ＣＬ

122 マーティ
スティーヴン・
キング／著

学研 1996.3 933/ｷｽ2 一般書庫

123 エドウィン・マルハウス
スティーヴン・
ミルハウザー／著

福武書店 1990.11 933/MI49 書庫ＣＬ

124 コララインとボタンの魔女 ニール・ゲイマン／著 角川書店 2010.1 9337/ｹﾆ4 一般開架

125 霊応ゲーム
パトリック・
レドモンド／著

早川書房 2000.2 9337/ﾚﾊ1 一般書庫

126 夜明け前のセレスティーノ
レイナルド・
アレナス／著

国書刊行会 2002.3 963/ｱﾚ2 一般書庫

No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

127 海の底 有川 浩／著 メディアワークス 2005.6 9136/ｱﾋ29 一般開架

128 十四歳漂流 薄井 ゆうじ／著 集英社 1999.8 9136/ｳﾕ8 一般書庫

129 キッドナップ・ツアー 角田 光代／作 理論社 1998.11 9136/ｶﾐ10 一般書庫

130 ゼツメツ少年 重松 清／著 新潮社 2013.9 9136/ｼｷ49 一般開架

131 ぼくと未来屋の夏 はやみね かおる／著 講談社 2003.1 9136/ﾊｶ7 一般書庫

132 俺たちの宝島 渡辺 球／著 講談社 2006.2 9136/ﾜｷ 2 一般開架

133 鉄塔武蔵野線 銀林 みのる／著 新潮社 1994.12 9136/G45 書庫ＣＬ

134 ぼくらの七日間戦争 宗田 理／著 角川書店 1985.4 9136/SO15 書庫ＣＬ

わくわくする話

ちょっとこわい話

6 ページ



135 宝島
ロバート・
L.スティーヴンソ
ン／著

新潮社 2016.8 9336/ｽﾛ13 一般開架

136 トム・ソーヤーの冒険 マーク・トウェイン／著 文化書房博文社 2005.3 9336/ﾄﾏ 5 一般開架

137 ハックルベリー・フィンの冒険　上 トウェイン／著 光文社 2014.6 9336/ﾄﾏ10/1 一般開架

138 ハックルベリー・フィンの冒険　下 トウェイン／著 光文社 2014.6 9336/ﾄﾏ10/2 一般開架

139 ヘヴンアイズ
デイヴィッド・
アーモンド／著

河出書房新社 2003.6 9337/ｱﾃ2 一般書庫

140 パイの物語 ヤン・マーテル／著 竹書房 2004.2 9337/ﾏﾔ1 一般開架

141 少年時代    上 ロバート・マキャモン／著 ソニー・マガジンズ 2005.7 9337/ﾏﾛ3/1 一般開架

142 少年時代    下 ロバート・マキャモン／著 ソニー・マガジンズ 2005.7 9337/ﾏﾛ3/2 一般開架

No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

143 シンドラーに救われた少年 レオン・レイソン／著 河出書房新社 2015.7 2893/ﾚﾚ1 一般開架

144
野本三吉ノンフィクション選集2
 風になれ!子どもたち

野本 三吉／著 新宿書房 1996.7 308/9/2 一般書庫

145 水上学校の昭和史  船で暮らす子どもたち 石井 昭示／著 隅田川文庫 2004.3 37210/85 一般書庫

146
自閉症の僕が跳びはねる理由
会話のできない中学生がつづる内なる心

東田 直樹／著 エスコアール出版部 2007.2 C378/18/1 郷土開架

147
続・自閉症の僕が跳びはねる理由
会話のできない高校生がたどる心の軌跡

東田 直樹／著 エスコアール出版部 2010.1 C378/18/2 郷土開架

148
イルカがくれた奇跡
障害児とアニマルセラピー

カタリーナ・
ツィンマー／著

白水社 2006.1 378/118 一般書庫

149 医療最前線の子どもたち 向井 承子／著 岩波書店 1997.4 916/ﾑｼ1 一般書庫

150 リノット  少女時代の日記1914-1920 アナイス・ニン／著 水声社 2014.8 9357/ﾆｱ2 一般開架

151 “It(それ)”と呼ばれた子 デイヴ・ペルザー／著 青山出版社 1998.4 936/ﾍﾃ1 一般書庫

152
アンディとマルワ
イラク戦争を生きた二人の子ども

ユルゲン・
トーデンヘーファー
／著

岩波書店 2008.3 946/ﾄﾕ1 一般開架

153 アンネの日記 アンネ・フランク／著 文芸春秋 2003.4 94935/ﾌｱ1 一般書庫

154 ティルとネリ
ヴェーラ・
フレーブニコワ／著

未知谷 2003.3 983/ﾌﾍ1 一般書庫

本当の話
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No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

155
こどもたちは知っている
永遠の少年少女のための文学案内

野崎 歓／著 春秋社 2009.1 90209/91 一般開架

156
ほんとうはこんな本が読みたかった!
児童文学の<現在>セレクト57

神宮 輝夫／監修 原書房 2000.2 909/40 一般開架

157
子どもと大人が出会う場所
本のなかの「子ども性」を探る

ピーター・
ホリンデイル／著

柏書房 2002.9 909/49 一般開架

158
本を読む少女たち
ジョー、アン、メアリーの世界

シャーリー・
フォスター／著

柏書房 2002.9 9093/13 一般開架

159 イギリス／アメリカ児童文学ガイド 定松 正／編 荒地出版社 2003.4 9093/17 一般開架

160 謎解き少年少女世界の名作 長山 靖生／著 新潮社 2003.6 9093/19 一般開架

No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

161
トットちゃんが出会った子どもたち
 田沼武能写真集

田沼 武能／著 岩崎書店 1996.8 748/57 一般書庫

162 シルクロードの子どもたち 長倉 洋海／著 毎日新聞社 2009.9 748/645 一般書庫

163 地球星の子どもたち  田沼武能写真集 田沼 武能／著 朝日新聞社 1994.2 748/120 一般書庫

164 土門拳の昭和    2　こどもたち 土門 拳／著 小学館 1995.9 748/121/2 一般書庫

165 こどものいた街 井上 孝治／撮影 河出書房新社 2001.4 748/338 一般書庫

166 まほちゃん 島尾 伸三／しゃしん オシリス 2001.11 748/373 一般書庫

167
ゴミの山はぼくらの天国
フィリピン・スモーキィマウンテンに生きる子どもた
ち

藤巻 由夫／著 新風舎 2003.6 748/445 一般書庫

168 未来ちゃん 川島 小鳥／著 ナナロク社 2011.4 748/705 一般開架

169 子どもの情景 フトノ メグム／著 産業編集センター 2012.2 748/740 一般開架

170 こどもの詩 川崎 洋／編 文芸春秋 2000.1 91156/28 一般書庫

171
おひさまのかけら
「こどもの詩」20年の精選集

川崎 洋／編 中央公論新社 2003.2 91156/38 一般開架

リアルな子どもの姿・想い

読みたい本を探してみよう！！
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