
若松商業高等学校図書委員のみなさんがおすすめする一冊　～高校時代に読みたい本

◇展示図書リスト◇
題名 著者 出版者 請求記号

1 〈刑務所〉で盲導犬を育てる 大塚敦子 岩波書店 ティーンズ

2 一瞬でＹＥＳを引き出す心理戦略 ＤａｉＧｏ ダイヤモンド社 ティーンズ

3 宇宙授業 中川人司 サンクチュアリ出版 ティーンズ

4 ディズニーランドの不思議 芳中晃 中経出版 ティーンズ

5 何のために生まれてきたの？ やなせたかし ＰＨＰ研究所 ティーンズ

6 ヒップホップ・ドリーム 河出書房新社 ティーンズ

7 人生で本当に大切なこと 王貞治、岡田武史 幻冬舎 ティーンズ

8 放課後 加藤千恵、タクマクニヒロ 雷鳥社 ティーンズ

9 生きるってすばらしい たなかまさこ 北海道新聞社出版センター ティーンズ

10 星の王子さま サン・テグジュペリ、河野万理子 新潮社 ティーンズ

11 命の後で咲いた花 綾崎隼 アスキー・メディアワークス ティーンズ

12 名前のない星の物語 藍沢季 KADOKAWA ティーンズ

13 植物図鑑 有川浩 幻冬舎 ティーンズ

14 神様の御用人 浅葉なつ KADOKAWA ティーンズ

15 フライトゲーム ジョン・Ｗ・リチャードソン脚本 竹書房 ティーンズ

16 夜のピクニック 恩田陸 新潮社 ティーンズ

17 世界から猫が消えたなら 川村元気 小学館 ティーンズ

18 美堂橋さんの優雅な日々 椿ハナ アスキー・メディアワークス ティーンズ

19 エバーグリーン 豊島ミホ 双葉社 ティーンズ

20 化物語　上・下 西尾維新 講談社 ティーンズ

21 流星の絆 東野圭吾 講談社 ティーンズ

22 青春探偵ハルヤ 福田栄一 東京創元社 ティーンズ

23 ライヴ 山田悠介 角川書店 ティーンズ

24 伝えたい福島の３．１１ 福島県退職女性教職員あけぼの会 福島県退職女性教職員あけぼの会 一般

25 幸せはあなたの心が決める 渡辺和子 ＰＨＰ研究所 一般

26 １日１回でお腹が凹む！完全腹筋メソッド 中村勝美 池田書店 一般

27 世界の美しい猫１０１ レイチェル・ヘイル・マッケナ パイインターナショナル 一般

28 エンジェル・フライト 佐々涼子 集英社 一般

29 問題な日本語 北原保雄 大修館書店 一般

30 くじけないで 柴田トヨ 飛鳥新社 一般

31 女から男になったワタシ 虎井まさ衛 青弓社 一般

32 ま、いっか。 浅田次郎 集英社 一般

33 博士の愛した数式 小川洋子 新潮社 一般

34 陽だまりの彼女 越谷オサム 新潮社 一般

35 ビブリア古書堂の事件手帖 三上延 アスキー・メディアワークス 一般

36 Ａコース 山田悠介 幻冬舎 一般

37 氷菓 米澤穂信 角川書店 一般

38 キケン 有川浩 新潮社 一般

39 いま、会いにゆきます。 市川拓司 小学館 一般

40 コーヒーが冷めないうちに 川口俊和 サンマーク出版 一般

41 悪の教典　上・下 貴志祐介 文藝春秋 一般

42 クララ殺し 小林泰三 東京創元社 一般

43 百瀬、こっちを向いて。 中田永一 祥伝社 一般

44 ひゃくはち 早見和真 集英社 一般

45 プラチナデータ 東野圭吾 幻冬舎 一般

46 天国の本屋 松久淳、田中渉 かまくら春秋社 一般

47 ミッキーマウスの憂鬱 松岡圭祐 新潮社 一般

48 有頂天家族 森見登美彦 幻冬舎 一般

49 パズル 山田悠介 角川書店 一般

50 ９３番目のキミ 山田悠介 文芸社 一般

51 だいじょうぶだいじょうぶ いとうひろし 講談社 児童

52 ひとまねこざる Ｈ．Ａ．レイ 岩波書店 児童

53 四谷怪談（少年少女古典文学館２３） 鶴屋南北、高橋克彦 講談社 ＢＭ

会津図書館に所蔵がないため、ポップのみ展示しております

54 ニセコイ　ウラバナ 古味直志　田中創 集英社
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