ティーンズ・すいせん中高コーナー 貸出回数ランキング

2020年度

書名・シリーズ名

作者

出版者

出版年

「ぼくら」シリーズ

宗田 理／作

角川書店

1985-

「ハリー・ポッター」シリーズ

Ｊ．Ｋ．ローリング／作

静山社

1999-

汐文社

2017-

マガジンハウス
ポプラ社
講談社
理論社
講談社
ほるぷ出版
小学館
徳間書店
偕成社
KADOKAWA
KADOKAWA
講談社
小峰書店

2017
2000
2011
2010
1977
2015
2018
2001
2014
2008
2014
20142015-

「赤川次郎ミステリーの小箱」シリーズ 赤川 次郎／著
4位

君たちはどう生きるか

吉野 源三郎／著

5位

カラフル

森 絵都／著

１００万回生きたねこ
ワンダー
レモンの図書室
夏の庭 －Ｔｈｅ Ｆｒｉｅｎｄｓ－
クラスメイツ
RDG レッドデータガール
鹿の王
死神うどんカフェ1号店
真田十勇士

佐野洋子／作・絵
R.J.パラシオ／作
ジョー・コットリル／作
湯本 香樹実／作
森 絵都／著
荻原 規子／著
上橋 菜穂子／著
石川 宏千花／[著]
小前 亮／作

6位
7位
PICK UP! 8位
PICK UP! 9位
9位
9位
9位
9位
9位

PICK UP!

大分県立図書館

通巻1号 ２０２１年 創刊号（秋号）

ショート・ストーリー

PICK UP!

『レモンの図書室』

『夏の庭』

ジョー・コットリル／作
小学館 2018年

湯本 香樹実／作
徳間書店 2001年

ママが死んでしまい、パパは
仕事で忙しそうなので、カリ
プソは家事を全部ひとりでし
ます。心のよりどころは、マ
マの遺した本を読むことです。
ひとりでも大丈夫と言い聞か
せるカリプソに、本を通じて
親友ができます。

2020年度

PICK UP!
2位
2位
2位

「死」に興味を持った少年た
ちは、もうじき死ぬと噂され
ているひとり暮らしの老人を
観察し始めます。ところがあ
るきかっけで交流が始まり、
老人と過ごす時間がかけがえ
のないものになったある日…

ヤング新刊コーナー 貸出回数ランキング

書名

作者

出版者

出版年

ライオンと魔女

Ｃ．Ｓ．ルイス／作

岩波書店

2005

みんなの「わがまま」入門
教授だから知っている大学入試
か「」く「」し「」ご「」と「

富永 京子／著
田中 研之輔／著
住野 よる／著

左右社
筑摩書房
新潮社

2019
2019
2017

PICK UP!

PICK UP!

『ライオンと魔女』

『10代のための疲れた
心がラクになる本』

Ｃ．Ｓ．ルイス／作
岩波書店 2005年
ある日、４人兄妹が衣装
だんすを開くと、そこは別
世界、ナルニア国の入口で
した。魔女に支配されたナ
ルニアを救うため、4人は
ライオンのアスランと共に
魔女と闘います。全７巻。

長沼 睦雄／作
誠文堂新光社 2019年

（貸出ランキング 5位）

「敏感すぎる」「傷つきや
すい」自分を好きになるた
めの知識、心構え、行動が、
マンガとわかりやすい文章
で説明されています。

発行 ： ２０２１年１０月１日 大分県立図書館子ども室 大分市王子西町１４番１号 ０９７－５４６－９９７２

もっと読みたい！ショート・ストーリー
書名

内容

作者

出版者

● 九つの銅貨

Ｗ．デ・ラ・メア／作

福音館書店 2005

● 風と木の歌

安房

偕成社

2006

＃名作

● まるまれアルマジロ！

安東 みきえ／作

理論社

2009

＃卵から始まる話

● 青春サプリ。

オザワ部長 ほか／文

ポプラ社

2020

＃実話

● 震える叫び

R.L.スタイン／監修

理論社

2020 ＃ホラー

直子／著

まだまだ、あるよ

出版年
＃名作

＃イギリスの伝承
＃幻想的な雰囲気

#妖精
＃8編

＃寓話

＃5編

＃部活ストーリー

＃5編

＃アメリカの作家

＃7編

＃4編

SDGs

ジェンダー平等を実現しよう

人や国の不平等をなくそう
『オール★アメリカン★
ボーイズ』

『ぼくがスカートをはく日』
エイミ・ポロンスキー／著
学研プラス 2018年

2030年の未来に向けて、
できることは何だろう？
エス・ディー・ジーズ

SDGs とは

持続可能な開発目標（SDGs：Sustainable Development Goals）は、2015年の国連サミットで
決まりました。2016年に始まり2030年まで15年の間に取り組む、17の目標と169のターゲットから
構成され、あらゆる貧困を終わりにすること、誰一人取り残さないことを誓っています。

SDGs 全般

電子書籍もあります！

『未来を変える目標
SDGsアイデアブック』
Think the Earth／編著
Think the Earth 2018年
SDGsについて分かり
やすく学べる本。17の
目標を解説し、目標ごと
に「未来を変えたアイデ
ア」として、日本や世界
での取組事例が2つずつ
紹介されています。

『地球村の子どもたち』
石井 光太／著
少年写真新聞社 2020年
発展途上国に暮らす子ど
もたちを取り巻く児童労
働、水、性差別など様々
な問題を、写真とともに
取り上げます。私たちの
暮らしが、途上国の過酷
な状況の上に成り立って
いることに気づき、世界
をよくするにはどうすれ
ばよいかを考えるきっか
けになる本です。

ジェイソン・レノルズ／著
ブレンダン・カイリー／著
偕成社 2020年

12歳のグレイソンは、誰
にも言えない秘密がありま
した。ぼくは本当は女の子
なんだという思いを抱き続
けていたある日、学校で行
われる演劇のオーディショ
ンを受けることになりまし
た。女神の役を演じると決
意したグレイソンは、自分
らしく生きるための第一歩
を踏み出します。

万引きを疑われ、白人の
警官から一方的な暴力を
受けた黒人の少年ラシャ
ド。父親が亡くなった後、
面倒を見てくれた兄代わ
りの人が、暴行した警官
だったと知る白人の少年
クイン。2人の作家が、人
種差別の問題を描きます。

海の豊かさを守ろう

つくる責任つかう責任

『海のプラスチックごみ
調べ大図鑑』

『身近でできるSDGs
エシカル消費 1』

保坂 直紀／著 旬報社
2020年 3,800円

三輪 昭子／著
さ・え・ら書房 2019年

プラスチックは自然に
分解されることがない
物質です。ごみとして
捨てられたプラスチッ
クが、海を汚し生き物
を苦しめています。問
題になっているプラご
み問題を分かりやすく
解説した本です。

ふだんの買い物から世
界の問題を解決してい
こうとするのが「エシ
カル消費」です。途上
国の生産者の自立を支
援する「フェアトレー
ド」などを紹介します。
全3巻。

貧困をなくそう
『団地のコトリ』
八束 澄子／著
ポプラ社 2020年
団地に住む中３の美月は、
バレーボールに打ち込む毎日
を送っています。ある日、
飼っているインコが逃げ出し、
階下の窓に挟まってしまいま
した。助けようと駆けつける
と、じいちゃんが一人暮らし
のはずの部屋に女の子の気配
がありました。あなたのそば
にもいるかもしれない、居所
不明児童の問題を描きます。

『みんなはアイスを
なめている』

のぞいてみよう！ 県立図書館の展示

安田 夏菜／作
講談社 2020年
食費は妹と2人で1日500円、
給食費や学童保育の支払いも
厳しい。テレビに映る難民
キャンプの子ども達のように
飢えで苦しんでいるわけでは
ないけれど、それでもうちは
貧乏なんじゃないだろうか。
「子どもの貧困」が、関連す
るデータも交えて解説されて
います。「おはなしＳＤＧ
ｓ」シリーズ全10巻。

10月～11月の展示

謎解き、ミステリーをテーマにした本を展示しています。
秋の夜長にぜひ、読んでみるのはいかがでしょうか？

資料の一部をご紹介！
・『ジョコンダ夫人の肖像』Ｅ．Ｌ．カニグスバーグ／作
松永ふみ子／訳 岩波書店 1975年
・『びっくり館の殺人』綾辻行人／著 講談社 2006年
・『ステップファザー・ステップ』宮部みゆき／作 講談社
2008年

