
続ける力

謎解きは
数学と共に

＊勉強のやる気を
　　　出したい時に

『何をやっても続かないのは、脳が
ダメな自分を記憶しているからだ』
（岩崎一郎／著　クロスメディア・
　　　　　　　　パブリッシング）
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　街頭で3000人に声を掛けることに
より口下手を克服した脳科学者、岩
崎一郎による物事を習慣化させるコ
ツが書かれた本。勉強の習慣がない。
すぐにLINEを見てしまう…これらの
習慣を変え、勉強の習慣をつけたい
人必見！続ける力をカガクする本。

（佐野短大　Ａさん）

『流れ星が消えないうちに』
　　（橋本紡／著　新潮文庫）
　奈緒子はいつからか玄関で寝
る生活をしていたが、ある日、
父親が家出してきて、どこか奇
妙な親子での生活が始まる。 
　その頃、奈緒子の恋人・巧は、
ボクシングの練習で山崎先輩に
KOをくらい、 身のあり方を考え
ていた。 そんな二人の共通点は、 
奈緒子の恋人であり巧の親友た
る加地の存在だった…。

（那須拓陽高　Mさん）

『眠れないほど面白い百人一首』
　　　　（板野博行／著　三笠書房）
　悲恋の歌を読み、 感傷にひたる。 素敵
な恋愛の歌を読み、 元気づけられる。 そ
んなことができる本です。 たくさんの歌
とその歌の詠まれた背景。 作者の人とな
り、 歴史の裏話、 秘められた思い。 読ん
で癒されてみませんか？
（黒磯南高　Aさん）

『あの日、ブルームーンに。 』
　　　　（宮下恵茉／著　ポプラ社 ）
　特に取り柄もなく真面目な中学３年
生、 結愛は、 ある日偶然女たらしと言
われている同級生・蒼井瞬と知り合う。
彼の様々な一面に触れていくうち、 お
互いに惹かれあってゆくが、 段々と卒
業が近づいてきて-。 甘酸っぱくほろ
苦いストレートなラブストーリー。
　　　　　　　　（鹿沼高　Rさん）

『放課後の音符』
　　　　　　　（山田詠美／著　新潮文庫）
　まだ大人になりきれない17歳。 チャイムが
鳴ったら、それぞれの恋が動き出す放課後の時
間。一途な片思いも、心の中に閉じ込めた苦い
思いも、今の私達にしか味わえない特別な味。
そんなちょっぴりビターでスパイスの効いた8
編の恋愛小説。あなたはどの味に酔いしれる？
　　　　　　　　　　　　（小山南高　Kさん）

『宵山万華鏡』
　　　（森見 登美彦／著　集英社）
　京都の祇園祭を舞台に何かが起こる。
姉妹の神隠し、繰り返される一日…など
さまざまな事件が起こり、 それらが全て
繋がっている。 幻想的で少し不気味で、 
なのにどこかあったかい。お祭りに迷い
込んだような気分になれる、不思議な
連作短編集。　（宇都宮女子高　Ｎさん）

『夜が運ばれてくるまでに
　　　　　　～A Book in A Bed～』
（時雨沢恵一／文　黒星紅白／絵
　　 　　　メディアワークス文庫 ）

『100万回生きたねこ』
　（佐野洋子／作・絵　講談社）
　100万回生きて、100万人の人に愛され
た立派なとらねこ。ある時ねこは、誰にも飼
われず自分のねこになった。 そんな時出
会ったのは、ねこに見向きもしない白い美
しいねこ。白いねこと暮らし幸せを感じる
ねこ、読んでいると温かくなって切なくなっ
て考えさせる素敵な物語です。

（宇都宮白楊高　Rさん）

『狐笛のかなた』
　　　　（上橋菜穂子／作　理論社）
　母から人の心が聞こえる「聞き耳」を
受け継いだ小夜は、使い魔にされた霊狐
野火と山奥の屋敷に幽閉されている小春
丸と出会い、隣国との争いに巻き込まれ
ていく。そして、二人と一匹の運命は…。
（上三川高　Yさん）

『おおかみこどもの雨と雪』
　　　　　（細田守／著　角川書店）
　大学生の花は、おおかみおとこに恋
をした。二人の子供の〈雨〉と〈雪〉
は、 人間とおおかみの血を受け継いだ
子供。本当の家族愛が語られた一冊。

（栃木農業高校　Kさん）

『荒野』
　（桜庭一樹／著　角川書店）
　鎌倉に住む恋愛小説家の
娘・山野内荒野はちょっと恋
に奥手な女の子。ようやく恋
のしっぽを捕まえたと思った
けど、相手の男の子はまさか
の…。荒野が12歳から16歳に
なるまでを描く三部作。青春
がギュッと詰まった爽やかな
物語。  （宇都宮女子高　Nさん）

『ヴィヴァーチェ』全２巻
（あさのあつこ／著　角川文庫 ）
　灰汁色の霧。光が届かない最下
層地区に、家族と暮らす少年ヤン。
16歳の少年は親友ゴドと共に、星
を旅立つ事を決意する。彼らに未
来はあるのか。ヴィヴァーチェと
は何なのか。読めば二人の少年の
覚悟と友情が分かります。　　   
　　　　 （栃木農業高　ＹＫさん）

『はじめての文学　村上春樹』
　　　（村上春樹／著　文藝春秋 ）
　何気ない日常の話、冗談めいた話、
ちょっぴり不思議な話…。小さな物
語が彩る鮮やかな文学世界がここに
ある！作者の村上春樹氏自らが選ぶ、
あなたへ贈る17の短編たち。

 （宇都宮北高　Ａさん）

『はてしない物語』
（ミヒャエル・エンデ／著
上田 真而子、佐藤 真理子／訳　岩波書店）
　つらい日々を過ごす少年が偶然出
会った一冊の本。少年はだんだんと
その本の世界に引き込まれていく。
本の世界と少年の成長を描くファン
タジー。　　　 　（茂木高　Ｍさん）

『虹色ほたる』
（川口雅幸／著
　　　　　　アルファポリス ）
　夏休みに父親との思い出の場所に
訪れていたユウタ。しかし、突然の
雷雨によって足を滑らせダムに落ち
てしまい気を失ってしまった。目を
覚ますと目の前には一人の女の子と
30年前に沈んだはずの村があった。
かけがえのないもう一つの夏休みを
描いた感動の物語。

 （茂木高　Ｔさん）

『妖怪アパートの幽雅な日常』
全10巻＋外伝

（香月日輪／著　講談社 ）
　13歳で両親を失った夕士が
高校進学と同時に入居したの
は人呼んで“妖怪アパート”！
(本名:寿荘) 普通の日常を暮
らしてきた夕士が目の当たり
にする非日常。 あなたも
ちょっと覗いてみませんか？

 （小山南高　Ｅさん）

『カラフル』
　　　　　　（森絵都／著　講談社）
　僕の魂は輪廻のサイクルから外され
た。でも、抽選に当たり再挑戦出来る
んだって。真の体にホームステイをし
てから色々知っていく。周りの人の欠
点、美点、自分の犯した罪。モノクロ
だと思ってたこの世界は、こんなにカ
ラフルだったんだ…。これは自殺少年
が何かに気付く物語。

（宇都宮北高　Ｍさん）

『マウス』
　　（村田沙耶香／著　講談社）
　自分ってなんだろう？あの子はど
うしてこうなんだろう？つきまとう
人間関係の悩み。この本の中に、
きっとあなたがいる。女の子なら、
必ず共感する場面がある。痛みの先
にある光が、見つかるはず。

（國學院栃木短大　Ｍさん）

『逆境を乗り越える技術』
（佐藤優、石川知裕／著
　　ワニブックスPLUS新書）
　作家、 佐藤優氏。 かつて苦境
に立たされていたとは思えない
ほど活躍されている。この本で
は、どのようにしてそれをなし
えたかを元・衆議院議員の石川
知裕氏に伝授。道に迷ったとき、
辛い状況のときに贈る、生きる
ヒント。　（佐野短大　Ａさん）

『５分で読める！
ひと駅ストーリー 降車編』
（『このミステリーがすごい！』
　　　　編集部／編　宝島社 ）
　乗車編に続き、 全24篇が収録
された「降車編」。 短い時間の
中で、 あなたはどのストーリー
に、 心惹かれるだろうか。 楽し
み方・読み方は人それぞれ。あ
なたにぴったりの物語を見つけ
てみてはいかがでしょう？

　（栃木農業高　ＹＵさん）

『一瞬の風になれ』全３巻
　　（佐藤多佳子／著　講談社）
　以前はサッカーをしていた神谷新
二と走ることに関して天才的な才能
を持つ一ノ瀬連。幼なじみでもある 
二人が春野台高校陸上部に入部し、
様々な人と出会う。 「勝負とは」
「４継とは」「走るとは」…悩みな
がらも、 互いに競い合い成長してい
く熱い陸上青春小説。
  　　　　　（宇都宮北高　Mさん）

普通ってなんだろう

学級崩壊の先には･･･
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マウスとは？

恋って、ちょっぴり大人で、
すっごく子供だ

ねぇ好きな人っている？

君がいる世界は
カラフルですか？

短い時間の中で

日常からの
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心に癒しを

『ピアニッシシモ』
（梨屋アリエ／著　講談社 ）

※著者は栃木県ゆかりの方です。

※講談社青い鳥文庫からも刊行されています。

※著者は栃木県ゆかりの方です。

※シリーズ全１２巻。このほか、村上龍氏、
よしもとばなな氏、宮本輝氏など。

※著者は栃木県ゆかりの方です。

　平凡な中学３年生、 吉野松葉は、隣のお婆さん
のピアノをきっかけにピアノの上手な同学年の
紗英に出会う。 何もかも正反対な二人の関係、 そ
れぞれの家族の事情、 一人の男との出会い。 友情
とは、 家族とは、 幸せとは。 思春期のモヤモヤと
共に考えさせられる一冊。　　　（鹿沼高　Ｒさん）

『温室デイズ』
（瀬尾まいこ／著　角川書店）

　学級崩壊を目の当たりにして、二人
で協力し合い学校を元に戻そうと戦う、
みちると優子の物語。読み終えたあと、
きっとあなたに強さと勇気をくれる。元
中学教師が描く、リアルな学校という
社会。　（國學院栃木短大　Ｍさん）

『君はひとりじゃないよ』
（リョウ／著　文芸社）

　可愛い猫のグーグーを中心とし
た写真と前向きになれる詩。それ
は心に安らぎを与えてくれるものば
かり。心が苦しくなったときにそっ
と開きたくなる一冊です。

（黒磯南高　Ａさん）

机に向かってみたけれど、
参考書を開く気にはなれない…
そんな時、本で気分をリフレッシュ
するのはどうですか？
やる気が湧いてくる
　　一冊が見つかるかも！？

＊明日学校に
　　　 行きたくない時に
なんとなく学校に行きたくない
憂鬱な気分。
少し休んでまた一歩、  歩き出せ
るお話を集めました。

＊失恋したときに

＊誰かと一緒に ＊告白する前に

告白する前、勇気が出ないとき。
失恋して誰かになぐさめて欲しいとき。
手にとってみてはいかがでしょう。

みんなで共有したい！
感動を誰かに伝えたくなる本たちです。

＊ひとりになりたい時に ＊Shortちょっとひとりになりたい気分の時もありますよね？
そんな時はこの本と一緒に･･･。

『浜村渚の計算ノート』
（青柳碧人／著　講談社）

　政府の意向によって学校教育から理
系科目が排斥された。それに憤りを感じ
た数学者達が数学でテロを開始する。
理系科目を苦手とする警視庁に助っ人
として来たのは女子中学生だった！

（作新学院高　Ｋさん）
読んだらきっと
衝撃を受けるだろう

本の世界に
引き込まれて

一夏のキセキ

通学中、 休み時間…
            ちょっとした合間に

勉強、部活、趣味に恋･･･。
あっという間に時は流れる。

一生に一度、
青春のひとときを

本と共に過ごしませんか。

人生ってなんなんだろう…
生きる意味ってなんだろう…
そんなことをふと思ったとき

この本を読めば何かが得られるかも。
＊Long

時間を忘れて

温かくて
切なくて

　流れる時間の中でいつか落として
しまった大切な思い、 小さい頃の温
かい記憶、 当たり前の感情を思い出
させてくれる。 優しくて、 悲しくて、 
胸にズキリとくる25の短編集。 夜を
待つひとときに、 誰かを思い出しな
がら読んで欲しい一冊。
　（鹿沼高　Mさん） 夜を待つひとときに


