
順位 書名（シリーズ名含む） 著者名ほか 出版社 ＩＳＢＮ

1 かいけつゾロリ 原　ゆたか ポプラ社
(かいけつゾロリのドラゴンたいじ）

978-4-591-02654-0

2 怪談レストラン 松谷　みよ子　責任編集 童心社
（幽霊屋敷レストラン）

978-4-494-00467-6

3 学研まんが新ひみつシリーズ --- 学研
（日本史人物５５人のひみつ）
978-4-05-201767-4

4 ミッケ！ ジーン・マルゾーロ 小学館
（いつまでもあそべるかくれんぼ絵本）

978-4-09-727062-1

5 科学漫画サバイバルシリーズ --- 朝日新聞出版
(無人島のサバイバル）

978-4-02-330385-0

5 ミルキー杉山のあなたも名探偵 杉山　亮 偕成社
（もしかしたら名探偵）

978-4-03-345100-8

7 ルルとララ あんびる　やすこ 岩崎書店
（ルルとララのカップケーキ）

978-4-265-06259-1

8 一期一会。 粟生　こずえ 学研
（一期一会。伝えたいコト。）
978-4-05-202957-8

9 徳間アニメ絵本シリーズ --- 徳間書店
（風の谷のナウシカ　上）

978-4-19-703624-0

10 マジック・ツリーハウス
メアリー・ポープ・オズ
ボーン ＫＡＤＯＫＡＷＡ

（恐竜の谷の大冒険）

978-4-04-066476-7

11 「ぼくら」シリーズ 宗田　理
ＫＡＤＯＫＡＷＡ
ポプラ社

（ぼくらの七日間戦争）

978-4-04-631003-3
978-4-591-09577-5

12 黒魔女さんが通る!! 石崎　洋司 講談社
（チョコ、デビューするの巻）

978-4-06-148701-7

12 香川元太郎・迷路の絵本 香川元太郎 ＰＨＰ研究所
(時の迷路）

978-4-569-68532-8

14 ほねほねザウルス ぐるーぷ・アンモナイツ 岩崎書店
（ティラノ・ベビーのぼうけん）

978-4-265-82019-1

15 ドラえもんふしぎ探検シリーズ 藤子・Ｆ・不二雄 小学館
（恐竜大探検）

978-4-09-296491-4

15 へんしんシリーズ あきやま　ただし 金の星社
（へんしんトンネル）

978-4-323-03349-5

15 グレッグのダメ日記 ジェフ・キニー ポプラ社
（グレッグ・ヘフリーの記録）

978-4-591-10336-4

18 小学館版　学習まんが人物館 --- 小学館
（ケネディ　銃弾に倒れた若き大統領 ）

978-4-09-270001-7

18 バムとケロ 島田　ゆか 文溪堂
（バムとケロのにちようび）

978-4-89423-042-2

20 しずくちゃん ぎぼりつこ 岩崎書店 （1）978-4-265-80117-6

20 忍たま乱太郎 尼子　騒兵衛 ポプラ社
（にんじゅつ学園にゅうがくの段）

978-4-591-03087-5

20 コミック版日本の歴史 --- ポプラ社
（織田信長）

978-4-591-09790-8

朝の読書推進協議会ホームページ　 http://www1.e-hon.ne.jp/content/sp_0032.html

＜＜＜＜小学校小学校小学校小学校＞＞＞＞ 朝の読書推進協議会調べ（調査期間　平成２５年４月～平成２６年３月末）

尚、シリーズ物のISBNは、初巻または代表作を明記しています。



順位 書名（シリーズ名含む） 著者名ほか 出版社 ＩＳＢＮ

1 図書館戦争シリーズ 有川　浩 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
(図書館戦争)

978-4-8402-3361-3

2 謎解きはディナーのあとで 東川　篤哉 小学館 (1)978-4-09-386280-6

2 空想科学読本 柳田　理科雄 ＫＡＤＯＫＡＷＡ (1)978-4-8401-1565-0

4 ビブリア古書堂の事件手帖 三上　延 ＫＡＤＯＫＡＷＡ (1)978-4-04-870469-4

5 「ぼくら」シリーズ 宗田　理
ＫＡＤＯＫＡＷＡ
ポプラ社

（ぼくらの七日間戦争）

978-4-04-631003-3
978-4-591-09577-5

6 探偵ガリレオシリーズ 東野　圭吾 文藝春秋
（探偵ガリレオ）

978-4-16-317720-5

7 都会のトム＆ソーヤ はやみね　かおる 講談社 (1)978-4-06-212063-0

8 日本人の知らない日本語 蛇蔵＆海野凪子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ (1)978-4-8401-2673-1

8
キノの旅　ｔｈｅ　Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ
Ｗｏｒｌｄ 時雨沢　恵一 ＫＡＤＯＫＡＷＡ (1)978-4-8402-1585-5

10 王様ゲーム 金沢　伸明 双葉社 978-4-575-51456-8

11 空飛ぶ広報室 有川　浩 幻冬舎 978-4-344-02217-1

11 ハリー・ポッターシリーズ Ｊ．Ｋ．ローリング 静山社
（ハリー・ポッターと賢者の石）

978-4-915512-37-7

13 カラフル 森　絵都 文藝春秋 978-4-16-774101-3

13 モンスターハンター ゆうきりん ＫＡＤＯＫＡＷＡ
（狩りの掟）

978-4-7577-1874-6

15 カゲロウデイズ じん（自然の敵P) ＫＡＤＯＫＡＷＡ (1)978-4-04-728059-5

15 植物図鑑 有川　浩 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 978-4-04-873948-1

15 ●型自分の説明書シリーズ Ｊａｍａｉｓ　Ｊａｍａｉｓ 文芸社
（Ｂ型自分の説明書）

978-4-286-03202-3

15 真夜中のパン屋さん 大沼　紀子 ポプラ社 （1）978-4-591-12479-6

15 永遠の０ 百田　尚樹
講談社
太田出版

978-4-06-276413-1
978-4-7783-1026-4

20 銀魂 3年Ｚ組銀八先生
空知英秋　原作
大崎知仁　ノベライズ 集英社 (1)978-4-08-703164-5

20 黒子のバスケ Ｒｅｐｌａｃｅ
藤巻忠俊　原作
平林佐和子　ノベライズ 集英社 (1)978-4-08-703240-6

20 親指さがし 山田　悠介 幻冬舎 978-4-344-00395-8

20
星新一ショートショートセレク
ション 星　新一 理論社 (1)978-4-652-02081-4

20 生徒会の一存 葵　せきな ＫＡＤＯＫＡＷＡ (1)978-4-8291-3252-4

20 とある魔術の禁書目録 鎌池　和馬 ＫＡＤＯＫＡＷＡ (1)978-4-04-866304-5

朝の読書推進協議会ホームページ　 http://www1.e-hon.ne.jp/content/sp_0032.html

＜＜＜＜中学校中学校中学校中学校＞＞＞＞ 朝の読書推進協議会調べ（調査期間　平成２５年４月～平成２６年３月末）

尚、シリーズ物のISBNは、初巻または代表作を明記しています。



順位 書名（シリーズ名含む） 著者名ほか 出版社 ＩＳＢＮ

1 物語シリーズ 西尾 維新 講談社
(化物語　上）

978-4-06-283602-9

2 探偵ガリレオシリーズ 東野　圭吾 文藝春秋
（探偵ガリレオ）

978-4-16-317720-5

3 カゲロウデイズ じん（自然の敵P) ＫＡＤＯＫＡＷＡ (1)978-4-04-728059-5

4 ソードアート・オンライン 川原　礫 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 978-4-04-867760-8

5 ビブリア古書堂の事件手帖 三上延 ＫＡＤＯＫＡＷＡ (1)978-4-04-870469-4

6 図書館戦争シリーズ 有川　浩 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
(図書館戦争)

978-4-8402-3361-3

7 謎解きはディナーのあとで　 東川　篤哉 小学館 (1)978-4-09-386280-6

8 海賊とよばれた男 百田　尚樹 講談社 (上）978-4-06-217564-7

9
色彩を持たない多崎つくると、
彼の巡礼の年 村上　春樹 文藝春秋 978-4-16-382110-8

10 舟を編む 三浦　しをん 光文社 978-4-334-92776-9

11 空飛ぶ広報室 有川　浩 幻冬舎 978-4-344-02217-1

12 バカとテストと召喚獣 井上堅二 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 978-4-7577-3329-9

13 永遠の０ 百田　尚樹
講談社
太田出版

978-4-06-276413-1
978-4-7783-1026-4

14 とある魔術の禁書目録 鎌池　和馬 ＫＡＤＯＫＡＷＡ (1)978-4-04-866304-5

15 神様のカルテ　 夏川　草介 小学館 (1)978-4-09-386259-2

16 空想科学読本 柳田　理科雄 ＫＡＤＯＫＡＷＡ (1)978-4-8401-1565-0

17 氷菓 米澤　穂信 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 978-4-04-427101-5

17 アクセル・ワールド 川原　礫 ＫＡＤＯＫＡＷＡ （1）978-4-04-867517-8

17 魔法科高校の劣等生 佐島　勤 ＫＡＤＯＫＡＷＡ （1）978-4-04-870597-4

17 オール 山田　悠介 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 978-4-04-873781-4

17 植物図鑑 有川　浩 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 978-4-04-873948-1

17 県庁　おもてなし課 有川　浩 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 978-4-04-874182-8

17 小説　ちはやふる
末次由紀　原作
時海結以　著 講談社

（中学生編　1）

978-4-06-376698-1

17 ぼくたちと駐在さんの７００日戦争 ママチャリ 小学館 （1）978-4-09-408261-6

17 陽だまりの彼女 越谷　オサム 新潮社 978-4-10-135361-6

17 旅猫リポート 有川　浩 文藝春秋 978-4-16-381770-5

17 ●型自分の説明書シリーズ Ｊａｍａｉｓ　Ｊａｍａｉｓ 文芸社
（Ｂ型自分の説明書）

978-4-286-03202-3

17 親指さがし 山田　悠介 幻冬舎 978-4-344-00395-8

17 復讐したい 山田　悠介 幻冬舎 978-4-344-01975-1

17 夢幻花 東野　圭吾 ＰＨＰ研究所 978-4-569-81154-3

17 王様ゲーム 金沢　伸明 双葉社 978-4-575-23681-1

17 キノの旅　ｔｈｅ　Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ　Ｗｏｒｌｄ 時雨沢　恵一 ＫＡＤＯＫＡＷＡ (1)978-4-8402-1585-5

朝の読書推進協議会ホームページ　http://www1.e-hon.ne.jp/content/sp_0032.html

＜＜＜＜高校高校高校高校＞＞＞＞ 朝の読書推進協議会調べ（調査期間　平成２５年４月～平成２６年３月末）

尚、シリーズ物のISBNは、初巻または代表作を明記しています。
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