
中学生教科書セット・１年生

書　　　名 著者 出版社

1 アラスカ永遠なる生命 星野 道夫 小学館

2 絵で見るある町の歴史 アン･ミラード さ･え･ら書房

3 エンダーのゲーム　上　（ハヤカワ文庫） オースン・スコット・カード 早川書房

4 面白くて眠れなくなる植物学 稲垣 栄洋 PHP研究所

5 ガラスのうさぎ 高木 敏子 金の星社

6 ガリレオと新しい学問 マーチン･サジェット 玉川大学出版部

7 義足のアスリート山本篤 鈴木　祐子 東洋館出版社

8 クラスメイツ　前期　（角川文庫） 森 絵都 角川書店

9 こころ彩る徒然草　兼好さんと、お茶をいっぷく 木村　耕一 １万年堂出版

10 さよなら、スパイダーマン アナベル･ピッチャー 偕成社

11 シャーロック･ホウムズまだらのひも コナン･ドイル 岩波書店

12 スカートはかなきゃダメですか? 名取 寛人 理論社

13 素数ゼミの謎 吉村 仁 文藝春秋

14 だいじな本のみつけ方 大崎 梢 光文社

15 竹取物語 平田　喜信 くもん出版

16 チポロ 菅野 雪虫 講談社

17 天と地を測った男 岡崎 ひでたか くもん出版

18 ナガサキノート 朝日新聞長崎総局 朝日新聞出版

19 ナビラとマララ　｢対テロ戦争｣に巻き込まれた二人の少女 宮田 律 講談社

20 ナミヤ雑貨店の奇蹟　（角川文庫） 東野 圭吾 角川書店

21 パパラギ　（ソフトバンク文庫） エーリッヒ・ショイルマン ソフトバンククリエイティブ

22 伴走者 浅生 鴨 講談社

23 ぼくは満員電車で原爆を浴びた　11歳の少年が生きぬいたヒロシマ 米澤 鐡志 小学館

24 僕らがサッカーボーイズだった頃　3 元川　悦子 カンゼン

25 Wonder　ワンダー R.J.パラシオ ほるぷ出版



中学生教科書セット・２年生

書　　　名 著者 出版社

1 サッカーボーイズ１４歳　蝉時雨のグラウンド　（角川文庫） はらだ みずき 角川書店

2 武士道シックスティーン　（文春文庫） 誉田 哲也 文藝春秋

3 怪物はささやく シヴォーン･ダウド あすなろ書房

4 西の魔女が死んだ　（新潮文庫） 梨木 香歩 新潮社

5 敗北を力に！　甲子園の敗者たち (岩波ジュニア新書) 元永 知宏 岩波書店

6 ミライの授業 瀧本 哲史 講談社

7 伝統工芸ってなに? 日本工芸会東日本支部 芸艸堂

8 和食ことわざ事典 永山　久夫 東京堂出版

9 人生を変えるアニメ 河出書房新社 河出書房新社

10 伊豆の踊子　（フォア文庫） 川端 康成 金の星社

11 檸檬 梶井 基次郎 立東舎

12 僕がロボットをつくる理由 石黒　浩 世界思想社

13 ときめき百人一首 小池 昌代 河出書房新社

14 ＲＤＧ　レッドデータガール　１　（角川文庫） 荻原 規子 角川書店

15 光のうつしえ　廣島 ヒロシマ 広島 朽木 祥 講談社

16 Masato 岩城 けい 集英社

17 うたうとは小さないのちひろいあげ 村上 しいこ 講談社

18 14歳の水平線　（双葉文庫） 椰月 美智子 双葉社

19 図鑑大好き！ 千葉県立中央博物館 彩流社

20 くらべる東西 おかべ たかし 東京書籍

21 あと少し、もう少し　（新潮文庫） 瀬尾 まいこ 新潮社

22 時をかける少女 筒井 康隆 角川書店

23 ダーウィンの「種の起源」　はじめての進化論 サビーナ･ラデヴァ 岩波書店

24 おそろし　三島屋変調百物語事始　（角川文庫） 宮部 みゆき 角川書店

25 人間失格　（集英社文庫） 太宰 治 集英社



中学生教科書セット・３年生

書　　　名 著者 出版社

1 医者のたまご、世界を転がる。 中島　侑子 ポプラ社

2 翻訳できない世界のことば エラ･フランシス･サンダース 創元社

3 未来を変える目標SDGsアイデアブック Think the Earth Think the Earth

4 となりのイスラム 内藤　正典 ミシマ社

5 性の多様性ってなんだろう? 渡辺 大輔 平凡社

6 大人になったらしたい仕事 朝日中高生新聞編集部 朝日学生新聞社

7 ある晴れた夏の朝 小手鞠　るい 偕成社

8 あなたのまわりのデータの不思議 景山　三平 朝日学生新聞社

9 昔話法廷 Eテレ｢昔話法廷｣制作班 金の星社

10 正しいパンツのたたみ方 南野 忠晴 岩波書店

11 名人伝　山月記・名人伝ほか　（ちくま文庫） 中島　敦 筑摩書房

12 友情　（新潮文庫） 武者小路 実篤 新潮社

13 たけくらべ 樋口 一葉 集英社

14 獣の奏者　１　（講談社文庫） 上橋 菜穂子 講談社

15 舟を編む　（光文社文庫） 三浦　しをん 光文社

16 のぼうの城 　（小学館文庫） 和田 竜 小学館

17 わたしたちの「無言館」 窪島　誠一郎／作 アリス館

18 １４歳からの天文学 福江 純 日本評論社

19 そして、ぼくは旅に出た。 大竹 英洋 あすなろ書房

20 気象災害から身を守る大切なことわざ 弓木　春奈 河出書房新社

21 人間はだまされる 三浦 準司 理論社

22 勉強するのは何のため？ 苫野 一徳 日本評論社

23 新訳　マクベス　（角川文庫） シェイクスピア 角川書店

24 ジヴェルニーの食卓　（集英社文庫） 原田　マハ 集英社

25 宇宙からの帰還　（中公文庫） 立花 隆 中央公論新社


