
書名 著者名 出版者 価格 分類

編集者になろう! 大沢 昇／著 青弓社 ¥1,600 021

口ぐせひとつでキミは変わる　：　夢をかなえる言葉のスイッチ 佐藤 富雄／著 PHP研究所 ¥1,000 159

10代からの夢をかなえる感性の磨き方 佳川 奈未／著 PHP研究所 ¥1,100 159

願いがかなう!「夢ノート」のすすめ 中山 庸子／著　 PHP研究所 ¥1,100 159

マザー・テレサ　かぎりない愛の奉仕 沖 守弘作 くもん出版 ¥1,300 198

伝記世界を変えた人々　8 　ブライユ ビバリー・バーチ著 偕成社 ¥1,600 280

アインシュタインひらめきの言葉 アルバート・アインシュタイン／[著] ディスカヴァー・トゥエンティワン ¥1,400 289

海辺の宝もの  ヘレン・ブッシュ著 あすなろ書房 ¥1,500 289

シートン　子どもに愛されたナチュラリスト 今泉 吉晴著 福音館書店 ¥1,800 289

月のえくぼを見た男 鹿毛 敏夫著 くもん出版 ¥1,400 289

天と地を測った男  岡崎 ひでたか作 くもん出版 ¥1,500 289

まぼろしのノーベル賞 神田 愛子著 国土社 ¥1,500 289

宇宙少年 野口 聡一著 講談社　 ¥1,000 289

星空に魅せられた男間重富 鳴海 風／作 くもん出版 ¥1,500 289

万次郎 岡崎 ひでたか／作 新日本出版社 ¥1,500 289

マララ マララ・ユスフザイ／著 岩崎書店 ¥1,700 289

スティーブ・ジョブズの生き方 カレン・ブルーメンタール／著 あすなろ書房 ¥1,600 289

「フラフラ」のすすめ　 益川 敏英／著　 講談社 ¥1,000 289

ネルソン・マンデラ ネルソン・マンデラ著 明石書店 ¥1,800 289

ホーキング、自らを語る スティーヴン・ホーキング／著 あすなろ書房 ¥1,400 289

ある奴隷少女に起こった出来事  ハリエット・アン・ジェイコブズ著 大和書房 ¥1,700 289

印刷職人は、なぜ訴えられたのか  ゲイル・ジャロー著 あすなろ書房 ¥1,300 316

よのなかを変える技術 今 一生著 河出書房新社 ¥1,300 360

ちいさな労働者  ラッセル・フリードマン著 あすなろ書房 ¥1,300 366

働く!「これで生きる」50人 共同通信社／編 共同通信社 ¥1,500 366

新13歳のハローワーク  村上 龍著 幻冬舎 ¥2,600 366

仕事を選ぶ 朝日中学生ウイークリー編集部編著 朝日学生新聞社 ¥1,500 366

なぜ私はこの仕事を選んだのか  岩波書店編集部編 岩波ジュニア新書 ¥860 366

マララ・ユスフザイ国連演説&インタビュー集　：　対訳 マララ・ユスフザイ／[述] 朝日出版社　 ¥1,000 373

地域を変える高校生たち　：　市民とのフォーラムからボランティア、まちづくりへ 宮下 与兵衛／編　 かもがわ出版 ¥1,700 376

ぼくは昆虫カメラマン 新開 孝／写真・文 岩崎書店 ¥1,300 486

医者になりたい　 島田 和子／作 新日本出版社 ¥1,500 490

山中伸弥先生に、人生とiPS細胞について聞いてみた  山中 伸弥著 講談社 ¥1,200 491

死の川とたたかう  八田 清信著 偕成社文庫 ¥800 493

ロボコン ニール・バスコム著 集英社 ¥1,800 507

宇宙への夢、力いっぱい! 若田 光一／著　 PHP研究所 ¥1,400 538

夢をあきらめなければ宇宙にだって行ける  星出 彰彦著 すばる舎リンケージ ¥1,500 538

恐るべき旅路 松浦 晋也著 朝日新聞出版 ¥1,800 538

林業男子　：　いまの森、100年先の森 山崎 真由子／著 山と溪谷社 ¥1,500 651

手塚治虫-未来からの使者 石子 順作 童心社 ¥1,500 726

ぼくのマンガ人生 手塚 治虫著 岩波新書 ¥800 726

声優さんになりたいっ! 81プロデュース／監修 講談社 ¥1,400 771

「好き」をつらぬこう　：　ヨーヨー世界チャンピオンの挑戦　 BLACK／著 PHP研究所 ¥1,100 779

負けない! クルム伊達公子／著 ポプラ社 ¥1,200 783

ふくおか立志応援文庫 推薦図書 

中学生用 
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ふくおか立志応援文庫 推薦図書 

中学生用 
 

福岡市学校図書館支援センター 

２０１５年７月作成 

プレッシャーに負けない　：　夢中になれば奇跡が起こる 梅沢 由香里／著 PHP研究所 ¥1,100 795

下町ロケット  池井戸潤著 小学館文庫 ¥720 913

鉄のしぶきがはねる  まはら 三桃著 講談社 ¥1,400 913

水底の棺 中川 なをみ作 くもん出版 ¥1,400 913

ふみ子の海 市川 信夫作 理論社 ¥2,000 913

僕らの仕事は応援団。 我武者羅應援團著 大和書房　 ¥1,300 916

ジョン万次郎  マーギー・プロイス著 集英社 ¥1,800 933

ハーレムの闘う本屋 ヴォーンダ・ミショ－・ネルソン／著 あすなろ書房 ¥1,800 933

マルベリーボーイズ  ドナ・ジョー・ナポリ作 偕成社 ¥1,600 933

見習い物語　上 レオン・ガーフィールド作 岩波少年文庫 ¥720 933

見習い物語　下 レオン・ガーフィールド作 岩波少年文庫 ¥720 933

ブロード街の12日間 デボラ・ホプキンソン／著 あすなろ書房 ¥1,500 933

魔法の泉への道 リンダ・スー・パーク著 あすなろ書房 ¥1,300 933

大地のランナー  ジェイムズ・リオーダン作 鈴木出版 ¥1,500 933

ローズの小さな図書館 キンバリー・ウィリス・ホルト作 徳間書店 ¥1,600 933

エアボーン ケネス・オッペル著 小学館 ¥1,900 933

風をつかまえた少年 ウィリアム・カムクワンバ著 文藝春秋 ¥1,667 936

雨あがりのメデジン  アルフレッド・ゴメス=セルダ作 鈴木出版 ¥1,400 963

イクバルの闘い フランチェスコ・ダダモ作 鈴木出版 ¥1,400 973

風をつかまえたウィリアム  ウィリアム・カムクワンバ文 さえら書房 ¥1,400 Ｅ

木を植えた男 ジャン・ジオノ原作 あすなろ書房 ¥1,600 Ｅ

コロンブスの航海 ジアン・パオロ・チェゼラーニ文 評論社 ¥2,000 Ｅ
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