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１２歳から１９歳までの 

「ＹＡ読書クラブ」 
http://www13.plala.or.jp/aririn/club/ 

 

 

 
 

１０代の本好きさんのための読書クラブです！ 

土曜の午後に、大好きな本の話をしませんか。 

 

ＹＡ読書会（読者トーク会） 

活動報告書 

2009 年～2015 年 

 

２０１５年１２月 発行 
 

世話人 門田奈穂子 梨屋アリエ   
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１２歳から１９歳の、読書が好きな人の読書クラブです。 

年に四回、東京都内で読書会（読者トーク会）を実施しています。参加者は各回ごとに

募集しています。 

１２歳から１９歳のかたなら誰でも参加できます。 

 

ＹＡ（ワイエー）とは、Young Adult（ヤングアダルト）の略称で、「若い大人」とい

う意味です。 

十代からの、若い大人に向けて書かれた本やその年齢層の人たちを、ＹＡと呼びます。 

 

 

１０代の人たちが、好きな本について自由に語り合う場をつくりたい……！ という思

いで集まった、児童書編集者の門田奈穂子と作家の梨屋アリエが世話人をしています。

「ＹＡ読書クラブ」は個人のボランティアでの運営です。 

会場は、第 17 回より世田谷区立中央図書館様のご厚意で、お借りしております。第 1

回と 3～15 回は株式会社ポプラ社様、第 2 回は株式会社岩崎書店様に会場をお借りい

たしました。 

 

 

会は二部構成です。 

★前半は、テーマの本の感想などを自由におしゃべりします。参加者は事前にテーマの

本を読んできます。 

★後半は、みんなにすすめたい本を紹介しあいます。参加者は好きな本を１～２冊持参

します。 

 

★参加希望の人は、事前の申し込みが必要です。定員は 15 名程度。先着順です。 

★中学生以下の人は、申し込み時に保護者の承諾が必要です。  

★参加費は無料です。 

 

 

 

 

「ＹＡ読書クラブ」とは？ 

ＹＡってなに？？ 

「ＹＡ読書クラブ」はだれがやってるの？ 

読書会(読者トーク会)ではどんなことをするの？ 

ＹＡ読書クラブに参加するには？ 
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第１回『ＮＯ.６』シリーズ あさのあつこ 講談社。 

『Ｆｒａｇｉｌｅ－こわれもの』石崎洋司編 ポプラ社 

第２回『ＲＤＧ』シリーズ 荻原規子 角川書店 

第３回『ぼくらの七日間戦争』宗田理 角川書店 ポプラ社 

第４回『穴 ＨＯＬＥＳ』ルイス・サッカー 講談社 

第５回『カラフル』森絵都 理論社 文春文庫 フォア文庫  

第６回『ぎぶそん』伊藤たかみ ポプラ社  

第７回『一瞬の風になれ』佐藤多佳子 講談社  

第８回『ギヴァー 記憶を注ぐ者』ロイス ローリー 評論社 (旧題『ザ・ギバー―記憶

を伝える者』講談社)   

第９回『都会のトム＆ソーヤ』はやみねかおる 講談社  

第１０回『きみの友だち』重松清 新潮社  

第１１回『クマのあたりまえ』 魚住直子 ポプラ社 

第１２回『青空のむこう 』 アレックス・シアラー 著  求龍堂 

第１３回『レインツリーの国』  有川浩  著 新潮社 

第 14 回『九つの、物語』 橋本紡 著  集英社 

第 15 回『君たちはどう生きるか』 吉野源三郎著 ポプラ社ほか 

第 16 回『ちいさなちいさな王様』 アクセル・ハッケ 著 講談社 

第 17 回 短編「冥途」 内田百閒著  

第 18 回『GOSICK』桜庭一樹 著 角川文庫 

第 19 回『おれのおばさん』佐川光晴 著  

第 20 回『さよならを待つ ふたりのために』ジョン・グリーン 著  

第 21 回『サクラ咲く』 辻村深月 著  

第 22 回『獣の奏者』 上橋 菜穂子 著 闘蛇編と王獣編  

第 23 回『幕が上がる』 平田オリザ 著  

第 24 回『マザーランドの月』 サリー・ガードナー 著  

第 25 回『ワンダー ｗｏｎｄｅｒ』 Ｒ・Ｊ・パラシオ 著 

 

 

 

 

 

 

 

http://www13.plala.or.jp/aririn/club/ 
 

 

検索する場合は、「ＹＡ読書クラブ」 

または、梨屋アリエの公式サイトのリンクからどうぞ。 

 

  

これまでの読書会（読者トーク会）のテーマ本一覧 

ホームページのＵＲＬ 



4 

 

 

 
第一回の会場のポプラ社の絵本ルーム 

 

※各回の詳しい感想は、ＹＡ読書クラブのホームページでご覧いただけます。 

 

第 1回 2009年 8月 29日 会場 ポプラ社 参加人数８名。大人スタッフ 4名 

テーマ本 

『ＮＯ.６』シリーズ あさのあつこ 講談社。 

『Ｆｒａｇｉｌｅ－こわれもの』石崎洋司編 ポプラ社 

『ＮＯ.６』 

最初は、手塚治虫チックなのかなと思った。写真が入っているのがちょっと怖い。話の内

容が怖くなって。特に沙布が捕まってから怖くなった。題名を見ても内容がわからないし、

ナイフで切りかかっている表紙なので、すぐに読む気持ちにならなかった。 ネズミと紫苑

の会話が好き。グロいところは、ちょっと……。等。 

『Ｆｒａｇｉｌｅ－こわれもの』 

ビー玉を落とすシーンが鮮明に残っている。 ハードカバーと文庫のイラストでは、ハー

ドカバーの絵のほうが好き。 横浜や、舞台がはっきりしている。知っている場所が書いて

あった。 いろんな作家が書いているから、読書の幅を広げるのにいい。 ひとつのテーマで

も、違う作家が書くと、いろいろあるのでおもしろい。 等。 

備考 テーマ本の担当編集者が同席。2009年 8/22付の東京版「読売新聞」夕刊で会を告知。 

 

 

第２回 2009年 11月 28日 会場 岩崎書店 参加人数８名。大人スタッフ 4名 

テーマ本 

『ＲＤＧ』シリーズ 荻原規子 角川書店 

泉水子さんの「変わりたい」と思うところが、自分と同じ女の子なんだな、と思った。でも、

姫神さまがいて、すごいな、と。 身長が高くて筋肉ついてる男が好き。野々村さんや雪政

さんのような人がいたらいいなと思う。現実ありそうなファンタジー。感情移入がしやすい。

深行くんのキャラ変がおもしろい。スピード感がいい。 雪政さんがかっこいい。等。 

備考 テーマ本の担当編集者が同席。朝日中学生ウイークリーの取材が入りました。 

 

各回について 
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第３回 2010年 2月 20日 会場 ポプラ社 参加人数 10名。大人スタッフ 3名 

テーマ本 

『ぼくらの七日間戦争』宗田理 角川書店 ポプラ社 

青春モノだなと思った。自分と比べるとかっこいい。相原君がクールでかっこいい。こうい

うことをやってみたい。中学生が団結できるのはすごい。楽しくて、こんな人たちが周りに

いたらおもしろい。解放区ラジオ放送を聞いてみたい。どきどきして続きが読みたくなって、

シリーズを借りて読んでいる。いたずらも意外性があっておもしろい。等。 

備考 テーマ本の担当編集者が同席。 

 

 

第４回 2010年 5月 22日 会場 ポプラ社 参加人数 4名。大人スタッフ 3名 

テーマ本 

『穴 HOLES』ルイス・サッカー 講談社 

グリーンレイクの昔の話やひいひいじいさんののろいの話が順番になって出てきて、どうな

っていくのか気になりながら読んでいくのがおもしろい。運の悪い人生をおくることになっ

ていることや砂漠で穴を掘っている間、とてものどの渇きを感じていて、そのあとで潤いが

あってほっとして、読んでいてとてもよかった。急にスニーカー泥棒の罪を着せられてしま

い、ふつうなら逃げだしてもいいのに、受け入れたところがすごい。等。 

備考 見学者 1名 「朝日新聞」の記事で会を告知。 

 

 

第５回 2010年 8月 21日 会場 ポプラ社 参加人数 6名。大人スタッフ 3名 

テーマ本 

『カラフル』森絵都 理論社 文春文庫 フォア文庫  

真剣なテーマを話題にしているところで、ちいさなボケ、小ネタがおもしろい。斬新な発案

だと思う。生と死についてわかりやすく書いてある。生まれ変わったりする話は、いろんな

本に書いてある。でも、それが自分だったということが、珍しくて、作者の工夫が入ってい

るところが、よい。早乙女君がいい。友達にいてほしい。等。 

備考 見学者 3名 「朝日新聞」の記事で会を告知。 

 

 

第６回 2010年 11月 20日 会場 ポプラ社 参加人数 4名。大人スタッフ 3名 

テーマ本 

『ぎぶそん』伊藤たかみ ポプラ社  

伊藤たかみさんの本は『ミカ』のほうが好き。語り手のガクとリリーの、両方の考え方がわ

かるのがいい。読み始めは関西弁が嫌だったけど、なれてきた。バンドのことはわからない

けど、良かった。この薄い本の中に色々なことがぎっしりつめこまれていて、おもしろい。

関西弁が新鮮な感じで、おもしろい。リリーとガクの絆創膏のシーンが好き。等。 

備考 テーマ本の担当編集者が同席。「朝日新聞」の記事で会を告知。 
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第７回 2011年 2月 5日 会場 ポプラ社 参加人数 2名。大人スタッフ 2名 

テーマ本 

『一瞬の風になれ』佐藤多佳子 講談社  

話題になった本だったけど、自分は足が遅くて走ることが苦手だから読んでなかった。読む

うちに陸上用語がわかって楽しくなっていった。タイムが縮むことに関しては、自分は良く

わからなかったけれど、本を読んで大変なことなんだとわかった。取材をしっかりして書い

ているところがよかった。天才にはあこがれる。みっちゃんはすごい。等。 

 

 

第８回 2011年 5月 14日 会場 ポプラ社 参加人数 2名。大人スタッフ 2名 

テーマ本 

『ギヴァー 記憶を注ぐ者』ロイス ローリー 評論社 

表紙をみても、どんな本だかわからない。読んだらおもしろかった。 登場人物の名前が難

しくて、覚えられなくて何度も紹介を見てしまった。平穏に描いてあるんだけど、どきどき

するし、こわい。 レシーバー以外の人は、すべて決められていて、生きている。それって

幸せなのかな。本の中の世界と日本のわたしたちの世界、 どっちの世界が幸せだろう。等。 

 

 

第９回 2011年 8月 20日 会場 ポプラ社 参加人数 4名。大人スタッフ 2名 

テーマ本 

『都会のトム＆ソーヤ』はやみねかおる 講談社 

二人の友情が好き。章タイトルも面白い。トムが切り抜けたり、ソーヤが無駄知識を披露す

るところがいい。シャドー保育で笑った。内人が砦に行くところで、何でもないところから

危機を乗り越えてくるところ。サバイバル能力が凄い。一巻目を読んでいるとき、いつトム

が出てくるのかなと思った。最後まで出てこなかったので、それが印象に残りました。等。 

 

 

第 10回 2011年 11月 12日 会場 ポプラ社 参加人数 3名。大人スタッフ 2名 

テーマ本 

『きみの友だち』重松清 新潮社 

主人公がぶっきらぼうに描かれていて、でもちょこっとずつ優しさが出ていて、そこがうま

い。まわりにはとげとげしてても内側ではやさしい感情をもっているところや、外見には表

せないけれど、自分の中には持っているところがいい。いろんな人の見方がわかる。千羽鶴

の西村さんの話が響いた。「あいあい傘」が感情移入できた。等。 

 

 

第 11回 2012年 2月 4日 会場 ポプラ社 参加人数 3名。大人スタッフ 2名 

テーマ本 

『クマのあたりまえ』  魚住直子 

「死んだように生きるのは意味がないと思ったんだ」という言葉が好き。最初はアメンボが

好きだと思った。「光る地平線」と「クマのあたりまえ」が面白い。「べっぴんさん」が好

き。童話みたいな感じ。アオダイショウの話がいいなあと思った。素っ気ないいいかたをす

る主人公がいい。アメンボの話と「ショートカット」が好き。「光る地平線」が好き。等。 
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第 12回 2012 年 5月 26 日 会場 ポプラ社 参加人数 4名。大人スタッフ 3名 

テーマ本 

『青空のむこう』  アレックス・シアラー  求龍堂 

兄弟げんかをすることがあるので、自分のことを重ねて読んで、悲しくなってしまって、ズ

ドンと来た。死んだら有名になれるんじゃないかとハリーが思っていたところが、自分の小

さい頃考えていたことに似ている。死んだ人との交流はできなくて、現実ではずっと後悔し

て生きるけれど、ハリーはうまくいってよかった。等。 

特別ゲストで翻訳家の金原瑞人さんが来てくださいました。 

 

 

第 13回 2012 年 8月 4 日 会場 ポプラ社 参加人数 5名。大人スタッフ 2名 

テーマ本 

『レインツリーの国』 有川浩 著  新潮社 

『図書館戦争』シリーズの中の耳が聞こえない女の子の好きな本として出てきたので、興味

があった。青春菌のさらしあいの場面が恥ずかしい。見た目のこととかじゃなくて、中身が

好きと言ってもらえるのはうらやましいと思った。個性が良く出ていると思う。有川さんの

話は甘いけど、これはまだ甘くない方。 『阪急電車』が良かった。等。 

 

 

第 14回 2012 年 11月 10 日 会場 ポプラ社 参加人数 6名。大人スタッフ 2名 

テーマ本 

『九つの、物語』 橋本紡 著  集英社 

読み返してみて、仕掛けがわかって、もっと注意深くよめばよかったなと思った。一人っ子

なので、こんなお兄ちゃんがいたらいいなと思って、好きになった。かずきくんとゆきなと

のつきあい方もいいなと思った。読み返してみて、お兄さんの優しさがとてもいいなと思っ

た。作品の中に選んでいる本が、若い人が選ばないような文学で、そこが好感が持てた。等。 

 

 

第 15回 2013 年 3月 9 日実施 会場 ポプラ社 参加人数 3名。大人スタッフ 2名 

テーマ本 

『君たちはどう生きるか』 吉野源三郎著 ポプラ社ほか 

高校入学の時に勧められた百冊のなかの一冊で、高校はいる前にちらっと読んだ。読み返し

たとき、一言一言が考えさせられる言葉だった。勉強するきっかけにつなかった。北見くん

が上級生にやられているとき出て行けなかったことは共感できた。お母さんが後悔しないで

きれいな心でいられるのよって言ってくれたこと。次につないでいけばいいのよって。等。 
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第 16回 2013 年 5月 11 日 会場 区民センター 参加人数 3名。大人スタッフ 2名 

テーマ本 

『ちいさなちいさな王様』 アクセル・ハッケ 著 講談社 

大きく生まれて小さくなっていく。ところが不思議だった。小さいのに威張っている王様で、

主人公に比べて考え方が深い。永遠に死ななくなったら嬉しいのか、というのが心に残った。

周りの人が死なないのは良いけど、自分がいつまでも死なないのはどうなんだろうって。な

んで王様なんだろう。王子様やお姫様だったら成り立たないと思う。等。 

 

 

第 17回 2013 年 8月 3 日 会場 区民センター 参加人数 1名。大人スタッフ 3名 

テーマ本 

短編「冥途」 内田百閒著 

どっちが死んだ人なのかわからなかった。情感がある。 話の雰囲気が好き。ゆっくりゆっ

くり読んで。 よくわかんなくて、何回も。 読んでいるうちに、いいなあと思えてきた。土

手が死への道なんだろうって、思った。お父さんが冷たいね。「銀河鉄道の夜」を思い浮か

べた。長い土手が、鉄道みたい。「土手が走っていく」という表現がとても好き。等。 

 

 

第 18回 2013 年 11月 9 日 会場 教育センター 参加人数 5名。大人スタッフ 2名 

テーマ本 

『GOSICK』桜庭一樹 著 角川文庫 

ゴスロリの女の子が出てくる話だと思って読み始めたら、推理などいろいろ入っていて面白

い。普段ラノベを読まないのでなかなか手が出なかった。タイトルほどゴシックっぽくなか

った。外国人の登場人物の名前を覚えるのが苦手。この本の空気、世界観に惹かれる。ビク

トリカの服を作ってみたい。アニメを先に知った。文で読むほうが想像できていい。等。 

 

 

第 19回 2014 年 3月 15 日 会場 教育センター 参加人数 5名。大人スタッフ 2名 

テーマ本 

『おれのおばさん』佐川光晴 著 

子どもをあずけることに怒ったりした。さいごおばさんが倒れたところも焦った。さいごに

ははまって読んでいました。暗い話かとおもったけど、さいごは明るく終わって良かった。

被害者はニュースに出ているけど、加害者の家族はとりあげられないから、この本でそこが

わかってよかった。じゃんけんでかった人が脱ぐとか、読んでいて恥ずかしかった。等。 

 

 

第 20回 2014 年 5月 17 日 会場 教育センター 参加人数 4名。大人スタッフ 2名 

テーマ本 

『さよならを待つ ふたりのために』ジョン・グリーン 著 

悲しい話で、読むのがつらかった。オランダ行きのところも悲しかった。悲しいと思うし泣

いたけれど、話の中でやっているところは私たちと同じだし、ガンを特権として思っていて、

だからこれしたいあれしたいと考えている。ヘイゼルとオーガスタスが「至高の痛み」とラ

ノベを交換したところが、面白かった。ヘイゼルが死ぬところまで書いて欲しかった。等。 
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第 21回 2014 年 8月 2 日 会場 教育センター 参加人数 4名。大人スタッフ 2名 

テーマ本 

『サクラ咲く』 辻村深月 著 

表題の「サクラ咲く」が一番はまって、 図書室の本にメモを挟むのが、いいなと思って、

自分もまねしたくなりました。 読んでいてわくわくした。 三編がつなかっていて、読んで

いるうちに気づいて、あっと思った。 自分もまじめと言われがちで、まじめといわれると

かちんと来るタイプだったので、マチちゃん感情移入しました。等。 

 

 

第 22回 2014 年 11月 15 日 会場 教育センター 参加人数 2名。大人スタッフ 2名 

テーマ本 

『獣の奏者』 上橋 菜穂子 著 闘蛇編と王獣編 

エリンとイアルとの話が心に残った。ハルミヤが途中てあっさり死んでしまって、それが驚

いた。エリンがクールなところが好きじゃない。動物が好きなところはわかるんだけど、考

えを曲げないところとか。秘密は暴かれてはいけないのにエリンが暴いていくことにムカつ

いた。エリンはすごく考えている。私欲のためにやっていないところが好感が持てた等。 

 

 

第 23回 2015 年 3月 28 日 会場 教育センター 参加人数 2名。大人スタッフ 2名 

テーマ本 

『幕が上がる』 平田オリザ 著 

自分が演劇部でやっていることと似ている。読み終わってから、言いたいことはよくわかる

んだけど、主人公が先回りして全部自分で言ってしまうのがなんか小説としては面白くない

と思いました。 先生がいなくなって終わるのが嫌だった。逃げちゃった感じがした。舞台

の中に「等身大の高校生」はいないと書いてある場面。本当にそうだと思った。等。 

 

 

第 24回 2015 年６月 27 日 会場 教育センター 参加人数 1名。大人スタッフ 2名 

テーマ本 

『マザーランドの月』 サリー・ガードナー 著 

読みにくくて、苦労して読み始めたけれど、時系列がわからないまま読んでいるうちに、 だ

んだんわかってきて、それからは面白くなった。最初読んだときは、エリックが殺されたと

ころで、この本ふつうの話じゃないなとわかった。物語だけど、歴史で習ったときのことを

考えた。 以前読書会のテーマだった『ザ・ギバー』を読んだことを思い出した。等。 

 

 

第 25回 2015年 9月 5日 会場 教育センター 参加人数 2名。大人スタッフ 2名 

テーマ本 

『ワンダー ｗｏｎｄｅｒ』 Ｒ・Ｊ・パラシオ 著 

わたしは「いい話」が好きじゃないので、最初の章はこうなのかと思ったけど、二章になっ

てお姉ちゃんが考えていることがわかって、世界全体が見えてきた。かわいそうな子を先生

から頼まれたことがあるので、何とも言えない気持ちになった。先生に言われたから友達に

なったのかなと、自分の過去と重なって、ごちゃごちゃした気持ちになった。等。 

 

※各回の詳しい感想は、ＹＡ読書クラブのホームページでご覧いただけます。 
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1 

『ガンズ・ハート』シリーズ 鷹見一幸 電撃文庫 

『孤笛のかなた』 上橋菜穂子 新潮文庫 

『コンビニたそがれ堂』シリーズ 村山早紀 ピュアフル文庫 

『てるてるあした』シリーズ 加納朋子 幻冬舎 

『夏の庭』 湯本香樹実 徳間書店 

『二十億光年の孤独』 谷川俊太郎 集英社文庫版・英訳付き 

『パスワードは、ひ・み・つ』シリーズ 松原秀行 講談社青い鳥文庫 

『ブラッカムの爆撃機』 ロバート・ウェストール 岩波書店 

『マジカル・ドロップス』 風野潮 光文社 

『レッドデータガール』シリーズ 荻原規子 角川書店 

2 

『青空の卵』 坂木 司 東京創元社 

『青空のむこう』 アレックス シアラー 求龍堂 

『アルジャーノンに花束を』 ダニエル キイス 早川書房 

『植物図鑑』 有川 浩 角川書店 

『7 days wonder―紅桃寮の七日間』 (アンソロジー) 加藤 実秋, 野村 美月, 緑川 聖

司, 谷原 秋桜子  ポプラ社 

『ソフィーの世界―哲学者からの不思議な手紙』 ヨースタイン ゴルデル 日本放送

出版協会  

『西の善き魔女』シリーズ 荻原 規子 中央公論新社 

『人間失格』 太宰 治 集英社文庫 

『復活!! 虹北学園文芸部』 はやみね かおる 講談社 

3 

『明日につづくリズム』八束澄子（ポプラ社） 

『温室デイズ』瀬尾まいこ（角川書店） 

『風の陰陽師』シリーズ 三田村信行（ポプラ社） 

『祝福されない王国』嶽本野ばら（新潮社） 

『チェラブ』ロバート・マカモア（ほるぷ出版） 

『冷たい校舎の時は止まる』辻村深月（講談社文庫） 

『なくしてしまった魔法の時間』安房直子（偕成社） 

『武士道シックスティーン』誉田哲也（文藝春秋） 

『マチルダは小さな大天才』ロアルト・ダール（評論社） 

『モデラートで行こう♪』風野潮（ジャイブ） 

『夜魔』甲田学人（メディアワークス） 

4 

『うさぎパン』 瀧羽麻子 メディアファクトリー 

『王国は星空の下―北斗学園七不思議 1』 篠田真由美 理論社 

『TUGUMI(つぐみ)』 吉本ばなな 中公文庫 

『リテイク・シックスティーン』 豊島ミホ 幻冬舎 

5 

『キノの旅―The beautiful world』 時雨沢 恵一 メディアワークス 

『ゴールド・フィッシュ』 森絵都 講談社 

『水滸伝 1 曙光の章』 北方 謙三  集英社 

１２歳から１９歳のみんながこれまでに読書会（読者トーク会）ですすめた本 
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『スリースターズ』 梨屋アリエ 講談社 

『トラム、光をまき散らしながら』 名木田 恵子 ポプラ社 

『床下の小人たち』 メアリー・ノートン 岩波少年文庫 

6 

『明日に続くリズム』 八束澄子 ポプラ社 

『風が強く吹いている』 三浦しをん 新潮社 

『銀のロバ』 アーティスト：ソーニャ ハートネット 主婦の友社 

『ダークエルフ物語』 Ｒ. Ａ. サルバトーレ エンターブレイン 

『よろこびの歌』 宮下奈都 実業之日本社 

7 

『となり町戦争 』 三崎 亜記 集英社文庫 

『4TEEN』  石田 衣良 新潮文庫  

『アート少女―根岸節子とゆかいな仲間たち』 花形 みつる ポプラ社 

8 

『新装版 江（ごう） 姫たちの戦国 上』 田渕久美

子 日本放送出版協会  

『よろず占い処 陰陽屋へようこそ』 天野頌子 ポプラ

文庫ピュアフル 

9 

『小暮写眞館 』 宮部 みゆき 講談社 

『The MANZAI 1』 あさの あつこ ポプラ文庫ピュ

アフル   

『図書館戦争』 有川 浩  角川文庫 

『ホリス・ウッズの絵』 パトリシア・ライリー ギフ さ

えら書房 

『都会のトム&ソーヤ』 はやみね かおる 講談社 

10 

『俺のコンビニ』 (メディアワークス文庫) 峰月 皓  

『俺たちのコンビニ―新米店長と仲間たち』 (メディア

ワークス文庫) 峰月 皓  

『カラフル』 (文春文庫) 森 絵都  

『これは王国のかぎ』 (ファンタジーの冒険) 荻原 規

子 

11 

『アネモネ探偵団 2 迷宮ホテルへようこそ』 近藤 

史恵  

『ゴールドフィッシュ』 森 絵都  

『ぼくらは海へ』 那須 正幹  

『リズム』 森 絵都 

 

12 

『ウィッシュリスト The Wish List』 オーエン・コル

ファー  

『GOSICK ―ゴシック―』(角川文庫) 桜庭 一樹  

『ピアニッシシモ』 (講談社青い鳥文庫) 梨屋 アリエ  

『ラン』 (角川文庫) 森 絵都 
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『リンカーン』 (講談社火の鳥伝記文庫 (15)) 松岡 洋子  

13 

『階段途中のビッグ・ノイズ(1) 』 (ビッグガンガンコミックス)越谷 オサム 

『階段途中のビッグ・ノイズ 』(幻冬舎文庫)越谷 オサム 

『九つの、物語 』(集英社文庫)橋本 紡 

『幸福な食卓 』(講談社文庫)瀬尾 まいこ 

『ティファニーで朝食 を』 (新潮文庫)トルーマン カポーティ 

『浜村渚の計算ノート 3 さつめ 水色コンパスと恋する幾何学 』(講談社文庫)青柳 

碧人 

『浜村渚の計算ノート 3 と 1／2 さつめ ふえるま島の最終定理 』(講談社文庫)青柳 

碧人 

『浜村渚の計算ノート 』(講談社文庫)青柳 碧人 

『仏果を得ず』 (双葉文庫)三浦 しをん 

14 

『ヴァネッサの伝言』中條 てい 

『ショコラ』 (角川文庫)ジョアン ハリス 

『透きとおった糸をのばして』 (講談社文庫)草野 たき 

『図書館戦争』有川浩 

『伏(ふせ) 贋作・里見八犬伝』 (文春文庫)桜庭 一樹 

『万能鑑定士 Q の事件簿 XI』 (角川文庫)松岡 圭祐 

15 

『怪人二十面相 (少年探偵)』 江戸川乱歩  

『シャーロック・ホームズの冒険』 (新潮文庫) コナン・ドイル 

『退出ゲーム』 (角川文庫) 初野晴 

『おれたち戦国ロボサッカー部!』 (ノベルズ・エクスプレス) 奈雅月ありす 

16 

『ウィキッド 誰も知らない、もう一つのオズの物語』(上下) グレゴリー・マグワイア 

『体を壊す 10 大食品添加物』 (幻冬舎新書) 渡辺雄二 

『はたらく魔王さま!』 (電撃文庫) 和ヶ原聡司  

17 

『カーリー <1.黄金の尖塔の国とあひると小公女>』 (講談社文庫) 高殿円  

18 

『終わる世界のアルバム』 (メディアワークス文庫) 杉井光  

『カーリー <2.二十一発の祝砲とプリンセスの休日>』 (講談社文庫) 高殿円  

『苦役列車』 (新潮文庫) 西村賢太  

『少女七竈と七人の可愛そうな大人』 (角川文庫) 桜庭一樹  

『推定少女』 (角川文庫) 桜庭一樹  

『想像ラジオ』 いとうせいこう  

『そして誰もいなくなった』 (ハヤカワ文庫―クリスティー文庫) アガサ・クリスティ

ー 

『旅猫リポート』 有川浩  

『平成マシンガンズ』 (河出文庫) 三並夏  

19 

『暗黒女子』 秋吉理香子 

『エンド・ゲーム 常野物語 (常野物語)』 (集英社文庫) 恩田陸 

『オセロ●〇』 (ハルキ文庫 た 22-1) 竹内雄紀 

『おれたちの青空 (『おれのおばさん』シリーズ)』 (集英社文庫) 佐川光晴 
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『おれたちの約束 (おれのおばさん)』 佐川光晴  

『三月は深き紅の淵を』 (講談社文庫) 恩田陸  

『小説・秒速 5 センチメートル』 (文庫ダ・ヴィンチ) 新海誠  

『その時までサヨナラ』 (文芸社文庫) 山田悠介 

「とある」シリーズ (電撃文庫) 鎌池和馬  

『ベイカー街少年探偵団ジャーナル I キューピッドの涙盗難事件』 (角川文庫) 真瀬も

と 

『悠木まどかは神かもしれない』 (新潮文庫) 竹内雄紀  

『ライオンの棲む街 ~平塚おんな探偵の事件簿 1~ (平塚おんな探偵の事件簿 1)』 東川

篤哉 

『六番目の小夜子』 (新潮文庫) 恩田陸  

20 

『青の時間』薄井ゆうじ 

『悪の教典』貴志祐介 

『小川未明童話集』小川未明  

『NO.6』あさのあつこ  

『浜村渚の計算ノート』 青柳碧人  

『武士道セブンティーン』誉田哲也  

『真夏の死―自選短編集』 三島由紀夫  

21 

『凍りのくじら』 辻村深月 

『青春離婚』 紅玉いづき  

『宵山万華鏡』 森見登美彦  

『夜は短し歩けよ乙女』森見登美彦  

22 

『答えが運ばれてくるまでに―A Book without Answers 』 時雨沢恵一  

『目ざめれば魔女』マーガレット・マーヒー 

23 

『京の着物はじめ』 (らくたび文庫)  

『死神うどんカフェ 1 号店 三杯目』 石川宏千花 

『西の魔女が死んだ』 梨木香歩  

『二つ、三ついいわすれたこと』 ジョイス・キャロル・オーツ  

24 

『珈琲店タレーランの事件簿』 岡崎琢磨  

25 

『平家物語 』 (角川ソフィア文庫―ビギナーズ・クラシックス)  

『さいはての島へ―ゲド戦記 』 (岩波少年文庫) アーシュラ・K.ル=グウィン 
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初めて読書会にきましたがとても楽しかったです! 次もま

たきたいと思います。読みたい本が増えました(>v<). 

 

 集まった人の年もさまざまで、本の見方、価値観もいろい

ろでとても参考になりました。 

 

たくさんの本のジャンルを知ることができたし、こんな本

もあるのだな、と思いました。 

 

おすすめの本がとてもおもしろそうで、興味深かったです。 

 

時間があっという間に過ぎて、もっといろいろな本の話を

聞きたい！ と思いました。 

 

こういう機会はあまり無いので、すごく良かったです。 

 

初めてで、少しきんちょうしてしまったのですがとても楽しかったです。 

 

私とちがった意見や、他の学校の日常の話などが聞けて、とても楽しかったです。 

 

みなさんいろいろなことを同じ本を読んだ中で考えていて、おもしろいなと思いまし

た。 

 

※各回の参加者の感想はホームページでご覧いただけます。 

 

 

 

Ｑ、どんな人が参加していますか。知らない子ばかりでは心配です。 

 

Ａ、 ほとんどの参加者は、単独での参加です。初参加の人も大歓迎です。 

読書会では、ニックネームの名札をつけて、はじめに簡単な自己紹介をします。知ら

ない子ばかりでも、会が始まれば孤立することはありません。ふだんの友だちと話すの

とは違う気持ちで話ができるので、新しい自分を発見できるかも！ 

 

 

Ｑ、引っ込み思案で、人前でしゃべるのは苦手です。 

 

Ａ、読書会では、感想を順番に言ってもらうことになりますが、考えがまとまらなかっ

たり、言いたいことがない時は、「パス」や「あとで」にしたりできます。 

  無理にしゃべることはありませんので、自分のペースでどうぞ。 

 

※その他の質問はホームページでご覧いただけます。 

参加したみんなの感想 

よくある質問 



15 

 

 

第２６回 

日時 ２０１６年１月２３日（土） 午後２時 30 分 ～４時 30 分 

テーマの本『うたうとは小さないのちのひろいあげ』 村上しいこ著  (講談社刊) 

 

第２７回 

日時 ２０１６年３月２６日（土）  午後２時 30 分 ～４時 30 分 

テーマの本 検討中 （ホームページをご覧ください） 

 

 

会場 世田谷区教育センター３階 

東京都世田谷区弦巻 3-16-8 

  ※中央図書館と同じ建物です。 

世田谷線 上町駅下車・徒歩 10 分  

東急田園都市線桜新町駅下車・徒歩 10 分  

東急バス 弦巻営業所下車・徒歩 1 分  

 

資格 １２歳から１９歳の、読書が好きな

人！ 大人は参加できません。 

 

参加費 無料です。 

 

当日までに準備してほしい２つのこと 

1）その回のテーマの本を読んできてくだ

さい。読み終わらなくてもＯＫ。      

2）あなたのおすすめの本。あなたの好き

な本、ほかの人にすすめたい本を一冊から

二冊、持ってきてください。本の内容を短

く説明できるように考えておいてください。小説やノンフィクション、詩など、文章が

中心の本から選んでください。 

 

参加希望の人は、事前の申し込みが必要です。定員は 15 名程度。先着順です。 

中学生未満の人は、保護者の承諾が必要です。 

お友達と一緒に申し込む場合は、必ず事前に本人の許可を取ってください。 

お申し込みは、E メール yarc@cmail.plala.or.jp で。 

お申し込み締切は、三日前の夜です。定員に余裕がある場合は締め切り後にも対応しま

す。 

参加希望と明記し、参加者氏名(ふりがな)、年齢、電話番号、当日の緊急連絡先、 中学

生以下の場合は保護者名と参加の承諾をお書き添え下さい。 

 

ＹＡ読書クラブ世話人からの「当日ご案内」の送信をもって、お申し込みが完了となり

ます。 

 

ホームページhttp://www13.plala.or.jp/aririn/club/で最新のチラシをダウン

ロードできます。 

今後のＹＡ読書会（読者トーク会）の予定 
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若い人たちの読書活動の推進と社会参加の機会を促す活動を支援していくため、皆さま

のご理解とご支援を何卒お願いします。告知チラシやレジュメの印刷費や送料などの読

書会活動の維持のために必要な経費に使わせていただきます。 

 

ゆうちょ銀行（郵便局） 

番号 10250-4060751 名義 ＹＡＲＣ 

 

 

 
本を通して人とつながれたら、どんなに楽しいことでしょう。 

子どもたちは、普段の生活のなかで、好きな本についてじっくり話をするチャンスが

あまりありません。テレビ番組や芸能人の話題のおしゃべりで友だちと盛り上がるよう

に、本の話題でも楽しさを共有する体験をもっとしてほしいと思います。 

このＹＡ読書クラブに参加することで、さまざまな読み方や感じ方があることを発見

し、自分の好きな本を自信を持って「好き」と伝え、他の人の好きな本を知って、本や

人を認めあう、そんな経験をしてほしい、「１０代の人たちが、好きな本について自由

に語り合う場をつくりたい……！」という思いで、ＹＡのための読書会を続けています。 

本が好きな子どもたちに、この読書会の情報をお伝えくださいますよう、ご協力をお

願いいたします。

はじめましての

方も大歓迎です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＹＡ読書クラブ お問い合わせ先 

 

E メール yarc@cmail.plala.or.jp 

件名に「ＹＡ読書クラブ問い合わせ」と明記。 

 

http://www13.plala.or.jp/aririn/club 
 

ご支援とご協力をお願いいたします 


