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不細工な友情 光浦 靖子・大久保 佳代子 幻冬舎 779.9

島崎藤村と小諸 並木 張 櫟 910.2シマザ

宮沢賢治の青春 菅原 千恵子 角川書店 B 910.2ミヤザ

青春デンデケデケデケ 芦原 すなお 河出書房新社 913.6ア

風 青山 七恵 河出書房新社 913.6アオヤ

チア男子!! 朝井 リョウ 集英社 913.6アサイ

少しだけ、おともだち 朝倉 かすみ 筑摩書房 913.6アサク

バッテリー あさの あつこ 教育画劇 YA 913.6アサノ

今だけのあの子 芦沢 央 東京創元社 913.6アシザ

枝豆そら豆　上・下 梓沢 要 講談社 913.6アズサ

三匹のおっさん 有川 浩 文藝春秋 913.6アリカ

ナイン 井上 ひさし 講談社 913.6イ

黄金旅風 飯嶋 和一 小学館 913.6イイジ

ゴールデンスランバー 伊坂 幸太郎 新潮社 913.6イサカ

小説友情無限 井沢 元彦 角川書店 913.6イザワ

4TEEN 石田 衣良 新潮社 YA 913.6イシダ

ノボさん 伊集院 静 講談社 913.6イジユ

ぎぶそん 伊藤 たかみ ポプラ社 YA 913.6イトウ

四龍海城 乾 ルカ 新潮社 913.6イヌイ

ホリー・ガーデン 江國 香織 新潮社 913.6エ

樹上のゆりかご 荻原 規子 理論社 913.6オギワ

ナオミとカナコ 奥田 英朗 幻冬舎 913.6オクダ

ネバーランド 恩田 陸 集英社 913.6オンダ

女ともだち 角田 光代 ほか 小学館 913.6オンナ

対岸の彼女 角田 光代 文藝春秋 913.6カクタ

真友 鏑木 蓮 講談社 913.6カブラ

ぼくの守る星 神田 茜 集英社 913.6カンダ

楽園のつくりかた 笹生 陽子 講談社 YA 913.6サソウ

神様がくれた指 佐藤 多佳子 新潮社 913.6サトウ

満つる月の如し 澤田 瞳子 徳間書店 913.6サワダ
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２月２２日は、ボーイスカウトの創始者ベーデン・パウエル卿の誕生日をもって

「世界友情の日」と定められています。

「友情」に因んださまざまな本から、改めて友情について考えてみませんか。

「わたしたちは親友で、共犯者」

望まない職場で憂鬱な日々を送る直美。

夫の暴力に耐える加奈子。
受け入れがたい現実に追いつめられた二人が

下した究極の選択……。

幼名の升（のぼる）から「ノボさん」と

親しまれていた、ベースボール好きで勉強

嫌いな正岡子規と、帝大一の秀才である

夏目漱石の出会いは運命的なものだった。

二人の友情を軸に、常に走り続けていた

子規の人生を描く。

『ナオミとカナコ』

奥田 英朗/著

幻冬舎

『ノボさん』

伊集院 静/著

講談社
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きみの友だち 重松 清 新潮社 913.6シゲマ

七緒のために 島本 理生 講談社 913.6シマモ

ぼくらの七日間戦争 宗田 理 角川書店 B 913.6ソウダ

八朔の雪（みをつくし料理帖①） 高田 郁 角川春樹事務所 B 913.6タカダ

敗者復活戦 高任 和夫 講談社 913.6タカト

李欧 高村 薫 講談社 B 913.6タカム

男ともだち 千早 茜 文藝春秋 913.6チハヤ

盲目的な恋と友情 辻村 深月 新潮社 913.6ツジム

きららの指輪たち 藤堂 志津子 講談社 913.6ト

穢れた手 堂場 瞬一 東京創元社 913.6ドウバ

旅立ち寿ぎ申し候 永井 紗耶子 小学館 913.6ナガイ

村田エフェンディ滞土録 梨木 香歩 角川書店 913.6ナシキ

ズッコケ中年三人組 那須 正幹 ポプラ社 913.6ナス

波止場にて 野中 柊 新潮社 913.6ノナカ

ふたつの星とタイムマシン 畑野 智美 集英社 913.6ハタノ

トーキョー・クロスロード 濱野 京子 ポプラ社 YA 913.6ハマノ

銀漢の賦 葉室 麟 文藝春秋 913.6ハムロ

ひゃくはち 早見 和真 集英社 913.6ハヤミ

僕と先輩のマジカル・ライフ はやみね かおる 角川書店 913.6ハヤミ

ライオンの棲む街 東川 篤哉 祥伝社 913.6ヒガシ

片想い 東野 圭吾 文藝春秋 913.6ヒガシ

影法師 百田 尚樹 講談社 913.6ヒヤク

武士道シックスティーン 誉田 哲也 文藝春秋 913.6ホンダ

愛があるから大丈夫 松久 淳 主婦の友社 913.6マツヒ

政と源 三浦 しをん 集英社 913.6ミウラ

いちご同盟 三田 誠広 河出書房新社 913.6ミ

蛍川；泥の河 宮本　輝 新潮社 B 913.6ミヤモ

うたうとは小さないのちひろいあげ 村上 しいこ 講談社 YA 913.6ムラカ

春や春 森谷 明子 光文社 YA 913.6モリヤ

荊棘(いばら)の実 柳原 白蓮 河出書房新社 913.6ヤナギ

小説木下杢太郎 山河 光子 鳥影社 913.6ヤマカ

お神酒徳利 山本 一力 祥伝社 913.6ヤマモ

さぶ 山本　周五郎 新潮社 B 913.6ヤマモ

本屋さんのダイアナ 柚木 麻子 新潮社 913.6ユズキ

夏の庭-The Friends- 湯本 香樹実 徳間書店 YA 913.6ユモト

海のふた よしもと ばなな ロッキング・オン 913.6ヨシモ

ウォーク・イン・クローゼット 綿矢 りさ 講談社 913.6ワタヤ

聖書の中の友情論 曽野 綾子 読売新聞社 914.6ソ

高級な友情　小林秀雄と青山二郎 野々上 慶一 小沢書店 914.6ノ

文士の友情 安岡 章太郎 新潮社 914.6ヤスオ

若き日の友情　辻邦生・北杜夫往復書簡 辻 邦生・ 北 杜夫 新潮社 915.6ツジ

寺山修司からの手紙 寺山 修司・ 山田 太一 岩波書店 915.6テラヤ

友情 力あり 城山 三郎 講談社 916シロヤ

友情 （現代日本文學大系33に所収） 武者小路 實篤 筑摩書房 918.6ゲンダ

走れメロス（太宰治全集第３巻に所収） 太宰 治 筑摩書房 918.6ダザイ

あ・うん（向田邦子全集第3巻に所収） 向田 邦子 文藝春秋 918.6ムコウ

友情 フレッド　ウルマン 集英社 933ウルマ

スタンド・バイ・ミー スティーヴン　キング 新潮社 Ｂ933キング

穴 ルイス　サッカー 講談社 YA 933サツカ

青空のむこう アレックス　シアラー 求竜堂 YA 933シアラ

アル・カポネによろしく ジェニファ　チョールデンコウ あすなろ書房 ＹＡ933チヨル

プリティ・モンスターズ ケリー　リンク 早川書房 933リンク

孤独の要塞 ジョナサン　レセム 早川書房 933レセム

ABCDJ ボブ　グリーン 日本放送出版協会 936グリン

アデルと私 リア　コマイコ 主婦の友社 936コマイ

十五少年漂流記 ジュール　ヴェルヌ 新潮社 953ベルヌ

　　　                                 ＹＡ…ヤングアダルト　Ｂ…文庫　


