
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・スポーツで負けてばかりのとき、 

どうすればやる気がでる？ 

・神様ってだれ？ 

・なにが、わたしをわたしにしているの？ 

子どもたちの心に浮かんだ 100 の質

問に、各分野の第一人者が答えました。

ユーモアに富んだクスッと笑える答え

や、勇気が出る答えなど、楽しく美しい

答えが詰まった 1冊です。 

ジェンマ・エルウィン・ハリス／編  

河出書房新社（Ｂ03セカイ） 

世界一素朴な質問、 
宇宙一美しい答え 

世界の第一人者 100人が 100の質問に答える 
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図書館司書が選んだ 

中高生向けのおすすめ本 

 

100 
テーマ 

令和２年 ３月 

編集発行 福島市立図書館 ＹＡ部会 

ＴＥＬ ５３１－６５５１ 

 

 
2003 年から始まった 

「ＰＵＳＨ！」は 

１００号を迎えました！ 

☆ 

これからも、 

楽しい本や 役立つ本、 

あなたにそっと寄り添う本を 

紹介します 

☆ 

2020 年 3～5 月には 

市立図書館本館で 

100 冊本棚展も開催！ 

遊びに来てね♪ 

 

 

長江優子／著 講談社（Ｙ913ナガエ） 

百年後、 
ぼくらはここにいないけど 

僕たちはつながっている。 

この街と、百年の歴史と。 

学校一テキトーな活動をしていた地理

歴史研究部…通称「チレキ」。そんなチレ

キがジオラマ制作をすることに！ テーマは

「百年前の渋谷」。 

百年のあいだに変わったもの、変わらな

いもの…ジオラマ作りを通して街と自身の

変化に向き合う中学生たちの青春小説。 

 

PUSH！の 100冊本棚 ○50  世界を変えるオシゴト             335 ｿﾏﾘ 

○51  まるまれアルマジロ！             Y913 ｱﾝﾄﾞ 

○52  鷹匠は女子高生！                 B78 ｻｸﾐ 

○53  過去からの手紙                 Y913 ｷｼﾀﾞ 

○54  図説 江戸っ子のたしなみ         382 ｽﾞｾﾂ 

○55  アグリーガール                   Y93 ｵﾂｼﾞ 

○56  くじけな                       911.5 ﾏｽﾉ 

○57  図書館ねこデューイ               645 ﾏｲﾛ 

○58  ふるさと文学さんぽ 福島       K918.6 ﾌﾙｻ 

○59  わたし“前例”をつくります          762 ｱｵﾉ 

○60  奇怪ねー台湾 不思議な国のゆるライフ   302 ｱｵｷ 

○61  あたたかい水の出るところ           F ｷｼﾞｶ 

○62  トレッリおばあちゃんのスペシャル・メニュー Y93 ｸﾘﾁ 

○63  林業少年                      Y913 ﾎﾘｺﾞ 

○64  トリセツ・カラダ                   491 ｶｲﾄﾞ 

○65  納豆の大ドンブリ 家族の短歌     Y911 ﾅﾂﾄ 

○66  浮いちゃってるよ、バーナビー！      Y93 ﾎﾞｲﾝ 

○67  乙女の読書道                    019 ｲｹｻﾞ 

○68  飼い喰い                        645 ｳﾁｻﾞ 

○69  銀河鉄道の夜                    726 ｷﾖｶ 

○70  しげちゃん                         E ﾊｾｶﾞ 

○71  動物の赤ちゃん大図鑑 世界一カワイイ！ 480 ﾄﾞｳﾌﾞ 

○72  ことりぞ                           E ﾔﾏｼ 

○73  アルバイト川柳帰れないチキンを全部売るまでは 911.4 ｱﾙﾊﾞ 

○74  ぱっちり、朝ごはん              914.6 ﾊﾟﾂﾁ 

 

○75  白球ガールズ                       F ｱｶｻﾞ 

○76  考古学者は名探偵                202 ﾔﾏﾓ 

○77  名作マンガの間取り              726 ｶｹﾞﾔ 

○78  舟をつくる                       B55 ﾌﾈｵ 

○79  ひと皿の小説案内                 902 ﾌﾘﾄﾞ 

○80  どろぼうのどろぼん               Y913 ｻｲﾄ 

○81  ねぇ、委員長                        F ｲﾁｶ 

○82  いのちのパレード                Y913 ﾔﾂｶ 

○83  読む時間                        748 ｹﾙﾃ 

○84  営繕かるかや怪異譚                 F ｵﾉﾌ 

○85  華麗なる探偵たち                 PF ｱｶｶﾞ 

○86  SELF DEFFENSE「逃げるが勝ち」が身を守る   368 ﾀｹﾀﾞ 

○87  昼寝の神様                        F ﾏﾂｵ 

○88  アイドルのウエストはなぜ５８センチなのか    815 ｲｲﾀﾞ 

○89  世界不思議地図                  B04 ｻﾄｳ 

○90  正しい目玉焼きの作り方          B59 ﾀﾀﾞｼ 

○91  すべてのひとに石がひつよう          E ﾊﾟﾅﾙ 

○92  めがねを買いに                   535 ﾄｳﾋ 

○93  龍にたずねよ                    Y913 ﾐﾅﾄ 

○94  絵本処方箋                      019 ｵﾁｱ 

○95  僕には世界がふたつある           933 ｼﾔｽ 

○96  未来を変える目標 SDGsアイデアブック  333 ﾐﾗｲ 

○97  住んでみたい宇宙の話             538 ﾀｹｳ 

○98  幕が上がる                         F ﾋﾗﾀ 

○99  エヴリデイ                       Y93 ﾚﾋﾞｻ 

 

PUSH！の 100冊本棚 ～今までに発行した PUSH！の中から、よりすぐりの 100冊を選びました～ 

○25  赤毛のアンシリーズ              Y93 ﾓﾝｺﾞ 

○26  クリスマスの思い出               933 ｶﾎﾟﾃ 

○27  魔法のカクテル                   Y94 ｴﾝﾃﾞ 

○28  としょかんライオン                   E ﾎｸｽ 

○29  スネア                          764 ﾀｶﾊ 

○30  野宿大全                       786 ﾑﾗｶ 

○31  ラン                              F ﾓﾘｴ 

○32  ネコに金星                      748 ｲﾜｺﾞ 

○33  時をかける少女                   PF ﾂﾂｲ 

○34  アニメーションの色職人           778 ｼﾊﾞｸﾞ 

○35  りはめより 100倍恐ろしい           F ｺﾄﾞｳ 

○36  天国からの道                     PF ﾎｼｼ 

○37  春になったら苺を摘みに          914.6 ﾅｼｷ 

○38  園芸少年                      Y913 ｳｵｽﾞ 

○39  初めて弾いたこの一曲            763 ﾊｼﾞﾒ 

○40  名探偵の奇跡                      F ﾒｲﾀ 

○41  世界はロックでできている          764 ｱﾍﾞﾏ 

○42  ダイヤに輝く鉄おとめ               686 ﾔﾉﾅ 

○43  カレーになりたい！                B59 ﾐｽﾞﾉ 

○44  世界はいっしょにまわってる        210.1 ｲﾅﾀﾞ 

○45  犬部！                        645 ｶﾀﾉ 

○46  わたしが一番きれいだったとき    911.5 ｲﾊﾞﾗ 

○47  きらめくジャンクフード              596 ﾉﾅｶ 

○48  阿修羅のジュエリー                B75 ﾂﾙｵ 

○49  家元探偵マスノくん               Y913 ｻｿｳ 

 

号数          タイトル               請求記号 

○1  センス・オブ・ワンダー               404 ｶｿﾝ 

○2  かかし                           Y93 ｳｴｽ 

○3  不思議を売る男                   Y93 ﾏｺﾘ 

○4  サンタクロースっているんでしょうか    B38 ﾁﾔﾁ 

○5  わかもとの知恵                    031 ﾂﾂｲ 

○6  キッドナップ・ツアー               Y913 ｶｸﾀ 

○7  いとしさの王国へ                  726 ｲﾄｼ 

○8  九日間の女王さま                 Y93 ﾌﾞﾗﾂ 

○9  これ、誰がデザインしたの？          674 ﾜﾀﾍﾞ 

○10  ルート２２５                        F ﾌｼﾞﾉ 

○11  スニーカー・スタイル               589 ﾊﾄﾞﾆ 

○12  佐藤さん                        Y913 ｶﾀｶ 

○13  ウップス！ゆっくり英語を好きになる    837 ﾊﾅ 

○14  もしそれがわたしだったら          911.5 ﾓｼｿ 

○15  夜のピクニック                     F ｵﾝﾀﾞ 

○16  ももこの世界あっちこっちめぐり       290 ｻｸﾗ 

○17  ぼくのものがたり アンデルセン自伝  949 ｱﾝﾃﾞ 

○18  アンネ・フランクの記憶             916 ｵｶﾞﾜ 

○19  老人と海                        P933 ﾍﾐﾝ 

○20  人生処方詩集                    908 ﾃﾗﾔ 

○21  フライ、ダディ、フライ                F ｶﾈｼ 

○22  しずかな日々                   Y913 ﾔｽﾞｷ 

○23  吾輩は猫である                   Ｆﾅﾂﾒ 

○24  夏と花火と私の死体                F ｵﾂｲ 

 

PUSH！の 100冊本棚 ～今までに発行した PUSH！の中から、よりすぐりの 100冊を選びました～ 


