
書名 編著者 出版社 出版年 タイトルコード 部活名

たまごを持つように まはら三桃／著 講談社 2009.3 1000810154979 中学弓道部

ハチミツドロップス 草野たき／著 講談社 2005.7 1009915031077 中学ソフトボール部

風のシャトル 山崎玲子／作 国土社 2005.12 1009915064205 中学バドミントン部

おっぱいバレー 水野宗徳／著 泰文堂 2006.11 1009916053088 中学バレー部

♪バッテリー あさのあつこ／作 教育画劇 中学野球部

グラウンドの空 あさのあつこ／著 角川書店 2010.7 1001010035581 中学野球部

ラスト・イニング あさのあつこ／著 角川書店 2007.2 1009916076371 中学・高校野球部

翼はいつまでも 川上健一／著 集英社 2001.7 1009911029396 中学野球部

１９８０アイコ十六歳 堀田あけみ／著 河出書房新社 1981 1009210211046 高校弓道部

鹿男あをによし 万城目学／著 幻冬舎 2007.4 1009917005716 高校剣道部

武士道シックスティーン 誉田哲也／著 文芸春秋 2007.7 1009917030384 高校剣道部

武士道セブンティーン 誉田哲也／著 文芸春秋 2008.7 1000810079147 高校剣道部

武士道エイティーン 誉田哲也／著 文芸春秋 2009.7 1000910037367 高校剣道部

よもぎ学園高等学校蹴球部 松波太郎／著 文芸春秋 2009.8 1000910044498 高校サッカー部

♪セカンドウィンド 川西蘭／［著］ ジャイブ 高校自転車部

コカンセツ！ 南々井梢／著 徳間書店 2009.9 1000910033824 高校男子新体操部

タンブリング 米井理子／［著］ 幻冬舎 2010.4 1001010003352 高校男子新体操部

ウォーターボーイズ 矢口史靖／著
角川書店（角川文
庫）

2001.8 1009911036237
高校水泳部（シンク
ロ）

ウィニング・パス 広鰭恵利子／文 汐文社 2003.1 1009913048355
高校バスケットボー
ル部

♪走れ！Ｔ校バスケット部 松崎洋／著 彩雲出版 高校バスケット部

がんばっていきまっしょい 敷村良子／著 マガジンハウス 1996.7 1009610039305 高校ボート部

セコンドアウト 須藤靖貴／著 小学館（小学館文
庫）

2008.5 1000810014088 高校ボクシング部

ボックス！ 百田尚樹／著 太田出版 2008.7 1000810025228 高校ボクシング部

晩夏のプレイボール あさのあつこ／著 毎日新聞社 2007.7 1009917029372 高校野球部

１９８５年の奇跡 五十嵐貴久／著 双葉社 2003.7 1009913028865 高校野球部

そらいろな 一色銀河／［著］
メディアワークス（電
撃文庫）

2008.1 1000710005343 高校野球部

もし高校野球の女子マネージャー
がドラッカーの『マネジメント』を読ん
だら

岩崎夏海／著 ダイヤモンド社 2009.12 1000910076344 高校野球部

♪ひとりぼっちの王様とサイドス
ローのお姫様

柏葉空十郎／［著］
アスキー・メディア
ワークス（電撃文庫）

高校野球部

熱球 重松清／著 徳間書店 2002.3 1009911081728 高校野球部

♪どまんなか 須藤靖貴／［著］
講談社（ＹＡ！ＥＮＴＥ
ＲＴＡＩＮＭＥＮＴ）

高校野球部

ひゃくはち 早見和真／著 集英社 2008.6 1000810028111 高校野球部

僕らの青春　下町高校野球部物語 半村良／著 河出書房新社 2010.6 1001010026046 高校野球部

魔球 東野圭吾／著 講談社 1988 1009410035992 高校野球部

イレギュラー 三羽省吾／著 角川書店 2006.5 1009916017501 高校野球部

ダッシュ！ 五十嵐貴久／著 ポプラ社 2009.7 1000910030802 高校陸上部

ららのいた夏 川上健一／著 集英社 1989 1009410078190 高校陸上部

800 川島誠／著 マガジンハウス 1992 1009410157048 高校陸上部

１７歳のランナー 草薙渉／著 集英社 1993 1009410192546 高校陸上部

♪一瞬の風になれ 佐藤多佳子／著 講談社 高校陸上部

ＬＯＶＥ 部活！
～部活小説リスト（２０１１．５）～

ほかにもあると思います。
小学・大学は含めていません。

外国も含めていません。
♪印の本はシリーズのため、出版年・タイトルコードは記載していません。

～体育系～
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書名 編著者 出版社 出版年 タイトルコード 部活名

炎たる沼 池田美代子／著 講談社 2010.4 1001010010472 中学写真部

世界でいちばん長い写真 誉田哲也／著 光文社 2010.8 1001010044257 中学写真部

野川 長野まゆみ／著 河出書房新社 2010.7 1001010035037 中学新聞部

錨を上げて 藤田のぼる／著 河出書房新社 2001.12 1009911058885 中学吹奏楽部

ぼくらはみんな、ここにいる 大石英司／著 中央公論新社 2005.12 1009915066721 中学吹奏楽部

楽隊のうさぎ 中沢けい／著 新潮社 2000.6 1009910021845 中学吹奏楽部

ビート・キッズ 風野潮／作 講談社 1998.7 1009810027065 中学吹奏楽部

ビート・キッズ 　２ 風野潮／作 講談社 1990.10 1009819043790 中学吹奏楽部

アート少女 花形みつる／著 ポプラ社 2008.4 1000810006193 中学美術部

サンネンイチゴ 笹生陽子／作 理論社 2004.10 1009914050040 中学文芸部

復活！！虹北学園文芸部 はやみねかおる／
作

講談社 2009.7 1000910037502 中学文芸部

ピースメーカー 小路幸也／著 ポプラ社 2011.1 1001010119227 中学放送部

１４歳の本棚　部活学園編 北上次郎編 新潮社（新潮文庫） 2007.3 1009916079822

レッドシャイン 浜野京子／著 講談社 2009.4 1000910004037
高専エネルギー研
究会

園芸少年 魚住直子／著 講談社 2009.8 1000910042050 高校園芸部

ロミオの災難 来楽零／［著］
メディアワークス（電
撃文庫）

2008.1 1000710005345 高校演劇部

うた魂 栗原裕光／原案 朝日新聞社 2008.3 1000710021929 高校合唱部

花の道は嵐の道 天野頌子／著 ポプラ社 2009.4 1000910003797 高校華道部

おれたちのドリーム・ファクトリィ 八束澄子／作 国土社 1999.10 1009819041847 高校機械工作部

双月高校、クイズ日和 青柳碧人／著 講談社 2011.1 1001010131662 高校クイズ同好会

階段途中のビッグ・ノイズ 越谷オサム／著 幻冬舎 2006.10 1009916051522 高校軽音楽部

氷菓 米沢穂信／著 角川書店（角川文
庫）

2001.11 1009911051651 高校古典部

愚者のエンドロール 米沢穂信／著 角川書店（角川文
庫）

2002.8 1009912031460 高校古典部

クドリャフカの順番 米沢穂信／著 角川書店 2005.6 1009915025058 高校古典部

遠まわりする雛 米沢穂信／著 角川書店 2007.10 1009917046962 高校古典部

ふたりの距離の概算 米澤穂信／著 角川書店 2010.6 1001010028645 高校古典部

昆虫部 椙本孝思／著 幻冬舎 2010.5 1001010020728 高校昆虫部

王国は星空の下 篠田真由美／作 理論社 2007.3 1009916082896 高校新聞部

闇の聖杯、光の剣 篠田真由美／作 理論社 2008.4 1000810005978 高校新聞部

アルカディアの魔女 篠田真由美／作 理論社 2009.9 1000910051159 高校新聞部

モデラートで行こう 風野　潮／〔著〕 ジャイブ 2007.7 1009917027173 高校吹奏楽部

退出ゲーム 初野晴／著 角川書店 2008.10 1000810111366 高校吹奏楽部

初恋ソムリエ 初野晴／著 角川書店 2009.9 1000910056129 高校吹奏楽部

空想オルガン 初野晴／著 角川書店 2010.8 1001010048865 高校吹奏楽部

グラツィオーソ 山口なお美／著 アルファポリス 2010.5 1001010007954 高校吹奏楽部

やわらかな記号 小川みなみ／著 講談社 1995 1009510001346 高校生物部

♪えむえむっ！ 松野秋鳴／著 メディアファクトリー
高校第二ボランティ
ア部

球形の季節 恩田陸／著 新潮社 1994 1009410225583
高校地理歴史文化
研究会

夜の光 坂木司／著 新潮社 2008.10 1000810108712 高校天文部

ピクシー・ワークス 南井大介／［著］
アスキー・メディア
ワークス（電撃文庫）

2009.9 1000910048845 高校天文部

ぼくは落ち着きがない 長嶋有／著 光文社 2008.6 1000810025473 高校図書部

♪白山さんと黒い鞄 鈴木鈴／［著］
アスキー・メディア
ワークス（電撃文庫）

高校図書館部

恋は五・七・五！
荻上　直子／原案・
脚本

ＣＤＣ 2005.2 1009914077679 高校俳句部

♪ほうかご百物語
峰守ひろかず／
［著］

アスキー・メディア
ワークス（電撃文庫）

高校美術部

群青色のカンバス 赤川次郎／作 岩崎書店 2005.2 1009914073050 高校ブラスバンド部

ブラバン 津原　泰水／著 バジリコ 2006.10 1009916042400 高校ブラスバンド部

♪「マイナークラブハウス」シリーズ 木地雅映子／［著］
ジャイブ（ピュアフル
文庫）

高校文科系

♪「マイナークラブハウス」シリーズ 木地雅映子／［著］
ポプラ社（ポプラ文庫
ピュアフル）

高校文科系

～文科系～
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書名 編著者 出版社 出版年 タイトルコード 部活名

♪Missing 甲田学人／［著］
メディアワークス（電
撃文庫）

高校文芸部

空色メモリ 越谷オサム／著 東京創元社 2009.11 1000910073013 高校文芸部

図書館の神様 瀬尾まいこ／著 マガジンハウス 2003.12 1009913064831 高校文芸部

♪「“文学少女”」シリーズ 野村美月／著
エンターブレイン
（ファミ通文庫）

高校文芸部

♪「“文学少女”見習い」シリーズ 野村美月／著
エンターブレイン
（ファミ通文庫）

高校文芸部

僕はかぐや姫 松村栄子／著 福武書店 1991.5 1009410141150 高校文芸部

あしたの私のつくり方 真戸香／著 講談社 2007.2 1009916080427 高校文芸部

Ｈは人のためならず 後藤みわこ／［著］
講談社（ＹＡ！ＥＮＴＥ
ＲＴＡＩＮＭＥＮＴ）

2009.5 1000910012789 高校奉仕活動部

Ｈは寝て待て 後藤みわこ／［著］
講談社（ＹＡ！ＥＮＴＥ
ＲＴＡＩＮＭＥＮＴ）

2010.4 1001010011806 高校奉仕活動部

裏山の宇宙船 笹本祐一／著 朝日ソノラマ 2005.6 1009915023942
高校民俗伝承研究
会

鉄のしぶきがはねる まはら三桃／著 講談社 2011.2 1001010140767
工業高校ものづくり
研究部

書名 編著者 出版社 出版年 タイトルコード 部活名

少年少女飛行倶楽部 加納朋子／著 文芸春秋 2009.4 1000910008057 中学飛行クラブ

♪「涼宮ハルヒ」シリーズ 谷川流／［著］
角川書店（スニー
カー文庫）

高校ＳＯＳ団

屋上ミサイル 山下貴光／著 宝島社 2009.1 1000810131514 高校屋上部

♪学校の階段 櫂末高彰／著
エンターブレイン
（ファミ通文庫）

高校階段部

“文学少女”はガーゴイルとバカの
階段を昇る

野村美月／ほか著
エンターブレイン
（ファミ通文庫）

2008.11 1000810111306 高校階段部ほか

♪「オオカミさんと」シリーズ 沖田雅／［著］ メディアワークス
高校学生相互扶助
協会

激辛！夏風高校カレー部 神楽坂淳／著
集英社（集英社スー
パーダッシュ文庫）

2008.11 1000810119340 高校カレー部

♪帰宅部！ＧＯ ＨＯＭＥ 川嶋一洋／[著]
集英社（集英社スー
パーダッシュ文庫）

高校帰宅部（活動
あり）

♪ラノベ部 平坂読／著
メディアファクトリー
（ＭＦ文庫）

高校軽小説部

♪ベン・トー アサウラ／［著］
集英社（集英社スー
パーダッシュ文庫）

高校ハーフプライ
サー同好会

家元探偵マスノくん　県立桜花高校
★ぼっち部

笹生陽子／著 ポプラ社 2010.11 1001010068200 高校ぼっち部

包帯クラブ 天童荒太／著
筑摩書房（ちくまプリ
マー新書）

2006.2 1009915076215 高校包帯クラブ

♪僕は友達が少ない 平坂読／著
メディアファクトリー
（ＭＦ文庫）

高校隣人部

書名 編著者 出版社 出版年 タイトルコード 部活名

僕たちのプレイボール 鬼塚忠／著 幻冬舎 2010.3 1000910109142 リトルリーグ

フュージョン 浜野京子／著 講談社 2008.2 1000710016227
中学ダブルダッチ
チーム

空をつかむまで 関口尚／著 集英社 2006.4 1009916003448 中学トライアスロン

おれたちのＤ＆Ｓ 須藤靖貴／著 講談社 2008.6 1000810024502 中学バンド

ぎぶそん 伊藤たかみ／〔著〕 ポプラ社 2005.5 1009915012743 中学ロックバンド

♪船に乗れ！ 藤谷治／著 ジャイブ 高校音楽科

キャッチアウェーブ 豊田和真／著 角川学芸出版 2005.4 1009915005707 高校サーフィン

♪ダイブ 森絵都／著 講談社
高校水泳高飛び込
み

♪吉野北高校図書委員会 山本渚／著
メディアファクトリー
（ＭＦ文庫ダ・ヴィン

高校図書委員会

リンダリンダリンダ 向井康介／脚本 竹書房（竹書房文
庫）

2005.7 1009915028307 高校ガールズバン
ド

青春デンデケデケデケ 芦原すなお／著 中央公論新社 1991 1009410114174 高校ロックバンド

シムソンズ 森谷雄／著 ポプラ社 2005.12 1009915062269 カーリング

♪大正野球娘。 神楽坂淳／著 徳間書店 女学校野球チーム

発行：鶴舞中央図書館　ティーンズ作業部会
2011.5改訂

～たぶん部活ではないもの～

～こんな部活あるのかな～

～文科系（続き）～
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