
～体育系～
書名 編著者 出版社 出版年 タイトルコード 部活名

快晴フライング 古内一絵／著 ポプラ社 2011.4 1001110003530 中学水泳部

おとめの流儀。 小嶋陽太郎／著 ポプラ社 2015.11 1001510078096 中学なぎなた部

♪１００％ガールズ 吉野万理子／［著］ 講談社 中学サッカー部

ふぁいと！卓球部 横沢彰／作 新日本出版社 2011.4 1001110010566 中学卓球部

どんまい！卓球部 横沢彰／作 新日本出版社 2011.5 1001110019651 中学卓球部

がんばっ！卓球部 横沢彰／作 新日本出版社 2011.8 1001110050005 中学卓球部

もえろっ！卓球部 横沢彰／作 新日本出版社 2011.12 1001110152644 中学卓球部

あこがれ卓球部！ 横沢彰／作 新日本出版社 2012.3 1001210000310 中学卓球部

ホップ、ステップ！卓球部 横沢彰／作 新日本出版社 2013.9 1001310072463 中学卓球部

ハートにプライド！卓球部 横沢彰／作 新日本出版社 2013.12 1001310105662 中学卓球部

あしたへジャンプ！卓球部 横沢彰／作 新日本出版社 2014.3 1001310151381 中学卓球部

グラウンドの詩（※『グラウンドの空』の続編） あさのあつこ／著 角川書店 2013.7 1001310050672 中学野球部

ダッシュ！ 村上しいこ／著 講談社 2014.5 1001410020276 中学陸上競技部

空への助走 壁井ユカコ／著 集英社 2016.10 1001610059323 高校＜運動部＞

武曲 藤沢周／著 文芸春秋 2012.5 1001210019942 高校剣道部

レッドスワンの絶命 綾崎隼／著 KADOKAWA 2015.3 1001410114213 高校サッカー部

レッドスワンの星冠 綾崎隼／著 KADOKAWA 2015.7 1001510036593 高校サッカー部

レッドスワンの奏鳴 綾崎隼／著 KADOKAWA 2016.1 1001510098285 高校サッカー部

ホケツ！ 小野寺史宜／著 祥伝社 2015.2 1001410099173 高校サッカー部

水平線のぼくら 仁木英之／［著］ 角川春樹事務所 2014.6 1001410020258 高校スキー部

オン・ザ・ライン 朽木祥／著 小学館 2011.7 1001110034200 高校テニス部

♪ＤＯＵＢＬＥＳ！！－ダブルス－ 天沢夏月／[著] KADOKAWA 高校テニス部

ぼくたちのアリウープ 五十嵐貴久／著 ＰＨＰ研究所 2012.4 1001210005802 高校バスケ部

かもめ高校バドミントン部の混乱 朽葉屋周太郎／［著］ アスキー・メディアワークス 2012.9 1001210062805 高校バドミントン部

♪２．４３ 壁井ユカコ／著 集英社 高校バレー部

♪レガッタ！ 浜野京子／［著］ 講談社 高校ボート部

敗者たちの季節 あさのあつこ／著 KADOKAWA 2014.7 1001410037133 高校野球部

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。

部活小説リスト（2017.07作成）

※このリストは2011年5月発行の「LOVE 部活！」リストに追加したものです。
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♪さいとう市立さいとう高校野球部 あさのあつこ／著 講談社 高校野球部

♪スタンダップダブル！ 小路幸也／［著］ 角川春樹事務所 高校野球部

♪偏差値７０の野球部 松尾清貴／著 小学館 高校野球部

白球ガールズ 赤澤竜也／著 KADOKAWA 2015.3 1001410114672 高校野球部

ランナー あさのあつこ／著 幻冬舎 2007.6 1009917024417 高校陸上部

スパイクス｜ランナー２ あさのあつこ／著 幻冬舎 2011.4 1001110003718 高校陸上部

レーン｜ランナー３ あさのあつこ／著 幻冬舎 2013.5 1001310014976 高校陸上部

襷を、君に。 蓮見恭子／著 光文社 2016.2 1001510107134 高校陸上部

～文化系～
書名 編著者 出版社 出版年 タイトルコード 部活名

くちびるに歌を 中田永一／著 小学館 2011.11 1001110144842 中学合唱部

ＡＢＣ！ 市川朔久子／著 講談社 2015.1 1001410094568 中学放送部

百年後、ぼくらはここにいないけど 長江優子／著 講談社 2016.7 1001610034295 中学地理歴史部

恋する百人一首 内海準二／著 ＰＨＰ研究所 2011.9 1001110077285 中学カルタ部

♪カナデ、奏でます！ ごとうしのぶ／作 角川書店 中学吹奏楽部

うたうとは小さないのちひろいあげ 村上しいこ／著 講談社 2015.5 1001510018185 高校うた部（短歌）

ブタカン！ 青柳碧人／著 新潮社 2014.11 1001410067022 高校演劇部

恋よりブタカン！ 青柳碧人／著 新潮社 2015.12 1001510080595 高校演劇部

泣くなブタカン！ 青柳碧人／著 新潮社 2016.12 1001610076137 高校演劇部

幕が上がる 平田オリザ／著 講談社 2012.11 1001210080680 高校演劇部

歌え！多摩川高校合唱部 本田有明／著 河出書房新社 2012.6 1001210030826 高校合唱部

♪カブキブ！ 榎田ユウリ／［著］ KADOKAWA 高校カブキ部

レントゲン 風野潮／［著］ 講談社 2013.10 1001310085010 高校ギター部

ココロ・ファインダ 相沢沙呼／著 光文社 2012.4 1001210009533 高校写真部

将棋ボーイズ 小山田桐子／［著］ 幻冬舎 2014.4 1001410003482 高校将棋部

屋上のウインドノーツ 額賀澪／著 文藝春秋 2015.6 1001510027301 高校吹奏楽部

吹部！ 赤沢竜也／著 飛鳥新社 2013.8 1001310053469 高校吹奏楽部

ぱらっぱフーガ 竹内真／著 双葉社 2015.3 1001410111182 高校吹奏楽部

ウィンディ・ガール 田中啓文／著 光文社 2012.9 1001210062313 高校吹奏楽部

♪響け！ユーフォニアム 武田綾乃／著 宝島社 高校吹奏楽部

♪立華高校マーチングバンドへようこそ　 武田綾乃／著 宝島社 高校吹奏楽部

踊り場姫コンチェルト　　 岬鷺宮／[著] KADOKAWA 2016.7 1001610036229 高校吹奏楽部

決壊石奇譚 三木笙子／著 講談社 2013.5 1001310020848 高校地学部
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君が見つけた星座 千澤のり子／著 原書房 2017.2 1001610098688 高校天文部

誰がために鐘を鳴らす 山本幸久／著 KADOKAWA 2016.2 1001510112476 高校ハンドベル部

花束 小林深雪／[著] 講談社 2014.11 1001410075958 高校文芸部

僕は小説が書けない 中村航／著 KADOKAWA 2014.10 1001410067686 高校文芸部

書名 編著者 出版社 出版年 タイトルコード 部活名

帰宅部ボーイズ はらだみずき／著 幻冬舎 2011.5 1001110019713 中学帰宅部

ジンリキシャングリラ 山本幸久／著 PHP研究所 2014.3 1001310143240 高校人力車部

コロヨシ！！ 三崎亜記／著 角川書店 2010.2 1000910099422 高校掃除部

決起！ 三崎亜記／著 角川書店 2012.1 1001110169233 高校掃除部

終舞！ 三崎亜記／[著] KADOKAWA 2015.2 1001410102964 高校掃除部

北乃杜高校探偵部 乾くるみ／著 講談社 2013.12 1001310102869 高校探偵部

「悩み部」の結成と、その結末。 麻希一樹／著 学研教育出版 2015.6 1001510018069 高校悩み部

「悩み部」の栄光と、その慢心。 麻希一樹／著 学研教育出版 2015.8 1001510035770 高校悩み部

「悩み部」の焦燥と、その暗躍。 麻希一樹／著 学研教育出版 2016.5 1001610011075 高校悩み部

「悩み部」の成長と、その緊張。 麻希一樹／著 学研教育出版 2016.7 1001610034285 高校悩み部

「悩み部」の平和と、その限界。 麻希一樹／著 学研教育出版 2017.2 1001610091137 高校悩み部

翼を持つ少女 山本弘／[著] 東京創元社 2014.12 1001410085796 高校ビブリオバトル部

放課後の厨房男子 秋川滝美／著 幻冬舎 2015.7 1001510036185 高校包丁部

♪ＳＵＳＨＩ－ＢＵ！ 西野吾郎／著 エンターブレイン 高校寿司部

～こんな部活あるのかな～
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