
3年 4年 タイトル 作 者 出版社

41 ○ エジソン 野村兼嗣 ポプラ社

42 ○ エルマーのぼうけん ルース・スタイルス・ガネット 福音館書店

43 おじいちゃんのごくらくごくらく 西本鶏介 すずき出版

44 ○ かぎばあさんシリーズ 手島悠介 岩崎書店

45 がんばれヘンリーくん ベバリー・クリアリー 学研
46 ごんぎつね 新美南吉 岩崎書店

47 さんねん峠 李綿玉 岩崎書店

48 ○ シートン動物記 アーネスト・Ｔ・シートン 集英社

49 ○ じごくのそうべえ 田島征彦 童心社

50 ○ ズッコケ３人組シリーズ 那須正幹 ポプラ社

51 星座を見つけよう Ｈ・Ａ・レイ 福音館書店

52 セロ弾きのゴーシュ 宮沢賢治 偕成社

53 たから島 スチーブンソン 集英社

54 だれも知らない小さな国 佐藤さとる 講談社

55 ちきゅうのなかみ 長崎夏海 小峰書店

タイトル 作 者 出版社 56 ○ 注文の多い料理店 宮沢賢治 偕成社

1 いやいやえん 中川李利子 福音館書店 57 チョコレート工場の秘密 ロアルド・ダール 評論社

2 ○ おまえうまそうだな（シリーズ） 宮西達也 ポプラ社 58 チョコレート戦争 大石真 理論社

3 かいじゅうたちのいるところ センダック 冨山房 59 ○ 手ぶくろを買いに 新美南吉 ポプラ社

4 風の神とオキクルミ 松谷みよ子/文 フレーベル館 60 トム・ソーヤの冒険 マーク・トウェイン 岩波書店

5 ○ かちかちやま 松谷みよ子/文 フレーベル館 61 ナイチンゲール 土田治男 ポプラ社

6 からすのパンやさん かこさとし 偕成社 62 長くつ下のピッピ リンドグレーン 集英社

7 きつねにょうぼう 長谷川摂子/文 福音館 63 ○ 猫は生きている 早乙女勝元 理論社

8 ○ ぐりとぐらのえんそく(シリーズ） なかがわりえこ と やまかわゆりこ 福音館 64 ○ 野口英世ものがたり 森いたる 金の星社

9 ○ １４ひきのひっこし（シリーズ） いわむらかずお 童心社 65 のはらうた（シリーズ） くどうなおこ 童話屋

10 ○ しょうぼうじどうしゃじぷた 渡辺茂男/文 福音館 66 ○ 花さき山 斉藤隆介 岩崎書店

11 すいかのたね さとうわきこ 福音館 67 ○ ファーブル昆虫記 アンリ・ファーブル 集英社

12 ちいさいおうち バートン 岩波書店 68 ○ ヘレンケラーものがたり 若林利代 金の星社

13 ○ とべバッタ 田島征三 偕成社 69 やさしくてよくわかる俳句の作り方 小林清之介 あかね書房

14 ○ つるのおんがえし 松谷みよ子 偕成社 70 ○ 落語絵本（シリーズ） 川端誠 クレヨンハウス

15 とりかえっこ さとうわきこ ポプラ社 71 ルドルフとイッパイアッテナ 斉藤洋 講談社

16 ○ はらぺこあおむし エリック・カール 偕成社

17 ○ まっくろネリノ ヘルガ・ガルラー 偕成社

18 やさいのおなか きうちかつ 福音館書店

19 ゆき ユリ・シュルヴィッツ あすなろ書房

20 ○ ろくべえまってろよ 灰谷健次郎 文研出版 5年 6年 タイトル 作 者 出版社

72 兎の眼 灰谷健次郎 理論社

73 宇宙においでよ 野口聡一 講談社

74 怪談 小泉八雲 金の星社

75 ○ 銀河鉄道の夜 宮沢賢治 講談社

タイトル 作 者 出版社 76 ○ グッドラック アレックス・ロビラ ポプラ社

21 ○ あらしのよるに（シリーズ） きむらゆういち 講談社 77 古事記 わたしたちの古典シリーズ 柳川創造 学校図書

22 いっしょがいちばん エルヴィン・モーナー 小学館 78 坂本竜馬ー明治維新の原動力ー 砂田弘 講談社

23 ○ おおかみと七ひきのこやぎ グリム 福音館書店 79 三国志 まんがトムソーヤ文庫 羅貫中 ほるぷ出版

24 おばけとモモちゃん 松谷みよ子 講談社 80 シャーロック・ホームズの冒険（上） コナン・ドイル 偕成社

25 かもとりごんべえ 大石真 偕成社 81 シャーロック・ホームズの冒険（下） コナン・ドイル 偕成社

26 ○ かわいそうなぞう 土家由岐雄 金の星社 82 十五少年漂流記 ジュール・ベルヌ ポプラ社

27 ○ クイールはもうどう犬になった こわせたまみ ひさかたチャイルド 83 ○ 十歳のきみへ 日野原重明 冨山房

28 ○ こいぬがうまれるよ ジョアンナ・コール 福音館書店 84 ○ 杉原千畝物語…命のビザをありがとう… 杉原幸子 金の星社

29 こぎつねコンとこだぬきポン 松野正子 童心社 85 地球温暖化、しずみゆく楽園ツバル 山本敏晴 小学館

30 ○ さっちゃんのまほうの手 たばたせいいち 偕成社 86 ○ 月の輪グマ 椋鳩十 ポプラ社

31 ザリガニ かがくのとも傑作集 吉崎正巳 福音館書店 87 ○ ドリドル先生アフリカ行き ヒュー・ロフティング 岩波書店

32 ○ スイミー レオ・レオニ 好学社 88 ○ 夏の庭 湯本香樹実 徳間書店

33 三びきのやぎのがらがらどん マーシャ・ブラウン 福音館書店 89 走れメロス 太宰治 偕成社

34 １１ぴきのねこ（シリーズ） 馬場のぼる こぐま社 90 ○ バッテリー あさのあつこ 教育画劇

35 だいくとおにろく 松井直（再話） 福音館書店 91 ハッピーバースデイ…命かがやく瞬間… 青木和雄 金の星社

36 ○ たんぽぽ 甲斐信枝 金の星社 92 福沢諭吉 浜野卓也 ポプラ社

37 ちからたろう いまいよしとも/文 ポプラ社 93 ○ マザー・テレサ リチャード・テームス 偕成社

38 ○ ねずみのすもう 大川悦生/文 ポプラ社 94 ○ 三毛猫ホームズの四捨五入 赤川次郎 岩崎書店

39 ぼく，お月さまとはなしたよ フランク・アッシュ 評論社 95 ○ モモ ミヒャエル・エンデ 岩波書店

40 ○ やまんばのにしき 松谷みよ子/文 ポプラ社 96 森は生きている サムイル・マルシャーク 岩波書店

97 夕凪の街 桜の国 こうの史代 双葉社

98 夢十夜 夏目漱石 ぎょうせい

99 ○ ライオンと魔女 C.S.ルイス 岩波書店

100 わたしと小鳥とすずと 金子みすず JURA出版局

令和２年４月

 ○がついている本は その学年で
    かならず よんでほしい本です。

  １年生

  2年生

  3･４年生

  ５･６年生

八木原小図書百選


