
ラベル番号 書　　　　名 出版社

1 いないいないばあ 松谷　みよ子／文 瀬川　康男／画 童心社

2 おふろだいすき 松岡　享子／作 林　明子／絵 福音館書店

3 がたんごとんがたんごとん 安西　水丸／作 福音館書店

4 しろくまちゃんのほっとけーき わかやま　けん／作 こぐま社

5 はらぺこあおむし エリック　カール／作 もり　ひさし／訳 偕成社

6 もこもこもこ 谷川　俊太郎／作 元永　定正／絵 文研出版

7 あらしのよるに 木村　裕一／作 あべ　弘士／絵 講談社

8 いたずらきかんしゃ　ちゅうちゅう 福音館書店

9 エルマーのぼうけん 福音館書店

10 ぼくは王さま 寺村　輝夫／作 和田　誠／絵 理論社

11 おおきなかぶ 福音館書店

12 おおきな木 あすなろ書房

13 おこだでませんように くすのき　しげのり／作 石井　聖岳／絵 小学館

14 おまえ　うまそうだな 宮西　達也／作・絵 ポプラ社

15 かいじゅうたちのいるところ モーリス・センダック／作 じんぐう　てるお／訳 冨山房

16 かたあしだちょうのエルフ おのき　がく／文・絵 ポプラ社

17 ぐりとぐら 中川　李枝子／作 大村　百合子／絵 福音館書店

18 こすずめのぼうけん ルース・エインズワース／作 石井　桃子／訳 福音館書店

19 さっちゃんのまほうのて 偕成社

20 三びきのやぎのがらがらどん 福音館書店

21 じごくのそうべえ たじま　ゆきひこ／作 童心社

22 てんとうむし 野村　周平／指導 寺越　慶司／絵 フレベール館

23 １１ぴきのねこ 馬場　のぼる／著 こぐま社

24 １４ひきのおつきみ いわむら　かずお／作 童心社

25 しょうぼうじどうしゃ　じぷた 渡辺　茂男／作 山本　忠敬／絵 福音館書店

26 白いからす ほんま　わか／作 自由国民社

27 シロのないた海 飯原　一夫／作・絵 徳島県海南町

28 スイミー レオ・レオニ／作 谷川　俊太郎／訳 好学社

29 スーホの白い馬 福音館書店

30 そらまめくんのベッド なかや　みわ／作・絵 福音館書店

31 だいくとおにろく 松居　直／再話 赤羽　末吉／画 福音館書店

32 だるまちゃんとてんぐちゃん 加古　里子／作・絵 福音館書店

33 ちいさいおうち 岩波書店

34 ちいちゃんのかげおくり あんま　きみこ／作 上野　紀子／絵 あかね書房

35 てぶくろ 福音館書店

36 としょかんライオン ミシェル・ヌードセン／作 ケビン・ホークス／絵 岩崎書店

37 夏のねこ ハワード・ノッツ／作・絵 前沢　明枝／訳 徳間書店

38 葉っぱのフレディ レオ・バスカーリア／作 みらい　なな／訳 童話屋

39 花さき山 斎藤　隆介／作 滝平　二郎／絵 岩崎書店

40 バムとケロのにちようび 島田　ゆか／作・絵 文渓堂

41 ともだちや 内田　麟太郎／作 降矢　なな／絵 偕成社

42 100万回生きたねこ 佐野　洋子／作・絵 講談社

43 ふたりはともだち アーノルド・ローベル／作 三木　卓／訳 文化出版局

44 ほんとのおおきさ動物園 小宮　輝之／監修 福田　豊文／写真 学研教育出版

45 めっきら　もっきら　どおんどん 長谷川　摂子／作 降矢　なな／画 福音館書店

46 モチモチの木 斎藤　隆介／作 滝平　二郎／絵 岩崎書店

47 わすれられないおくりもの スーザン・バーレイ／作・絵 小川　仁央／訳 評論社

48 赤毛のアン（シリーズ赤毛のアン①） モンゴメリー／原作 村岡　花子／訳 ポプラ社

49 アンデルセン童話集１ 岩波書店

50 アンネの日記 アンネ・フランク／作 深町　眞理子／訳 文藝春秋

ウクライナ民話　エウゲーニ・M・ラチョフ/絵　うちだ　りさこ/訳

ハンク・クリスチャン・アンデルセン／作　　大畑　末吉／訳

ロシア民話　A.トルストイ／再話　　内田　莉莎子／訳

シェル・シルヴァスタイン／作・絵　　村上　春樹／訳

たばたせいいち　先天性四肢障害児父母の会／共同制作

ノルウェーの昔話　マーシャ・ブラウン／絵　　せた　てつじ/訳

モンゴル民話　大塚　勇三／再話　　赤羽　末吉／画

バージニア・リー・バートン／文・絵　　石井　桃子／訳

とくしまの子どものためのブックリスト100！

著　　　者

バージニア・リー・バートン／文・絵　　村岡　花子 ／訳 

ルース・スタイル・ガネット／作　　ルース・クリスマン・ガネット／絵



ラベル番号 書　　　　名 出版社

51 漁火　海の学校 梅田　俊作／作・絵 ポプラ社

52 兎の眼 灰谷　健次郎／作 理論社

53 絵で読む広島の原爆 那須　正幹／文 西村　繁男／絵 福音館書店

54 おとなになれなかった弟たちに・・・・ 米倉　斉加年／作 偕成社

55 木を植えた男 ジョン・ジオノ／原作　フレデリック・バック/絵　寺岡　襄/訳 あすなろ書房

56 くまの子ウーフ 神沢　利子／作 井上　洋介／絵 ポプラ社

57 クマよ 星野　道夫／文・写真 福音館書店

58 ごんぎつね 新美　南吉／作 黒井　健／絵 偕成社

59 シートン動物記１ 講談社

60 しらんぷり 梅田　俊作・佳子／作･絵 ポプラ社

61 生物の消えた島 田川　日出夫／文 松岡　達英／絵 福音館書店

62 せいめいのれきし 岩波書店

63 手ぶくろを買いに 新美　南吉／作 黒井　健／絵 偕成社

64 夏の庭 湯本　香樹実／作 徳間書店

65 バッテリー あさの　あつこ／作 佐藤　真紀子／絵 教育画劇

66 ハリー・ポッターと賢者の石 Ｊ．Ｋ．ローリング／作 松岡　佑子／訳 静山社

67 ひろしまのピカ 丸木　俊／絵・文 小峰書店

68 ナルニア国ものがたり　ライオンと魔女 Ｃ．Ｓ．ルイス／作 瀬田　貞二／訳 岩波書店

69 ヘレン・ケラー フィオナ・マクドナルド／著 菊島　伊久栄／訳 偕成社

70 星の王子さま サン・テグジュペリ／作 内藤　濯／訳 岩波書店

71 モモ ミヒャエル・エンデ／作 大島　かおり／訳 岩波書店

72 とべ！人工尾びれのイルカ「フジ」 真鍋　和子／文 佼成出版社

73 銀河鉄道の夜 宮沢　賢治／作 春日部　たすく／画 岩波書店

74 蜘蛛の糸・杜子春 芥川　龍之介／著 新潮社

75 こころ 夏目　漱石／著 新潮社

76 五体不満足 乙武　洋匡／著 講談社

77 注文の多い料理店 宮沢　賢治／作 和田　誠／絵 岩波書店

78 沈黙の春 レイチェル・カーソン／作 青樹　簗一／訳 新潮社

79 十五少年漂流記 ベルヌ／作　 大久保　昭男／訳 ポプラ社

80 新13歳のハローワーク 村上　龍／著 はまの　ゆか／絵 幻冬舎

81 14歳からの哲学 池田　晶子／著 トランスビュー

82 白（蜘蛛の糸・杜子春・トロッコ他十七篇） 芥川　龍之介／著 岩波書店

83 トム・ソーヤーの冒険 福音館書店

84 トムは真夜中の庭で フィリパ・ピアス／作 高杉　一郎／訳 岩波書店

85 西の魔女が死んだ 梨木　香歩／著 新潮社

86 二十四の瞳 壺井　栄／著 新潮社

87 瀬戸内寂聴全集　拾八　（場所・釈迦） 瀬戸内　寂聴／著 新潮社

88 走れメロス 太宰　治／著 新潮社

89 ビッグ・オーとの出会いｰ続ぼくを探しにｰ シェル・シルヴァスタイン／著 倉橋　由美子／訳 講談社

90 ビルマの竪琴 竹山　道雄／著 新潮社

91 ファーブル昆虫記Ⅰ　ふしぎなスカラベ ジャン・アンリ・ファーブル／著 奥本　大三郎／訳 集英社

92 プラテーロとわたし J・R・.ヒメネス／著 長　新太／画 理論社

93 坊ちゃん 夏目　漱石／著 新潮社

94 本を読む本 講談社

95 吉野北高校図書委員会 山本　渚／著 メディアファクトリー

96 ラブ・ユー・フォーエバー ロバート・マンチ/作　　乃木　りか/訳　　梅田　俊作/画 岩波書店

97 老人と海 ヘミングウェイ／著 福田　恆存／訳 新潮社

98 若草物語 福音館書店

99 吾輩は猫である 夏目　漱石／著 新潮社

100 わたしと小鳥とすずと 金子　みすゞ／作 JULA出版局

M・J・アドラー/C・V・ドーレン/著外山　滋比古/槇　未知子/訳

L・M.・オールコット／作　矢川　澄子/訳　T・チューダー/画

著　　　者

アーネスト・トムソン・シートン/著　阿部　知二/訳　清水　勝/絵

バージニア・リー・バートン／文・絵　　いしい　ももこ／訳

マーク・トウェイン／作　　大塚　勇三／訳　　八島　太郎／画


