
長与町の子どもたちに読んでほしい200冊の本

NO. 図 　  書 　 　名 著 作 者 名 出 版 社 名 NO. 図 　  書 　 　名 著 作 者 名 出 版 社 名

1 あのときすきになったよ 薫くみこ/作 教育画劇 51 ことわざ絵本 五味太郎/著 岩崎書店

2 アレクサンダとぜんまいねずみ レオ・レオニ/作　 好学社 52 齋藤孝のイッキによめる！日本の偉人伝 齋藤孝/編 講談社

3 イードのおくりもの  ファウズィア・ギラニ・ウィリアムズ/文　 光村教育図書 53 さんねん峠 李錦玉/作 岩崎書店

4 1ねん1くみの1にち 川島敏生/写真・文 アリス館 54 じごくのそうべえ 田島征彦/作 童心社

5 いのちのまつり 草場一寿/作 サンマーク出版 55 しゃべる詩あそぶ詩きこえる詩 はせみつこ/編 冨山房

6 おまえうまそうだな 宮西達也/作・絵 ポプラ社 56 シンドバッドの冒険 斉藤洋/訳・著 偕成社 

7 おむすびさんちのたうえのひ かがくいひろし/作・絵 ＰＨＰ研究所 57 せかいでいちばんつよい国 デビッド・マッキー/作 光村教育図書

8 かいじゅうたちのいるところ モーリス・センダック/作 冨山房 58 手ぶくろを買いに 新美南吉/作 偕成社

9 かたあしだちょうのエルフ おのきがく/文・絵 ポプラ社 59 ドリトル先生アフリカへ行く  ヒュー・ロフティング/作 KADOKAWA

10 かわいそうなぞう つちやゆきお/文 金の星社 60 長くつ下のピッピ　新訳 アストリッド・リンドグレーン/作 KADOKAWA

11 きもち 谷川俊太郎/文 福音館書店 61 バクのバンバン、町にきた ポリー・フェイバー/作  徳間書店　

12 キャベツくん 長新太/文・絵 文研出版 62 葉っぱのあかちゃん 平野隆久/写真・文 岩崎書店

13 給食番長 よしながこうたく/作 好学社 63 花さき山 斎藤隆介/作 岩崎書店

14 さっちゃんのまほうのて たばたせいいち/共同制作　 偕成社 64 1つぶのおこめ さんすうのむかしばなし デミ/作 光村教育図書

15 三びきのやぎのがらがらどん マーシャ・ブラウン/絵 福音館書店 65 １００万回生きたねこ 佐野洋子/作・絵 講談社

16 しっぱいにかんぱい！ 宮川ひろ/作　 童心社 66 ぼくはスーパーヒーロー メラニー・ウォルシュ/作 岩崎書店

17 じゃんけんのすきな女の子  松岡享子/作 学研教育出版　 67 りんごかもしれない  ヨシタケシンスケ/作  ブロンズ新社　 

18 十二支のはじまり 岩崎京子/文 教育画劇 68 いのちは見えるよ 及川和男/作 岩崎書店

19 すみれちゃん 石井睦美/作 偕成社 69 いのちをいただく 内田美智子/文 西日本新聞社

20 せんそうをはしりぬけた『かば』でんしゃ 間瀬なおかた/作・絵 ひさかたチャイルド 70 オオカミ王ロボ （シートン動物記） アーネスト・Ｔ・シートン/文・絵 童心社

21 そらまめくんのベッド なかやみわ/作・絵 福音館書店 71 大きな森の小さな家 ローラ・インガルス・ワイルダー/作 福音館書店

22 チンチンでんしゃのはしるまち 横溝英一/作 福音館書店 72 オズの魔法使い　完訳 ライマン・フランク・ボーム/著 復刊ドットコム

23 ともだちや 内田麟太郎/作 偕成社 73 怪人二十面相（少年探偵） 江戸川乱歩/著 ポプラ社

24 とらとほしがき　韓国のむかしばなし パクジェヒョン/再話・絵 光村教育図書 74 怪盗クロネコ団あらわる！ 岡田貴久子/作 理論社

25 生麦生米生卵　声にだすことばえほん 長谷川義史/作 ほるぷ出版 75 心のおくりびと 東日本大震災復元納棺師  今西乃子/著 金の星社

26 番ねずみのヤカちゃん リチャード・ウィルバー/作 福音館書店 76 こども「折々のうた」100  大岡信/著 小学館　 

27 ひみつのきもちぎんこう ふじもとみさと/作 金の星社 77 この世でいちばんすばらしい馬 チェンジャンホン/作・絵 徳間書店

28 ふしぎなボジャビのき  ダイアン・ホフマイアー/再話 光村教育図書 78 シャーロック・ホームズ コナン・ドイル/著 汐文社

29 ふたりはともだち アーノルド・ローベル/作 文化出版局 79 十年屋 廣嶋玲子/作 静山社　 

30 ふゆめがっしょうだん 富成忠夫/写真 福音館書店 80 せいめいのれきし　改訂版 バージニア・リー・バートン/文・絵 岩波書店

31 ぼく、だんごむし 得田之久/文 福音館書店 81 精霊の守り人 上橋菜穂子/作 偕成社

32 むねがちくちく 長谷川集平/作・絵 童心社 82 宝島 ロバート・ルイス・スティーブンソン/作 偕成社

33 れいぞうこのなつやすみ 村上しいこ/作 ＰＨＰ研究所 83 だれも知らない小さな国 佐藤さとる/作 講談社

34 ろくべえまってろよ 灰谷健次郎/作 文研出版 84 手紙 福田隆浩/著 講談社

35 わすれられないおくりもの スーザン・バーレイ/作・絵 評論社 85 デブの国・ノッポの国 アンドレ・モロア/作 集英社

36 あらしのよるに 木村裕一/作 講談社 86 永井隆　平和を祈り愛に生きた医師 中井俊已/著 童心社

37 いのちのおはなし 日野原重明/文　 講談社 87 猫の事務所 宮沢賢治/作 偕成社

38 エルマーのぼうけん ルース・スタイルス・ガネット/作 福音館書店 88 ねらわれた星 星新一/作 理論社

39 王さまと九人のきょうだい　 君島久子/訳 岩波書店 89 八月がくるたびに おおえひで/作 理論社

40 オオカミと石のスープ アナイス・ヴォージュラード/作・絵 徳間書店 90 ハッピーバースデー 青木和雄/作 金の星社

41 大どろぼうホッツェンプロッツ オトフリート・プロイスラー/作 偕成社 91 ハルばあちゃんの手 山中恒/文 福音館書店

42 おこりじぞう 絵本 山口勇子/原作 金の星社 92 びりっかすの神さま 岡田淳/作・絵 偕成社

43 おしいれのぼうけん ふるたたるひ/作　 童心社 93 冒険者たち 斎藤惇夫/作 岩波書店

44 おへそのひみつ やぎゅうげんいちろう/作 福音館書店 94 ぼくらの七日間戦争 宗田理/作 KADOKAWA 

45 かあちゃん取扱説明書 いとうみく/作 童心社 95 魔女の宅急便 角野栄子/作 福音館書店

46 火曜日のごちそうはヒキガエル ラッセル・Ｅ．エリクソン/作 評論社 96 みんなたいせつ　世界人権宣言の絵本  東菜奈/構成・訳 岩崎書店

47 木のすきなケイトさん  Ｈ．ジョゼフ・ホプキンズ/文　 BL出版　 97 ライオンと魔女 Ｃ・Ｓ・ルイス/作 岩波書店

48 教室はまちがうところだ 蒔田晋治/作 子どもの未来社 98 ルドルフとイッパイアッテナ 斉藤洋/作 講談社

49 くしゃみくしゃみ天のめぐみ 松岡享子/作 福音館書店 99 わたしのいもうと 松谷みよ子/文 偕成社

50 車のいろは空のいろ あまんきみこ/作 ポプラ社 100 ワンダー Ｒ・Ｊ・パラシオ/作 ほるぷ出版

読書は、言葉の力や想像力を培い、心豊かな子を育てます。　教育委員会では、町内
小・中学校の協力を得て、子供たちにぜひ読んでほしい本を２００冊選び、一覧表にま
とめました。　読書の際の資料として活用してください。

主として小学生向き Ｎｏ．１～　低学年　　　Ｎｏ．３６～　中学年　　　Ｎｏ．６８～　高学年　　

令和元年改訂
長与町教育委員会



NO. 図 　  書 　 　名 著 作 者 名 出 版 社 名 NO. 図 　  書 　 　名 著 作 者 名 出 版 社 名

1 ｉＰＳ細胞を発見！山中伸弥物語 上坂和美/著 ＰＨＰ研究所 51 空色勾玉 荻原規子/作 徳間書店

2 青空のむこう アレックス・シアラー/著 求龍堂 52 そんな軽い命なら私にください 渡部成俊/著 大和書房

3 赤毛のアン Ｌ・Ｍ・モンゴメリ/著 文藝春秋 53 DIVE！！ 森絵都/著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

4 あと少し、もう少し 瀬尾まいこ/著 新潮社 54 種をまく人 ポール・フライシュマン/著 あすなろ書房

5 あのころはフリードリヒがいた ハンス・ペーター・リヒター/作 岩波書店 55 旅猫リポート 有川浩/著 講談社

6 アルケミスト パウロ・コエーリョ/著 地湧社 56 たまごを持つように まはら三桃/著 講談社

7 アンネの日記 アンネ・フランク/著 文藝春秋 57 小さい“つ”が消えた日 ステファノ・フォン・ロー/文 三修社

8
いじめられている君へいじめている君へいじめを
見ている君へ（完全版） 朝日新聞社/編 朝日新聞出版 58 中学生に贈りたい心の詩４０ 水内喜久雄/編・著 ＰＨＰ研究所 

9 一瞬の風になれ 佐藤多佳子/著 講談社 59 中高時代に読む本５０　 清水克衛/著 ＰＨＰ研究所

10 １分音読「万葉集」 齋藤孝/著 ダイヤモンド社 60 チョコレート工場の秘密 ロアルド・ダール/著 評論社

11 いとし子よ 永井隆/著 サンパウロ 61 沈黙 遠藤周作/著 新潮社

12 いのちの食べかた 森達也/著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 62 月の影影の海（十二国記） 小野不由美/著 新潮社

13 兎の眼 灰谷健次郎/著 理論社 63 つめたいよるに 江國香織/著 新潮社

14 宇宙への秘密の鍵 ルーシー・ホーキング/作 岩崎書店 64 翔ぶ少女 原田マハ/著 ポプラ社

15 小川未明童話集 小川未明/著 角川春樹事務所 65 トム・ソーヤーの冒険 マーク・トウェイン/著 新潮社

16 大人になるっておもしろい？ 清水真砂子/著 岩波書店 66 ナゲキバト ラリー・バークダル/著 あすなろ書房

17 おとなになるってどんなこと？ 吉本ばなな/著 筑摩書房 67 夏の庭　－Ｔｈe　ｆｒiends－ 湯本香樹実/作 徳間書店

18 大人を黙らせるインターネットの歩き方 小木曽健/著 筑摩書房 68 西の魔女が死んだ 梨木香歩/著 新潮社

19 思い出のマーニー ジョーン・Ｇ・ロビンソン/著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 69 ２０年後
（オー・ヘンリー ショートストーリーセレクション）

オー・ヘンリー/作 理論社

20 かがみの孤城 辻村深月/著 ポプラ社 70 熱風 福田隆浩/著 集英社

21 影との戦い（ゲド戦記） ル＝グウィン/作 岩波書店 71 ハートボイス 青木和雄/作 金の星社

22 彼の手は語りつぐ パトリシア・ポラッコ/文・絵 あすなろ書房 72 ハーレムの闘う本屋　 ヴォーンダ・ミショー・ネルソン/著　 あすなろ書房

23 キツネとねがいごと カトリーン・シェーラー/作 西村書店 73 博士の愛した数式 小川洋子/著 新潮社

24 君たちはどう生きるか 吉野源三郎/著 マガジンハウス 74 バッテリー　 あさのあつこ/作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

25 きみの友だち 重松清/著 新潮社 75 葉っぱのフレディ レオ・バスカーリア/作 童話屋

26 ギリシア神話 斉藤洋/文 理論社 76 はなちゃんのみそ汁 安武信吾/著 文藝春秋

27 木を植えた男 ジャン・ジオノ/著 あすなろ書房 77 ひとりになったライオン 夏目義一/文・絵 福音館書店

28 くちびるに歌を 中田永一/著 小学館 78 ひとりひとりのやさしさ ジャクリーン・ウッドソン/文 BL出版

29 蜘蛛の糸・杜子春 芥川龍之介/著 新潮社 79 秘密の花園 フランシス・ホジソン・バーネット/著 新潮社

30 獣の奏者 上橋菜穂子/作 講談社 80 平尾誠二名言録 平尾誠二/著 宝島社

31 ゲンバクとよばれた少年  中村由一/著 講談社 81 武器より一冊の本をください　 ヴィヴィアナ・マッツァ/著 金の星社

32 ５年３組リョウタ組 石田衣良/著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 82 武士道シックスティーン 誉田哲也/著 文藝春秋

33 昆虫たちの世渡り術 海野和男/著 河出書房新社 83 ふむふむ　おしえて、お仕事！ 三浦しをん/著 新潮社

34 コンビニたそがれ堂 村山早紀/著 ポプラ社 84 ブレイブ・ストーリー 宮部みゆき/作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

35 最初の質問 長田弘/詩 講談社 85 憤死 綿矢りさ/著 河出書房新社 

36 坂の上の雲 司馬遼太郎/著 文藝春秋 86 ぼくの守る星 神田茜/著 集英社

37 サラダ記念日 俵万智/著 河出書房新社 87 ポケット詩集 田中和雄/編 童話屋

38 三国志 羅貫中/原作 ポプラ社 88 星の王子さま サン＝テグジュペリ/作 岩波書店

39 詩のこころを読む 茨木のり子/著 岩波書店 89 坊っちゃん 夏目漱石/著 講談社

40 15歳のコーヒー屋さん　 岩野響/著 KADOKAWA 90 ほんとうにあった戦争と平和の話  野上暁/監修 講談社

41 十五少年漂流記 ジュール・ヴェルヌ/著 新潮社 91 本を読むということ 永江朗/著 河出書房新社

42 十二番目の天使 オグ・マンディーノ/著 求龍堂 92 宮沢賢治（日本語を味わう名詩入門） 宮沢賢治/著 あすなろ書房

43 14歳、明日の時間割 鈴木るりか/著 小学館 93 昔話法廷 ＮＨＫ　Ｅテレ「昔話法廷」制作班/編 金の星社　 

44 14歳の君へ 池田晶子/著 毎日新聞出版 94 めぐる季節の物語(アラスカの詩) 星野道夫/著 新日本出版社

45 少年Ｈ 妹尾河童/著 講談社 95 モモ ミヒャエル・エンデ/作 岩波書店

46 すごい夜空の見つけかた 林完次/写真・文 草思社 96 指輪物語 Ｊ・Ｒ・Ｒ・トールキン/著 評論社

47 世界でもっとも貧しい大統領ホセ・ムヒカの言葉 佐藤美由紀/編著 双葉社 97 夜のピクニック 恩田陸/著 新潮社

48 戦争といのちと聖路加国際病院ものがたり 日野原重明/著 小学館 98 よろず占い処陰陽屋へようこそ  天野頌子/著 ポプラ社

49 そして誰もいなくなった アガサ・クリスティー/著 早川書房 99 ロビンソン・クルーソー デフォー/作 岩波書店

50 ソフィーの世界 ヨースタイン・ゴルデル/著  ＮＨＫ出版 100 わたしと小鳥とすずと （金子みすゞ童謡集） 金子みすゞ/著 JULA出版局

令和元年改訂
長与町教育委員会

主として中学生向き

長与町の子どもたちに読んでほしい200冊の本
読書は、言葉の力や想像力を培い、心豊かな子を育てます。　教育委員会では、町内
小・中学校の協力を得て、子供たちにぜひ読んでほしい本を２００冊選び、一覧表にま
とめました。　読書の際の資料として活用してください。


