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1 赤毛のアン ルーシー・モード・モンゴメリ ポプラ社 中で続編を推薦

2 あきらめないこと、それが冒険だ 野口健 学研

3 あしながおじさん ジーン・ウェブスター 講談社

4 あらしのよるに 木村裕一 講談社

5 ありがとう サトウハチロー 日本図書センター

6 いっしょにいきるって、なに？ オスカー＝ブル二フィエ 朝日出版社

7 いっぽんの鉛筆のむこうに 谷川 俊太郎 福音館書店

8 いのちのふるさと水田稲作 岡部伊都ほか ジャパンプレス・フォト

9 ウエズレーの国 ポール=フライシュマン あすなろ書房

10 兎の眼 灰谷健次郎 理論社

11 宇宙人のしゅくだい 小松左京 青い鳥文庫

12 エーミールと探偵たち エーリヒ=ケストナー 岩波書店

13 絵で読む広島の原爆 那須正幹 福音館書店

14 江戸の笑い 興津　要 講談社

15 絵本星の王子さま サン・テグジュベリ 集英社

16 大きな森の小さな家 ローラ・インガルス・ワイルダー 福音館書店

17 大どろぼうホッツェンプロッツ プロイスラー 偕成社

18 小倉百人一首 田辺聖子 ポプラ社

19 おじいちゃんは水のにおいがした 今森光彦 偕成社 教育委員会推薦

20 オズの魔法使い バウム 福音館書店

21 おとぎ草子・山椒太夫 清水 義範・ねじめ 正一 講談社

22 かくれ山の冒険 富安陽子 PHP研究所

23 片耳の大シカ 椋鳩十 偕成社

24 金子みすゞ童謡集わたしと小鳥とすずと（金子みす 金ゞ子みすゞ JURA 出版

25 カモメに飛ぶことを教えた猫 ルイス=セプルベダ 白水社

26 ガラスのうさぎ 高木敏子 金の星社

27 ガリバー旅行記 スウィフト 講談社

28 川 前川かずお こぐま社 教育委員会推薦

29 がんばれ！盲導犬サーブ 手島悠介 講談社

30 きまぐれロボット 星　新一 角川書店

31 キャプテンはつらいぜ 後藤竜二 講談社

32 ギリシア神話 アポロドーロス　ほか 講談社

33 蜘蛛の糸・杜子春 芥川龍之介 講談社

34 クリスマス・キャロル ディケンズ 岩波書店

35 車いすの犬チャンプ 池田まき子 ハート出版

36 車の色は空の色 あまんきみこ ポプラ社

37 賢者の贈り物 オー・ヘンリー 冨山房

38 ここからどこかへ 谷川俊太郎 角川学芸出版 教育委員会推薦

39 子どものすきな神さま 新美南吉 小峰書店

40 ことわざ絵本 五味 太郎 岩崎書店

41 西遊記１ 斉籐洋 理論社

42 シートン動物記おおかみ王ロボ アーネスト・T・シートン 童心社

43 しかられた神さま 川崎　洋 理論社

44 シャーロック＝ホームズ②赤毛軍団 アーサー・コナン・ドイル 岩崎書店

45 シャーロットのおくりもの Ｅ.Ｂ.ホワイト あすなろ書房

46 十五少年漂流記 ジュール=ヴェルヌ 講談社

47 地雷ではなく花をください 柳瀬房子 自由国民社

48 しらんぷり 梅田俊作ほか ポプラ社

49 新ちゃんがないた！ 佐藤 州男 文研出版

50 星座を見つけよう H.A.レイ 福音館書店
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51 そのこ 谷川俊太郎 晶文社 教育委員会推薦

52 それいけズッコケ三人組 那須正幹 ポプラ社

53 ダーウィンのミミズの研究 新妻 昭夫 福音館書店

54 大草原の小さな家 ワイルダー 福音館書店

55 太陽の子 灰谷 健次郎 理論社

56 宝島 Ｒ．Ｌ．スティーブンソ」」ン 福音館書店

57 たべる 谷川俊太郎 アートン 教育委員会推薦

58 だれも知らない小さな国 佐藤 さとる 講談社

59 注文の多い料理店 宮沢賢治 岩崎書店

60 チョコレート工場の秘密 ロアルード・ダール 評論社

61 チョコレート戦争 大石真 理論社

62 天動説の絵本 安野光雄 福音館書店

63 どきん 谷川俊太郎 理論社

64 トム・ソーヤの冒険 マーク・トウェイン 福音館書店

65 ドリトル先生アフリカゆき ヒュー・ロフティング 岩波書店

66 長くつ下のピッピ アストリッド=リンドグレーン 岩波書店

67 日本の神話 伊東利和 幻冬舎

68 人間になりたがった猫 ロイド=アリグザンダー 評論社

69 ハイジ J.シュピーリ 福音館書店

70 八郎 斎藤隆介 福音館書店

71 悲劇の少女アンネ シュナーベル 偕成社 中で「アンネの日記」

72 100万回生きたねこ 佐野 洋子 講談社

73 ピリカ　おかあさんへの旅 越智典子 福音館書店 教育委員会推薦

74 ファーブル昆虫記ふしぎなスカラべ アンリ・ファーブル　　奥本大三郎 集英社

75 不思議の国のアリス ルイス・キャロル 福音館書店 中で完全版

76 不自由な手でだきしめて母になった高崎山のサル「サヤカ」 島田和子 佼成出版

77 ふたり★おなじ星のうえで 谷川俊太郎 東京書籍 教育委員会推薦

78 ふたりのイーダ 松谷 みよ子 講談社

79 フングリコングリ 岡田　淳　 偕成社

80 ヘレン・ケラー 砂田弘 ポプラ社

81 ベロ出しチョンマ 齊藤隆介 理論社

82 冒険者たち 斉藤 惇夫 岩波書店

83 ぼくらの七日間戦争 宗田　理 角川書店

84 ほしにむすばれて 谷川俊太郎 文研出版 教育委員会推薦

85 坊っちゃん 夏目漱石 講談社

86 ホビットの冒険 トールキン 岩波書店

87 まるむし帳 さくら ももこ 集英社

88 見えなくてもだいじょうぶ？ フランツ=ヨーゼフ=ファイニク あかね書房

89 水はめぐるもしも地球がひとの井戸だったら ロシェル・ストラウス 汐文社 教育委員会推薦

90 水を食べる！ 足立己幸 大日本図書 教育委員会推薦

91 モモ ミヒャエル=エンデ 岩波書店

92 森は呼んでいる 及川 和男 岩崎書店

93 森を育てる生きものたち雑木林の絵本 谷本雄治 岩崎書店

94 夕日がせなかをおしてくる 阪田 寛夫 岩崎書店

95 ゆりかごは口の中 桜井 淳史 ポプラ社

96 読みがたり秋田むかし話 秋田県国語研究会 日本標準

97 ライオンと魔女 Ｃ.Ｓ.ルイス 岩波書店

98 ルドルフとイッパイアッテナ 斉藤洋 講談社

99 若草物語 オルコット 福音館書店

100 わたしのいもうと 松谷みよこ 偕成社


