
書名 作者等 主な対象 書名 作者等 主な対象

いやいやえん 中川李枝子 低学年 霧のむこうのふしぎな町 柏葉幸子 高学年

*エルマーのぼうけん ルース・スタイルス・ガネット 低学年 銀河鉄道の夜 宮沢賢治 高学年

王さまと九人のきょうだい 君島久子／赤羽末吉 低学年 クローディアの秘密 E・L・カニグズバーグ 高学年

おしいれのぼうけん ふるたたるひ／たばたせいいち 低学年 *精霊の守り人 上橋菜穂子 高学年

*きいろいばけつ もりやまみやこ 低学年 *大草原の小さな家 ローラ・インガルス・ワイルダー 高学年

きょうはなんのひ？ 瀬田貞二／林明子 低学年 *だれも知らない小さな国 佐藤さとる 高学年

木はいいなあ ユードリイ／シーモント 低学年 トム・ソーヤーの冒険 マーク・トウェイン 高学年

*くまの子ウーフ 神沢利子 低学年 トムは真夜中の庭で フィリパ・ピアス 高学年

三びきのやぎのがらがらどん マーシャ・ブラウン 低学年 二年間の休暇（十五少年漂流記） J・ベルヌ 高学年

だいくとおにろく 松居直／赤羽末吉 低学年 *子どもに語るグリムの昔話 グリム 高学年

ちいさいおうち バージニア・リー・バートン 低学年 秘密の花園 Ｆ・Ｈ・バーネット 高学年

ちからたろう いまえよしとも／たしませいぞう 低学年 百まいのドレス エレナー・エスティス 高学年

*チムとゆうかんなせんちょうさん エドワード・アーディゾーニ 低学年 *ファーブル昆虫記 ファーブル 高学年

*チム・ラビットのぼうけん アリソン・アトリー 低学年 ふたりのロッテ エーリヒ・ケストナー 高学年

なぞなぞのすきな女の子 松岡享子 低学年 *冒険者たち 斎藤惇夫 高学年

番ねずみのヤカちゃん リチャード・ウィルバー 低学年 みどりのゆび モーリス・ドリュオン 高学年

*ふたりはともだち アーノルド・ローベル 低学年 モモ ミヒャエル・エンデ 高学年

*ぼくは王さま 寺村輝夫 低学年 *やかまし村の子どもたち アストリッド・リンドグレーン 高学年

みどりいろのたね たかどのほうこ 低学年 *ライオンと魔女 C・S・ルイス 高学年

めっきらもっきらどおんどん 長谷川摂子／ふりやなな 低学年 ルリユールおじさん いせひでこ 高学年

もりのへなそうる わたなべしげお 低学年 愛、深き淵より。 星野富弘 中学生

さいたま市「心を潤すこの一冊」子ども１００選
さいたま１００選

もりのへなそうる わたなべしげお 低学年 愛、深き淵より。 星野富弘 中学生

やまんばのにしき まつたにみよこ／せがわやすお 低学年 *赤毛のアン Ｌ・Ｍ・モンゴメリ 中学生

*よもぎだんご さとうわきこ 低学年 穴 ルイス・サッカー 中学生

ろくべえまってろよ 灰谷健次郎／長新太 低学年 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 中学生

ロバのシルベスターとまほうの小石 ウィリアム・スタイグ 低学年 一瞬の風になれ 佐藤多佳子 中学生

*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 中学年 *おばけ桃が行く ロアルド・ダール 中学生

おじいちゃんがおばけになったわけ オーカソン／エリクソン 中学年 カラフル 森絵都 中学生

*火曜日のごちそうはヒキガエル ラッセル・Ｅ・エリクソン 中学年 氷石 久保田香里 中学生

*がんばれヘンリーくん ベバリイ・クリアリー 中学年 五体不満足 乙武洋匡 中学生

*くまのパディントン マイケル・ボンド 中学年 きみの友だち 重松清 中学生

*車のいろは空のいろ あまんきみこ 中学年 *ゲド戦記 ル＝グウィン 中学生

*ごきげんなすてご いとうひろし 中学年 ノンちゃん雲に乗る 石井桃子 中学生

日本のむかしばなし 瀬田貞二 中学年 幸子の庭 本多明 中学生

ジェインのもうふ アーサー・ミラー 中学年 スターガール ジェリー・スピネッリ 中学生

*じごくのそうべえ 田島征彦 中学年 動物と向きあって生きる 坂東元 中学生

じっぽ たつみや章 中学年 飛ぶ教室 エーリヒ・ケストナー 中学生

龍の子太郎 松谷みよ子 中学年 夏の庭 湯本香樹実 中学生

*つるばら村のパン屋さん 茂市久美子 中学年 西の魔女が死んだ 梨木香歩 中学生

天使のかいかた なかがわちひろ 中学年 猫の帰還 ロバート・ウェストール 中学生

としょかんライオン ヌードセン／ホークス 中学年 博士の愛した数式 小川洋子 中学生

*ドリトル先生航海記 ヒュー・ロフティング 中学年 走れ，セナ！ 香坂直 中学生

*長くつ下のピッピ アストリッド・リンドグレーン 中学年 *バッテリー あさのあつこ 中学生

なんでもただ会社 ニコラ・ド・イルシング 中学年 はてしない物語 ミヒャエル・エンデ 中学生

*のはらうた くどうなおこ 中学年 バレエダンサー ルーマ・ゴッデン 中学生

*ピーターラビットのおはなし ビアトリクス・ポター 中学年 ブレイブ・ストーリー 宮部みゆき 中学生

１００万回生きたねこ 佐野洋子 中学年 *ぼくらの七日間戦争 宗田理 中学生

びりっかすの神さま 岡田淳 中学年 *ねらわれた星 星新一 中学生

*ムジナ探偵局 富安陽子 中学年 星の王子さま サン＝テグジュペリ 中学生

*ルドルフとイッパイアッテナ 斉藤洋 中学年 坊っちゃん 夏目漱石 中学生

わすれられないおくりもの スーザン・バーレイ 中学年 夜のピクニック 恩田陸 中学生

＊ただし、書名の前の＊は、シリーズもの


