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おしいれのぼうけん ふるたたるひ・たばたせいいち 童心社

ポプラ社おばけ野球チーム 水木しげる

ポプラ社かいけつゾロリシリーズ 原ゆたか

文化出版局がまくんとかえるくんシリーズ アーノルド・ローベル

偕成社からすのパンやさん かこさとし

金の星社かわいそうなぞう つちやゆきお

金の星社きつねのでんわボックス 戸田和代

小峰書店恐竜の大陸シリーズ 黒川みつひろ

福音館書店ぐりとぐらシリーズ なかがわりえこ

童心社くれよんのくろくん なかやみわ

ポプラ社こうえんのシロシリーズ わたなべひろみ

あかね書房こまったさんシリーズ 寺村輝夫

こぐま社11ぴきのねこシリーズ 馬場のぼる

福音館書店そらまめくんシリーズ なかやみわ

ポプラ社ティラノサウルスシリーズ 宮西達也

PHP研究所でこちゃん つちだのぶこ

ポプラ社忍たま乱太郎シリーズ 尼子騒兵衛

ポプラ社ねずみくんの絵本シリーズ なかえよしを

佼成出版社ハキちゃんの「はっぴょうします」 薫くみこ

文溪堂バムとケロシリーズ 島田ゆか

偕成社はらぺこあおむし エリック・カール

絵本館ぶたのたね 佐々木マキ

金の星社へんしんシリーズ あきやまただし

ポプラ社ますだくんシリーズ 武田美穂

小学館ミッケ!シリーズ ジーン・マルゾーロ

偕成社もりはおもしろランドシリーズ 舟崎靖子

小峰書店モンスター・ホテルシリーズ 柏葉幸子

岩崎書店ルルとララシリーズ あんびるやすこ

あかね書房わかったさんのおかしシリーズ 寺村輝夫

講談社あらしのよるに 木村裕一

福音館書店エルマーのぼうけんシリーズ ルース・スタイルス・ガネット

理論社王さまシリーズ 寺村輝夫

あかね書房かいぞくポケットシリーズ 寺村輝夫

童心社怪談レストラン 松谷みよ子（責任編集）

あかね書房怪盗ショコラシリーズ 杉山亮

ポプラ社角野栄子のちいさなどうわたちシリーズ 角野栄子

福音館書店黒ねこのおきゃくさま ルース・エインズワース

ポプラ社ごんぎつね 新美南吉
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シートン動物記 シートン 集英社

PHP研究所しっぱいのれんしゅう 宮川ひろ

童心社14ひきのシリーズ いわむらかずお

ポプラ社ズッコケ三人組シリーズ 那須正幹

文溪堂スパイダーウィック家の謎 ホリー・ブラック

あかね書房ぞくぞく村のおばけシリーズ 末吉暁子

偕成社手ぶくろを買いに 新美南吉

童心社天使のいる教室 宮川ひろ

ハート出版とべないホタルシリーズ 小沢昭巳

ポプラ社ナイチンゲール 早野美智代

岩波書店長くつ下のピッピ アストリッド・リンドグレーン

あかね書房ナツカのおばけ事件簿シリーズ 斉藤洋

あかね書房なん者ひなた丸シリーズ 斉藤洋

佼成出版社ハナゴンドウのノンちゃん 井上こみち

岩崎書店はれぶたシリーズ 矢玉四郎

あすなろ書房ピトゥスの動物園 サバスティア・スリバス

小峰書店ファーブルこんちゅう記 ファーブル

ポプラ社ヘレン・ケラー 砂田弘

メディアファクトリーマジック・ツリーハウスシリーズ メアリー・ポープ・オズボーン

ポプラ社まじょ子シリーズ 藤真知子

福音館書店魔女の宅急便 角野栄子

理論社マリア探偵社シリーズ 川北亮司

汐文社マリと子犬の物語 桑原眞二・大野一興

偕成社ミルキー杉山のあなたも名探偵シリーズ 杉山亮

理論社やまんばあさんシリーズ 富安陽子

童心社りんごあげるね さえぐさひろこ

ジャイブIQ探偵ムーシリーズ 深沢美潮

講談社青い天使シリーズ 倉橋燿子

ポプラ社赤毛のアン モンゴメリ

佼成出版社あなたの声がききたい 岸川悦子

旺文社イチロー　努力の天才バッター 高原寿夫

文藝春秋犬と私の10の約束 川口晴

偕成社大どろぼうホッツェンプロッツシリーズ プロイスラー

ポプラ社オズの魔法使い バウム

新潮社くちぶえ番長 重松清

講談社黒魔女さんが通る！！シリーズ 石崎洋司

偕成社子ぎつねヘレンがのこしたもの 竹田津実

講談社五体不満足 乙武洋匡



問い合わせ先

名古屋市教育委員会生涯学習課 TEL:052-972-3252　FAX:052-972-4178

　「なごやっ子のおすすめ100冊（小学生版）」は、名古屋の

小学生が選んだおすすめの本100冊を紹介する冊子です。

　冊子は、市内小学校と市立図書館にあるほか、

名古屋市（http://www.city.nagoya.jp/）と

市立図書館（http://www.library.city.nagoya.jp/）の

ホームページでも見ることができます。

　これは、選ばれた100冊のリストです。ぜひ、本を選ぶ時の

参考にしてくださいね！

低学年向け No.001～No.029　中学年向け No.030～No.064　高学年向け No.065～No.100
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西遊記 渡辺仙州（編訳） 偕成社

偕成社三国志 渡辺仙州（編訳）

あすなろ書房シャーロットのおくりもの Ｅ・Ｂ・ホワイト

講談社十五少年漂流記 ジュール・ベルヌ

ポプラ社小公女 バーネット

小学館ダレン・シャンシリーズ ダレン・シャン

岩崎書店注文の多い料理店 宮沢賢治

評論社チョコレート工場の秘密 ロアルド・ダール

岩崎書店ツー・ステップス！ 梨屋アリエ

岩崎書店デルトラ・クエストシリーズ エミリー・ロッダ

岩波書店ナルニア国ものがたりシリーズ Ｃ．Ｓ．ルイス

講談社パソコン通信探偵団事件ノートシリーズ 松原秀行

教育画劇バッテリーシリーズ あさのあつこ

金の星社ハッピーバースデー命かがやく瞬間 青木和雄

静山社ハリー・ポッターシリーズ Ｊ．Ｋ．ローリング

講談社100万回生きたねこ 佐野洋子

ポプラ社ブンダバーシリーズ くぼしまりお

講談社マザー・テレサ 望月正子

講談社名探偵夢水清志郎事件ノートシリーズ はやみねかおる

学習研究社目の見えない犬ダン 大西伝一郎

岩崎書店妖界ナビ・ルナシリーズ 池田美代子

ポプラ社ランプの精リトル・ジーニーシリーズ ミランダ・ジョーンズ

講談社ルドルフとイッパイアッテナシリーズ 斉藤洋

講談社若おかみは小学生！シリーズ 令丈ヒロ子




