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「みんなで選んだ小山市おすすめブック」について 

１ 事業の目的 
 平成 18 年 3 月に策定した「小山市子ども読書活動推進計画（５ヵ年）」に基づいて、

小・中学生に読ませたい図書（おすすめブック）リストを設定し、子どもたちが充実

した読書生活を送れるよう支援するものです。 

 

２ おすすめブックの概要 
（１）「おすすめブック」とは 

   子どもたちが友達に薦めたい本、大人が子どもたちに読ませ

たい本、（おもしろい本、ためになる本、感動した本、新しい

発見があった本、何度も読み返したくなる本等） 

（２）部門  小学校低学年・中学年・高学年・中学校の４部門 各３０冊 

 

※ 候補図書の募集にあたっては、図書や図書館を子どもたちの身近なものとして

感じてもらうという観点から、各学校を通じて学校図書館にかかわる多くの方

や子どもたち、保護者等に協力を依頼しました。その中から協議・検討を重ね

て選定したものです。 

 

※ 各部門の表示は一応の目安です。難易度や興味関心には個人差がありますので、

他の部門も参照して有効にお使いください。 

 

 

                                             

 

 

 

「いつも身近に本がある小山の子どもたち」 

小山市教育委員会では、「みんなで選んだ小山市おすすめブック」をきっ

かけとして、子どもたちの読書活動がより充実したものになるよう支援して

まいります。 

本市の児童生徒皆がリストにある本を読破し、本の話題に花を咲かせるよ

うになることを願っています。 



みんなで選んだ小山市おすすめブック（低学年）  

№ 書　名 著　者　名 備　考

1 エルマーのぼうけん ﾙｰｽ・ｽﾀｲﾙｽﾞ・ｶﾞﾈｯﾄ/作　ﾙｰｽ・ｸﾘｽﾏ
ﾝ・ｶﾞﾈｯﾄ/絵　わたなべしげお/訳

全3巻

2
王さまと九人のきょうだい　中国
の民話

君島久子/訳　　赤羽末吉/絵

3 おさるのまいにち いとうひろし Ｓ

4 おへそのあな 長谷川義史

5 かたあしだちょうのエルフ おのきがく

6 からすのパンやさん 加古里子/絵・文

7 かわいそうなぞう つちやゆきお/文　たけべもといちろう
/絵

8 きいろいばけつ もりやまみやこ/作　つちだよしはる/
絵

Ｓ

9 キャベツくん 長新太 Ｓ

10 くまの子ウーフ 神沢利子/作　井上洋介/絵 Ｓ

11 くまのこうちょうせんせい こんのひとみ/作　いもとようこ/絵

12 ぐりとぐら 中川李枝子/作　大村百合子/絵 Ｓ

13 これはのみのぴこ 谷川俊太郎/作　和田誠/絵

14 しずくのぼうけん マリア・テルリコフスカ/作 　ボフダン・
ブテンコ/絵　　うちだりさこ/訳

15 じめんのうえとじめんのした アーマE・ウェバー/文･絵　藤枝澪子
訳

16 ダンゴムシみつけたよ 皆越ようせい　写真・文

17 １４ひきのひっこし いわむらかずお Ｓ

18 ぞうのたまごのたまごやき 寺村輝夫/作　和歌山静子/絵 Ｓ

19 そらまめくんのベッド なかやみわ Ｓ

20 だいくとおにろく 松居直/再話　赤羽末吉/画

21 ちいさいおうち バージニア・リー・バートン/文・絵
いしいももこ/訳

22 てぶくろをかいに 新美南吉/作　柿本幸造/絵

23 ともだちや 内田麟太郎/作　降矢なな/絵 Ｓ

24 どろんこハリー ジーン・ジオン/文 　マーガレット・ブロ
イ・グレアム/　絵　わたなべしげお/

Ｓ

25 にじいろのさかな マーカス・フィスター/作･絵
谷川俊太郎/訳

Ｓ

26 ひとまねこざるときいろいぼうし H.・Aレイ/作　光吉夏弥/訳 Ｓ

27 ふたりはともだち アーノルド・ローベル/作　三木卓/訳 Ｓ

28 フレデリック レオ・レオニ　　谷川俊太郎/訳

29 むしたちのうんどうかい 得田之久/文　久住卓也/絵

30 ろくべえまってろよ 灰谷健次郎/作　長新太/絵

*　書名は五十音順に表示しました。　　　* 備考欄　S　…シリーズ本や続編あり



みんなで選んだ小山市おすすめブック（中学年） 

№ 書　名 著　者　名 備　考

1 あらしのよるに きむらゆういち/作　あべ弘士/絵 Ｓ

2 いのちのおはなし 日野原重明/文　村上康成/絵

3 おおきなきがほしい 佐藤さとる/文　村上勉/絵

4 大どろぼうホッツェンプロッツ
ｵﾄﾌﾘｰﾄ＝ﾌﾟﾛｲｽﾗｰ/作　中村浩三
/訳

全３巻

5
おじいちゃんのおじいちゃんのおじい
ちゃんのおじいちゃん

長谷川義史

6 なぞのたから島（かいぞくポケット） 寺村輝夫/作　永井郁子/絵 全20巻

7 金子みすゞ童謡集わたしと小鳥とすずと 金子みすゞ

8 霧のむこうのふしぎな町 柏葉幸子/作　杉田比呂美/絵

9 車のいろは空のいろ あまんきみこ/作　北田卓史/絵 Ｓ

10 シートンどうぶつ記
シートン/作　こばやしせいのすけ/
文　たかはしきよし/絵

Ｓ

11 じごくのそうべえ 田島征彦 Ｓ

12 シャーロットのおくりもの E.B.ホワイト/作　ｶﾞｰｽ･ｳｨﾘｱﾑｽﾞ/絵   さ
くまゆみこ/訳

13 じゅげむ（落語絵本） 川端誠/作 Ｓ

14 紳士とオバケ氏 たかどのほうこ/作　飯野和好/絵

15 星座を見つけよう H・Ａ・レイ/著　草下英明/訳

16 世界のはじまり メイヨー/再話　　ブライアリー/絵　百々
祐利子/訳

17 小さなスプーンおばさん アルフ・プリョイセン/著　大塚勇三/訳 Ｓ

18 ちびっこカムのぼうけん 神沢利子/作　山田三郎/絵

19 アンジュール　ある犬の物語 ガブリエル・バンサン

20 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　福本友美子/やく

21 のはらうた くどうなおことのはらみんな/作 Ｓ

22 歯いしゃのチュー先生
ウィリアム・スタイグ/文･絵　うつみ
まお/訳

23 はなのあなのはなし やぎゅうげんいちろう

24 ファーブルこんちゅう記 ファーブル/著　　小林清之介/文 全7巻

25 ふゆめがっしょうだん
富成忠夫、茂木透/写真　  長新太
/文

26 ぼくらの地図旅行 那須正幹/文　西村繁男/絵

27 火垂るの墓 野坂昭如

28 雪の写真家ベントレー ジャクリーン・ブリッグズ・マーティン/作
メアリー・アゼアリアン/絵　千葉茂樹/訳

29 ルドルフとイッパイアッテナ 斉藤　洋/著　杉浦範茂/絵 Ｓ

30 レンゲ畑のまんなかで 富安陽子/著　降矢奈々/絵

*　書名は五十音順に表示しました。　　　* 備考欄　S　…シリーズ本や続編あり



みんなで選んだ小山市おすすめブック（高学年 

№ 書　名 著　者　名 備考

1 赤毛のアン モンゴメリ/原作　村岡花子/訳 Ｓ

2 あきらめないこと、それが冒険だ 野口健

3
イチロー果てしなき夢
少年の想い遙かに

義田貴士

4 ウエズレーの国 ポール・フライシュマン/作　ケビ
ン･ホークス/絵　千葉茂樹/訳

5 エーミールと探偵たち ケストナー/作　池田香代子/
訳

6 おーいぽぽんた 茨木のりこ　ほか　編集委員
柚木沙弥郎/画

7 かぎりなくやさしい花々 星野富弘

8 風の又三郎 宮沢賢治

9 ガラスのうさぎ 高木敏子　　武部本一郎画

10 ギルガメシュ王ものがたり ﾙドミラ・ゼーマン/文・絵　松野正
子訳

Ｓ

11 木を植えた男 ｼﾞｬﾝ・ｼﾞｵﾉ/原作　ﾌﾚﾃﾞﾘｯｸ･
ﾊﾞｯｸ/絵　寺岡襄/訳

12 蜘蛛の糸 芥川龍之介/作　遠山繁年/絵

13 五体不満足 乙武洋匡

14 西遊記 呉承恩/作　渡辺仙州/編訳
佐竹美保/絵

全３巻

15 生物の消えた島 田川日出夫/文　松岡達英/絵

16 せいめいのれきし バージニア・リー・バートン文･絵
いしいももこ/訳

17 それいけズッコケ三人組 那須正幹/作　前川かずお/絵 Ｓ

18 たたかいの人　田中正造 大石真

19 チョコレート工場の秘密 ロアルド・ダール/著　柳瀬尚紀/
訳　クェンティン･ブレイク/絵

20 トムは真夜中の庭で ﾌｨﾘﾊﾟ・ﾋﾟｱｽ/作　高杉一郎/訳

21 ドリトル先生アフリカゆき ヒュー・ロフティング/作・絵
井伏鱒二/訳

全１２巻

22 西の魔女が死んだ 梨木香歩

23 二年間の休暇 J．ベルヌ/作　朝倉剛/訳
太田大八/イラストレーション

24 はだしのゲン 中沢啓治 全１０巻

25 バッテリー あさのあつこ/著　佐藤真紀子/
絵

全６巻

26 葉っぱのフレディ　いのちの旅 レオ・バスカーリア/作　みらいな
な/訳　島田光雄/画

27 ハッピーバースデー 青木和雄/作　吉富多美/作

28 ぼくらの先生！ はやみねかおる

29 ライオンと魔女 ＣＳルイス/作　瀬田貞二/訳 全７巻

30 若草物語 オルコット/作　小林みき/訳

*　書名は五十音順に表示しました。　　　* 備考欄　S　…シリーズ本や続編あり



  みんなで選んだ小山市おすすめブック（中学生）                                  

№ 書　名 著　者　名 備考

1 青空のむこう ｱﾚｯｸｽ・シｱﾗｰ著　金原瑞人
/訳

2 アンネの日記 ｱﾝﾈ･ﾌﾗﾝｸ/著　深町真理子/
訳

3 一瞬の風になれ 佐藤多佳子 全３巻

4 兎の眼 灰谷健次郎

5 おのぞみの結末 星新一/作　和田誠/絵 Ｓ

6 怪盗紳士（怪盗ルパン） ルブラン/原作　南洋一郎/
文　　藤田新策　装Ｔ・画

Ｓ

7 木のいのち木のこころ　天・地・人 西岡常一 小川三夫 塩野米
松

8 きみの友だち 重松清

9 サラダ記念日 俵万智

10 三国志 羅貫中/作　渡辺仙州/編訳　佐
竹美保/絵

全５巻

11 緋色の研究（シャーロック・ホームズ） コナンドイル/著 Ｓ

12 詩のこころを読む 茨木のり子

13 車輪の下
ヘッセ/作 　 高橋 健二/
訳

14 １３歳のハローワーク 村上龍/著　はまのゆか/絵

15 １４歳からの哲学　考えるための教科書 池田晶子/著

16 少年Ｈ 妹尾河童 全２巻

17 ＤＩＶＥ（ダイブ）！！ 森絵都 全４巻

18 夏の庭-Ｔhe Ｆriends- 湯本香樹実

19 人間失格・桜桃 太宰治

20 にんげんだもの 相田みつを

21 100万回生きたねこ 佐野洋子/作・絵

22 ぼくらの七日間戦争 宗田理 Ｓ

23 星の王子さま
ｻﾝ=ﾃｸﾞｼﾞｭﾍﾟﾘ/作　内藤濯/
訳

24
もう声なんかいらないと思った　Ｄｏｎ’ｔ
ｓｔｏｐ　ｄａｎｃｉｎｇ

大橋弘枝

25 盲導犬クイールの一生 石黒謙吾/文　秋本良平/写
真

26 モモ ﾐﾋｬｴﾙ･ｴﾝﾃﾞ/作　大島かお
り/訳

27 指輪物語 j･R･Rﾄｰﾙｷﾝ/著　瀬田貞二/
訳　田中明子/訳

全７巻

28 路傍の石 山本有三/作

29 吾輩は猫である 夏目漱石 上下巻

30 窓ぎわのトットちゃん 黒柳徹子

＊　書名は五十音順に表示しました。　　＊　備考欄　Ｓ･･･シリーズ本や続編あり
＊　文庫に関しては、表示外の出版社からも発行されています。


