
  香川の子どもたちに 

   読んでほしい100冊 

★展示図書リスト★ 

期間  平成25年7月23日（火）～ 

              平成25年8月18日（日） 
場所  香川県立図書館 閲覧室 展示コーナー 
                      児童資料コーナー 

展示コーナーには「香川の子どもたちに読んでほしい100冊」の本のうち 

99冊を展示しています。（1冊は未刊行） 

「香川の子どもたちに読んでほしい100冊」は、香川県教育委員会が 
小中学生向けに選定した図書リストです。 

児童資料コーナーには、貸出し用の本をおいています。 

貸出中のときは、予約することができます。 

 （リストには、現在入手できない本が含まれているため 
   貸出用の本は、出版社などがリストと違っていることがあります。） 



●小学校低学年から●

番号 書名 著者等 出版者 請求記号 備考

1 赤いポストとはいしゃさん
薫くみこ／作
黒井健／絵

ポプラ社 J/K50/112

2 おじいちゃんがおばけになったわけ
キム・フォップス・オーカソン／文
エヴァ・エリクソン／絵
菱木晃子／訳

あすなろ書房 J/E11/19

3
おもしろくてやくにたつ
　　子どもの伝記シリーズ（全２０巻）
　第１巻　野口英世

浜野卓也／ほか文 ポプラ社 280/O2/1-1

4 かたあしだちょうのエルフ おのきがく／ぶん・え ポプラ社 J/O2/2

5 かにむかし
木下順二／文
清水崑／絵

岩波書店 J/S5/6

6 くものすおやぶんとりものちょう 秋山あゆ子／さく 福音館書店 J/A201/8

7 ことわざショウ
中川ひろたか／文
村上康成／絵

ハッピーオウル社 380/N19/

8 こんとあき 林明子／さく 福音館書店 J/H36/27

9 十二支のはじまり
岩崎京子／文
二俣英五郎／画

教育画劇 J/F19/43

10 すてきな三にんぐみ
トミー＝アンゲラー／作・絵
今江祥智／訳

偕成社 J/U1/19

11 たまごにいちゃん あきやまただし／作・絵 鈴木出版 J/A127/27

12
てぶくろ
　　～ウクライナ民話～

うちだりさこ／訳
エウゲーニー・M・ラチョフ／絵

福音館書店 J/R1/2

13 としょかんライオン
ミシェル・ヌードセン／さく
ケビン・ホークス／え
福本友美子／やく

岩崎書店 J/H266/4

14 ともだちや
内田麟太郎／作
降矢なな／絵

偕成社 J/F62/15

15
日本の神話（全６巻）
　くにのはじまり

舟崎克彦／文
赤羽末吉／絵

あかね書房 J/A1/63-1

16 のはらうた 工藤直子／作 童話屋 911/K7/2-1

17 はたらく自動車ずかん 高島鎮雄／監修 成美堂出版 J/N190/1-1

18
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

童話屋 J/S56/6

19 ふたりはいっしょ
アーノルド・ローベル／作
三木卓／訳

文化出版局 J/L5/2

20
ぼくは王さまシリーズ
　ぞうのたまごのたまごやき

寺村輝夫／作
和歌山静子／絵

理論社 913/T1/70-1



●小学校中学年から●

番号 書名 著者等 出版者 請求記号 備考

21 あなたがもし奴隷だったら…
ジュリアス・レスター／文
ロッド・ブラウン／絵
片岡しのぶ／訳

あすなろ書房 J/R98/

22
イチロー果てしなき夢
　～少年の想い遙かに～

義田貴士／著 学研教育出版 780/I4/5

23
いのちのまつり
　～ヌチヌグスージ～

草場一壽／作
平安座資尚／絵

サンマーク出版 J/H326/

24 サンゴ礁の世界 白井祥平／著 あかね書房 400/K1/3-41

25 しごとば 鈴木のりたけ／作 ブロンズ新社 360/S19/

26
じゅげむ
　～落語絵本～

川端誠／〔作〕 クレヨンハウス J/K182/40

27 そのままのきみがすき
マックス・ルケ－ド／作
セルジオ・マルティネス／絵
ホーバード・豊子／訳

いのちのことば社 J/M591

28 だんごむしそらをとぶ 松岡達英／〔作〕 小学館 J/M81/13

29 チームふたり
吉野万理子／作
宮尾和孝／絵

学習研究社 913/Y159/

30
ハッピーバースデー
　～命かがやく瞬間～

青木和雄／作
加藤美紀／画

金の星社 913/A74/2

31
火の鳥伝記文庫シリーズ
　見えない人類の敵にいどむ　野口英世

滑川道夫／文 講談社 289/N1/7

32 １００万回生きたねこ 佐野洋子／作・絵 講談社 J/S20/11

33
ひらめき美術館（全３巻）
　１巻

結城昌子／著 小学館 J/H233/1-1

34 ふたりのイーダ
松谷みよ子／作
司修／絵

講談社 913/M4/71 講談社青い鳥文庫

35
ふるさと６０年
　～戦後の日本とわたしたちの歩み～

道浦母都子／文
金斗鉉／絵

福音館書店 380/M20/

36
へらない稲たば
　～朝鮮のむかしばなし～

李錦玉／作
朴民宜／絵

岩崎書店 J/B68/2

37 まど・みちお詩集　ぞうさん・くまさん
まど・みちお／著
仁科幸子／画
北川幸比古／責任編集

岩崎書店 911/M2/14

38 モグラ原っぱのなかまたち
古田足日／作
田畑精一／絵

あかね書房 913/F3/11

39

モモ
　～時間どろぼうとぬすまれた時間を人間に
       とりかえしてくれた女の子のふしぎな物語
～

ミヒャエル・エンデ／作
大島かおり／訳

岩波書店 940/E4/4

40 わすれられないおくりもの
スーザン・バーレイ／さく・え
小川仁央／訳

評論社 J/V14/2



●小学校高学年から●

番号 書名 著者等 出版者 請求記号 備考

41 いろはのかるた奉行 長谷川義史／作・絵 講談社 J/H282/16

42 英雄の書（上・下） 宮部みゆき／著 毎日新聞社
9136/M158/58-1
9136/M158/58-2

43 怪談 小泉八雲／作 偕成社 930/K3/2 偕成社文庫

44
科学と科学者のはなし
　～寺田寅彦エッセイ集～

寺田寅彦／［著］ 岩波書店 404/T3/ 岩波少年文庫

45 荒野の呼び声
ジャック・ロンドン／作
海保真夫／訳

岩波書店 I9330/L5/1-3 岩波文庫

46
古事記
　～２１世紀によむ日本の古典　１巻～

神野志降光／著
西本鶏介／監修

ポプラ社 918/N5/1-1

47
こども論語塾
　～親子で楽しむ～

安岡定子／著
田部井文雄／監修

明治書院 1238/Y7/3

48
字のないはがき
　『眠る盃』所収

向田邦子／著 講談社 9146/M47/13 講談社文庫

49 しゃばけ 畠中恵／著 新潮社 B1/H36/1 新潮文庫

50 十五少年漂流記
ジュール・ヴェルヌ／〔著〕
波多野完治／訳

新潮社 B1/V502/1-2 新潮文庫

51 しろばんば 井上靖／作 偕成社 913/I34/2 偕成社文庫

52
深夜特急
　１　香港・マカオ

沢木耕太郎／著 新潮社 B1/S7/5-1 新潮文庫

53 すみ鬼にげた
岩城範枝／作
松村公嗣／絵

福音館書店 913/I154/

54
種蒔きもせず
　～花の詩画集～

星野富弘／画 偕成社 720/H7/

55 だれも知らない小さな国
佐藤さとる／作
村上勉／絵

講談社 913/S6/44-1 講談社青い鳥文庫

56
南総里見八犬伝（全４巻）
　第１の物語　妖刀村雨丸

滝沢馬琴／原作
浜たかや／編著
山本タカト／画

偕成社 913/T153/4-1

57 二十四の瞳
壺井栄／作
武田美穂／絵

講談社 913/T56/18 講談社青い鳥文庫

58
バッテリー（全６巻）
　１巻

あさのあつこ／作
佐藤真紀子／画

角川書店
9136/A180/43-1 角川つばさ文庫

59 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

ＢＬ出版 J/A77/2

60 ローワンと魔法の地図
エミリー・ロッダ／作
さくまゆみこ／訳
佐竹美穂／絵

あすなろ書房 930/R27/



●中学生から●

番号 書名 著者等 出版者 請求記号 備考

61 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
上田真而子／訳

岩波書店 940/R16/3-2 岩波少年文庫

62 第一阿房列車 内田百閒／著 新潮社 B1/U11/3 新潮文庫

63
アラスカの詩シリーズ（全３巻）
　１　めぐる季節の物語

星野道夫／著 新日本出版社 295/H1/3

64 伊豆の踊子 川端康成／作 岩波書店 I9136/K4/2-2 岩波文庫

65 宇宙からの帰還 立花隆／著
中央公論社
（中央公論新社） B3/T20/1 中公文庫

66 ABC殺人事件
アガサ・クリスティー／著
堀内静子／訳

早川書房 B10/C503/87-11
ハヤカワ
クリスティー文庫

67 科学の考え方・学び方 池内了／著 岩波書店 4040/I11/ 岩波ジュニア新書

68
木に学べ
　～法隆寺・薬師寺の美～

西岡常一／著 小学館 5261/N1/2 小学館文庫

69 蜘蛛の糸・杜子春 芥川龍之介／著 新潮社 B1/A1/3-2 新潮文庫

70 高野聖 泉鏡花／著 集英社 9136/I151/4 集英社文庫

71
坂の上の雲（全８巻）
　１

司馬遼太郎／著 文藝春秋 B2/S51/68-1 文春文庫

72 砂糖の世界史 川北稔／著 岩波書店 5881/K1/ 岩波ジュニア新書

73 三四郎 夏目漱石／著 新潮社 B1/N1/4-2 新潮文庫

74 詞華断章 竹西寛子／著 岩波書店 B19/T41/1 岩波現代文庫

75 自分の感受性くらい 茨木のり子／著 花神社 9115/I13/14

76 スローカーブを、もう一球 山際淳司／〔著〕 角川書店 7804/Y1/7 角川文庫

77 青春デンデケデケデケ 芦原すなお／著 河出書房新社 B4/A11/1 河出文庫

78 聖書物語 山形孝夫／著 岩波書店 1930/Y4/ 岩波ジュニア新書

79 そうだったのか! 現代史 池上彰／著 集英社 2097/I5/ 集英社文庫

80
ゾウの時間ネズミの時間
　～サイズの生物学～

本川達雄／著 中央公論社
（中央公論新社）

4811/M1/ 中公新書



●中学生から●

番号 書名 著者等 出版者 請求記号 備考

81
ダレン・シャン
　～奇怪なサーカス～

ダレン・シャン／作
橋本恵／訳

小学館 930/S88/1-1

82 探検！ことばの世界 大津由紀雄／著 ひつじ書房 8104/O8/1-2

83 父の詫び状 向田邦子／著 文藝春秋 B2/M81/25 文春文庫

84 天平の甍 井上靖／著 新潮社 B1/I7/11 新潮文庫

85 藤十郎の恋・恩讐の彼方に 菊池寛／著 新潮社 B1/K51/1-2 新潮文庫

86 どくとるマンボウ青春記 北杜夫／著 新潮社 B1/K54/52 新潮文庫

87 なまくら 吉橋通夫／〔著〕 講談社 913/Y25/17

88 半自叙伝・無名作家の日記 菊池寛／著 岩波書店 I9102/K2/ 岩波文庫

89 病牀六尺 正岡子規／著 岩波書店 I9146/M1/1-2 岩波文庫

90
平家物語を読む
　～古典文学の世界～

永積安明／著 岩波書店 9134/N1/4-2 岩波ジュニア新書

91 まちがったっていいじゃないか 森毅／著 筑摩書房 1595/M3/3 ちくま文庫

92
蜜柑
　『舞踏会』所収

芥川龍之介／著 角川書店 9136/A6/15 角川文庫

93 三十一文字のパレット 俵万智／著 中央公論社 B3/T69/1 中公文庫

94
名人伝
　『李陵　山月記』所収

中島敦／著 角川書店 9136/N20/2 ハルキ文庫

95
モンテ・クリスト伯（全７巻）
　１巻

アレクサンドル・デュマ／作
山内義雄／訳

岩波書店 I9530/D1/1-1 岩波文庫

96 八日目の蝉 角田光代／著 中央公論新社 B3/K58/3 中公文庫

97 レポートの組み立て方 木下是雄／著 筑摩書房 8165/K1/2 ちくま学芸文庫

98 老人と海
ヘミングウェイ／〔著〕
福田恆存／訳

新潮社 B1/H511/4-2 新潮文庫

99 論語物語 下村湖人／〔著〕 講談社 B7/S24/1 講談社学術文庫

100 香川の歴史ものがたり 香川県中学校教育研究会社会科部会
香川県中学校
　社会科教育研究会 - 未刊行


