
対象 ジ ャ ン ル 書            名 著           者 出 版 社

ヘレン・ケラー（おもしろくてやくにたつ子どもの伝記） 砂田　弘／文 ポプラ社

エジソン（伝記絵本ライブラリー） こわせ　たまみ／文　福原　ゆきお／絵 ひさかたチャイルド

かわいそうなぞう つちや　ゆきお／ぶん　たけべ　もといちろう／え 金の星社

アンネ・フランク（おもしろくてやくにたつ子どもの伝記） 加藤　純子／文 ポプラ社

徳川家康 (学習漫画 日本の伝記) 柳川 創造  貝塚 ひろし 集英社

ホームレス中学生 田村　裕／著 ワニブックス

織田信長（小学館版学習まんが . ドラえもん人物日本の歴史） 小井土 繁／まんが  小学館

光とともに　１～１３巻 戸部　けいこ／著 秋田書店

さっちゃんのまほうのて たばた　せいいち／[ほか]共同制作 偕成社

ちいさなあかちゃん、こんにちは！
未熟児ってなあに

リヒャルト・デ・レーウ／作　マーイケ・シーガル／作
野坂　悦子／訳

講談社

かいけつゾロリシリーズ 原　ゆたか／さく・え ポプラ社

怪談レストランシリーズ
松谷　みよ子／ほか編集　たかい
よしかず・かとう　くみこ／絵

童心社

ますだくんシリーズ 武田　美穂／作・絵 ポプラ社

ぞくぞく村のミイラのラムさん（ぞくぞく村のおばけシリーズ）末吉　暁子／作　 垂石　真子／絵 あかね書房

まじょ子シリーズ 藤　真知子／作　ゆーち　みえこ／絵 ポプラ社

ハリー・ポッターシリーズ　全７作 Ｊ．Ｋ．ローリング／作  松岡　佑子／訳 静山社

忍たま乱太郎シリーズ 尼子　騒兵衛／原作  田波　靖男／[ほか]文 ポプラ社

エルマーシリーズ
ルース・スタイルス・ガネット／さく　わたなべ　しげ
お／やく

福音館書店

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 金の星社

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／やく 評論社

学研まんがひみつシリーズ・学研まんが新ひみつシリーズ・学研まんがでよくわかるシリーズ 学習研究社

ギネス世界記録 クレイグ・グレンディ／編　[鮎川 晶／ほか訳]  ゴマブックス

少年少女日本の歴史（小学館版学習まんが） 児玉　幸多／監修　あおむら　純／まんが 小学館

メダカ 草野　慎二・栗林　慧／写真　日高敏隆／総合監修 アスク

野球　メジャーリーガーのスーパープレーでうまくなる! 江本　孟紀／監修　菅谷　齊／著 ポプラ社

宇宙への秘密の鍵
ルーシー・ホーキング／作　スティーヴン・ホーキング
／作  さくま　ゆみこ／訳　佐藤　勝彦／監修

岩崎書店

学校で飼う身近な生き物
飼い方観察完全ガイド　全8巻

木村　義志／著  小宮　輝之／監修 学研

わたしと小鳥とすずと（みすゞこれくしょん） 金子　みすゞ／作 金の星社

宇宙をみたよ！  宇宙へ行くと、ほんとうがみえてくる 宙野　素子／文  偕成社

海の魚（小学館のフィールド・ガイドシリーズ１３） 田口　哲／著  小学館 

　フィクション

　【アンケート】

児 童 ・ 生 徒 が 薦 め る 本 の リ ス ト　（ダイジェスト版）

       この推薦図書リストは、子どもたちの読書への興味・関心を高め、日常の読書活動に役立てることを

   目的に、平成２０年１１月に実施したアンケート調査で、特に推薦数が多い本を一覧にしたものです。

   自然科学、社会科学、数学、哲学、詩・ことばなど

  【ジャンルについて】

　そ  の  他

   実話、体験談、ドキュメンタリー、人物伝など

   小説、おとぎ話、歴史小説など

   実施内容 ：千葉県内の小・中・高校生のみなさんに、下の学年のみなさんに読んでもらいたい本をあげて
 
                   いただきました。

　実施方法 ：質問紙記述式（下の学年の児童・生徒に薦める本をジャンル別に回答）

　依頼先    ：千葉県内の小学校５０校（抽出校の３～６年から各１クラス）・中学校１００校（抽出校の１～３年

                   から各１クラス）・高等学校２７校（抽出校の１～２年から各３クラス）

　回収数    ：小学校５０校・中学校１００校・高等学校２２校

　ノンフィクション

ノンフィクション

その他

小
学
１
・
２
年
生
に
薦
め
る
本

フィクション



対象 ジ ャ ン ル 書            名 著           者 出 版 社

エジソン　（おもしろくてやくにたつ子どもの伝記） 桜井　信夫／文 ポプラ社

ヘレン・ケラー　（おもしろくてやくにたつ子どもの伝記） 砂田　弘／文 ポプラ社

野口英世　（おもしろくてやくにたつ子どもの伝記） 浜野　卓也／文 ポプラ社

ベートーベン　（おもしろくてやくにたつ子どもの伝記） 加藤　純子／文 ポプラ社

子ぎつねヘレンがのこしたもの 竹田津 実／著 偕成社

豊臣秀吉（集英社版・学習漫画 . 日本の伝記） 蔵持　重裕／立案・構成  柳川　創造／シナリオ　 久松　文雄／漫画 集英社

松井秀喜（火の鳥人物文庫） 広岡　勲／〔著〕 講談社

命のバトンタッチ  障がいを負った犬・未来 今西　乃子／著 岩崎書店

高橋尚子夢はきっとかなう 黒井　克行／著 学研

わたしのいもうと 松谷　みよ子／文  味戸　ケイコ／絵 偕成社

ハリー・ポッターシリーズ　全７作 Ｊ．Ｋ．ローリング／作  松岡　佑子／訳 静山社

デルトラクエスト　全１６巻 エミリー・ロッダ／作  岡田　好惠／訳 岩崎書店

かいけつゾロリシリーズ 原　ゆたか／さく・え ポプラ社

若おかみは小学生！シリーズ（講談社青い鳥文庫） 令丈　ヒロ子/作　亜沙美/絵 講談社

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／著  食野　雅子／訳 メディアファクトリー

黒魔女さんが通る!！シリーズ　(講談社青い鳥文庫) 石崎　洋司／作 講談社

バッテリー　全６巻 あさの　あつこ／著 角川書店・教育画劇

怪談レストランシリーズ
松谷　みよ子／ほか編集　たかい　よしかず・かとう
くみこ／絵

童心社

ドラゴン・スレイヤー・アカデミーシリーズ ケイト・マクミュラン／作  神戸　万知／訳 岩崎書店

ＩＱ探偵シリーズ（カラフル文庫) 深沢　美潮／作 ジャイブ

学研まんがひみつシリーズ・学研まんが新ひみつシリーズ・学研まんがでよくわかるシリーズ 学習研究社

ファーブル昆虫記　全８巻 ジャン＝アンリ・ファブール／著　奥本　大三郎／訳 集英社

なぜ、めい王星は惑星じゃないの？ 布施　哲治／著 くもん出版

ギネス世界記録 クレイグ・グレンディ／編　[鮎川 晶／ほか訳]  ゴマブックス

少年少女日本の歴史（小学館版学習まんが） 児玉　幸多／監修　あおむら　純／まんが 小学館

ドラえもんの学習シリーズ 小学館

あっ、そうか そうなんだ―役に立つ常識 だいほ 哲男／著  文芸社

方言なぞなぞあそび 川崎　洋／著  柏木　牧子／マンガ 草土文化

これだけは知っておきたい理科セット　全10巻 ポプラ社

理科室から生まれたノーベル賞
田中耕一ものがたり

 国松　俊英／著　藤本　四郎／絵 岩崎書店 

ホームレス中学生 田村　裕／著 ワニブックス

１リットルの涙　難病と闘い続ける少女亜也の日記 木藤　亜也／著 幻冬舎・エフエー出版

恋空 美嘉／著 スターツ出版

五体不満足 乙武　洋匡／著 講談社

犬と私の１０の約束 川口　晴／著 文芸春秋

佐賀のがばいばあちゃん 島田　洋七／著 徳間書店

ベルナのしっぽ 郡司　ななえ／著
ナナ・コーポレート
・コミュニケーション

余命１ヵ月の花嫁 TBS「イブニング・ファイブ」／編 マガジンハウス

アンネ・フランク（おもしろくてやくにたつ子どもの伝記） 加藤　純子／著 ポプラ社

伝記世界を変えた人々  ２  キング牧師 Ｖ・シュローデト／著　 Ｐ・ブラウン／著　松村　佐知子／訳 偕成社

ハリー・ポッターシリーズ　全７作 Ｊ．Ｋ．ローリング／作  松岡　佑子／訳 静山社

バッテリー　全６巻 あさの　あつこ／著 角川書店　教育画劇

リアル鬼ごっこ 山田　悠介／著 幻冬舎文庫・文芸社

ダレン・シャン　全１２巻 Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ／著  橋本　恵／訳 小学館

デルトラクエスト　全１６巻 エミリー・ロッダ／作  岡田　好惠／訳 岩崎書店

親指さがし 山田　悠介／著 幻冬舎

恋空 美嘉／著 スターツ出版

夢をかなえるゾウ 水野　敬也／著 飛鳥新社

Xゲーム 山田　悠介／著 幻冬舎

西の魔女が死んだ 梨木　香歩／著 新潮文庫・小学館

空想科学読本シリーズ 柳田  理科雄／著 メディアファクトリー

ファーブル昆虫記　全８巻 ジャン＝アンリ・ファーブル／著　奥本　大三郎／訳 集英社

Ａ型　自分の説明書　（ＡＢ型・Ｂ型・Ｏ型もあり） jamais jamais／著 文芸社

ギネス・ワールド・レコーズ イアン カステロ・コルテス／編 きこ書房

へんないきもの 早川　いくを／著 バジリコ

ミッケ ウォルター・ウィック／写真  ジーン・マルゾーロ／文 糸井重里/訳 小学館

１秒の世界
山本　良一/責任編集　Think the Earthプロジェクト/
編集

ダイヤモンド社

世界一おいしい火山の本 林　信太郎／著 小峰書店

オーロラの本 田中　達也／著 学習研究社

多数決とジャンケン
　ものごとはどうやって決まっていくのか

加藤　良平／著　津川　シンスケ／絵 講談社

その他

その他

フィクション

ノンフィクション
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本
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ノンフィクション
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対象 ジ ャ ン ル 書            名 著           者 出 版 社

ホームレス中学生 田村　裕／著 ワニブックス

恋空 美嘉／著 スターツ出版

１リットルの涙　難病と闘い続ける少女亜也の日記 木藤　亜也／著 幻冬舎・エフエー出版

佐賀のがばいばあちゃん 島田　洋七／著 徳間書店

五体不満足 乙武　洋匡／著 講談社

アンネの日記　増補新訂版 アンネ・フランク／著  深町　真理子／訳 文芸春秋

盲導犬クイールの一生 石黒　謙吾／文  秋元　良平／写真 文藝春秋

ベルナのしっぽ  私の娘は盲導犬 郡司　ななえ／著
ナナ・コーポレート・
コミュニケーション

イチロー　努力の天才バッター 高原　寿夫／著 旺文社

つるっつるの脳みそ つるの　剛士／著 ランダムハウス講談社

バッテリー　全６巻 あさの　あつこ／著 角川書店　教育画劇

ハリー・ポッターシリーズ　全７作 Ｊ．Ｋ．ローリング／作  松岡　佑子／訳 静山社

リアル鬼ごっこ 山田　悠介／著 幻冬舎

ダレン・シャン　全１２巻 Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ／著  橋本　恵／訳 小学館

容疑者Xの献身 東野　圭吾／著 文芸春秋

流星の絆 東野　圭吾／著 講談社

一瞬の風になれ　全３巻 佐藤　多佳子／著 講談社

夢をかなえるゾウ 水野　敬也／著 飛鳥新社

×ゲーム 山田　悠介／著 幻冬舎

Ｔｈｅ　ＭＡＮＺＡＩ あさの　あつこ／著 ポプラ社　講談社

空想科学読本シリーズ 柳田  理科雄／著 メディアファクトリー

Ａ型　自分の説明書　（ＡＢ型・Ｂ型・Ｏ型もあり） jamais jamais／著 文芸社

ギネス世界記録 クレイグ・グレンディ／編　[鮎川 晶／ほか訳]  ゴマブックス

天気の１００不思議 松村　照男／著 東京書籍

数の悪魔 エンツェンスベルガー／著  ベルナー／絵  丘沢　静也／訳 晶文社

日本の歴史 集英社

数学ぎらいをなくす本 田村 三郎／著 講談社

探偵ガリレオ 東野　圭吾／著 文芸春秋

都会のトム＆ソーヤ はやみね　かおる／著 講談社

ビジュアル博物館　全６５冊 同朋舎出版

ホームレス中学生 田村　裕／著 ワニブックス

１リットルの涙　難病と闘い続ける少女亜也の日記 木藤　亜也／著 幻冬舎・エフエー出版

恋空 美嘉／著 スターツ出版

犬と私の１０の約束 川口　晴／著 文芸春秋

余命１ケ月の花嫁 TBS「イブニング・ファイブ」／編 マガジンハウス

１４歳 千原ジュニア／著 講談社

“Ｉｔ”と呼ばれた子 デイヴ・ペルザー／著　田栗　美奈子／訳 ソニー・マガジンズ

上地雄輔物語 上地　雄輔 ／著 ワニブックス 

五体不満足 乙武　洋匡／著 講談社

プロジェクトＸ ＮＨＫプロジェクトＸ制作班／編 幻冬舎文庫・日本放送出版協会

ハリー・ポッターシリーズ　全７作 Ｊ．Ｋ．ローリング／作  松岡　佑子／訳 静山社

恋空 美嘉／著 スターツ出版

バッテリー　全６巻 あさの　あつこ／著 角川書店　教育画劇

一瞬の風になれ　全３巻 佐藤　多佳子／著 講談社

チーズはどこへ消えた？ スペンサー・ジョンソン／著  門田　美鈴／訳 扶桑社

リアル鬼ごっこ 山田　悠介／著 幻冬舎文庫・文芸社

赤い糸　全２巻 メイ／著 ゴマブックス

カラフル 森　絵都／著 理論社

ダレン・シャン　全１２巻 Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ／著  橋本　恵／訳 小学館

容疑者Xの献身 東野　圭吾／著 文芸春秋

空想科学読本シリーズ 柳田  理科雄／著 メディアファクトリー

へんないきもの 早川　いくを／著 バジリコ

光に向かって　100の花束 高森　顕徹／著 １万年堂出版

ガリレオ　(講談社火の鳥伝記文庫) 草下　英明／著 講談社 

国家の品格（新潮新書） 藤原　正彦／著 新潮新書

神秘の法  次元の壁を超えて 大川　隆法／著 幸福の科学出版

１６歳の教科書  ドラゴン桜公式副読本 ７人の特別講義プロジェクト＆モーニング編集部／編著 講談社

お米は生きている 富山　和子／著 講談社

なぜ生きる 明橋　大二／著　伊藤　健太郎／著　高森　顕徹／監修 １万年堂出版

国境をこえて―アラブの少女ナディア ガリラ・ロンフェデル アミット／著  母袋 夏生／訳 さえら書房

その他

フィクション

中
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本
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中
学
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る
本
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フィクション

ノンフィクション



対象 ジ ャ ン ル 書            名 著           者 出 版 社

ホームレス中学生 田村　裕／著 ワニブックス

五体不満足 乙武　洋匡／著 講談社

恋空 美嘉／著 スターツ出版

１リットルの涙　難病と闘い続ける少女亜也の日記 木藤　亜也／著 幻冬舎・エフエー出版

“Ｉｔ”と呼ばれた子 デイブ・ヘルサー／著　田栗　美奈子／訳 青山出版社

赤い糸　全２巻 メイ／著 ゴマブックス

佐賀のがばいばあちゃん 島田　洋七／著 徳間書店

盲導犬クイールの一生 石黒　謙吾／文  秋元　良平／写真 文藝春秋

天国で君に逢えたら 飯島夏樹／著 新潮社

イチロー  ２  メジャーにはばたく夢 四竈　衛／著 旺文社

こころ 夏目漱石／著 新潮社・岩波書店　他

坊ちゃん 夏目漱石／著 ポプラ社・金の星社　他

ハリー・ポッターシリーズ　全７作 Ｊ．Ｋ．ローリング／作  松岡　佑子／訳 静山社

羅生門 芥川龍之介／著 新潮社

西の魔女が死んだ 梨木　香歩／著 新潮文庫・小学館

人間失格 太宰　治 集英社　角川書店　他

容疑者Xの献身 東野　圭吾／著 文芸春秋

三国志 吉川　英治／著 講談社

ダレン・シャン　全１２巻 Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ／著  橋本　恵／訳 小学館

バッテリー　全６巻 あさの　あつこ／著 角川書店　教育画劇

１４歳からの哲学 池田 晶子／著 トランスビュー

フェルマーの最終定理 サイモン・シン／[著]  青木 薫／訳  新潮社

ウパニシャッドの哲学 湯田 豊／著 平楽寺書店

空想科学読本シリーズ 柳田  理科雄／著 メディアファクトリー

へんないきもの 早川　いくを／著 バジリコ

スラムダンク勝利学 辻 秀一／著 集英社インターナショナル

沈黙の春 レイチェル・カーソン／〔著〕　青樹　簗一／訳 新潮社

明治・大正・昭和　３０の「真実」 三代史研究会／著 文芸春秋

ホームレス中学生 田村　裕／著 ワニブックス

１リットルの涙　難病と闘い続ける少女亜也の日記 木藤　亜也／著 幻冬舎・エフエー出版

恋空 美嘉／著 スターツ出版

五体不満足 乙武　洋匡／著 講談社

余命１ケ月の花嫁 TBS「イブニング・ファイブ」／編 マガジンハウス

“Ｉｔ”と呼ばれた子 デイヴ・ペルザー／著　田栗　美奈子／訳 ソニー・マガジンズ

赤い糸　全２巻 メイ／著 ゴマブックス

いのちのハードル
「１リットルの涙」母の手記

木藤　潮香／著 幻冬舎

あおぞら 星野　夏／著 幻冬舎文庫・ポプラ社

こころ 夏目　漱石／著 新潮社・岩波書店　他

バッテリー　全６巻 あさの　あつこ／著 角川書店　教育画劇

ハリー・ポッターシリーズ　全７作 Ｊ．Ｋ．ローリング／作  松岡　佑子／訳 静山社

夢をかなえるゾウ 水野　敬也／著 飛鳥新社

容疑者Xの献身 東野　圭吾／著 文芸春秋

シートン動物記 シートン／［著］  藤原　英司／訳  木村　しゅうじ／絵 集英社

流星の絆 東野　圭吾／著 講談社

一瞬の風になれ　全３巻 佐藤　多佳子／著 講談社

青空のむこう アレックス・シアラー／著　金原　瑞人／訳 求竜堂

幸福な食卓 瀬尾　まいこ／著 講談社

恋空 美嘉／著 スターツ出版

その他
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平成２１年１月　　　　　　　　　　　　　　　　　　千葉県子ども読書地域フロンティア事業実行委員会、文部科学省、千葉県教育委員会


