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1 青い鳥 モーリス・メーテルリンク 講談社 時のじいさんが言う言葉が忘れられない。 コタロウ

2 安達としまむら 入間人間 KADOKAWA かわいい女の子たちのかわいらしい日常。ただただ尊い。 硝子の花園

3 あらしのよるに　シリーズ きむらゆういち 講談社 こどもむけの本ですが、大人こそ読んで欲しい。友情をつらぬくすばらしさ 匿名

4 1％ このはなさくら KADOKAWA 読んではいないけど、なんとなく。 ないしょー

5 浮世絵TOKYO名所案内 瀬谷昌男 メイツ出版 江戸の名所や歴史の現場に思いを寄せ想像と現実の狭間で楽しんでみませんか？ プラリのんこ

6 失われた世界 アーサー・コナン・ドイル 東京創元社、他 これぞ大冒険。 メロンSSソーダ

7 うたのえほん  
財団法人ふきのと

う文庫
たのしく遊べるから。 ももちゃん

8 うちにあかちゃんがうまれるの いとうえみこ ポプラ社 赤ちゃんが好きだから。 匿名

9 うちの3姉妹　シリーズ 松本ぷりっつ 主婦の友社 文だけでなく漫画も入っていて、日常の途中にぷっと笑えてしまう物語があるから。 るな☆

10 うみべのいえの犬ホーマー エリシャ・クーパー 徳間書店 これを読むと大型犬を飼っていたなつかしい日々がよみがえります。 レベッカ・Ｄ

11
エジソン 魔術師とよばれた世界の発明

王
春野まこと 集英社

世界で初めて電気を作った人だから。

マンガで描かれていて読みやすい。

Nori、Edison　ほ

か1人

12 江戸古地図散歩 池波正太郎 平凡社 江戸の名所や歴史の現場に思いを寄せ想像と現実の狭間で楽しんでみませんか？ プラリのんこ

13 大江戸歴史事件現場の歩き方 歴史現場研究会
ダイヤモンド・

ビッグ社
江戸の名所や歴史の現場に思いを寄せ想像と現実の狭間で楽しんでみませんか？ プラリのんこ

14 オオカミを森へ
作/キャサリン・ランデル

絵/ジェルレヴ・オンビー
小峰書店

100年前のロシアを舞台にした、オオカミを守る少女のお話。読み終わった時、自分の心にも少し勇気

が湧いてくる気がします。
ぶた

15 おさるのまいにち いとうひろし 講談社 毎日おさるがなにをしているかわかるから。 匿名

16 おじいちゃんとパン たな
パイインターナ

ショナル

おじいちゃんは甘党。おじいちゃんと孫、そして曾孫。パンはおいしそうだしほっこりあたたかいお

話。
みみみ

17 大人を黙らせるインターネットの歩き方 小木曽健 筑摩書房 とてもわかりやすく、snsのことがよく分かった。うちの子供にも買いました。 悩み多き母

18 おばけずかん　シリーズ 斉藤洋 講談社 こわくてもおもしろい。 いっちゃん

19 おばけ美術館へいらっしゃい 柏葉幸子 ポプラ社 ファンタジーで楽しいから。 みつこし絵ら

20 おみくじ きたあいり BL出版  リニ
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21 かいけつゾロリ　シリーズ 原ゆたか ポプラ社
ハラハラドキドキおもしろい。

おもしろい。

きむらはるや、他1

人

22 海上のミスティアシリーズ 梨沙 一迅社 気持ちの描き方がとても上手だから。 ひまわりんご

23 書く力 池上彰、竹内政明 朝日新聞出版 構成の秘密や表現方法など、文章を書く技術について語っていて楽しく読めて勉強になる本です。 池谷彰明

24 火定 澤田瞳子 PHP研究所
奈良時代の病気にかかわる人々の様子、時代の病のことがよく分かった。関わる人の気持ちがよく表現

されていた。
匿名

25 学校の怪談　シリーズ 常光徹 集英社 怖いけれど面白いから みつこしかいら

26 カブキブ！ 榎田ユウリ KADOKAWA アニメがやっていて読んだら面白かった。歌舞伎生で見てみたいな。 黒子

27 烏に単は似合わない 阿部智里 文藝春秋 題材が意外で面白かった 匿名

28 感応連鎖 朝倉かすみ 講談社 女子的意地悪な物語。それでいて読後感がすっきり。驚きの結末。作者の話づくりの巧さに舌を巻く。 実験４号

29 木嶋佳苗　危険な愛の奥義 高橋ユキ 徳間書店 死刑が確定した彼女。なぜこんなにも人を惹きつけるのか。 裁判長

30 期待はずれのドラフト1位 元永知宏 岩波書店 人生は予定通りにはいかない。それでも立ち上がって歩いている人は頼もしい。 モモ

31 希望荘　（杉村三郎　シリーズ） 宮部みゆき 小学館
「名もなき毒」からこのシリーズの大ファンです。TVドラマも大好きです。離婚してしまった2人に復

縁してほしいです。
きなな

32 きみは赤ちゃん 川上未映子 文藝春秋 作家・川上未映子が自身の妊娠体験を独特の感性で綴っています。育児書には無い面白さ。 ぶた

33 ぎゅうぎゅうでんしゃ 薫くみこ
ひさかたチャイル

ド
 けいご

34 きょうりゅうたち
作/ペギー・パリッシュ

絵/アーノルド・ローベル
文化出版局 11種類の恐竜が紹介されているから。 匿名

35 キラキラ共和国 小川糸 幻冬舎 代書屋の主人公の日常が、ほのぼのと暖かい感じで良かった。 匿名

36 きらめく星座 井上ひさし 集英社 劇を鑑賞し、本も読みその両面から楽しめる。 匿名

37 櫛挽道守 木内昇 集英社 いろいろと迷っている若い女性におすすめしたい。きっと何か得ることができるはず。 レベッカ・Ｄ

38 黒蜥蜴 江戸川乱歩 講談社、他 古い作品だと思っていましたが、テンポも良くハラハラドキドキ。黒蜥蜴と明智のやりとりがよい。 ねり子

39 劇部ですから！ 池田美代子 講談社 ミラミラがすごい！！とにかくすごい！！ １２KA

40
原色再現江戸名所図会よみがえる八百八

町
渋川泰彦 新人物往来社 江戸の名所や歴史の現場に思いを寄せ想像と現実の狭間で楽しんでみませんか？ プラリのんこ
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41 功名が辻 司馬遼太郎 文藝春秋
パッとしない単なる一武士である山内一豊が妻・千代の助けを借りつつも名を立てていくのが痛快で

す。
ヘルシェイク矢野

42 航路をひらいた人々 瀬田貞二 さ・え・ら書房 詳細な記述で、物語として読みながら歴史を知ることができる。 匿名

43 子どものためのノートのコツ 大門久美子 汐文社 学習がスムーズに取り組めるようになる。 高瀬優波

44 この世の春 宮部みゆき 新潮社 本から想像できる時代の風景、人間の愛の素晴らしさ。 匿名

45 5秒後に意外な結末　シリーズ 桃戸ハル 学研プラス
最初の1話がたった2ページだけど意外な結末でビックリしたし笑えたから。

本があまり得意でない人や小さい子でも読めそうだから。
mizukoba♪

46 最初の人間 カミュ 新潮社 美しいページがたくさんあります。 あの人

47
三美スーパースターズ 最後のファンク

ラブ
パクミンギュ 晶文社 野球小説でもあり、優れた青春小説でもある。弱小球団ファンは涙もの。 真尾

48 散歩する侵略者 前川知大 KADOKAWA
王道の大規模で派手な侵略ではなく、地球人に成りすまして、人から特定の概念を奪っていく。これま

でにないSF小説。

君は刻の涙を見た

か

49 幸せなひとりぼっち フレドリック・バックマン 早川書房
主人公オーヴェは無愛想で頑固者。その実直すぎる姿におもわず笑ってしまいます。そして彼を知れば

知るほど愛しい存在となっていました。心温まるお話です。
さいきょん

50 ジャムの本 田中博子 東京書籍 果物を使って様々な季節に応じたジャムを手軽に作り楽しめる。 ほっぺトローリ

51 ジャングルのサバイバル 洪在徹 朝日新聞出版 ドキドキを楽しめる本。 向山アダッチー

52 12歳。 まいた菜穂 小学館 人の恋バナが好きなので見ていて面白い。恋をしている人へのアドバイスになると思います。
あんなありょー

ま。

53 寿命図鑑 やまぐちかおり いろは出版 子供向けですが大人が読んでも楽しめます。優しいイラストもおすすめ。 代官もち

54 ぞくぞく村のおばけ　シリーズ
末吉暁子／作

垂石眞子／絵
あかね書房 いろんなおばけがでてくるからたのしい。 ゆーろぼーいず

55 そもそも島に進化あり 川上和人 技術評論社
生き物すべてが愛しく感じます。冗談ばっかりの著者ですが、自然や生き物に対する愛情があふれでる

ような本です。そんな愛情にこたえるようなイラストも魅力的です。最後、私たち人間に非常に大きな
K.S

56 たからおばけ 水谷章三 童心社  のぞみ

57 魂の退社 稲垣えみ子 東洋経済新報社
仕事とは、お金とは、豊かさとは、日本とは？日々考え、感じ、行動することをやめてはいけないと強

く思う本。
さいきょん

58 チョコレート工場の秘密 ロアルド・ダール 評論社 最後の残り１人になってしまうところまでの内容が面白いです。楽しい、おもしろいお話です。 みあ

59
ティモシーとサラてづくりケーキコンテ

スト
芭蕉みどり ポプラ社 おいしそうなお菓子が沢山でてきます。 みかん（３才）
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60 鉄道ファン 　 交友社 鉄道が好きだから。 なおひで

61 東京とんかつ会議
山本益博、マッキー牧本、

河田剛
東京ぴあ 今宵とんかつを語りたくなる！ とんとん

62 動物おもしろカミカミうんち学 岡崎好秀 少年写真新聞社 おもしろい！ 匿名

63 とうふやのかんこちゃん 吉田道子 福音館書店 おいしいとうふを作りたいかんこちゃんとキツネのやりとりがほほえましい。 おじいちゃん

64 とっぴんぱらりの風太郎 万城目学 文藝春秋 映画を見ているようでとても面白かった。ラストは少し悲しかったけれど心に残った。 momo

65 殿様は「明治」をどういきたのか 河合敦 洋泉社 明治維新後の殿様たちの生活がわかった。 匿名

66
竜巻少女（トルネードガール）　シリー

ズ
風野潮 講談社 夏本理央というピッチャーと野球チームの友情が感動します。 みやび

67 ないたあかおに
作/浜田廣介

絵/野村たかあき
講談社 絵が面白かった。絵が楽しかった。 のぞみ

68 ねぎぼうずのあさたろう 飯野和好 福音館書店 おもしろかった。 しおしお人

69 ねこの風つくり工場　シリーズ みずのよしえ 偕成社
風の材料を集めて、試行錯誤しながら頑張る猫たちがかわいいので。シリーズ3作品出ています。ぜひ

全部読んで欲しい！
ぶた

70 野良犬トビーの愛すべき転生 W.ブルース・キャメロン 新潮社 犬と人の深い結びつきが胸に迫って感じられる。読んだら犬と暮らしたくなる。 KAMPEI

71 はかばへいくむすめ にへいたもつ 教育画劇 ちょっとだけ面白かった。ちょっとだけ怖かった。 のぞみ

72 羽生善治はじめての子ども将棋 羽生善治 西東社 読んだら将棋が強くなったから。 がくと

73 バラの城のゆうれい 斉藤洋 あかね書房 すごくおもしろい。 うさぎちくわ

74 ハリーポッター　シリーズ J.K.ローリング 静山社
魔法を使って敵を倒したり、仲間を増やしたり、ハリーが魔法使いとして魔術学校で7年間どうするか

が書かれています。ぜひ読んでみてください。
Ayu

75 はれときどきぶた 矢玉四郎 岩崎書店 男の子が書いた「あしたの日記」が本当になるからです。 はれぶた

76 パンダおやこたいそう いりやまさとし 講談社
パンダたいそうシリーズ最新作。パンダはだいたいかわいいけど、いりやまさとしのパンダは最上級レ

ベルのかわいさ。
みみみ

77 ふしぎ駄菓子屋銭天童　シリーズ 廣嶋玲子 偕成社 幸福を呼ぶか不幸を呼ぶかわくわくする。 Miku♡

78 ふた子の星 宮沢賢治 岩崎書店 沢山の星が出てきて、星の名前を憶えやすい。 かな

79 フランダースの犬 ルイズ・ド・ラ・ラメー 徳間書店、他 とても感動した。 みかづきひめ
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80 ペパーミントの小さな魔法 あんびるやすこ ポプラ社 はまった。よみはじめると止まらない。 NahahaNa

81 ぼくが死んだ日 キャンデス・フレミング 東京創元社
あたらしい幻想怪奇小説に出会えた気持ちになりました。子供たちの幽霊が自分の死について語る

ちょっぴり不思議な本です。
もふもふ

82 ぼくは明日、昨日のきみとデートする 七月隆文 宝島社 めっちゃかんどう。 みーきー

83 ポコポコ　シリーズ さかいさちえ 教育画劇 絵がとても可愛いです。 ピーチ

84 星への旅 吉村昭 新潮社 吉村昭には歴史小説のイメージしかなかったので…。 ぶた

85 都会（まち）のトム＆ソーヤ　シリーズ はやみねかおる 講談社 ゲームクリエイターになるためにいろいろやってたから。 ふみちゃん

86 豆の上で眠る 湊かなえ 新潮社 最後まですらすらと読めてしまう。謎の全てが分かりすっきりします。
ブルドックとたこ

とおさかな

87 マルゲリータのまるちゃん 井上林子 講談社 ピザが好きだからです。 はっとりむつみ

88 まるまる山手線めぐり DJ鉄ぶら編集部 交通新聞社 山手線が一番好き！新駅が今から楽しみです。 終点大崎

89 万次郎茶屋 中島たい子 光文社 時代小説？いいえ、描かれているのは近未来。女性らしい優しさの読後感はさわやかです。 suzumama

90 万葉の恋 樋口百合子 淡交社 万葉の時代に思いをはせてみませんか？ ノンノン

91 ミスターオレンジ トゥルース・マティ 朔北社 主人公とミスターオレンジとの交流に胸を打たれます。 ジョセフィーヌ

92 ミッケ　シリーズ
ウォルター・ウィック／写

真
小学館 たのしいから。さがすのがたのしい。 匿名

93 未来の年表 河合雅司 講談社 人口減少、多死社会の将来について具体的に書かれていて、大変良かった。 ミータン

94 蟲の神 エドワード・ゴーリー 河出書房新社 奇人ゴーリーの傑作。ワインを飲みながら大人の絵本を楽しみたい。 うろんな客

95 もったいないばあさん　シリーズ 真珠まりこ 講談社  おぐらさえ

96 もっと空鉄 吉永陽一 講談社 架線に線路に空から鉄道みると楽しい。新金谷駅は圧巻！ スイッチバック

97 ものすごくおおきなプリンのうえで
文/二宮由紀子

絵/中新井純子
教育画劇 いつ読んでもかわいくて楽しくて素敵です。 プリン

98 森のノート 酒井駒子 筑摩書房 絵はもちろん文もステキです。 こ

99 やすんでいいよ おくはらゆめ 白泉社
かわいさとやさしさに溢れた絵本です。世界がやさしさで包まれたらいいのに…。色鮮やかなのも素敵

です。
みみみ



No. 書名 著者 出版社 おすすめの理由 応募者

100 指きりは魔法のはじまり 富安陽子 偕成社 モエの呪いを解くユイ達の物語が面白い。 Sawa

101 夢から醒めた夢 赤川次郎 角川書店 「生」と「死」のあいだの約束が守られるか心配で面白かったです。 メロンソーダ

102 ゆる妖怪カタログ 妖怪文化研究会 河出書房新社 妖怪を生んだ日本はすごい！妖怪かわいい！ ぬらりひょん

103 楽園のカンヴァス 原田マハ 新潮社 この本を読んでから美術館に行くことが多くなりました。 匿名

104 陸王 池井戸潤 集英社 ドラマにもなって足袋屋がランニングシューズを作るために一生懸命頑張る姿に感動したから。 髙山ラーメン

105 リスとはじめての雪
ゼバスティアン・メッシェ

ンモーザー
コンセル 動物たちのしぐさがかわいすぎる！！大人にオススメ！

とにかくFree!を見

て

106 リトル・マーメイド
ディズニー・ストーリー

ブック・アーティスト
汐文社、ほか アリエルが好きだから。 まほ

107 ルルとララのアイスクリーム あんびるやすこ 岩崎書店 アイスの作り方が載っていて良い。 しばたひなの


