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モモ
作者︓ミヒャエル・エンデ

町はずれの円形劇場あとにまよいこんだ不思議な
少⼥モモ。
町の人たちはモモに話を聞いてもらうと、幸福な
気もちになるのでした。
そこへ、「時間どろぼう」の男たちの魔の手が忍
び寄ります…。
「時間」とは何かを問う、エンデの名作。

不思議の国のアリス
作者︓ルイス キャロル

時計を持ったシロウサギのあとを追ってウサギ穴
にとびこんだアリス。
下へ、下へ、どんどん下へ…。
墜落したアリスが「ワタシヲノメ」と書かれたび
んの液体を飲むと…。



海底⼆万⾥ 上
作者：ジュール・ベルヌ

海底⼆万⾥ 下
作者︓ジュール・ヴェルヌ

ときは1866年、⼤⻄洋に謎の巨⼤⽣物が現れた! 
アロナクス教授はその正体を暴くため使⽤人のコ
ンセイユとともに高速フリゲート艦に乗り込む。
それが、驚くべき旅の始まりになるとも知らずに
……。
少年から⼤人までをも魅了する海洋冒険ロマンの
傑作。

奇妙な影を湛えた謎の人物、ネモ船⻑。彼はいっ
たい何者なのか。そしてその目的とは︖ 世界の海
での冒険⾏を余儀なくされた、教授たち3人の運
命は……。
19世紀の最新科学の知⾒をふんだんに取り⼊れた
ヴェルヌ渾身の傑作。
刊⾏当時のイラストもすべて収録した完訳版。



魔法使いのチョコレートケーキ
作者︓マーガレット・マーヒー

クリスマス人形の願い
作者︓ルーマー・ゴッデン

クリスマスが近づき、施設の子供たちはそれぞれ
に休暇を過ごす家へ。
帰る家のない⼥の子アイビーと、⼥の子に買って
もらえるのを待ちこがれている人形ホリーの願い
事がかなうクリスマスの奇跡の物語。

不思議な魔法に満ちた世界へと子供たちを案内する
お話集。
不思議なおばあさんのかごに⼊っていた紙包みとは
︖ “たこあげ⼤会”
犬が欲しいという少年の願いをかなえたのは︖
“葉っぱの魔法“
ひとりぼっちの魔法使いのチョコレートーティーに
やってきたのは︖ ”魔法使いのチョコレート・ケ
ーキ”



風にのってきた
メアリー・ポピンズ
作者︓P・L・トラヴァース

東風の吹くある日に、こうもり傘につかまって空か
らやってきたメアリー・ポピンズ。
バンクス家の子供たちの世話をすることになった彼
⼥は、ちょっと風変わり。子供たちを不思議な世界
へと導きます。
ユーモアあふれるファンタジー。

秘密の花園
作者︓フランシス・ホジソン・バーネット

ヨークシャーの⼤自然の中で、孤児のメアリーと
神経質でわがままな少年コリンは素敵な仲間たち
と出会い、次第に明るい子供になってゆく。



宝島
作者︓スティーブンスン

ジム少年は、トレローニさんや医者のリヴシー先⽣
とともに、フリント船⻑が埋めた莫⼤な財宝を探し
に出航した。
だが、船のコックとして乗り組んでいた一本足の海
賊シルヴァーがおそろしい陰謀を企てていた…。
海洋冒険小説の名作。

ロビンソン・クルーソー
作者︓デフォー

両親の反対をおしきって航海に出たロビンソン・
クルーソーは、嵐にあい、たったひとり絶海の孤
島に打ちあげられる。
船から運び出した道具をたよりに住まいを作り、
⾷料を確保し、工夫をこらしていくつもの困難を
乗りこえていく日々。
⽣きぬくためのたたかいは28年間におよんだ。
冒険物語の不朽の名作。



⻑くつしたのピッピ
作者︓リンドグレーン

サルと一緒に自由気ままに暮らしているピッピは、
強くてたくましく、子供たちのあこがれの的。
その天真らんまんな活躍ぶりに、初めは眉をひそめ
ていた物静かな村人たちも、ピッピの無邪気な明る
さを愛しはじめます。

ライオンと魔⼥
作者︓C・S・ルイス

４人の兄弟が、ある日⼤きな衣装ダンスに⼊ると
…。
それは雪の降り積もる別世界へと続いていました
。
“ナルニア国”で、子供たちは正義のライオンとと
もに悪い魔⼥の軍と戦います。
不朽のファンタジー「ナルニア国物語」の第一作
。



トム・ソーヤーの冒険 上
作者︓マーク・トゥエイン

わんぱく小僧のトム・ソーヤー。
海賊ごっこに幽霊屋敷探検の日々を送る中、ある
夜親友のハックと墓場に忍び込んだら……殺人事
件を目撃︕
永遠の少年時代がいきいきと描かれた名作。

トム・ソーヤーの冒険 下
作者︓マーク・トゥエイン

マーク・トゥエインの不朽の名作トム・ソーヤー
の冒険の続編。
さて今回はどんな出来事がまき起こるのでしょう
か︖



はてしない物語 上
作者︓ミヒャエル・エンデ

本好きの少年バスチアンはある日、いじめっ子か
ら逃げて⼊った本屋で一冊の本を⾒つけます。
その本のタイトルは「果てしない物語」。
果てしない物語を読むうちにバスチアンは不思議
な本の世界＜ファンタージエン＞へと導かれてい
きます。
エンデの傑作ファンタジー。

はてしない物語 下
作者︓ミヒャエル・エンデ

エンデの傑作ファンタジーの続編。
バスチアン自身が＜ファンタージエン＞に呼ば
れ、幾多の困難を乗り越えながら、本当の自分
を探す物語となっているます。
バスチアンは本当の自分を⾒つけることができ
るのだろうか︖



⼆分間の冒険
作者︓岡⽥淳 太⽥⼤八

小学６年⽣の悟は、校庭で＜ダレカ＞と名乗る⿊
猫と出会い、不思議な時間の流れの世界に⾏く。
そこは⻯が⽀配する国で、集められた子供たちは
悟の呼びかけで、⼒をあわせ⻯との戦いに挑んで
いく。

ぼくがぼくであること
作者︓⼭下恒 下⽥昌克

毎日毎日怒られてばっかり。勉強⼤きらいな秀一
（ひでかず）はすっかり人⽣が嫌になっていた。
そんな時、ある事件をきっかけに逃げ込んだ⾒知
らぬ村。
初めての超⽥舎⽣活、財宝のウワサに恋の予感も
…。
一⽣分の「まさか」が起こる、究極の夏休み︕



みどりのゆび
作者︓モーリス・ドリュオン

ジャクリーヌ・デュエーム

⼤⾦持ちの両親のもとに⽣まれた、かわいらし
い男の子チトは本当に特別な子でした。
その特別な理由の一つが、「みどりのゆび」を
持っていることです。
「みどりのゆび」は、世界中のどんな場所にで
も花を咲かせることができる、不思議な指です
。

テラビシアにかける橋
作者︓キャサリン・パターソン

ヴァージニア州の⽥舎町に住むジェス・アーロン
ズは５人姉弟の真ん中で唯一の男の子。忙しい父
親と姉妹しかかまわない⺟親。
孤独を感じていたジェスは、学校で親しくなった
親友と、小川の向こうの森に「テラビシア」とい
う想像上の王国を作る。



シャーロットのおくりもの
作者︓E・B・ホワイト ガース・ウィリアムズ

子豚のウィルバーは、とある牧場で無邪気に暮
らしていたが、あるとき、自分はいずれ殺され
て肉にされてしまう運命であることを知る。
嘆くウィルバーに小屋の上から声をかけたのは
、メスグモのシャーロットだった。

窓ぎわのトットちゃん
作者︓⿊柳徹子 いわさきちひろ

「君は、ほんとうは、いい子なんだよ。」小林
先⽣のこの⾔葉は、トットちゃんの⼼の中に、
⼤いなる自信をあたえてくれました。
トモエ学園の、子どもたちの⼼をつかんだユニ
ークな教育の実際と、そこに学ぶ子どもたちの
すがたをえがいた感動の名作『窓ぎわのトット
ちゃん』を子どもたち自身におくります。



だれも知らない⼩さな国
コロボックル物語１

作者︓佐藤さとる 村上つとむ

夏休みのある日、もちの⽊を探しに近所の⾥⼭に
一人で出かけた小学３年⽣の僕は、地元の人が近
づこうとしない小⼭に、小さな三角形の平地を⾒
つけた。
次の夏休み、僕は、小さな⼥の子が小川に流して
しまった赤い運動靴を拾い上げようとして手を伸
ばしたところ、その靴の中には…。
コロボックル物語第一弾。

豆つぶほどの⼩さないぬ
コロボックル物語２

作者︓佐藤さとる 村上勉

僕はクリノヒコ。身⻑３センチ２ミリ。コロボッ
クルの中では⼤きいほうだ。
ところで、⼤ニュース。
先祖が飼っていた⾖粒くらいの小さな犬“マメイヌ
”が今の⽣きているかもしれないという。
日本が誇る傑作ファンタジー第２弾。



永遠の夏休み
作者︓折原みと

親友のタケルが⼭で死んだ。
六年⽣の夏休み、祥太、アツシ、ノブの三人はタ
ケルとの約束を果たすために、親にはヒミツの旅
にでた。
伝説の⽔、“天命⽔”はみつかるのか︖そして、タ
ケルが仲間たちに遺したものは…︖
少年たちのひと夏の冒険が始まる。

夏を拾いに
作者︓森浩美

「お父さんが小学⽣のときはな……」
小五の⽂弘は、祖父から町に不発弾が埋まってい
る話を聞く。
様々な家庭の事情を抱えた家族四人で、不発弾探
しを始めるが…。
懐かしくさわやかな⻘春小説。



ルドルフとイッパイアッテナ
作者︓⻫藤洋

猫と人間、それぞれの愛と友情の物語。
ひょんなことから、⻑距離トラックで東京に来て
しまった⿊猫ルドルフ。
土地のボス猫と出会い、このイッパイアッテナと
の愉快なノラ猫⽣活が始まった…。

ルドルフともだちひとりだち
作者︓⻫藤洋

ルドルフは岐阜にいる飼い主を思い「ノラねこ」
と「飼いねこ」の間で苦悩する。
岐阜へ帰ることになったルドルフ。
トラックを乗り継ぎ、歩き、やっとの思いでたど
り着いたルドルフを待っていた結末とは…。



オズの魔法使い
作者︓フランク・ボーム

⼤⻯巻に家ごと吹き上げられた少⼥ドロシーは、
愛犬トトとともに不思議な国へおりたつ。
かかしやブリキの⽊こり、臆病なライオンが加わ
って、冒険の旅が始まる。
アメリカファンタジーの名作。

クルミわりとネズミの王さま
作者︓ホフマン

クリスマスイヴの日、フリッツとマリーのきょう
だいは、不思議なドロッセルマイヤーおじさんか
らのプレゼントを⼼待ちにしていました。
たくさんのおもちゃの中に、マリーはクルミわり
を⾒つけます……
夢と現実が⼊り混じって紡ぎ出されるドイツの幻
想的な物語。



シートン動物記１
作者︓アーネスト・トムソン・シートン

愛するメスオオカミのブランカを助けようとして
、罠にかかったオオカミ王「ロボ」。
あわれなみなしごから、たくましい森の王に成⻑
する”ハイイロヒグマの一⽣”など、⼤自然の中で
くりひろげられる動物たちの愛と戦い、かなしみ
を⽣き⽣きと描く動物⽂学の傑作全四編。

ファーブル昆虫記
作者︓アンリ・ファーブル

タマコガネは、なんのためにフンをころがすので
しょうか︖
自然を愛し、虫たちとともに一⽣をおくったファ
ーブル。
この本は、ファーブルの代表的なかんさつ記録の
ほかに、「ファーブル自伝」を一部加えてありま
す。
ファーブルが、どうして昆虫にきょうみをもち、
虫のことをどう考えていたのかよくわかります。



雪わたり
作者︓宮沢賢治

「かた雪かんこ、しみ雪しんこ」と歌いながら、
四郎とかん子が凍った雪の上を歩いて遊んでいる
と、狐の紺三郎も歌に⼊ってきて友だちになり、
二人は狐の幻燈会（げんとうかい）に招待される
。

銀河鉄道の夜
作者︓宮沢賢治

ジョバンニとカムパネルラの二人の少年は、銀河
鉄道にのって四次元へのふしぎな旅に出ます。
美しい音楽を聞きながら、まるで銀河系宇宙のか
なたを旅しているような気持ちになる『銀河鉄道
の夜』をはじめ、『オツベルと象』『雁(かり)の
童子(どうじ)』『なめとこ⼭のくま』『北守(ほ
くしゅ)将軍と三人兄弟の医者』『⽔仙月(すいせ
んづき)の四日』ほか、代表的な詩『雨ニモマケ
ズ』の全⽂を収録。



芥川龍之介 名作集
作者︓芥川龍之介

小学校の国語の教科書にも掲載されている『蜘蛛
の糸』『杜子春』『トロッコ』『鼻』をはじめ、
小学⽣時代に一度は読んでおきたい選りすぐりの
芥川名作を10話収録しました。
漢字はすべてふりがなつきで、難しい⾔葉や難し
い⾔い回しにはていねいな解説がついていますの
で、小さい子から読むことができます。

太宰治 名作集
作者︓太宰治

小学校の教科書にも掲載されている代表作『走
れメロス』から、『角⼒』『瘤』『兄たち』な
どの埋もれていた作品まで、小学⽣時代に一度
は読んでおきたい選りすぐりの名作10話を収録
しました。子どもが⽣きていく上で⼤切なこと
はみんな太宰の名作が教えてくれます。
漢字にはすべてすべてふりがなをつけ、また、
難しい⾔葉や難しい⾔い回しにはていねいな解
説をつけましたので、小さい子から読むことが
できます。



ギリシア神話
作者︓遠藤 寛子

最高神ゼウス、海神ポセイドン、冥界の王ハデス
らオリンポスの神々。
決して開けてはいけないパンドラの箱、⾒たもの
を石に変えるメドウサの首、旅人に謎かけをする
スフィンクス…。
古代から現在まで⻑い間語り継がれてきた神々と
人間の物語。

子供に語るアラビアンナイト
作者︓⻄尾 哲夫 茨⽊ 啓子

アリババ、シンドバード、空飛ぶ⽊馬、巨⼤な魔
人…。
ペルシアのお妃シェヘラザードが命がけで王様に
語った、千と一夜の物語…。



おおかみこどもの雨と雪
作者︓細⽥守

⼤学⽣の花は、人間の姿で暮らす“おおかみおと
こ”に恋をした。
そしてふたりは新しい命を授かる。
“雪”と“雨”と名付けられた姉弟。人間とおおかみ
の両方の顔を持つ“おおかみこども”として⽣を受
けたのだ。
都会の片隅でひっそりと暮らす4人だが、突然“
おおかみおとこ”が死んでしまう。
残された花は姉弟を連れて⽥舎町に移り住むこと
を決意する。

バケモノの子
作者︓細⽥守

この世界には、人間の世界とは別に、もう１つの
世界がある。バケモノの世界だ。
ある日、ひとりぼっちの少年がバケモノ界【渋天
街】に迷い込み、バケモノ・熊徹の弟子となって
、九太という名前を授けられる。奇妙な師弟関係
の2人はことあるごとにぶつかり合う。だが、修
⾏と冒険の日々を重ねるうち、次第に絆が芽⽣え
、ともに成⻑する。まるで本当の親子のように…
。



アンネの日記
作者︓アンネ・フランク

14歳の少⼥が、ここまで世界と人間の「変わら
ぬ姿」を浮き彫りにしたことに驚くほかはない
。「どんな不幸のなかにも美しいものが残って
いる。美しいもののことを考えれば、しあわせ
になれる」というくだりは、とくに胸を打つ。
このおしゃまな少⼥は、他人の痛みを知るとい
った経験をとおして、豊かな⼤人の⼥性にまち
がいなく成⻑したはずだ。その可能性をあっけ
なく、不当にも奪う戦争。『アンネの日記』は
私たちの視線を、アンネの世界を越えて人間の
愚かしさへと向ける。（小林千枝子）

あのころはフリードリヒがいた
作者︓ハンス・ペーター・リヒター

ヒトラー政権下のドイツ。人々はしだいに反ユダ
ヤの嵐にまきこまれてゆく…。
その時代に⽣き、そして命をおとしたひとりのユ
ダヤ人少年フリードリヒの悲劇の日々を、ドイツ
少年の目から描く。
77年刊の新版。



ガラスのウサギ
作者︓高⽊敏子

一九四五年三月⼗日の東京⼤空襲で、⼗二歳の敏
子は⺟と二人の妹を失った。
焼け跡には、敏子の家にあったガラスのうさぎが
、変わりはてた姿でころがっていた。
うさぎは、燃えさかる炎に身を焼かれながらも、
戦争の悲惨さを⾒つめ続けていたのだった…。
戦争の中を⽣きぬいた著者が、平和への祈りをこ
めて少⼥時代の体験をつづった感動のノンフィク
ション。
戦時⽤語など語句の解説を増やした待望の新版。

八月の光
作者︓⼭下恒 下⽥昌克

一瞬の光が広島の地を覆うその瞬間まで、あの場
所にいた人々にどんな時間が流れていたのか。そ
して、⽣き残った人々は、苦しみと哀しみの中で
どう⽣き抜いてきたのか――。
被爆二世の著者だからこそ書ける、真実をモチー
フにした物語です。 児童⽂学作品として発表さ
れながらも、幅広い年代の読者の⼼を揺さぶった
作品。



十五少年漂流記
作者︓ジュール・ベルヌ

荒れ狂う南半球の海上で、1そうの船がさまよっ
ていた。乗船者は15人の少年だけ。
漂着したのは名も知れぬ無人島…。
彼らはなにもない島の中で、知恵を出しあって⽣
きぬかなければならなかった。
感情の対⽴や助けあう⼼を、少年たちの共同⽣活
を通してえがく、胸ときめかせる⻑編冒険小説。

冒険者たち
ガンバと１５ひきの仲間
作者：斉藤惇夫 薮内正幸

イタチと戦う島ネズミを助けに、ガンバと15ひき
の仲間は船で夢⾒が島にむかいました。
しかし、白毛のノロイがひきいる、どうもうなイ
タチの群れに追いつめられ、海岸の岩⼭で最後の
決戦の時をむかえます。



赤毛のアン
作者︓モンゴメリ

ちょっとした手違いから、グリン・ゲイブルスの
⽼兄妹に引き取られたやせっぽちの孤児アン。
初めは⼾惑っていた2人も、明るいアンを愛する
ようになり、夢のように美しいプリンス・エドワ
ード島の自然の中で、アンは少⼥から⼄⼥へと成
⻑してゆく。
愛に飢えた、元気な人参あたまのアンが巻き起す
愉快な事件の数々に、人⽣の厳しさと温かい人情
が織りこまれた永遠の名作。

あしながおじさん
作者︓J・ウェブスター

お茶目で愛すべき孤児ジルーシャに突然すてきな
幸福が訪れた。
月に一回、学⽣⽣活を書き送る約束で、彼⼥を⼤
学に⼊れてくれるという親切な紳⼠が現れたのだ
。
彼⼥はその好意にこたえて、名を明かさないその
紳⼠を“あしながおじさん”と名づける。
このあしながおじさんの正体は……。
楽しい⻑編小説。



クマのプーさん
作者︓Ａ・Ａ・ミルン

世界一有名なクマ、プーさんが活躍する楽しいフ
ァンタジー。
幼い少年クリストファー・ロビンが、美しい森を
舞台に仲良しの動物たちとゆかいな冒険をくりひ
ろげます。
85年刊に次ぐ新版。
イギリスの詩人が幼い息子のために書いた不朽の
名作。

ピーターラビットのおはなし
作者︓ビアトリクス・ポター

ページを開くと、⼤きな⽊の根元の穴の中のおう
ちと一緒に、おかあさんうさぎ、フロプシー、モ
プシー、コットンテールがグワンと⽴ち上がり、
いたずらピーターはいましも⽊⼾をくぐり抜けん
ばかり。
マグレガーさんの畑を逃げ回るピーター、じょう
ろの中に飛び込むピーター、追いかけるマグレガ
ーさん…。
ご存じピーターラビットシリーズのうち、日本で
初めて紹介された作品です。



楽しいムーミン一家
作者︓トーベ・ヤンソン

⻑い冬眠から目ざめたムーミントロール。仲よし
のスナフキン、スニフといっしょに、海べりの⼭
の頂上で⿊い帽子を発⾒しました。それは飛⾏お
にが落とした魔法の帽子で、中に⼊れた、あらゆ
るものの形をかえてしまうものだったから、さあ
たいへん! 
たのしくて、ふしぎな事件が次々に起こります。
さあ、おそろしい飛⾏オニは、ムーミンママのパ
ンケーキを⾷べるでしょうか。

ムーミン谷の仲間たち
作者︓トーベ・ヤンソン

・スナフキンが、小さな「はい虫」に名前をつけ
てやるお話。
・空想⼒豊かなホムサをちびのミイがペテンにか
けるちょっとこわい話。
などなど、すてきなムーミン一家を中⼼に北国の
ムーミン谷にすむ仲間たちの楽しい⽣活を描いた
九つの短編集。
国際アンデルセン⼤賞受賞作家ヤンソンの詩情あ
ふれる楽しいファンタジー。



ジャングル・ブック
作者︓ラドヤード・キブリング

ジャングルで、オオカミに育てられた人間の少年
モーグリ。
クマや⿊ヒョウ、⼤蛇らと交流し、ジャングルの
掟を教えられる一方で、人間を敵視する⼤トラや
、どうもうな赤犬の群れとのはげしい対決をくり
ひろげていく。
動物たちの中で、少年がさまざまな冒険を経て成
⻑していく姿を描く名作。

ドリトル先⽣アフリカ⾏き
作者︓ヒュー・ロフティング

「沼のほとりのパドルビー」に住む名医ドリトル
先⽣は，オウムのポリネシアから動物語を習い、
世界中の動物たちから敬愛されています。
ある日、アフリカのサルの国から、ひどい疫病が
流⾏しているから救ってほしいという訴えを受け
た先⽣は、犬のジップたちをひきつれて冒険の航
海に出発します。
ドリトル先⽣物語の第1作目。



日本の昔話
作者︓稲⽥和子 筒井悦子

「古屋のもる」「みそ買い橋」など、語りの口調
を残し、方⾔の味わいを適度に残した、声に出し
て読みやすく、聞いて楽しい昔話を集めました。
素朴であたたか味のある、原話に忠実なお話がい
っぱいです。

日本の神話
作者︓松谷みよ子

古代人たちの豊かな想像⼒や願い、いのりから⽣
まれた、神々の物語。
「国⽣み」「⻩泉⽐良坂」「天の岩⼾」「ヤマタ
ノオロチ」など、19編を収めています。
1968年講談社刊「日本の神話 1」の再刊。



ムギと王さま
作者︓ファージョン

幼い日々、古い小部屋で読みふけった本の思い出
―それは作者に幻想ゆたかな現代のおとぎ話を⽣
みださせる⺟胎となりました。
この巻には、表題作のほか「レモン色の子犬」「
小さな仕⽴屋さん」「七ばんめの王⼥」など、14
編を収めます。

たのしい川べ
作者︓ケネス・グレーアム

人⾥はなれた静かな川べで素朴な⽣活を楽しむネ
ズミやモグラ、ヒキガエルたち。
小さな動物たちが自然の中でくりひろげるほほえ
ましい事件の数々を、詩情ゆたかに描いた⽥園フ
ァンタジーの名作。



エーミールと探偵たち
作者︓エーリヒ・ケストナー

おばあちゃんをたずねる列⾞の中で、⼤切な
お⾦を盗られてしまったエーミール。
ベルリンの街を舞台に、少年たちが知恵をし
ぼって協⼒し、犯人をつかまえる⼤騒動がく
りひろげられる。

飛ぶ教室
作者︓エーリヒ・ケストナー

ボクサー志望のマッツ、貧しくも秀才のマルティ
ン、おくびょうなウーリ、詩人ジョニー、クール
なゼバスティアーン。
個性ゆたかな少年たちそれぞれの悩み、悲しみ、
そしてあこがれ。寄宿学校に涙と笑いのクリスマ
スがやってきます。



やかまし村の子供たち
作者︓アストリッド・リンドグレーン

やかまし村には、家が3軒きり、子どもは男
の子と⼥の子が3人ずつ、ぜんぶで6人しかい
ません。
でも、たいくつすることなんてありません。
ひみつの手紙をやりとりしたり、かくれ小屋
をつくったり、毎日楽しいことがいっぱい︕
美しいスウェーデンの農村を舞台におこるゆ
かいな事件や子どもたちの日常を楽しみまし
ょう。

やかまし村はいつもにぎやか
作者︓アストリッド・リンドグレーン

やかまし村の子どもたちは、楽しいことを⾒つけ
る天才︕
リーサが子ヒツジを学校へ連れていったり、みん
なでオッレの⻭をぬく作戦をたてたり、宝箱をめ
ぐって男の子と⼥の子がかけひきをしたり…陽気
な話がつづきます。



⻄の魔⼥が死んだ
作者︓梨⽊⾹歩

「⻄の魔⼥」とは、中学⽣の少⼥まいの祖⺟のこ
と。
学校へ⾏けないまいは、祖⺟のもとで、何でも自
分で決められるようになる「魔⼥修⾏」をするこ
とに・・・。
⽣きる⼒を与えてくれる、癒しの児童⽂学、誕⽣
。

ぼくらのサイテーの夏
作者︓笹⽣陽子

一学期の終業式の日、ぼくは謎の同級⽣、栗⽥に
「階段落ち」の勝負で負けた。ケガをしたうえ、
夏休みのプール掃除の罰まで下された。よりによ
って、あの栗⽥とふたりきりで…。
サイテーの夏がはじまった。
友情、家族、社会などを少年の目線で描いた、著
者のデビュー作。



ヒトラーのはじめたゲーム
作者︓アンドレア・ウォーレン

「いいか、ジャック。ここで起こることは、すべ
てゲームだと思え。どんな目にあっても、くよく
よしてはいけない。うまくゲームをするんだ。そ
うすれば、ナチより⻑く⽣きることができるかも
しれない。」
極限状態のなかで、ジャック少年が⾒たものとは
…。

穴
作者︓ルイス・サッカー

無実の罪で少年たちの矯正キャンプに放りこまれ
たスタンリー。
かちんこちんの焼ける⼤地に一日一つ、でっかい
穴を掘らされる。人格形成のためとはいうが、本
当はそうではないらしい。
ある日とうとう決死の脱出。友情とプライドをか
け、どことも知れない「約束の地」をめざして、
穴の向こうへ踏み出した。



魔⼥の宅急便
作者︓角野栄子

お⺟さんは魔⼥、お父さんは普通の人、そのあい
だに⽣まれた一人娘のキキ。
魔⼥の世界には、⼗三歳になるとひとり⽴ちをす
る決まりがありました。
満月の夜、⿊猫のジジを相棒にほうきで空に飛び
たったキキは、コリコという海辺の町で「魔⼥の
宅急便」屋さんを開きます。
落ち込んだり励まされたりしながら、町にとけこ
み、すこやかに成⻑していく少⼥の様子を描いた
不朽の名作。

床下の⼩人たち
作者︓メアリー・ノートン

イギリスの古風な家の床下に住む小人の一家。
⽣活に必要なものはすべてこっそり人間から借り
て暮らしていましたが、ある日、小人の少⼥がそ
の家の男の子に⾒られてしまいます…。
カーネギー賞を受賞したイギリスファンタジーの
傑作、「小人シリーズ」の第1作。



吾輩は猫である 上
作者︓夏目漱石

中学の英語教師で、なんにでもよく手を出すが、
まるでだめな、胃弱の珍野苦沙弥先⽣と、その家
に出⼊りする美学者迷亭、教え子の⽔島寒月、詩
人志望の越智東風など、明治の人間模様を、飼い
猫の目をとおしてユーモラスに風刺した、漱石の
最初の⻑編小説。

吾輩は猫である 下
作者︓夏目漱石

「吾輩は猫である。名前はまだ無い。」
明治の人間や社会を鋭く、暖かく観察。
風刺とユーモアにあふれる永遠のロングセラー下
巻。



大きな森の⼩さな家
作者︓ローラ・インガルス・ワイルダー

「インガルス一家の物語」は開拓時代の北アメリ
カが舞台。
⼤吹雪やイナゴの⼤群、日照りといった自然の驚
異にさらされながらもきずなを深め、たくましく
⽣きる一家の物語です。
人間のまさに⽣活そのものが深い喜びとして⽣き
⽣きと描かれている名作です。

大草原の⼩さな家
作者︓ローラ・インガルス・ワイルダー

「⼤きな森」の家をあとにしたインガルス一家。
広々とした⼤草原の新しい土地をもとめ、インデ
ィアン・テリトリイへ幌馬⾞で旅だちます。
いくつもの州を通りぬけ、ようやくたどりついた
⼤草原に、とうさんとかあさんは⼒をあわせて家
を作っていきます。
ローラ六歳から七歳までの一年間の物語。



十五少年漂流記
作者︓ジュール・ベルヌ

あれくるう南半球の海上で、1そうの船がさまよ
っていた。乗船者は15人の少年だけ。
漂着したのは名も知れぬ無人島だった。
なにもない島の中で、知恵を出しあって⽣きぬか
なければならなかった少年たち。
感情の対⽴や助けあう⼼を、少年たちの共同⽣活
を通してえがく、胸ときめかせる⻑編冒険小説。

ガリヴァ旅⾏記
作者︓スウィフト

寝ている間に手足と体をしばられ、台⾞にのせら
れて小人国の都につれてこられたガリバー。
小⼭のような人間に、都は⼤さわぎ︕
左足を鎖でつながれたガリバーは、小さな皇帝と
会いますが……。
小人国、⼤人国、飛ぶ島、馬の国をめぐる、ガリ
バーの楽しい冒険をえがいたイギリスの風刺⽂学
の傑作。



若草物語
作者︓Ｌ・Ｍ・オルコット

時は⼗九世紀半ば、アメリカの片⽥舎。
戦地に⾏った父の不在を預かる優しい⺟と、四姉
妹の一家があった。
美しく聡明な⻑⼥メグ、奔放で空想好きな次⼥ジ
ョー、内気で優しい三⼥ベス、愛らしく夢⾒がち
な四⼥エイミー。
貧しいけれど仲良く幸せに暮らすこの四姉妹が、
様々な困難にあいながらも、素敵な⼤人の⼥性に
成⻑してゆくさまを、美しい絵巻のように描き出
した、オルコット⼥史の自伝的傑作小説。

ふたりのロッテ
作者︓エーリヒ・ケストナー

おたがいを知らずに別々の町で育った、ふた
ごの姉妹ルイーゼとロッテ。
ある夏、スイスの林間学校で、ふたりは偶然
に出会います。父と⺟の秘密を知ったふたり
は、別れた両親を仲直りさせるために、⼤胆
な計画をたてるのですが…。



手ぶくろを買いに
作者︓新美 南吉 ⿊井 健

冷たい雪で牡丹色になった子狐の手を⾒て、⺟狐
は毛糸の手袋を買ってやろうと思います。
その夜、⺟狐は子狐の片手を人の手にかえ、銅貨
をにぎらせ、かならず人間の手のほうをさしだす
んだよと、よくよく⾔いふくめて町へ送り出しま
した。
はたして子狐は、無事、手袋を買うことができる
でしょうか。

１００万回⽣きたねこ
作者︓佐野 洋子

このとらねこ一代記が、何を風刺しているかな
どと考えなくても、すごいバイタリティーをも
って⽣き、かつ死んだ話をおもしろいと思って
みればよいと思う。上級から⼤人まで開いてみ
て、それぞれに受けとめられるふしぎなストー
リーでもある。飼い主へのつながりが無視され
、前半と後半が途切れているようで、みていく
とつながってくるふしぎな構成である。――日
本経済新聞「こどもの本」書評より
百聞は一⾒にしかず。⼤人も子供もぜひ読んで
みよう︕



⼩さいモモちゃん
作者︓松谷みよ子

⽣まれたばかりのモモちゃんのところに、野菜た
ちがお祝いにやってくる︕
ママに怒ったモモちゃんが乗る電⾞が空を飛ぶ︕
︖
優しく温かい物語の中に、⽣と死、結婚と離婚な
ど“人⽣の真実”が描かれるモモちゃんシリーズが
、酒井駒子の絵と共に⽂庫に。『ちいさいモモち
ゃん』『モモちゃんとプー』収録。

モモちゃんとアカネちゃん
作者︓松谷みよ子

靴だけが帰ってくるようになったパパ。体調を崩
したママのところには死に神までやってくる。モ
モちゃんと妹のアカネちゃんは少し⼤きくなって
…。
結婚のみならず、離婚とは別れとはなにかを明確
に教えてくれた、日本で初めての物語。
『モモちゃんとアカネちゃん』『ちいさいアカネ
ちゃん』収録。



手から手へ
作者︓池井 昌樹 ⼭本 純司 植⽥ 正治 (写真)

「どんなにやさしいちちははも、おまえたちとは
一緒に⾏けない。どこかへやがてはかえるのだか
ら。」
詩と写真でつづる、あなたにとっていちばん⼤切
なもの―家族のものがたり。

緑色のうさぎの話
作者︓道尾 秀介 半崎 信朗

いじめにあった緑色のうさぎが、自らの悲惨な境
遇や⼤切な人の死を乗り越えて⽣きていく姿を美
しく描く、こころ温まる物語。



絵のない絵本
作者︓ハンス・クリスチャン アンデルセン

イブ・スパング オルセン

屋根裏に住む貧しい孤独な⻘年画家のもとに、幼
なじみの月が夜ごと訪ねてきて、月が⾒たことを
話してくれます。
第一夜から第三⼗三夜まで、それは美しい、月光
のようなお話の数々…。
⽣涯旅を愛したアンデルセン自身の体験と詩人の
想像⼒が結晶した、独特の輝きを放つ魅⼒的な作
品群です。

アンデルセン童話集１
作者︓アンデルセン ⼤畑 末吉

世界中の子どもたちに親しまれている、アンデル
センの真情あふれる童話のうち、「おやゆび姫」
「みにくいアヒルの子」「モミの⽊」などを掲載
する。
86年刊の新版。



三国志 ①
作者︓渡辺 仙州(翻訳) 佐竹 美保

「乱世は⻩⼱賊の乱と共に始まった」貧苦にあえ
ぐ農⺠が増加する漢王朝末期。
⼤規模な農⺠一揆「⻩⼱賊の乱」を鎮圧すべく朝
廷は、盧植、皇甫嵩、朱儁などを派遣。
若き日の劉備・関⽻・張飛、そして曹操、孫堅な
ども兵をひきいて、鎮圧軍に名乗りをあげる。

⻄遊記 上
作者︓渡辺 仙州（翻訳） 佐竹 美保

海に浮かぶ花果⼭のいただき、卵形の⼤きな石が
爆発し、猿がとびだした。
この猿、またたくまに、花果⼭の猿たちの王とな
るや、不⽼不死の術を得るために仙人の元で修⾏
、孫悟空という名をもらう。
地下におりては、閻魔王と対決。天界にあがって
は、傍若無人なふるまい。
弼馬温という役職がとるにたりない職とわかるや
、こんどは⼤あばれ。
中国でもっとも愛される「⻄遊記」の天上編。



クマのパディントン
作者︓マイケル ボンド ペギー フォートナム

おかしなクマのパディントンのお話の第一冊目。
クマのパディントンは、とおいペルーからやって
きました。
ひょんなことからブラウンさん一家と暮らすこと
に。好きなたべものはマーマレード。
とってもまじめででもどこかおっちょこちょい。
世界中で愛されているクマのお話です。

星の王子さま
作者︓サン・テグジュペリ

砂漠に飛⾏機で不時着した「僕」が出会った男の
子。それは、小さな小さな自分の星を後にして、
いくつもの星をめぐってから七番目の星・地球に
たどり着いた王子さまだった……。
一度読んだら必ず宝物にしたくなる、この宝石の
ような物語は、刊⾏後六⼗年以上たった今も、世
界中でみんなの⼼をつかんで離さない。最も愛ら
しく毅然とした王子さまを、優しい日本語でよみ
がえらせた新訳です。



チョコレート戦争
作者︓⼤石 真 北⽥ 卓史

おとなはなんでぼくたちのいうことを信じないの
︖
身におぼえのない罪をきせられたことから、子ど

もたちは町一番のケーキ屋さんに戦いをいどみま
す。
日本児童⽂学のロングセラーをリニューアル。

大どろぼうホッツェンプロッツ
作者︓オトフリート=プロイスラー トリップ

今から100年くらい前、舞台はドイツの小さな町
と森。
少年カスパールと親友ゼッペルが、悪名高い⼤泥
棒ホッツェンプロッツを相手に、おばあさんのコ
ーヒー挽きを取り返すために、少年らしい勇気と
知恵で活躍するお話。
魔法使いや妖精が登場。少年達の冒険は、どんど
ん思いがけない⼤冒険になっていきます。



十歳のきみへ
作者︓日野原重明

いのちとは家族とは人間とは―ー若いきみたちに
託したいこと。かつて⼗歳だったあなたにもぜひ
読んでほしい。
はじめての子ども向けメッセージ。

ヒロシマの風
作者︓⼭室 有紀子 吉永 小百合

小学四年⽣のみどり。
おばあちゃんの病気をきっかけに、原爆のことを
考えはじめるが……。
現代の小学⽣の目線で原爆を追体験する書き下ろ
しストーリーと、実際に原爆を体験した人たちが
作った原爆詩20編を収録。



今ここにいるぼくらは
作者︓川端裕人

美しい自然が残る⾥⼭の近くで暮らす小学⽣・⼤
窪博⼠。
ちょっと変わり者のクラスメイトのサンペイ君や
妹と、UFOを⾒に⾏ったり、「オオカミ⼭」に住
むオニババを訪ねたり、小さな冒険を重ねる。
しかし、ある日なぜか博⼠はクラス中から無視さ
れ始めて…。
懐かしい昭和の風景の中で語られる少年の爽快な
成⻑物語。

⼩学五年⽣
作者︓重松清

クラスメイトの突然の転校、近しい人との死別、
⾒知らぬ⼤人や、転校先での出会い、異性へ寄せ
るほのかな恋⼼、淡い性への目覚め、ケンカと友
情。
まだ「おとな」ではないけれど、もう「子ども」
でもない。微妙な時期の小学五年⽣の少年たちの
涙と微笑みを、移りゆく美しい四季を背景に描く
、⼗七篇のショートストーリー。



びりっかすの神さま
作者︓岡⽥淳

毎日そこですごしているひとには、わからないの
に、ふいに、よそからやってきたひとが気づく、
そんなことがあります。
この物語の転⼊⽣は、四年一組の教室で、いまま
でだれも⾒なかったものを…⾒ました。

百まいのドレス
作者︓エレナ エスティス ルイス スロボドキン

「百まいのドレス」を持っていると⾔い張る、ま
ずしいポーランド移⺠の⼥の子ワンダ。
人気者で活発なペギーが先頭に⽴って、みんなで
ワンダをからかいます。
どんなところでも、どんな人にも起こりうる差別
の問題を、むずかしい⾔葉を使わずにみごとに描
いた、アメリカの名作。
ロングセラー『百まいのきもの』が50年ぶりに
⽣まれかわりました。



茶畑のジャヤ
作者︓中川なをみ

成績優秀なのが災いして、クラスで仲間外れにさ
れ、孤⽴していた周は、おじいちゃんに誘われて
冬休み前にスリランカに⾏くことにした。
知り合いなどいるはずもないのに、⼥の子が手を
ふりながら茶畑の斜⾯をかけおりてくるのが⾒え
た。「シュー、シューでしょ︖」スリランカの茶
畑で周は声をかけられた。

ワンダー
作者︓Ｒ・Ｊ・パラシオ

オーガストはふつうの男の子。ただし、顔以外は
。
⽣まれつき顔に障害があるオーガストは、10歳で
はじめて学校に通うことになった。⽣徒たちはオ
ーガストを⾒て悲鳴をあげ、じろじろながめ、や
がて……。
全世界で300万部売れた、感動のベストセラー。



人類が⽣まれるための
１２の偶然
作者︓眞淳平 松井孝典

ビッグバンから銀河系や地球の誕⽣、⽣命の発⽣
、人類の進化と続く一連の過程の中で起きた「偶
然」に迫り、宇宙と命の不思議について考える科
学読本です。
宇宙と⽣命の秘密をわかりやすく解説します。

旅に出よう
作者︓近藤雄⽣

将来への不安や悩みを抱えながら海外へ旅⽴った
若者。
オーストラリア、ユーラシア⼤陸、ヨーロッパ、
アフリカへと続く5年半にわたる旅で体験し、学
んだものは何だったのか。
国家に抗して小さな独⽴国を作った農⺠やある目
的のために路上で楽器を弾き続ける⽼人など、旅
で出会った様々な人々の姿を通して「⽣きること
」の意味を探る。




