
日置市民推薦図書２００冊リスト 

【幼児の部】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
本のだいめい 書いた人  本のだいめい 書いた人 

１ あしなが あきやま ただし 26 セミくんいよいよこんやです 江藤 ノリコ 

２ アンガスとあひる フラック 27 せんろはつづく 竹下 文子 

３ いいからいいから 長谷川 義史 28 たまごのあかちゃん 神沢 利子 

４ いたずらこねこ バーナディン・クック 29 ちいさなねこ 石井 桃子 

５ いやいやえん 中川 李枝子 30 ちびころおにぎり なかみは

なあに 

おおい じゅんこ 

６ うさこちゃんのたんじょう

び 

ディック・ブルーナ 31 ちょっとだけ 瀧村 有子 

７ うまやのそばのなたね 新見 南吉 32 でてくるぞでてくるぞ あきびんご 

８ うれしいさんかなしいさん 松岡 享子 33 でんしゃにのって とよた かずひこ 

９ おかえし 村上 桂子 34 どうぞのいす 香山 美子／   

柿本 幸造 

10 おだんごぱん せた ていじ 35 どうぶつサーカスはじまるよ 西村 敏雄 

11 おつきさまこんばんは 林 明子 36 とかげさんちのおひっこし 藤本 四郎 

12 お月さまってどんなあじ？ マイケル・グレイニック 37 となりのたぬき せた けいこ 

13 おばけでんしゃ 内田 隣太郎 38 なにをたべてきたの？ 岸田 衿子 

14 おばけとモモちゃん 松谷 みよ子 39 にゃーご 宮西 達也 

15 おやおや、おやさい 石津 ちひろ 40 花さき山 斎藤 隆介 

16 かえるのレストラン 松岡 節 41 バムとケロのにちようび 島田 ゆか 

17 くまのビーディーくん ドン＝フリーマン 42 パンやのくまさん フィービ／ 

セルビ・ウォージント 

18 くろくんとなぞのおばけ なかや みわ 43 びっくりまつぼっくり 多田 多恵子 

19 ことろのばんば 長谷川 摂子 44 １００かいだてのいえ いわい としお 

20 ごろごろにゃーん 長 新太 45 ぼくだんごむし 得田 之久 

21 さっちゃんのまほうのて たばた せいいち 46 もこもこもこ 谷川 俊太郎 

22 さつまのおいも 中川 ひろたか 47 やさい 平山 和子 

23 しょうぼうじどうしゃじぷた 渡辺 茂男 48 やさいのおしゃべり 泉 なほ 

24 しろいうさぎとくろいうさぎ Ｇ・ウイリアムズ 49 やさしいライオン やなせ たかし 

25 ずーっとずっとだいすきだよ ハンス・ウィルヘルム 50 ゆかいなかえる キーブス 

 

 

 

 

ひろげよう読書 感動あふれる 学びのまち 

     



日置市民推薦図書２００冊リスト 

【小学生の部 １】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
本のだいめい 書いた人  本のだいめい 書いた人 

１ あしたのぼくは･･･ 宮西 達也 21 おれがあいつであいつがお

れで 

山中 恒 

２ あなた 谷川 俊太郎 22 かあさんのこもりうた こんの ひとみ 

３ あなたが世界を変える日 セヴァン・カリス＝

スズキ 

23 鹿児島ことばあそびうた 

２ 

植村 紀子 

４ ありがとう３組 乙武 洋匡 24 ガリヴァー旅行記 スウィフト 

５ ありがとう、フォルカーせん

せい 

パトリシア・ポラッ

コ 

25 願かけネコの日 那須田 淳 

６ ありがとう私のいのち 星野 富弘 26 がんばれヘンリーくん ベバリイ・クリアリー 

７ アンディとらいおん ジェームズ・ドーハー

ティ 

27 きみに贈るつばさ物語 あさの あつこ 

８ いのちは見えるよ 及川 和男 28 くまのパディントン マイケル・ボンド 

９ 引退犬 命の物語 命ある限

り輝き続けた盲導犬たち 

沢田 俊子 29 ココロ屋 梨屋 アリエ 

10 ウェン王子とトラ チェン・ジャンホン 30 これがおばけやさんのしごと

です（おばけやさん１） 

おかべ りか 

11 雨月物語 金原 瑞人 31 ジオジオのかんむり 岸田 衿子 

12 うまかたやまんば 小澤 俊夫／再話 32 しげちゃん 室井 滋 

13 江戸の子ども ちょんまげの

ひみつ 

菊池 ひと美 33 自然のかくし絵 昆虫の保護

色と擬態 

矢島 稔 

14 江戸の笑い 興津 要 34 島津義弘 すぎた とおる 

15 エンジンスタート 岩貞 るみこ 35 シャーロック・ホームズ＆イ

レギュラーズ １ 

Ｔ・マック 

16 おおきなおおきな木 よこた きよし 36 しゃっくりがいこつ マージェリー・カイラ

ー 

17 おじさんのかさ 佐野 洋子 37 じゃんけんのすきな女の子 松岡 享子 

18 おかあちゃんがつくったる 長谷川 義史 38 シンドバッドの冒険 斉藤 洋 

 

19 おによろし 畑中 弘子 39 すえっこおおかみ ラリー・デーン・ブリ

マー 

20 おばけの花見 内田 麟太郎 40 図解絵本東京スカイツリー モリナガ ヨウ 

 

 

 



日置市民推薦図書２００冊リスト 

【小学生の部 ２】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
本のだいめい 書いた人  本のだいめい 書いた人 

41 ぜんぶ夏のこと 薫 くみこ 59 ふたりはきょうも アーノルド・ローベル 

42 たいせつなきみ マックス・ルケード 60 古道具ほんなら堂 楠 章子 

43 旅するウサギ 竹下 文子 61 ペレのあたらしいふく エルサ・ベスコフ 

44 ダンゴムシ 今森 光彦 62 ぼくは弟とあるいた 小林 豊 

 

45 

 

ちょっとした奇跡 

 

緑川 聖司 

63 星と宇宙のふしぎ１０９ プ

ラネタリウム解説員が答える

天文のなぜ 

 

永田 美絵 

46 つなみてんでんこ はしれ、上

へ 

指田 和 64 ホップ・ステップ・卓球部 横沢 彰 

47 つむぎがかぞくになった日 なりゆき わかこ 65 本のれきし５０００年 辻村 益朗 

48 点子ちゃん 野田 道子 66 まいごのどんぐり 松成 真理子 

49 透明人間のくつ下 アレックス・シアラー 67 魔法使いのチョコレートケー

キ 

マーガレット・マーヒ 

50 とぶ！夢に向かって 佐藤 真海 68 魔法の声 コルネーリア・フンケ 

51 トランプおじさんと家出して

きたコブタ 

たかどの ほうこ 69 まぼろしのノーベル賞 山極

勝三郎の生涯 

神田 愛子 

52 鳥の巣いろいろ 鈴木 まもる 70 もういいよう あまん きみこ 

53 日本のふしぎ話 西本 鶏介 71 もっとおおきなたいほうを 二見 正直 

54 願いがかなうふしぎな日記 本田 有明 72 山の太郎グマ 椋 鳩十 

55 のんきな父さん 丘 修三 73 夢に向かって泳ぎきれ 入江 陵介 

56 はじめてのゆうき そうま こうへい 74 よかたい先生 水俣から世界

を見続けた医師 

三枝 三七子 

 

57 

 

ひまわりのおか 

ひまわりをうえた八

人のお母さんと葉方

丹 

 

75 

 

錬金術師ニコラ・フラメル 

 

マイケル・スコット 

58 秘密のスイーツ はやし まりこ 

小学生の部は７５冊の中から、５０冊以上読み終わると達成証がもらえます。 

 

 

 

 

ひろげよう読書 感動あふれる 学びのまち 

   



日置市民推薦図書２００冊リスト 

【中学生の部】 

 

 

 

 

 

 

 

 
本の題名 著者  本の題名 著者 

1 あと少し、もう少し 瀬尾 まいこ 31 １３歳からの平和教室 浅井 基文 

２ 安全のカード 星 新一 32 少年弁護士セオの事件簿 １

なぞの目撃者 

ジョン・グリシャム 

３ いじめと戦おう！ 玉聞 伸啓 33 市立第二中学校２年Ｃ組 椰月 美智子 

４ いちご同盟 三田 誠広 34 新幹線お掃除の天使たち 遠藤 功 

５ いつまでもここでキミを待つ ひろの みずえ 35 吹部！すいぶ 赤澤 竜也 

６ いまきみを励ますことば 中村 邦夫 36 スティーブ・ジョブズの生き

方 

カレン・ブルーメンタ

ール 

７ 生まれ出づる悩み 有島 武郎 37 スパイガール アリー・カーター 

８ エール はやみね かおる 38 世界がぼくを笑っても 笹生 陽子 

９ ＮＨＫますます気になること

ば 

ＮＨＫアナウンス室 39 世界中の息子たちへ 堤 江実 

10 置かれた場所で咲きなさい 渡辺 和子 40 西郷どんの教え 西郷隆盛公奉賛会 

11 おしゃべりな五線譜 香谷 美季 41 殺生伝 神永 学 

12 落窪物語 越水 利江子 42 戦火の馬 マイケル・モーパーゴ 

13 キケン 有川 浩 43 鷹のように帆をあげて まはら 三桃 

14 帰宅部ボーイズ はらだ みずき 44 正しい魔女のつくりかた アンナ・デイル 

15 曲芸師ハリドン ヤコブ・ヴェゲリウス 45 チルドレン 伊坂 幸太郎 

16 銀河鉄道の夜 宮沢 賢治 46 時をかける少女 筒井 康隆 

17 くちびるに歌を 中田 永一 47 ドーン・ロシェルの季節 １

さよならの贈りもの  

ローレイン・マクダニ

エル 

18 黒ねこの王子カーボネル バーバラ・スレイ 48 ナイフ 重松 清 

19 蹴りたい背中 綿矢 りさ 49 名前をうばわれたなかまたち タシエス 

20 幸福と不幸 ブリジット・ラベ 50 野菊の墓 伊藤 左千夫 

21 心のおくりびと 今西 乃子 51 氷菓 米澤 穂信 

22 弧笛のかなた 上橋 菜穂子 52 フクロウのいる部屋 高木 尋士 

23 ゴリラは語る 山極 寿一 53 ぼくは、いつでもぼくだった。 いっこく堂 

24 さいとう市立さいとう高校野

球部 

あさの あつこ 54 ｢また、必ず会おう｣と誰もが

言った。 

喜多川 泰 

25 齋藤孝のイッキによめる！名

作選 中学生 

齋藤 孝 55 山中伸弥先生に人生とｉＰＳ

細胞について聞いてみた 

山中 伸弥 

26 さがしています アーサー・ビナード 56 勇気がもらえる１４５の言葉 テレビ朝日

「GetSport」 

27 サマーウォーズ 細田 守 57 妖怪アパートの幽雅な日常 

ラスベガス外伝 

香月 日輪 

28 幸せの器 おぎ ぜんた 58 Little ＤＪ 鬼塚 忠 

29 地震イツモノート 渥美 公秀 59 リリース 草野 たき 

30 島津義弘 すぎた とおる 60 わたしのとくべつな場所 パトリシア・マキサッ

ク 

中学生の部は６０冊の中から、５０冊以上読み終わると達成証がもらえます。 

 

 

 

 

 

ひろげよう読書 感動あふれる 学びのまち 

   



日置市民推薦図書２００冊リスト 

【一般の部】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
書名 著者・編  書名 著者・編 

１ 歌に私は泣くだらう 永田 和宏 26 水神 上・下 帚木 蓬生 

２ 海鳴り 上・下 藤沢 周平 27 ちいさこべ・山月記 山本 周五郎 ／他 

３ エンジェルフライト 佐々 涼子 28 ディズニーサービスの神様が

教えてくれたこと 

鎌田 洋 

４ おとなの味 平松 洋子 29 トイレの話をしよう 世界６

５億人が抱える大問題 

ローズ・ジョージ 

５ 海賊とよばれた男  上・下 百田 尚樹 30 道徳力 丸山 敏秋 

６ 科学の扉をノックする 小川 洋子 31 怒濤のごとく 白石 一郎 

７ 聞く力 阿川 佐和子 32 とんび 重松 清 

８ 木のいのち木のこころ 西岡 常一 33 七夜物語 上・下 川上 弘美 

９ ＱＥＤ 百人一首の呪 高田 崇史 34 にほん語観察ノート 井上 ひさし 

10 きょう一日 五木 寛之 35 日本人の誇り 藤原 正彦 

11 黒田官兵衛・長政の野望 渡邉 大門 36 人間関係 曽野 綾子 

12 県庁おもてなし課 有川 浩 37 原田正純の遺言 原田 正純 ／ほか  

13 心 姜 尚中 38 百年法 上・下 山田 宗樹 

14 小僧の神様・一房の葡萄 志賀 直哉 39 １００回泣くこと 中村 航 

15 子どもからの贈り物 ひぐち みちこ 40 舟を編む 三浦 しをん 

16 子どもはなぜ勉強しなくちゃ

いけないの？ 

おおた としまさ 41 僕のお父さんは東電の社員で

す 

森 達也 

17 これからの「正義」の話をしよ

う！ 

マイケル・サンデル 42 僕の死に方 金子 哲雄 

18 桜ほうさら 宮部 みゆき 43 学び続ける力 池上 彰 

19 薩摩人国史 戦国・近世編 桐野 作人 44 道は開ける ディール・カーネギー 

20 色彩を持たない多崎つくると、

彼の巡礼の年 

村上 春樹 45 宮本常一 逸脱の民俗学者 宮本 常一 

21 思考の整理学 外山 滋比古 46 炭鉱に生きる 山本 作兵衛 

22 シズコさん 佐野 洋子 47 読む力は生きる力 脇 明子 

23 下町ロケット 池井戸 潤 48 倚りかからず 茨木 のり子 

24 死の淵を見た男 門田 隆将 49 ランチのアッコちゃん 柚木 麻子 

25 新編男の作法 池波 正太郎 50 ６４ ロクヨン 横山 秀夫 

 

 

 

 

ひろげよう読書 感動あふれる 学びのまち 

     


