
「ヨコハマの子どもが選んだ１５０冊」
☆低学年から
書　名　・　シリーズ名 著者　（かいた人） 出　版　社 本体価格（円）

あんぱんまん　シリーズ やなせたかし／作・絵 フレーベル館 850～880
１ねん1くみ　シリーズ  全25巻 後藤竜二／作　長谷川知子／絵 ポプラ社 各1000
いぬうえくんとくまざわくん　シリーズ 全5巻 きたやまようこ／作 あかね書房 1070～1100
えんぴつびな 長崎源之助／作　長谷川知子／絵 金の星社 1300
おさる　シリーズ 全11巻 いとうひろし／作･絵 講談社 1068～1500
おしいれのぼうけん ふるたたるひ／さく 童心社 1300

たばたせいいち／さく 
オバケちゃんの本（ほん）　シリーズ 　全9巻 松谷みよ子／作　いとうひろし／絵 講談社 1100～1200
おひさまパン エリサ・クレヴェン／作・絵 金の星社 1300

江國香織／訳 
かいけつゾロリ　シリーズ 　全47巻 原ゆたか／さく･え ポプラ社 各900
かいぞくポケット　シリーズ 全20巻 寺村輝夫／作　永井郁子／絵 あかね書房 854～900
かぎばあさん　シリーズ 　全20巻 手島悠介／作　岡本颯子／絵 岩崎書店 1068～1200
崖（がけ）の上のポニョ 宮崎駿／原作・脚本・監督 徳間書店 1600
角野栄子の小さなおばけ　シリーズ 　全22巻 角野栄子／さく　佐々木洋子／え ポプラ社 各900
がまくんとかえるくん　シリーズ 　全4巻 アーノルド・ローベル／作 文化出版局 各950

三木卓／訳 
かわいいこねこをもらってください なりゆきわかこ／作 ポプラ社 900

垂石眞子／絵 
キャベツくん　シリーズ 　全5巻 長新太／文・絵 文研出版 1200 ～1300
くまの子ウーフ　シリーズ 　全13巻 神沢利子／作　井上洋介／絵 ポプラ社 各1000
ぐりとぐら　シリーズ 　全7巻 なかがわりえこ／作 福音館書店 各800

やまわきゆりこ／絵 
こいぬがうまれるよ ジョアンナ・コール／文 つぼいいくみ／ 福音館書店 900

ジェローム・ウェクスラー／写真 
こねこムー　シリーズ 　全9巻 江崎雪子／さく　橋本淳子／え ポプラ社 各900
コーネリアス レオ・レオニ／作 谷川俊太郎／訳 好学社 1456
こまったさん　シリーズ 全10巻 寺村輝夫／作 岡本颯子／絵 あかね書房 各840
さっちゃんのまほうのて たばたせいいち/著 偕成社 1200

先天性四肢障害児父母の会／著
サボテンぼうやの冒険（ぼうけん） たむらしげる／作 偕成社 1200
じごくのそうべえ 田島征彦／作 童心社 1400
しずくのぼうけん マリア・テルリコフスカ／さく 福音館書店 900

ボフダン・ブテンコ／え
うちだりさこ／やく

11ぴきのねこ　シリーズ 　全6巻 馬場のぼる／著 こぐま社 各1200
スイミー レオ・レオニ／作　谷川俊太郎／訳 好学社 1456
ずーっとずっとだいすきだよ ハンス･ウィルヘルム／えとぶん 評論社 1200

久山太市／やく
スーホの白い馬（うま） 大塚勇三／再話　赤羽末吉／画 福音館書店 1300
ちいさなくれよん 篠塚かをり／作　安井淡／絵 金の星社 1200
どうぞのいす 香山美子／作　柿本幸造／絵 ひさかたチャイルド 1000
となりのせきのますだくん　シリーズ 武田美穂／作・絵 ポプラ社 各1200
ともだちのたね 森沢明夫／さく　加藤美紀／え 東京地図出版 1305
ともだちや　シリーズ 　全10巻 内田麟太郎／作　降矢なな／絵 偕成社 各1000
どろぼうがっこう 加古里子／絵と文 偕成社 1000
にじいろのさかな　シリーズ 　全6巻 マーカス・フィスター／作 講談社　※ 各1800

谷川俊太郎／訳
忍たま乱太郎（らんたろう）　シリーズ 尼子騒兵衛／原作 ポプラ社 各900

全51巻 田波靖男／文　亜細亜堂／絵 
ねずみくんの絵本（えほん）　シリーズ  なかえよしを／作 ポプラ社 各1050

全26巻 上野紀子／絵 
ばばばあちゃんのおはなし　シリーズ 全9巻 さとうわきこ／さく・え 福音館書店 各800
バーバパパ　シリーズ アネット・チゾン、タラス・テイラー／さく 講談社　※ 573～1400

やましたはるお／やく 
バムとケロ　シリーズ 　全4巻 島田ゆか／作・絵 文渓堂 各1500



はらぺこあおむし エリック・カール／さく 偕成社 1200
もりひさし／やく

ひとまねこざる　シリーズ Ｈ．Ａ．レイ／文・絵 岩波書店 600～1000
（おさるのジョージ　シリーズ） 光吉夏弥／訳

100万回（ひゃくまんかい）生きたねこ 佐野洋子／作・絵 講談社 1400
ふしぎなキャンディーやさん みやにしたつや／作・絵 金の星社 1200
ふしぎなナイフ 中村牧江・林健造／さく 福音館書店 800

福田隆義／え
ペンギン　シリーズ 　全10巻 斉藤洋／作　高畠純／絵 講談社 1100～1200
へんしん　シリーズ 　全12巻 あきやまただし／作・絵 金の星社 1100～1200
ミッケ！　シリーズ 　全14巻 ウォルター・ウィック／写真 小学館 各1360

ジーン・マルゾーロ／文
糸井重里／訳

みどりいろのたね たかどのほうこ／作 福音館書店 1200
太田大八／絵

もりはおもしろランド　シリーズ 全15巻 舟崎靖子／作　舟崎克彦／絵 偕成社 680～700
ルシールはうま アーノルド・ローベル／作 文化出版局 854

岸田衿子／訳
ロボット・カミイ 古田足日／さく　堀内誠一／え 福音館書店 1300
わかったさんのおかし　シリーズ 全10巻 寺村輝夫／作　永井郁子／絵 あかね書房 各840
ワニぼう　シリーズ 内田麟太郎／文　高畠純／絵 文渓堂 各1300
わんぱくだん　シリーズ ゆきのゆみこ、上野与志／作 ひさかたチャイルド 1000～1200

末崎茂樹／絵

☆中学年から
書　名　・　シリーズ名 著者　（かいた人） 出　版　社 本体価格(円)
あらしのよるに　シリーズ 　全4巻 きむらゆういち／作 講談社 1400

あべ弘士／絵 
いえでででんしゃ　シリーズ 全3巻 あさのあつこ／作 新日本出版社 各1470

佐藤真紀子／絵 
犬と私（わたくし）の10の約束 さとうまきこ／作　牧野千穂／絵 ポプラ社 1000
うわさの雨少年（レインボーイ） 宮下恵茉／作　丸山薫／絵 ポプラ社 1000
エルマーのぼうけん　ほか２冊 ルース・スタイルス・ガネット／さく 福音館書店 各1200

ルース・クリスマン・ガネット／え
わたなべしげお／やく
子どもの本研究会／編

王（おう）さま　シリーズ 全31巻 寺村輝夫／作 理論社 540～5400
大どろぼうホッツェンプロッツ　全３巻 オトフリート・プロイスラー／作 偕成社 505～854

中村浩三／訳
おてつだいねこ　シリーズ 全4巻 竹下文子／作　鈴木まもる／絵 金の星社 各1100
怪談レストラン　シリーズ 　全54巻 怪談レストラン編集委員会／編 童心社 563～600

たかいよしかず／絵
風をおいかけて、海へ！ 高森千穂／作　なみへい／絵 国土社 1300
学校の怪談　シリーズ 　全12巻 常光徹／著　楢喜八／絵 講談社ＫＫ文庫 各700
車のいろは空のいろ　全３巻 あまんきみこ／作 ポプラ社 570～1000

北田卓史／絵
黒魔女さんが通る！！　シリーズ 　全12巻 石崎洋司／作　藤田香／絵 講談社青い鳥文庫 580～670
ごんぎつね 新美南吉／作　黒井健／絵 偕成社 ※ 1400
しあわせの子犬たち メアリー・ラバット／作 文研出版 1200

若林千鶴／訳
むかいながまさ／絵

しっぱいのれんしゅう 宮川ひろ／さく　藤田ひおこ／え ＰＨＰ研究所 950
ジュディ・モードとなかまたち　シリーズ メーガン･マクドナルド／作 小峰書店 各1300～1400

全6巻 ピーター・レイノルズ／絵
宮坂宏美／訳

少女海賊（かいぞく）ユーリ　シリーズ みおちづる／作　永盛綾子／画 童心社（フォア文庫） 各560
全10巻

ズッコケ三人組　シリーズ  全14巻 那須正幹／作 ポプラ社 600～1000
前川かずお／絵 

スプーンおばさん　シリーズ 　全6巻 アルフ･プリョイセン／作 学習研究社　※ 800～900
大塚勇三／訳

そいつの名前（なまえ）はエメラルド 竹下文子／作　鈴木まもる／画 金の星社 1300
ぞくぞく村のおばけ　シリーズ 　全15巻 末吉暁子／作　垂石眞子／絵 あかね書房 900



そばかすイェシ　ほか１冊 ミリヤム･プレスラー／作 徳間書店 1400～1500
齋藤尚子／訳
山西ゲンイチ／絵

ちいちゃんのかげおくり あまんきみこ／作 あかね書房 1300
上野紀子／絵

チームふたり 吉野万理子／作 学習研究社 1200
宮尾和孝／絵

チョコレート戦争 大石真／作　北田卓史／絵 理論社 1200
天使（てんし）のいる教室（きょうしつ） 宮川ひろ／作 童心社 1200

ましませつこ／画
としょかんライオン ミシェル・ヌードセン／さく 岩崎書店 1600

ケビン・ホークス／え
福本友美子／やく

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 岩崎書店 各800
全18巻 神戸万知／訳

舵真秀斗／絵
ドングリ山のやまんばあさん　シリーズ 全5巻 富安陽子／作　大島妙子／絵 理論社 1300～1400
長くつ下のピッピ　ほか２冊 アストリッド・リンドグレーン／作 岩波書店　※ 680～2800

桜井誠／絵  大塚勇三／訳
中村俊輔 矢内由美子／文 学習研究社 1200
　　世界をかける背番号１０ ファンタジスタ 
なんでも魔女商会シリーズ 　全15巻 あんびるやすこ／作・絵 岩崎書店 各1100
ネコのタクシー　ほか１冊 南部和也／さく　さとうあや／え 福音館書店 1200
はれぶた　シリーズ 　全8巻 矢玉四郎／作・絵 岩崎書店 1100～1200
フレディ　シリーズ 全5巻 ディートロフ・ライヒェ／作 旺文社 各1238

佐々木田鶴子／訳
しまだしほ／絵 

マジカル少女レイナ　シリーズ 　全13巻 石崎洋司／作　栗原一実／画 岩崎書店（フォア文庫 各600
マジック・ツリーハウス　シリーズ 　全28巻 メアリー・ポープ･オズボーン／著 メディアファクトリー 各780

食野雅子／訳
まじょ子　シリーズ 全48巻 藤真知子／作 ポプラ社 各900

ゆーちみえこ／絵
ﾐﾙｷｰ杉山のあなたも名探偵　シリーズ 杉山亮／作　中川大輔／絵 偕成社 各1000

全12巻
モモちゃんとアカネちゃんの本　シリーズ 松谷みよ子／著 講談社 1100～1200

全6巻 菊池貞雄／絵 
森のネズミ　シリーズ 　全29巻 岡野薫子／作　上條滝子／絵 ポプラ社 各900
モンスター・ホテル　シリーズ 　全10巻 柏葉幸子／作　高畠純／絵 小峰書店 854～1100
やかまし村　シリーズ 　全3巻 アストリッド・リンドグレーン／作 岩波書店 各640

大塚勇三／訳
妖界ナビ・ルナ　シリーズ 　全10巻 池田美代子／作　琴月綾／画 岩崎書店（フォア文庫 各560
四年一組ミラクル教室　シリーズ 　全8巻 服部千春／作　高里むつる／絵 講談社青い鳥文庫 各620
ランプの精リトル・ジーニー　シリーズ ミランダ・ジョーンズ／作 ポプラ社 各800

全15巻 宮坂宏美／訳
サトウユカ／絵

ルルとララのおかしやさん　シリーズ あんびるやすこ／作・絵 岩崎書店 各1000
全10巻

れっつ！スイミング 次良丸忍／作　琴月綾／画 金の星社 1300
レインボーマジック　シリーズ 　全57巻 デイジー・メドウズ／作 ゴマブックス 800～1350

田内志文／訳 

☆高学年から
書　名　・　シリーズ名 著者　（かいた人） 出　版　社 本体価格（円）

青い天使（てんし）　全９巻 倉橋燿子／作　牧野鈴子／絵 講談社青い鳥文庫 各580
赤毛のアン　シリーズ Ｌ・Ｍ・モンゴメリー／作 講談社　※ 660～1748

掛川恭子／訳 
怪盗（かいとう）ルパン　シリーズ 　全20巻 モーリス・ルブラン／原作 ポプラ社　※ 600～980

南洋一郎／文
ガラスのうさぎ 高木敏子／作 金の星社 1100

武部本一郎／画
霧（きり）のむこうのふしぎな町 柏葉幸子／作 講談社青い鳥文庫 580

杉田比呂美／絵



クレヨン王国　シリーズ 福永令三／著 講談社青い鳥文庫 476～1500
三木由記子／絵 

獣（けもの）の奏者（そうじゃ）　全４巻 上橋菜穂子／作 講談社 580～1600
五体不満足（ごたいふまんぞく） 乙武洋匡／作　武田美穂／絵 講談社青い鳥文庫 670
コロボックル物語　シリーズ 　全6巻 佐藤さとる／作　村上勉／絵 講談社 580～620
シートン動物記　シリーズ 全9巻 アーネスト・トンプソン・シートン／作・絵福音館書店　※ 各900

今泉吉晴／訳
シャーロック・ホームズ　シリーズ 　全14巻 コナン・ドイル／著 偕成社　※ 980～1000

各務三郎／訳
シャーロットのおくりもの Ｅ．Ｂ．ホワイト／作 あすなろ書房 1500

ガース・ウイリアムズ／絵
さくまゆみこ／訳

少年探偵団　シリーズ 　全26巻 江戸川乱歩／著 ポプラ社　※ 600～980
ダレン・シャン　全12巻 Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ／作 小学館 1400～1600

橋本恵／訳
タンタンの冒険旅行　シリーズ 　全24巻 エルジェ／作　川口恵子／訳 福音館書店 各1600
注文の多い料理店 宮沢賢治／著 岩崎書店　※ 1500
チョコレート工場の秘密（ひみつ） ロアルド・ダール／作 評論社 1200

田村隆一／訳
ジョセフ･シンデルマン／絵

つるばら村　シリーズ 　全8巻 茂市久美子／作 講談社 各1400
中村悦子／絵

デルトラ・クエスト　シリーズ 　全15巻 エミリー・ロッダ／作 岩崎書店 800～900
岡田好惠／訳

ドリトル先生　シリーズ  全12巻 ヒュー･ロフティング／作 岩波書店　※ 600～1900
井伏鱒二／訳

泣いちゃいそうだよ　シリーズ 　全12巻 小林深雪／作　牧村久実／絵 講談社青い鳥文庫 580～620
ナルニア国ものがたり　シリーズ 全7巻 Ｃ．Ｓ．ルイス／作 岩波書店 1700～1800

瀬田貞二／訳
西の魔女（まじょ）が死んだ 梨木香歩／著 新潮社 400
二分間の冒険（ぼうけん） 岡田淳／著　太田大八／絵 偕成社 1400
パセリ伝説（でんせつ）　シリーズ 　全12巻 倉橋燿子／作　久織ちまき／絵 講談社青い鳥文庫 各620
パソコン通信探偵団事件ノート　シリーズ 松原秀行／作　梶山直美／絵 講談社青い鳥文庫 580～720

全16巻
バッテリー　シリーズ 全6巻 あさのあつこ／作 教育画劇 1400～1600

佐藤真紀子／絵 
ハッピーバースデー 青木和雄／作　加藤美紀／画 金の星社 1300
ハリー・ポッター　シリーズ 　全7巻 Ｊ．Ｋ．ローリング／作 静山社 950～4000

松岡佑子／訳
ダン・シュレシンジャー／画 

ファーブル昆虫記（こんちゅうき）　全８巻 ファーブル／著 集英社　※ 1600
奥本大三郎／訳・解説

フェアリー・レルム　全10巻 エミリー・ロッダ／著 童心社 800～1200
岡田好惠／訳　仁科幸子／絵

フランダースの犬 ウィーダ／作　野坂悦子／訳 岩波少年文庫　※ 640
ペギー・スー　シリーズ 　全11巻 セルジュ・ブリュソロ／著 角川書店 1900～2200

金子ゆき子／訳
「ぼくら」　シリーズ 　全11巻 宗田理／作 ポプラ社 1200
星の王子さま サン＝テグジュペリ／作 岩波書店　※ 640

内藤濯／訳
マザー・テレサ やなぎやけいこ／文 ポプラ社　※ 570
都会（まち）のトム&ソーヤ　シリーズ 　全9巻 はやみねかおる／著 講談社 950～980
ムーミン　シリーズ 　全9巻 トーベ・ヤンソン／作・絵 講談社 1680

下村隆一ほか／訳
名探偵夢水清志郎事件ノート　シリーズ はやみねかおる／作 講談社青い鳥文庫 580～760

全18巻 村田四郎／絵 
モモ ミヒャエル・エンデ／作 岩波書店 1700

大島かおり／訳
ルドルフとイッパイアッテナ　ほか２冊 斉藤洋／作　杉浦範茂／絵 講談社 1200～1300
若おかみは小学生！　シリーズ  全14巻 令丈ヒロ子／作　亜沙美／絵 講談社青い鳥文庫 580～620

※印の図書については、他の出版社からも刊行されています。


