
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成25年10月に、宗像市民図書館で「わが家のおすす

めの 1冊」を募集し、たくさんの「わが家」から応募して

いただきました。 

書名の五十音順リストを公開いたします。 

 

※宗像市民図書館に所蔵していない本もあります。 

※出版確認のできない本もありましたが、応募カードに

記載されたとおりに掲載しています。 

問い合わせ：宗像市民図書館 電話番号：37-1321 
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No 書名 著者名 出版社

1 Ａｒｋｎｏａｈ僕のつくった怪物 乙一 集英社

2 「愛語」のすすめ 酒井大岳 マガジンハウス

3 あいさつがいっぱい 工藤直子 小学館

4 青い天使 倉橋耀子 講談社

5 赤毛のアン Ｌ・Ｍ・モンゴメリ 岩崎書店

6 アクセルワールド 川原礫 アスキー・メディアワークス

7 明日もまた生きていこう 横山友美佳 マガジンハウス

8 あたまにつまった石ころが キャロル・オーティス・ハースト 光村教育図書

9 頭のうちどころが悪かった熊の話 安東みきえ 理論社

10 あたらしい自動車ずかん 成美堂出版

11 あっぱれぱんつ きたやまようこ あすなろ書房

12 あなたが生まれるまで ジェニファー・デイビス 小学館

13 あなたの犬は幸せですか シーザー・ミラン 講談社

14 あなたへ贈る応援歌 永叶 文芸社

15 あなたをずっとずっとあいしてる 宮西達也 ポプラ社

16 あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない 岡田麿里 メディアファクトリー

17 アメリカ彦蔵 吉村昭 新潮社

18 あやし 宮部みゆき 角川書店

19 あらしのよるに きむらゆういち 講談社

20 あらまっ！ ケイト・ラム 小学館

21 ありがとうともだち 内田麟太郎 偕成社

22 ERマガジン シービーアール

23 いい言葉はいい人生をつくる 斎藤茂太 ぶんか社

24 家の光 家の光協会

25 いそがしいクリスマス マージョリー・Ｗ・シャーマット 大日本図書

26 偉大なるしゅららぼん 万城目学 集英社

27 １リットルの涙 木藤亜也 エフエー出版

28 イチロー 高原寿夫 旺文社

29 一瞬に生きる 小久保裕紀 小学館

30 いつもいっしょに こんのひとみ 金の星社

31 いないいないばあ 松谷みよ子 童心社

32 いのちのまつりヌチヌグスージ 草場一壽 サンマーク出版

33 いのちをいただく 内田美智子 西日本新聞社

34 祈りの幕が下りる時 東野圭吾 講談社
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No 書名 著者名 出版社

35 いま、会いにゆきます 市川拓司 小学館

36 いやいやえん 中川李枝子 福音館書店

37 インフルエンザワクチンは打たないで！ 母里啓子 双葉社

38 うえきばちです 川端誠 ＢＬ出版

39 「植えない」森づくり 大内正伸 農山漁村文化協会

40 ウォーリーをさがせ マーティンハンドフォード フレーベル館

41 失はれる物語 乙一 角川書店

42 宇宙につながると夢はかなう 浅見帆帆子 フォレスト出版

43 宇宙への秘密の鍵 スティーヴン・ホーキング 岩崎書店

44 うんこダスマン 村上八千世 ほるぷ出版

45 うんちしたのはだれよ！ ヴェルナー・ホルツヴァルト 偕成社

46 うんぴ・うんにょ・うんち・うんこ 村上八千世 ほるぷ出版

47 永遠のゼロ 百田尚樹 講談社

48 えがおのたね 経田博子

49 エラゴン遺志を継ぐ者 クリストファー・パオリーニ ヴィレッジブックス

50 エリザベスは本の虫 サラ・スチュワート アスラン書房

51 エルマーのぼうけん ルース・スタイルス・ガネット 福音館書店

52 おいしいめいさくたからばこ 山本和子 学研教育出版

53 王様ゲーム 金沢伸明 双葉社

54 オオカミ族の少年 ミシェル・ペイヴァー 評論社

55 おおきくなるっていうことは 中川ひろたか 童心社

56 おおきなかぶ 福音館書店

57 おおきな木 シェル・シルヴァスタイン あすなろ書房

58 大栗先生の超弦理論入門 大栗博司 講談社

59 オール 山田悠介 角川書店

60 おかあさんおめでとう 神沢利子 ポプラ社

61 おかあさんのたんじょうび ミヤハラヨウコ 理論社

62 おかえりなさい待っていたよ 浅見帆帆子 ＰＨＰ研究所

63 置かれた場所で咲きなさい 渡辺和子 幻冬舎

64 沖縄物語 古波蔵保好 新潮社

65 おこだてませんように くすのきしげのり 小学館

66 オコノギくんは人魚ですので 柴村仁 アスキー・メディアワークス

67 おこりんぼうのアングリー ライマ 朔北社

68 おしいれのぼうけん 古田足日 童心社
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No 書名 著者名 出版社

69 おしくらまんじゅう かがくいひろし ブロンズ新社

70 おしゃれねこ 工藤直子 サンリード

71 おだんごぱん 福音館書店

72 おちゃのじかんにきたとら ジュディス・カー 童話館出版

73 男たちへ 塩野七生 文藝春秋

74 乙女の花束 折原みと ポプラ社

75 おにいちゃんのハナビ 小路幸也 朝日新聞出版

76 小野田さんに学ぶ親子で楽しむキャンプ術 小野田寛郎 舵社

77 おばけのおつかい 西平あかね 福音館書店

78 おばけのてんぷら せなけいこ ポプラ社

79 おばけのバーバパパ アネット・チゾン 偕成社

80 おへそのあな 長谷川義史 ＢＬ出版

81 おべんとうバス 真珠まりこ ひさかたチャイルド

82 おまえうまそうだな 宮西達也 ポプラ社

83 お任せ！数学屋さん 向井湘吾 ポプラ社

84 想うのはあなたひとり ゆき スターツ出版

85 オレたちバブル入行組 池井戸潤 文藝春秋

86 おんちのイゴール きたむらさとし 小峰書店

 「わが家のおすすめの１冊リスト」 書名五十音順  あ行③ 
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No 書名 著者名 出版社

87 母さんのコロッケ 喜多川泰 大和書房

88 かいけつゾロリシリーズ 原ゆたか ポプラ社

89 怪人二十面相 江戸川乱歩 ポプラ社

90 海賊とよばれた男 百田尚樹 講談社

91 怪盗クイーンシリーズ はやみねかおる 講談社

92 怪盗ブラックの宝物 那須正幹 福音館書店

93 影法師 百田尚樹 講談社

94 カゲロウデイズ じん エンターブレイン

95 風が強く吹いている 三浦しをん 新潮社

96 風をつかまえたウィリアム ウィリアム・カムクワンバ さ・え・ら書房

97 かぞえてみよう 安野光雅 講談社

98 がたごとがたごと 内田麟太郎 童心社

99 カッコウの卵は誰のもの 東野圭吾 光文社

100 勝つために何をしたか 志波芳則 日刊スポーツ出版社

101 カフーを待ちわびて 原田マハ 宝島社

102 かみさまからのおくりもの ひぐちみちこ こぐま社

103 神様のカルテ 夏川草介 小学館

104 カモメのジョナサン リチャード・バック 新潮社

105 からすのパンやさん かこさとし 偕成社

106 カラフル 森絵都 講談社

107 ガルヴィ 実業之日本社

108 カレーライス 小西英子 福音館書店

109 カロリーヌとおともだち ピエール・プロブスト 小学館

110 カンカンカンでんしゃがくるよ 津田光郎 新日本出版社

111 きいろいのはちょうちょ ごみたろう 偕成社

112 キケン 有川浩 新潮社

113 騎士とドラゴン トミー・デ・パオラ ほるぷ出版

114 奇跡のリンゴ 石川拓治 幻冬舎

115 きな子 百瀬しのぶ 小学館

116 気になる科学 元村有希子 毎日新聞社

117 きのうのおひさま、どこにいったの？ 薫くみこ ポプラ社

118 きばのあるヒツジ さねとうあきら サンリード

119 君たちはどう生きるか 吉野源三郎 岩波書店

120 君と会えたから… 喜多川泰 ディズカヴァー
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No 書名 著者名 出版社

121 きみの友だち 重松清 新潮社

122 給食番長 よしながこうたく 長崎出版

123 京都でやっておきたい１００のこと ＪＴＢパブリッシング

124 きょうはなんのひ？ 瀬田貞二 福音館書店

125 くすのきだんちへおひっこし 武鹿悦子 ひかりのくに

126 くまたくんシリーズ わたなべしげお あかね書房

127 くまの子ウーフ 神沢利子 ポプラ社

128 くまのこうちょうせんせい こんのひとみ 金の星社

129 クラウディア奇蹟の愛 村尾靖子 海拓舎

130 ぐりとぐら なかがわりえこ 福音館書店

131 ぐるんぱのようちえん 西内みなみ 福音館書店

132 くれよんのくろくん なかやみわ 童心社

133 くろくんとなぞのおばけ なかやみわ 童心社

134 県庁おもてなし課 有川浩 角川出版

135 幸福な食卓 瀬尾まいこ 講談社

136 子ぎつねヘレンがのこしたもの 竹田津実 偕成社

137 告白 湊かなえ 双葉社

138 木暮写眞館 宮部みゆき 講談社

139 心を整える。 長谷部誠 幻冬舎

140 古事記

141 古事記のものがたり 小林晴明 サングリーン出版

142 ご冗談でしょう、ファインマンさん Ｒ・Ｐ・ファインマン 岩波書店

143 子育てはいつもスタート 池添素 かもがわ出版

144 五体不満足 乙武洋匡 講談社

145 子どもが育つ魔法の言葉 ドロシー・ロー・ノルト ＰＨＰ研究所

146 ことわざ絵本 五味太郎 岩崎書店

147 こまったさんシリーズ 寺村輝夫 あかね書房

148 ごめんねともだち 内田麟太郎 偕成社

149 ゴリラのパンやさん 白井三香子 金の星社

150 これなあに３００ 講談社

151 ごろりんごろんころろろろ 香山美子 ひさかたチャイルド

152 こんとあき 林明子 福音館書店

153 こんにちはおてがみです 中川李枝子 福音館書店
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No 書名 著者名 出版社

154 最強の人生指南書 齋藤孝 祥伝社

155 サインですから ふくだすぐる 絵本館

156 サウスポー・キラー 水原秀策 宝島社

157 ざくろの詩 池田博正 鳳書院

158 さっちゃんのまほうのて たばたせいいち 偕成社

159 ＴＨＥ　ＶＥＲＹ　ＨＵＮＧＲＹ　ＣＡＴＥＲＰＩＬＬＡＲ　 エリック・カール

160 Ｔｈｅ　Ｍａｒｒｉａｇｅ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｙｏｕｎｇ　Ｍｏｕｓｅ　Ｇｉｒｌ あすなろ書房

161 さよならドビュッシー 中山七里 宝島社

162 三国志 北方謙三 角川春樹事務所

163 三姉妹探偵団 赤川次郎 講談社

164 ３０日できれいな字が書けるペン字練習帳 中塚翠涛 宝島社

165 シェイクスピア全集 W・シェイクスピア 白水社

166 シェーラ姫の冒険 村山早紀 童心社

167 塩狩峠 三浦綾子 新潮社

168 じごくのそうべえ 田島征彦 童心社

169 自炊男子「人生で大切なこと」が見つかる物語 佐藤剛史 現代書林

170 沈まぬ太陽 山崎豊子 新潮社

171 下町ロケット 池井戸潤 小学館

172 実はスゴイ！大人のラジオ体操 中村格子 講談社

173 じっぽ　まいごのかっぱはくいしんぼう たつみや章 あかね書房

174 自分を愛する力 乙武洋匡 講談社

175 じゃあじゃあびりびり まついのりこ 偕成社

176 しゃかいのふしぎ　なぜ？どうして？１年生 村山哲哉 高橋書店

177 ジャッキーのパンやさん あいはらひろゆき ブロンズ新社

178 しゃばけシリーズ 畠中恵 新潮社

179 １１ぴきのねこシリーズ 馬場のぼる こぐま社

180 １６歳の教科書 講談社

181 宿命 東野圭吾 講談社

182 城砦 A・J・クローニン 三笠書房

183 少女 湊かなえ 早川書房

184 少女不十分 西尾維新 講談社

185 しょうぼうじどうしゃじぷた 渡辺茂男 福音館書店

186 ショートショートシリーズ 星新一 理論社

187 職人衆昔ばなし 斎藤隆介 文藝春秋
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No 書名 著者名 出版社

188 植物図鑑 有川浩 角川書店

189 しらんぷり 梅田俊作 ポプラ社

190 知れば知るほどおもしろい朝鮮王朝の歴史と人物 康煕奉 実業之日本社

191 しろいうさぎとくろいうさぎ ガース・ウィリアムズ 福音館書店

192 しろくまのパンツ ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ ブロンズ新社

193 新参者 東野圭吾 講談社

194 紳士協定 佐藤優 新潮社

195 人生がときめく片づけの魔法 近藤麻理恵 サンマーク出版

196 人生はワンチャンス！ 水野敬也 文響社

197 人生を変える幸せの法則 奥村久雄 ダイヤモンド社

198 新世界より 貴志祐介 講談社

199 侵略する英語反撃する日本語 津田幸男 ＰＨＰ研究所

200 心霊探偵八雲 神永学 角川書店

201 スイミー レオ・レオニ 好学社

202 ずーっとずっとだいすきだよ ハンス・ウィルヘルム 評論社

203 鈴の鳴る道 星野富弘 偕成社

204 砂の器 松本清張 新潮社

205 スモールさんはおとうさん ロイス・レンスキー 福音館書店

206 生協の白石さん 白石昌則 講談社

207 「成功」と「失敗」の法則 稲盛和夫 到知出版社

208 世界一やさしい問題解決の授業 渡辺健介 ダイヤモンド社

209 世界がもし１００人の村だったら 池田香代子 マガジンハウス

210 世界でもっとも美しい１０の科学実験 ロバート・Ｐ・クリース 日経BP社

211 世界の危険生物 学研教育出版

212 世界のむかしばなし のら書店

213 せんたくかあちゃん さとうわきこ 福音館書店

214 そいつの名前はエメラルド 竹下文子 金の星社

215 相対性理論を楽しむ本 ＰＨＰ研究所

216 粗食のすすめ 幕内秀夫 東洋経済新報社

217 その時歴史が動いた心に響く名言集 三笠書房

218 そらいろのたね 中川李枝子 福音館書店

219 そらまめくんシリーズ なかやみわ 小学館

220 そんなわけで名探偵 杉山亮 偕成社
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No 書名 著者名 出版社

221 だいすき アンドレ・ダーハン 学研

222 だいすきっていいたくて カール・ノラック ほるぷ出版

223 だいすきなエプロン 今村豊

224 だいたいいくつ？ ブルースゴールドストーン 福音館書店

225 大地 パール・バック

226 だいちゃんとうみ 太田大八 福音館書店

227 たいのおかしら さくらももこ 集英社

228 たからもの ユリ・シュルヴィッツ 偕成社

229 たこやきかぞく にしもとやすこ 講談社

230 ダットさんうみをはしる こもりまこと 教育画劇

231 たのしいおかいものえほん 村山貞雄 永岡書店

232 旅の絵本 安野光雅 福音館書店

233 だるまさんが かがくいひろし ブロンズ新社

234 だるまちゃんとてんぐちゃん かこさとし 福音館書店

235 ダレンシャン ダレンシャン 小学館

236 ちいさいおうち バージニア・リー・バートン 岩波書店

237 小さないのちの歌 高橋泰子 ポプラ社

238 小さなバイキングビッケ ルーネル・ヨンソン 評論社

239 筑前戦国史 吉永正春 海鳥社

240 ちびまる子ちゃんシリーズ さくらももこ

241 地宝論 田中優 子どもの未来社

242 注文の多い料理店 宮沢賢治

243 ちょっとだけまいご クリス・ホートン ＢＬ出版

244 知覧特別攻撃隊 村永薫 ジャプラン

245 沈黙 遠藤周作 新潮社

246 月の精 シャスティ・シェーン 文渓堂

247 月の満ちかけ絵本 大枝史郎 あすなろ書房

248 ツキを呼ぶ魔法の言葉 五日市剛 マキノ出版

249 罪と罰 ドストエフスキー

250 つるばら村シリーズ もいちくみこ 講談社

251 電池が切れるまで 宮本雅史 角川出版

252 Ｔｏｋｙｏコントロール 扶桑社

253 東京バンドワゴン 小路幸也 集英社

254 どこにいるの？どうしてかなしいの？ マイケル・グレイニエツ ポプラ社

 
 
 

「わが家のおすすめの１冊リスト」 書名五十音順  た行① 
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No 書名 著者名 出版社

255 どうぞのいす 香山美子 ひさかたチャイルド

256 トキオ 東野圭吾 講談社

257 とこちゃんはどこ 松岡享子 福音館書店

258 図書館戦争 有川浩 メディアワークス

259 とてつもない日本 麻生太郎 新潮社

260 となりのトトロ 徳間書店

261 ともだちくるかな 内田麟太郎 偕成社

262 ドラゴンラージャ イ・ヨンド 岩崎書店

263 トリックアート

264 どろぼうがっこう かこさとし 偕成社

265 どんなときでも エマ・ドット バベルプレス

266 どんな時でも結果が出せる！イチロー式集中力 児玉光雄 ＰＨＰ研究所

267 どんなにきみがすきだかあててごらん サム・マクブラットニー 評論社

268 とんび 重松清 角川書店

 
 
 

「わが家のおすすめの１冊リスト」 書名五十音順  た行② 
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No 書名 著者名 出版社

269 ナイチンゲール 長谷川敏彦 小学館

270 長くつ下のピッピ リンドグレーン 岩波書店

271 長友佑都 汐文社

272 なぜ宇宙人は地球に来ない？ 松尾貴史 ＰＨＰ研究所

273 なぜ？どうして？科学のお話 学研教育出版

274 なぜ？どうして？ずかん

275 なぞの転校生 眉村卓 角川出版

276 七歳までは夢の中 松井るり子 学陽書房

277 名前探しの放課後 辻村深月 講談社

278 名も無き毒 宮部みゆき 幻冬舎

279 ２３分間の奇跡 ジェームズ・クラベル 集英社

280 日本の大企業任天堂 ほるぷ出版

281 日本昔ばなし２ 西本鶏介

282 Newton ニュートンプレス

283 にんぎょひめ アンデルセン

284 人間失格 太宰治

285 人間にとって成熟とは何か 曽野綾子 幻冬舎

286 ねこカメラ 宝島社

287 猫語の教科書 ポール・ギャリコ 筑摩書房

288 ネコとクラリネットふき 岡田淳 クレヨンハウス

289 ねずみくんのチョッキ なかえよしを ポプラ社

290 ねずみのいもほり 山下明生 ひさかたチャイルド

291 ねないこだれだ せなけいこ 福音館書店

292 ねむいねむいのほん ジュディー・ヒンドレイ 徳間書店

293 眠りの森 東野圭吾 講談社

294 眠る盃 向田邦子 講談社

295 脳を活かす勉強法 茂木健一郎 ＰＨＰ研究所

296 のはらひめ 中川千尋 徳間書店

297 野村ノート 野村克也 小学館

298 ノンビリすいぞくかん 長新太 理論社

「わが家のおすすめの１冊リスト」 書名五十音順  な行 
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No 書名 著者名 出版社

299 パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々 リックリオーダン ほるぷ出版

300 バーティミアス ジョナサン・ストラウド 理論社

301 バイバイ、ブラックバード 伊坂幸太郎 双葉社

302 博士の愛した数式 小川洋子 新潮社

303 バカボンのパパと読む「老子」 ドリアン助川 角川マガジンズ

304 ハサミ男 殊能将之 講談社

305 はじめてのおつかい 筒井頼子 福音館書店

306 はしれトロッコれっしゃ 西片拓史 教育画劇

307 パスワード忍びの里卒業旅行編 松原秀行 講談社

308 バッテリー あさのあつこ 角川出版

309 ハッピーバースデー 青木和雄 金の星社

310 ＨＡＰＰＹ*ＢＯＹ ジェリー・スピネッリ 理論社

311 八方にらみねこ 武田英子 講談社

312 花の鎖 湊かなえ 文藝春秋

313 母と子のおやすみ前の小さなお話 ナツメ社

314 バムとケロシリーズ 島田ゆか 文渓堂

315 パラダイス・クローズド 汀こるもの 講談社

316 はらぺこあおむし エリック・カール 偕成社

317 ハリーのセーター ジーン・ジオン 福音館書店

318 ハリーポッターシリーズ Ｊ・Ｋ・ローリング 静山社

319 ハル哲学する犬 クォンデウォン ポプラ社

320 春にして君を離れ アガサ・クリスティー 早川書房

321 半落ち 横山秀夫 講談社

322 ハンカチの上の花畑 安房直子 あかね書房

323 パンやのくまさん フィービ・ウォージントン 福音館書店

324 陽だまりの彼女 越谷オサム 新潮社

325 ビタミンＦ 重松清 新潮社

326 びっくりビック ふせわかこ 福音館書店

327 ひでぼー天使の詩 橋本理加 明窓出版

328 秘密 東野圭吾 文藝春秋

329 ひみつのカレーライス 井上荒野 アリス館

330 １００かいだてのいえ いわいとしお 偕成社

331 病気がみえる MEDIC　MEDIA

332 ビロードのうさぎ マージェリィ・Ｗ・ビアンコ ブロンズ新社

「わが家のおすすめの１冊リスト」 書名五十音順  は行① 
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No 書名 著者名 出版社

333 ピンチの裏側 山本よしき 青志社

334 ４ＴＥＥＮ 石田衣良 新潮社

335 ぷかぷか 石井聖岳 ゴブリン書房

336 ふしぎな木の実の料理法 岡田淳 理論社

337 ふしぎ！なぜ？大図鑑（いきもの編） 主婦と生活社

338 ふしぎの図鑑 小学館

339 舟を編む 三浦しをん 光文社

340 冬　季節のことば 池藤あかり 青菁社

341 ふゆじたくのおみせ ふくざわゆみこ 福音館書店

342 プラチナデータ 東野圭吾 幻冬舎

343 ブランコのむこうで 星新一 新潮社

344 ブルックフィールドの小さな家 マリア・Ｄ・ウィルクス 福音館書店

345 ブレイブ・ストーリー 宮部みゆき 角川書店

346 ＢＲＯＯＣＨ 内田也哉子 リトルモア

347 ペコロスの母に会いに行く 岡野雄一 西日本新聞社

348 変な学術研究 エドゥアール・ロネ 早川書房

349 ヘンリーやまにのぼる Ｄ・Ｂ・ジョンソン 福音館書店

350 ホームレス中学生 田村裕 ワニブックス

351 ぼくおかあさんのこと・・・ 酒井駒子 文渓堂

352 ぼくがラーメンたべているとき 長谷川義史 教育画劇

353 ぼくらの七日間戦争 宗田理

354 ほげちゃん やぎたみこ 偕成社

355 ぽけぽけむし ふみ子・デイヴィス 未知谷

356 ボタニカルライフ植物生活 いとうせいこう 新潮社

357 ぼっこちゃん 星新一

358 鉄道員 浅田次郎 集英社

359 ほんやのいぬくん ルイーズ・イェーツ 岩崎書店

 
 
 
 

「わが家のおすすめの１冊リスト」 書名五十音順  は行② 
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No 書名 著者名 出版社

360 マイク・マリガンとスチーム・ショベル バージニア・リー・バートン 童話館出版

361 マグマ 真山仁 角川出版

362 まくらのせんにんシリーズ かがくいひろし 佼成出版社

363 まさ夢いちじく クリス・Ｖ・オールズバーグ 河出書房新社

364 マジックツリーハウスＳＯＳ！海底探検 メアリー・ホープ・オズボン メディアファクトリー

365 魔女の宅急便 角野栄子 福音館書店

366 魔神の海 前川康男 講談社

367 Ｍａｔｉｌｄａ ロアルド・ダール

368 まどから☆おくりもの 五味太郎 偕成社

369 マドレーヌといぬ ルドウィッヒ・ベーメルマンス 福音館書店

370 真夏の方程式 東野圭吾 文藝春秋

371 マネジメント ピーター・ドラッガー

372 まほうつかいのノナばあさん トミー・デ・パオラ ほるぷ出版

373 ママみててね はまちゆりこ ポプラ社

374 道は開ける Ｄ・カーネギー 創元社

375 ミッケ！ マルゾーロ 小学館

376 南の島のティオ 池澤夏樹

377 ＭＯＶＥ昆虫 講談社

378 ムーミン谷の十一月 トーベ・ヤンソン 講談社

379 むしたちのおまつり 得田之久 童心社

380 名探偵コナン絶海の探偵 青山剛昌 小学館

381 名探偵夢水清志郎事件ノートシリーズ はやみねかおる 講談社

382 めざすは飛鳥の千年瓦 山本清一 草思社

383 メチャクサ！ ジョナサン・アレン アスラン書店

384 もぐらバス 佐藤雅彦 偕成社

385 もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの「マネジメント」を読んだら 岩崎夏海 ダイヤモンド社

386 もったいないばあさん 真珠まりこ 講談社

387 ももいろのきりん 中川李枝子 福音館書店

388 もりいちばんのおともだち ふくざわゆみこ 福音館書店

389 森のなかの海 宮本輝 光文社

390 モンスターハンター 柄本和昭 ハンターブレイン

391 問題児たちが異世界から来るそうですよ？ 竜ノ湖太郎 角川書店

「わが家のおすすめの１冊リスト」 書名五十音順  ま行 
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392 やきとりじいさん体操 岡田麻紀 ダイヤモンド社

393 やさいだいすきひみつのごはん 吉田隆子 金の星社

394 やさしいライオン やなせたかし フレーベル館

395 やっぱりたまごねえちゃん あきやまただし 鈴木出版

396 ゆうきのおにたいじ 征矢清 福音館書店

397 ユージニア 恩田陸 角川書店

398 ゆうびんうさぎとおおかみがぶり 木暮正夫 おはなしチャイルド

399 ゆきだるまはよるがすき！ キャラリン・ビーナー 評論社

400 夢をかなえるゾウ 水野敬也 飛鳥新社

401 ゆりくまさん 立原えりか 国土社

402 妖怪アパートの幽雅な日常 香月日輪 講談社

403 八日目の蝉 角田光代 中央公論新社

404 ようちえんいやや 長谷川義史 童心社

405 米村でんじろうのイッキによめるおもしろ科学 米村でんじろう 講談社

406 読み聞かせ日本昔ばなし 西本鶏介 小学館

407 ４だいの小さな機関車 ウィルバート・オードリー ポプラ社

408 らくだい魔女シリーズ 成田サトコ ポプラ社

409 ラグビーマガジン ベースボールマガジン社

410 ラチとらいおん マレーク・ベロニカ 福音館書店

411 ラヴ・ユー・フォーエバー ロバート・マンチ 岩崎書店

412 ＲＩＫＡ 五十嵐貴久 幻冬舎

413 流星の絆 東野圭吾 講談社

414 レイトン教授シリーズ 小学館

415 レインツリーの国 有川浩 新潮社

416 ロスジェネの逆襲 池井戸潤 ダイヤモンド社

417 ロボット・カミイ 古田足日 福音館書店

418 論文の教室 戸田山和久 ＮＨＫ出版

419 わくわくでんしゃしゅっぱつ 視覚デザイン研究所

420 わゴムはどこまでのびるかしら？ マイク・サーラー ほるぷ出版

421 わすれられないおくりもの スーザン・バーレイ 評論社

422 わたしのワンピース にしまきかやこ こぐま社

423 わんぱくだんのきょうりゅうたんけん ゆきのゆみこ ひさかたチャイルド

424 んふんふなめこ絵本すてきなであい トモコ・ガルシア 岩崎書店

 「わが家のおすすめの１冊リスト」 書名五十音順  や行 


