
　団体用セット「この本よんだ？」  小学校中学年用　Aパック 34冊

No. 書名 著者名 出版年 出版者

A1 雨ごいの少年ピック デイビッド ウィズネスキー∥作 1993 偕成社

A2 あんな雪こんな氷 高橋 喜平∥文 写真 1994 講談社

A3 いじわるブライアン マージョリー シャーマット∥作 1996 偕成社

A4 うぐいす 安房 直子∥文 1995 小峰書店

A5 うそっこうさぎ 森山 京∥文 1992 文化出版局

A6 うちへ帰れなくなったパパ ラグンヒルド ニルスツン∥作 1996 徳間書店

A7 エミリー マイケル ビダード∥ぶん 1994 ほるぷ出版

A8 おかあさんのやさしい手 高橋 知里∥文 1991 エフエー出版

A9 おこちゃん 山本 容子∥著 1996 小学館

A10 海中記 小林 安雅∥著 1996 福音館書店

A11 化石はおしえてくれる アリキ∥文 絵 2000 リブリオ出版

A12 カッパの生活図鑑 ヒサ クニヒコ∥文 絵 1993 国土社

A13 キツネのかがみをのぞいてごらん 茂市 久美子∥作 1991 あかね書房

A14 地球はえらい 城 雄二∥案 1996 福音館書店

A15 ついてる、ついてないマックス ヴァルター＝ヴィッパースベルク∥作 1993 講談社

A16 東京ガラパゴス 千世 まゆ子∥作 1995 講談社

A17 トカゲになった日 東 君平∥作 1994 あかね書房

A18 ナナさんはあみものやさんです 角野 栄子∥作 1994 リブロポート

A19 ひとくち童話 １ 東 君平∥著 1995 フレーベル館

A20 ひとくち童話 ２ 東 君平∥著 1995 フレーベル館

A21 ひとくち童話 ３ 東 君平∥著 1996 フレーベル館

A22 ひとくち童話 ４ 東 君平∥著 1996 フレーベル館

A23 ひとくち童話 ５ 東 君平∥著 1996 フレーベル館

A24 ひとくち童話 ６ 東 君平∥著 1996 フレーベル館

A25 ひとりでいらっしゃい 斉藤 洋∥作 1995 偕成社

A26 フランツはじめて恋をする クリスティーネ＝ネストリンガー∥作 1993 偕成社

A27 ペニーの日記読んじゃだめ ロビン クライン∥作 1997 偕成社

A28 まねやのオイラ 森山 京∥作 1995 講談社

A29 耳がきこえないエイミーのねがい ルー アン ウォーカー∥著 1995 偕成社

A30 むかし、わたしはサカナだった 黒田 弘行∥文 図 1995 農山漁村文化協会

A31 森へ 星野 道夫∥文 写真 1997 福音館書店

A32 夕ごはんまでの五分間 プロハースコヴァー∥作 1997 偕成社

A33 わたしたちのクジラ学校 井上 こみち∥文 1995 文渓堂

A34 ワンピース戦争 丘 修三∥文 1994 童心社



　団体用セット「この本よんだ？」  小学校中学年用　Bパック 30冊

No. 書名 著者名 出版年 出版者

B1 イヌのいいぶんネコのいいわけ なかの ひろみ∥文 1998 福音館書店

B2 うずまき・うずまき・かたつむり 津田 真帆∥ぶん え 2000 大日本図書

B3 海をかえして！ 丘 修三∥さく 1998 童心社

B4 Ｏじいさんのチェロ ジェーン カトラー∥作 2001 あかね書房

B5 おばあさんのお手玉 大西 伝一郎∥作 2000 ひくまの出版

B6 おふろのなかからモンスター ディック キング＝スミス∥作 2001 講談社

B7 カエルのくれたおくりもの ウィルソン∥作 2001 あかね書房

B8 きのこはともだち 松岡 達英∥構成 2001 偕成社

B9 くっつくふしぎ 田中 幸∥文 2000 福音館書店

B10 コッコばあさんのおひっこし 橋谷 桂子∥作 1999 文化出版局

B11 こもり森のおわかれの日 今村 葦子∥文 1999 ほるぷ出版

B12 さよならエルマおばあさん 大塚 敦子∥写真 文 2001 小学館

B13 さよならサティルン 滝田 よしひろ∥文 2000 小学館

B14 しらんぷり 梅田 俊作∥作 絵 1998 ポプラ社

B15 セイリの味方スーパームーン 高橋 由為子∥作 1999 偕成社

B16 空をとんだＱネズミ 今村 葦子∥作 1998 あかね書房

B17 タヌキまるごと図鑑 盛口 満∥作 1998 大日本図書

B18 たんぽぽ先生あのね 宮川 ひろ∥作 2001 ポプラ社

B19 ちいさくなったパパ ウルフ スタルク∥作 2000 小峰書店

B20 にゃにゃのまほうのふろしき わたり むつこ∥作 2001 ポプラ社

B21 はじめてみんなとかえった日 いながき ようこ∥文 2001 偕成社

B22 ひとしずくの水 ウォルター ウィック∥作 1999 あすなろ書房

B23 ヘイスタック ボニー ガイサート∥文 1999 ＢＬ出版

B24 ペニーさん マリー ホール エッツ∥作 絵 1998 徳間書店

B25 北緯３６度線 小林 豊∥作 絵 2000 ポプラ社

B26 町のけんきゅう 岡本 信也∥文 絵 2001 福音館書店

B27 メロンのじかん まど みちお∥詩 2000 理論社

B28 ゆき と トナカイ の うた ボディル ハグブリンク∥作 絵 2001 ポプラ社

B29 よるのどうぶつえん 川口 幸男∥ぶん 1997 大日本図書

B30 わたしの夢、わたしの人びとの苦しみ子供地球基金中部事務局∥編 2000 ポプラ社



　団体用セット「この本よんだ？」  小学校中学年用　Cパック 30冊

No. 書名 著者名 出版年 出版者

C1 あかりをけして アーサー ガイサート∥作 2007 ＢＬ出版

C2 ありがとう、フォルカーせんせい パトリシア ポラッコ∥作 絵 2001 岩崎書店

C3 いろはのかるた奉行 長谷川 義史∥作 絵 2005 講談社

C4 ウソがいっぱい 丘 修三∥作 2006 くもん出版

C5 絵くんとことばくん 天野 祐吉∥作 2006 福音館書店

C6 おさらのぞうさん 森山 京∥作 2004 小峰書店

C7 お手紙レッスン Ｄ．Ｊ．ルーカス∥作 2006 あすなろ書房

C8 キツネとタヌキの大研究 木暮 正夫∥文 2002 ＰＨＰ研究所

C9 クラシンスキ広場のねこ カレン ヘス∥作 2006 柏艪舎

C10 経済がよくわかるコンビニ大図鑑 ＰＨＰ研究所∥編 2005 ＰＨＰ研究所

C11 ごほうびは、ミステリーツアー エミリー スミス∥作 2004 文研出版

C12 しょうたとなっとう 星川 ひろ子∥写真 文 2003 ポプラ社

C13 しらかわのみんか 島田 アツヒト∥文と絵 2002 小峰書店

C14 じんじろべえ 岸川 悦子∥作 2003 金の星社

C15 シンドバッドの冒険 ルドミラ ゼーマン∥文 絵 2002 岩波書店

C16 小さな小さな海 岩瀬 成子∥作 2006 理論社

C17 手で食べる？ 森枝 卓士∥文 写真 2005 福音館書店

C18 猫吉一家物語　 秋冬 大島 妙子∥作 2004 金の星社

C19 ピパルクとイルカたち ジョン ヒンメルマン∥さく 2004 岩崎書店

C20 ふたりでひとり旅 高森 千穂∥作 2002 あかね書房

C21 冬のさくら 木暮 正夫∥作 2004 どりむ社

C22 ブライデイさんのシャベル レスリー コナー∥文 2006 ＢＬ出版

C23 ぼくの・トモダチのつくりかた さとう まきこ∥作 2004 ポプラ社

C24 ぼくの町に電車がきた 鈴木 まもる∥文 絵 2007 岩崎書店

C25 まあくんすきだよ 鹿島 和夫∥文 写真 2004 ポプラ社

C26 魔女のこねこゴブリーノ アーシュラ ウィリアムズ∥作 2004 福音館書店

C27 もしも日本人がみんな米つぶだったら 山口 タオ∥文 2004 講談社

C28 ルリュールおじさん いせ ひでこ∥作 2007 理論社

C29 ロボママ エミリー スミス∥作 2006 文研出版

C30 わたしの足は車いす フランツ＝ヨーゼフ ファイニク∥作 2004 あかね書房



　団体用セット「この本よんだ？」  小学校中学年用　Dパック 30冊

No. 書名 著者名 出版年 出版者

D1 あたしが部屋から出ないわけ A.クーテュール∥作 2008 文研出版

D2 ウェン王子とトラ チェン ジャンホン∥作  絵 2008 徳間書店

D3 ウミウシ 中野 理枝∥文　 2009 福音館書店

D4 お姫さまのアリの巣たんけん 秋山 亜由子∥作 2007 福音館書店

D5 キャシーのぼうし トルーディ  クリシャー∥ぶん 2008 評論社

D6 くまとやまねこ 湯本 香樹実∥ぶん 2008 河出書房新社

D7 子ザルのいちねん 福田 幸広∥写真　文 2009 小学館

D8 しおだまりの一日 松久保 晃作∥文・写真 2008 小峰書店

D9 しごとば 鈴木 のりたけ∥作 2009 ブロンズ新社

D10 ジジきみと歩いた 宮下 恵茉∥作 2008 学研

D11 しっぱいにかんぱい! 宮川 ひろ∥作 2009 童心社

D12 どうしてぼくをいじめるの? ルイス　サッカー∥作 2009 文研出版

D13 とびらをあければ魔法の時間 朽木 祥∥作　 2009 ポプラ社

D14 ホネホネ たんけんたい 西澤 真樹子∥監修  解説 2008 アリス館

D15 本って、どうやって探したらいいの? 赤木 かん子∥文 2008 ポプラ社

D16 森を育てる生きものたち 谷本 雄治∥文 2008 岩崎書店

D17 ヤクーバとライオン 1 ティエリー  デデュー∥作 2008 講談社

D18 リキシャ★ガール ミタリ　パーキンス∥作　 2009 鈴木出版

D19 アヤカシ薬局閉店セ～ル 伊藤 充子∥作 2010 偕成社

D20 カクレクマノミは大きいほうがお母さん 鈴木 克美∥作 2010 あかね書房

D21 時間のコレクション 飯村 茂樹∥写真　文 2010 フレーベル館

D22 ジジのエジプト旅行 ラッシェル　オスファテール∥作 2010 文研出版

D23 動物園ものがたり 山田 由香∥作 2010 くもん出版

D24 よめたよ、リトル先生 ダグラス　ウッド∥作 2010 岩崎書店

D25 お笑い一番星 牧野 節子∥作 2011 くもん出版

D26 カモのきょうだいクリとゴマ なかがわ ちひろ∥作 絵 2011 アリス館

D27 ココロ屋 梨屋 アリエ∥作 2011 文研出版

D28 土の色って、どんな色？ 栗田 宏一∥著 2011 福音館書店

D29 ピートのスケートレース ルイーズ ボーデン∥作 2011 福音館書店

D30 ペットショップはぼくにおまかせ ヒルケ ローゼンボーム∥作 2011 徳間書店



　団体用セット「この本よんだ？」  小学校中学年用　Eパック 12冊

No. 書名 著者名 出版年 出版者

E1 あこがれお仕事いっぱい!せいふく図鑑 
勝倉 崚太∥写真 鶴
田 一浩∥絵 2012 学研

E2 犬といっしょに。 山口 節子∥著 柴内 裕子∥監修 2012 あかね書房

E3 カビのふしぎ 調べよう 伊沢 尚子∥著 細矢 剛∥監修　写真 2012 汐文社

E4 キュッパのはくぶつかん オーシル　カンスタ　ヨンセン∥さく ひだに れいこ∥やく 2012 福音館書店

E5 ハンナの学校 ウィーラン∥作 中家 多惠子∥訳 スギヤマ カナヨ∥絵 2012 文研出版

E6 ライオンがいないどうぶつ園 フレート　ロドリアン∥作 ヴェルナー　クレムケ∥絵 た
かはし ふみこ∥訳 2012 徳間書店

E7 いしのはなし
シルビア・ロング∥絵  ダイア
ナ・アストン∥文

2013 ほるぷ出版

E8 うちは精肉店 本橋 成一∥写真と文 2013 農文協

E9 ただいま！ ハンナ・ショット∥作 2013 徳間書店

E10 チェロの木 いせ ひでこ∥作 2013 偕成社

E11 ねことテルと王女さま クライド・ロバート・ブラ∥さく 2013 長崎出版

E12 春の海、スナメリの浜 中山 聖子∥作 2013 佼成出版社
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