
　団体用セット「この本よんだ？」  小学校高学年用　Aパック 35冊

No. 書名 著者名 出版年 出版者

A1 アカネちゃんのなみだの海 松谷 みよ子∥著 1992 講談社

A2 赤姫さまの冒険 パウル ビーヘル∥作 1997 徳間書店

A3 いのちのふるさと・水田稲作 1991 ジャパンプレス・フォト

A4 絵ときゾウの時間とネズミの時間 本川 達雄∥文 1994 福音館書店

A5 絵で読む広島の原爆 那須 正幹∥文 1995 福音館書店

A6 江戸時代入門 落合 大海∥著 1993 国土社

A7 おじいちゃんとの戦争 ロバート Ｋ スミス∥作 1992 文研出版

A8 お金でさぐる日本史 １ 松崎 重広∥著 1993 国土社

A9 お金でさぐる日本史 ２ 松崎 重広∥著 1993 国土社

A10 お金でさぐる日本史 ３ 松崎 重広∥著 1993 国土社

A11 ガンってどういう病気かな？ 加藤 洋一∥著 1995 童心社

A12 キャミーの八月 ヴァジニア＝ハミルトン∥作 1995 講談社

A13 ジャイアント・ベイビー アラン アルバーグ∥作 1997 講談社

A14 自由研究〈赤ちゃん〉 サラ エリス∥作 1996 徳間書店

A15 税金でさぐる日本史 落合 大海∥著 1993 国土社

A16 そらから恐竜がおちてきた ひろた みを∥作 1994 講談社

A17 食べ物・衣服でさぐる日本史 長岡 清∥著 1993 国土社

A18 時の石 那須 正幹∥作 1995 文渓堂

A19 どんな草でも紙になる 大西 秀夫∥文と写真 1997 大日本図書

A20 名取先生のおもしろゴミ授業 名取 弘文∥著 1993 ポプラ社

A21 夏の庭－The Friendｓ‐ 湯本 香樹実∥作 2002 徳間書店

A22 七日間のウォーキング・ラリー 今関 信子∥作 1996 童心社

A23 なるかみの午後 今村 葦子∥作 1993 あすなろ書房

A24 日本史たのしく学ぶ法 板倉 聖宣∥〔ほか〕著 1993 国土社

A25 乗り物でさぐる日本史 長岡 清∥著 1993 国土社

A26 発掘屋おフミさん あかね るつ∥作 1995 新日本出版社

A27 パパとのぼった木 Ｃ．Ｓ．アドラー∥作 1996 文研出版

A28 ハンサム・ガール 佐藤 多佳子∥作 1993 理論社

A29 ふたりっ子 岡田 なおこ∥作 1994 岩崎書店

A30 ぼくらのサイテーの夏 笹生 陽子∥作 1997 講談社

A31 ぼくらの進水式 長崎 源之助∥作 1993 文渓堂

A32 夕映えになるまでに 竹田 まゆみ∥作 1995 岩崎書店

A33 ゆび一本でカメラマン あきもと しげる∥作 写真 1996 童心社

A34 夜の神話 たつみや 章∥著 1994 講談社

A35 ワニがうたえば雨がふる 岡田 貴久子∥作 1996 あかね書房



31冊

No. 書名 著者名 出版年 出版者

B1 合言葉はフリンドル！ アンドリュー＝クレメンツ∥作 2000 講談社

B2 雨ニモマケチャウカモシレナイ 芝田 勝茂∥作 1999 小峰書店

B3 うそつきの天才 ウルフ スタルク∥著 1996 小峰書店

B4 うちのおばあちゃん イルゼ クレーベルガー∥作 2000 徳間書店

B5 ＮＨＫためしてガッテンきみもチャレンジ  ＮＨＫ科学番組部∥編 1999 汐文社

B6 課外授業ようこそ先輩 １ ＮＨＫ「課外授業ようこそ先輩」制作グループ∥編 1999 ＫＴＣ中央出版

B7 勝海舟 古川 薫∥著 2002 小峰書店

B8 ぎりぎりトライアングル 花形 みつる∥作 2001 講談社

B9 クジラと少年の海 小島 曠太郎∥著 1998 理論社

B10 クックとタマ次郎の情報大航海術 片岡 則夫∥作 2002 リブリオ出版

B11 ケナフの絵本 ちば こうぞう∥へん 1999 農山漁村文化協会

B12 算数の呪い ジョン シェスカ∥文 1999 小峰書店

B13 世界の食生活と栄養 足立 己幸∥著 1998 大日本図書

B14 空へつづく神話 富安 陽子∥作 2001 偕成社

B15 だいあもんど 長崎 夏海∥作 2000 新日本出版社

B16 だまし絵であそぼう 杉原 厚吉∥文 1998 岩波書店

B17 ２０本の木のノート いわさ ゆうこ∥作 1998 文化出版局

B18 はいけい女王様、弟を助けてください モーリス グライツマン∥作 1998 徳間書店

B19 ハルモニの風 堀内 純子∥作 2000 ポプラ社

B20 ファーブルの夏ものがたり マーガレット Ｊ アンダーソン∥作 1999 くもん出版

B21 フライング・ソロ ラルフ フレッチャー∥作 2001 文研出版

B22 フレディ ディートロフ ライヒェ∥作 2001 旺文社

B23 マタビアは貝のおまもり マリオン ブルーム∥作 1997 岩波書店

B24 満月の夜古池で 坂東 真砂子∥作 1997 偕成社

B25 みどりいろの風 内海 隆一郎∥作 2000 ＰＨＰ研究所

B26 三宅島の生きものたち ジャック Ｔ．モイヤー∥著 2002 フレーベル館

B27 「物づくり」に見る日本人の歴史 １ 西ケ谷 恭弘∥監修 2000 あすなろ書房

B28 「物づくり」に見る日本人の歴史 ２ 西ケ谷 恭弘∥監修 2001 あすなろ書房

B29 「物づくり」に見る日本人の歴史 ３ 西ケ谷 恭弘∥監修 2001 あすなろ書房

B30 「物づくり」に見る日本人の歴史 ４ 西ケ谷 恭弘∥監修 2000 あすなろ書房

B31 わらいの王子様 令丈 ヒロ子∥作 2002 理論社

　団体用セット「この本よんだ？」  小学校高学年用　Bパック



　団体用セット「この本よんだ？」  小学校高学年用　Cパック 30冊

No. 書名 著者名 出版年 出版者

C1 あきらめないこと、それが冒険だ 野口 健∥著 2007 学研

C2 あなたの声がききたい 岸川 悦子∥文 2006 佼成出版社

C3 絵で見るナイル川ものがたり アン ミラード∥文 2004 さ・え・ら書房

C4 エドウィナからの手紙 スーザン ボナーズ∥作 2004 金の星社

C5 えりなの青い空 あさの あつこ∥作 2004 毎日新聞社

C6 オーロラのひみつ 上出 洋介∥文 2003 偕成社

C7 お化粧大研究 石田 かおり∥著 2003 ＰＨＰ研究所

C8 神さまの住む町 楠 章子∥作 2005 岩崎書店

C9 キミは日本のことを、ちゃんと知っているか！ 斎藤 孝∥著 2005 ＰＨＰ研究所

C10 着物の大研究 馬場 まみ∥監修 2007 ＰＨＰ研究所

C11 金曜日がおわらない アニー ドルトン∥作 2005 文研出版

C12 ケンスケの王国 マイケル モーパーゴ∥著 2003 評論社

C13 シキュロスの剣 泉 啓子∥作 2002 童心社

C14 少年グッチと花マル先生 溝部 清彦∥著 2003 高文研

C15 せんせい 岸川 悦子∥作 2004 佼成出版社

C16 大ちゃん 星 あかり∥作 2004 大日本図書

C17 土の中からでてきたよ 小川 忠博∥写真と文 2005 平凡社

C18 遠い海鳴り かとう たみこ∥著 2006 績文堂出版

C19 ドラッグなんていらない 水谷 修∥著 2004 東山書房

C20 夏のとびら 泉 啓子∥作 2006 あかね書房

C21 生ゴミはよみがえる 菅野 芳秀∥著 2002 講談社

C22 南極のコレクション 武田 剛∥著 2007 フレーベル館

C23 ﾋﾟﾄゥスの動物園 サバスティア スリバス∥著 2006 あすなろ書房

C24 秘密の道をぬけて ロニー ショッター∥著 2004 あすなろ書房

C25 べんとふしぎな青いびん キャシー フープマン∥作 2003 あかね書房

C26 美乃里の夏 藤巻 吏絵∥作 2005 福音館書店

C27 水の大研究 橋本 淳司∥著 2005 ＰＨＰ研究所

C28 雄太昆虫記 中川 雄太∥作 2002 くもん出版

C29 ユーウツなつうしんぼ アンドリュー クレメンツ∥作 2005 講談社

C30 竜退治の騎士になる方法 岡田 淳∥作 絵 2003 偕成社



　団体用セット「この本よんだ？」  小学校高学年用　Dパック 30冊

No. 書名 著者名 出版年 出版者

D1 これ、ぼくの宝物です 山下 奈美∥作 2009 学研

D2 死 谷川 俊太郎∥文　 2009 大月書店

D3 ジェミーと走る夏 エイドリアン　フォゲリン∥作 2009 ポプラ社

D4 白いキリンを追って ローレン  セントジョン∥著 2007 あすなろ書房

D5 建具職人の千太郎 岩崎 京子∥作 2009 くもん出版

D6 チャンスがあれば… チャンスの会∥編・訳 2008 岩崎書店

D7 テレビのむこうの謎の国 エミリー　ロッダ∥著 2009 あすなろ書房

D8 ながいながい旅 イロン  ヴィークランド∥絵 2009 岩波書店

D9 なぜ、めい王星は惑星じゃないの? 布施 哲治∥著 2007 くもん出版

D10 ナディアおばさんの予言 マリー・デプルシャン∥作 2007 文研出版

D11 バアちゃんと、とびっきりの三日間 三輪 裕子∥作 2009 あかね書房

D12 ハリスとぼくの夏 ゲイリー  ポールセン∥作 2009 文研出版

D13 方言と地図 冬野 いちこ∥絵 2009 フレーベル館

D14 ポータブル・ゴースト マーガレット  マーヒー∥作 2008 岩波書店

D15 ぼくがバイオリンを弾く理由 西村 すぐり∥作 2008 ポプラ社

D16 マグロをそだてる 江川 多喜雄∥文　 2009 アリス館

D17 みどパン協走曲 黒田 六彦∥作 2007 BL出版

D18 よーするに医学えほん きむら ゆういち∥作 2009 講談社

D19 アニーのかさ リサ　グラフ∥作 2010 講談社

D20 地球最北に生きる日本人 武田 剛∥著 2009 フレーベル館

D21 つづきの図書館 柏葉 幸子∥作 2010 講談社

D22 図書館ラクダがやってくる マーグリート　ルアーズ∥著 2010 さ・え・ら書房

D23 ヘヴンリープレイス 濱野 京子∥作 2010 ポプラ社

D24 ライバル はまなか あき∥作 2010 角川学芸出版

D25 チビ虫マービンは天才画家！ エリース ブローチ∥作 2011 偕成社

D26 ツチノコ温泉へようこそ 中山 聖子∥作 2011 福音館書店

D27 走れ！マスワラ グザヴィエ ローラン プティ∥作 2011 ＰＨＰ研究所

D28 パンプキン！ 令丈 ヒロ子∥作 2011 講談社

D29 野鳥もネコもすくいたい！ 高橋 うらら∥文写真 2011 学研教育出版

D30 「リベンジする」とあいつは言った 朝比奈 蓉子∥著 2011 ポプラ社



　団体用セット「この本よんだ？」  小学校高学年用　Eパック 12冊

No. 書名 著者名 出版年 出版者

E1 アーヤと魔女 ダイアナ・ウィン・ジョーンズ∥作 2012 徳間書店

E2 糸子の体重計 いとう みく∥作 佐藤 真紀子∥絵 2012 童心社

E3 がんばっぺ!アクアマリンふくしま 中村 庸夫∥著 2012 フレーベル館 

E4 桜守のはなし 佐野 藤右衛門∥作 2012 講談社

E5 図解絵本東京スカイツリー モリナガ ヨウ∥作　絵 2012 ポプラ社

E6 願いがかなうふしぎな日記 本田 有明∥著 2012 PHP研究所

E7 命のバトン 堀米 薫∥文 2013 佼成出版社

E8 奇跡はつばさに乗って 源 和子∥著 2013 講談社

E9 翼のはえたコーヒープリン 西村 友里∥作 2013 国土社

E10 時をつなぐおもちゃの犬 マイケル・モーパーゴ∥作 2013 あかね書房

E11 追跡！なぞの深海生物 藤原 義弘∥写真・文  野見山 ふみこ∥文 2013 あかね書房

E12 ふたり 福田 隆浩∥著 2013 講談社
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