
　団体用セット「この本よんだ？」  中学校用　Aパック 28冊

No. 書名 著者名 出版年 出版者

A1 海辺の王国 ロバート ウェストール∥作 1995 徳間書店

A2 エイズとＳＴＤ（性感染症） 北沢 杏子∥著 1993 岩崎書店

A3 おばかさんに乾杯 ウルフ スタルク∥作 1992 福武書店

A4 解剖学教室へようこそ 養老 孟司∥著 1994 筑摩書房

A5 風にのれ！アホウドリ 長谷川 博∥著 1996 フレーベル館

A6 カメラマンからカワラマンへ 山田 脩二∥著 1997 筑摩書房

A7 グウェンの旅だち Ｒ．Ｅ．ハリス∥作 1996 岩波書店

A8 ごきげんな裏階段 佐藤 多佳子∥作 1992 理論社

A9 これは王国のかぎ 荻原 規子∥著 2000 福武書店

A10 ザ・ギバー ロイス ローリー∥作 1996 講談社

A11 戦争ゲーム マイケル フォアマン∥著 1996 あすなろ書房

A12 空色勾玉 荻原 規子∥作 1997 徳間書店

A13 地と潮の王 末吉 暁子∥作 1996 講談社

A14 ティモと沼の精 アンゲラ ゾンマー＝ボーデンブルク∥作 1993 くもん出版

A15 夏の鼓動 長崎 夏海∥作 1995 偕成社

A16 ネコのグリシーをさがしたら… メアリー フランシス シューラ∥作 1995 徳間書店

A17 光る夏－たつひこ マオ アキラ∥作 1994 童心社

A18 ヒース咲く丘のホスピスから レナーテ ヴェルシュ∥作 1996 さ・え・ら書房

A19 ぼくの・稲荷山戦記 たつみや 章∥著 1993 講談社

A20 ぼくの生活 加藤 耕一∥作 1995 ポプラ社

A21 また、あした 田村 理江∥作 1997 偕成社

A22 マリアからの手紙 グレーテリース ホルム∥作 1996 徳間書店

A23 ミシシッピ川 ニナ モーガン∥著 1995 偕成社

A24 やさしいメトロポリタン美術館ガイド ジョイ リチャードソン∥著 1995 ほるぷ総連合／ほるぷ教育開発研究所

A25 野心あらためず 後藤 竜二∥作 1994 講談社

A26 「弥生の村」を探しつづけた男 鈴木 喜代春∥著 1997 あすなろ書房

A27 ライオンと歩いた少年 エリック キャンベル∥作 1996 徳間書店

A28 ワーキング・ガール キャサリン パターソン∥作 1995 偕成社



　団体用セット「この本よんだ？」  中学校用　Bパック 35冊

No. 書名 著者名 出版年 出版者

B1 絵舟 川村 たかし∥著 1998 ポプラ社

B2 おいしい話 池波 正太郎∥〔ほか〕著 2001 ポプラ社

B3 小川は川へ、川は海へ スコット オデール∥作 1997 小峰書店

B4 織りものごっこ 田村 寿美恵∥作 1998 童心社

B5 おんなのこだから レイフ クリスチャンソン∥文 1999 岩崎書店

B6 海岸林が消える？！ 近田 文弘∥著 2000 大日本図書

B7 化石・骨・木製品を探る 平尾 良光∥編 1998 国土社

B8 川の上で ヘルマン シュルツ∥作 2001 徳間書店

B9 くじで決まった命 木内 恭子∥著 1998 けやき書房

B10 月神の統べる森で たつみや 章∥作 1998 講談社

B11 心の国境をこえて ガリラ ロンフェデル アミット∥作 1999 さ・え・ら書房

B12 古代住居・寺社・城郭を探る 平尾 良光∥編 1999 国土社

B13 古墳・貝塚・鉄器を探る 平尾 良光∥編 2000 国土社

B14 これが「わたしの顔」 村沢 博人∥著 1998 ポプラ社

B15 サイレントビート 泉 啓子∥作 1998 ポプラ社

B16 地震をしらべる 茅野 一郎∥著 1999 小峰書店

B17 シャーロット・ドイルの告白 アヴィ∥作 2000 偕成社

B18 透きとおった糸をのばして 草野 たき∥著 2001 講談社

B19 青銅鏡・銅鐸・鉄剣を探る 平尾 良光∥編 1998 国土社

B20 石器・土器・装飾品を探る 平尾 良光∥編 1998 国土社

B21 ゾウの王パパ・テンボ エリック キャンベル∥作 2001 徳間書店

B22 ソニー デーヴィッド マーシャル∥文 1997 岩崎書店

B23 ダイブ ３ 森 絵都∥著 2002 講談社

B24 種をまく人 ポール フライシュマン∥著 1999 あすなろ書房

B25 地平線にむかって 三輪 裕子∥作 1998 小峰書店

B26 超・ハーモニー 魚住 直子∥著 1998 講談社

B27 ハイテクで解く縄文の謎 岩田 一平∥著 1998 大日本図書

B28 バッテリー ３ あさの あつこ∥作 2000 教育画劇

B29 ビート・キッズ 風野 潮∥作 1999 講談社

B30 仏像・漆工芸品・染織品を探る 平尾 良光∥編 2000 国土社

B31 みんなで跳んだ 滝田 よしひろ∥文 2001 小学館

B32 夢の守り人 上橋 菜穂子∥作 2001 偕成社

B33 6000000000個の缶飲料 今泉 みね子∥著 2002 合同出版

B34 ローワンと魔法の地図 エミリー ロッダ∥作 2001 あすなろ書房

B35 わたしが選んだ職業 「わたしが選んだ職業」編集委員会∥〔編〕 2002 福音館書店



　団体用セット「この本よんだ？」  中学校用　Cパック 30冊

No. 書名 著者名 出版年 出版者

C1 アースシーの風 ル＝グウィン∥作 2003 岩波書店

C2 アグリーガール ジョイス キャロル オーツ∥作 2005 理論社

C3 あなたが世界を変える日 セヴァン カリス＝スズキ∥著 2004 学陽書房

C4 生きのびるために デボラ エリス∥作 2002 さ・え・ら書房

C5 おしゃれ＆プチ整形 岡村 理栄子∥著 2006 大月書店

C6 崖の国物語 １ ポール スチュワート∥作 2002 ポプラ社

C7 祈祷師の娘 中脇 初枝∥作 2005 福音館書店

C8 グローバル化とわたしたち 村井 吉敬∥著 2006 岩崎書店

C9 ささやかな魔法の物語 村山 早紀∥作 2001 ポプラ社

C10 シートン 今泉 吉晴∥著 2003 福音館書店

C11 しずかな日々 椰月 美智子∥著 2006 講談社

C12 シャバヌ スザンネ ステープルズ∥作 2004 ポプラ社

C13 １３歳のハローワーク 村上 竜∥著 2003 幻冬舎

C14 震度７ 松岡 達英∥文 絵 2005 ポプラ社

C15 スグリ 野崎 ゆきえ∥著 2004 文芸社

C16 その歌声は天にあふれる ジャミラ ガヴィン∥作 2005 徳間書店

C17 宝さがしの旅 スティーヴン ビースティー∥絵 2002 岩波書店

C18 地球に生きる人間 大塚 柳太郎∥著 2004 小峰書店

C19 沈黙のはてに アラン ストラットン∥著 2006 あすなろ書房

C20 天山の巫女ソニン １ 菅野 雪虫∥作 2007 講談社

C21 トナカイ遊牧民とくらす 関野 吉晴∥著 2002 小峰書店

C22 止まったままの時計 今井 福子∥作 2006 文研出版

C23 なまくら 吉橋 通夫∥〔著〕 2006 講談社

C24 日本という国 小熊 英二∥著 2006 理論社

C25 ニュースの現場で考える 池上 彰∥著 2004 岩崎書店

C26 ばかなおとなにならない脳 養老 孟司∥著 2005 理論社

C27 ホームレスだったぼくから、きみたちへ 2003 実業之日本社

C28 未来世界へようこそ 小松 左京∥〔ほか〕著 2005 ポプラ社

C29 妖怪アパートの幽雅な日常 1 香月 日輪∥〔著〕 2003 講談社

C30 ワニ 梨木 香歩∥文 2004 理論社



　団体用セット「この本よんだ？」  中学校用　Dパック 30冊

No. 書名 著者名 出版年 出版者

D1 あきらめないで マルティナ　アマン∥作 2009 徳間書店

D2 アンソニー、きみがいるから 櫻井 ようこ∥著 2008 ポプラ社

D3 いのちをいただく 内田 美智子∥文　 2009 西日本新聞社

D4 おもいの?かるいの? やまがみ じろう∥さく 2008 数研出版

D5 靴を売るシンデレラ ジョーン・バウアー∥著　 2009 小学館

D6 シーオグの祈り ジェイムズ  ヘネガン∥著 2007 ランダムハウス講談社

D7 シャボン玉同盟 梨屋 アリナ∥著 2009 講談社

D8 たたみの部屋の写真展 朝比奈 蓉子∥作 2008 偕成社

D9 どんとこい、貧困! 湯浅 誠∥著　 2009 理論社

D10 フィッシュ L.S.マシューズ∥作 2008 鈴木出版

D11 フュージョン 濱野 京子∥著 2008 講談社

D12 健太がゆく! 小松 健太∥著 2007 旺文社

D13 世界を動かした塩の物語 マーク  カーランスキー∥文 2009 BL出版

D14 氷石 久保田 香里∥作 2008 くもん出版

D15 母からの伝言 エスター・ニセンタール・クリニッツ∥作 2007 光村教育図書

D16 ペンギンの教え 小菅 正夫∥著 2009 講談社

D17 病気の魔女と薬の魔女 岡田 晴恵∥著 2008 学研

D18 凛九郎  1 吉橋 通夫∥[著] 2006 講談社

D19 オシムからの旅 木村 元彦∥著 2010 理論社

D20 言葉はなぜ生まれたのか 岡ノ谷 一夫∥著 2010 文藝春秋

D21 はみだしインディアンのホントにホントの物語 シャーマン　アレクシー∥著 2010 小学館

D22 ブルー 久美 沙織∥作 2010 理論社

D23 モーツァルトはおことわり マイケル・モーパーゴ∥作 2010 岩崎書店

D24 優しい音 三輪裕子∥作 2009 小峰書店

D25 宇宙少年 野口総一∥著 2011 講談社

D26 エリザベス女王のお針子 ケイト ペニントン∥作 2011 徳間書店

D27 カメレオンを飼いたい！ 松本 祐子∥作 2011 小峰書店

D28 こども東北学 山内 明美∥著 2011 イースト・プレス

D29 鉄のしぶきがはねる まほら 三桃∥著 2011 講談社

D30 魔法の泉への道 リンダ スー パーク∥著 2011 あすなろ書房



　団体用セット「この本よんだ？」  中学校用　Eパック 12冊

No. 書名 著者名 出版年 出版者

E1 映画カントクは中学生！ 艸場 よしみ∥著 2012 汐文社

E2 オレたちの明日に向かって 八束澄子∥著 2012 ポプラ社

E3 サイエンス･クエスト アイリック　ニュート∥著 枇谷 玲子∥訳 2012 NHK出版

E4 ジョン万次郎  マーギー  プロイス∥著 金原 瑞人∥訳 2012 集英社

E5 八月の光 朽木 祥∥作 2012 偕成社

E6 山に肉をとりに行く 田口 茂男∥写真　文 2012 岩崎書店

E7 紙コップのオリオン 市川 朔久子∥著 2013 講談社

E8 カントリー・ロード 阪口 正博∥作 2013 BL出版

E9 グレゴール・メンデル ジョス・A・スミス∥絵  シェリル・バードー∥文 2013 BL出版

E10 マリアンは歌う ブライアン・セルズニック∥絵  パム・ムニョス・ライアン∥文 2013 光村教育図書

E11 モッキンバード キャスリン・アースキン∥著 2013 明石書店

E12 ランドセルは海を越えて 内堀 タケシ∥写真・文 2013 ポプラ社
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