
　団体用セット「この本よんだ？」　小学校低学年用　Aパック    27冊

No. 書名 著者名 出版年 出版者

A1 あかちゃんがいっぱい テッサ ダール∥ぶん 1994 評論社

A2 アナグマのもちよりパーティ ハーウィン オラム∥文 1995 評論社

A3 ありがとうをいいたくて 森山 京∥作 1993 旺文社

A4 いじわるブッチー バーバラ ボットナー∥ぶん 1995 徳間書店

A5 おいしい野草 高森 登志夫∥え 1992 福音館書店

A6 おさるはおさる いとう ひろし∥作 絵 1991 講談社

A7 おねしょの名人 山田 真∥著 1997 福音館書店

A8 おばけパーティ ジャック デュケノワ∥さく 1996 ほるぷ出版

A9 かいじゅうでんとう 木村 裕一∥作 1995 あかね書房

A10 がんばれモモ子 丘 修三∥作 1996 佼成出版社

A11 こうたのてんぐ山えにっき わたなべ ゆういち∥作 1992 リーブル

A12 コッコさんのかかし 片山 健∥〔作〕 1996 福音館書店

A13 こひつじクロ エリザベス ショー∥作 絵 1993 岩崎書店

A14 ３びきのかわいいオオカミ ユージーン トリビザス∥文 1995 富山房

A15 杉山きょうだいのしゃぼんだまとあそぼう 杉山 弘之∥文と構成 1994 福音館書店

A16 ちびくまくん学校へいく イングリート＝ユーベ∥さく 1993 偕成社

A17 ちゃぼのバンタム ルイーズ ファティオ∥ぶん 1996 童話館出版

A18 となりのせきのますだくん 武田 美穂∥作 絵 1991 ポプラ社

A19 なかよし取扱説明書（犬式） きたやま ようこ∥作 1995 理論社

A20 のっぽのミニはどきどき１年生 クリスティーネ ネストリンガー∥作 1995 くもん出版

A21 のらねこソクラテス 山口 タオ∥作 1995 岩崎書店

A22 はがいたいかいじゅうくん ローズ インピ∥ぶん 1997 アスラン書房

A23 マーヤのやさいばたけ レーナ アンダション∥作 1996 富山房

A24 まだかなまだかな 伊藤 正道∥作 1996 偕成社

A25 やぶかのはなし 栗原 毅∥ぶん 1995 福音館書店

A26 やまからにげてきた・ゴミをぽいぽい 田島 征三∥〔作〕 1993 童心社

A27 りっぱな うんち きたやま ようこ∥さく 1996 あすなろ書房



      30冊

No. 書名 著者名 出版年 出版者

B1 アイラのおとまり バーナード ウエーバー∥作 絵 1998 徳間書店

B2 あかんぼうがいっぱい！ ミック マニング∥作 1998 岩波書店

B3 あたしのいもうとちゃん 尾崎 美紀∥作 1998 ひさかたチャイルド

B4 あのときすきになったよ 薫 くみこ∥さく 1998 教育画劇

B5 いじわるロージー キャサリン パターソン∥文 2000 あすなろ書房

B6 おじいちゃんは１０６さい 松田 もとこ∥作 1999 ポプラ社

B7 おちばのしたをのぞいてみたら… 皆越 ようせい∥写真と文 2001 ポプラ社

B8 カボちゃんのプリン 高山 栄子∥さく 2001 理論社

B9 かみなりドドーン！ 後藤 竜二∥さく 1997 ポプラ社

B10 がんばれプーチン おぼ まこと∥作 絵 1999 河合楽器製作所・出版事業部

B11 くまのベアールとちいさなタタン 原 京子∥さく 2001 ポプラ社

B12 クマよ 星野 道夫∥文 写真 1999 福音館書店

B13 さくらさひめの大しごと 古田 足日∥文 2002 童心社

B14 しっぱいのれんしゅう 宮川 ひろ∥さく 2000 ＰＨＰ研究所

B15 たべたらうんち 山岡 寛人∥写真と文 1999 ポプラ社

B16 時計つくりのジョニー エドワード アーディゾーニ∥作 1999 こぐま社

B17 とにかくさけんでにげるんだ ベティー ボガホールド∥作 1999 岩崎書店

B18 トロールのばけものどり イングリ ドーレア∥作 2001 福音館書店

B19 にんきもののひけつ 森 絵都∥文 1998 童心社

B20 ねこのはなびや 渡辺 有一∥作 2002 フレーベル館

B21 のはらクラブのこどもたち たかどの ほうこ∥作 2001 理論社

B22 笛ふきイワーヌシカ Ｍ．ブラートフ∥再話 2002 偕成社

B23 ぼうしねこはほんとねこ あまん きみこ∥さく 1997 ポプラ社

B24 ぼくはうみわたしはひかり やべ みつのり∥作 2000 童心社

B25 ボロ いそ みゆき∥作 1998 ポプラ社

B26 町たんけん 秋山 とも子∥作 1997 福音館書店

B27 まほうのはっぱのおまじない 泉 啓子∥さく 2002 新日本出版社

B28 むし歯のもんだい 北川原 健∥著 1997 福音館書店

B29 森からのてがみ ２ Ｎ．スラトコフ∥文 2002 福音館書店

B30 やまんばやかたたんけんします！ ごとう りゅうじ∥さく 2001 ポプラ社

　団体用セット「この本よんだ？」　小学校低学年用　Bパック



  団体用セット「この本よんだ？」　小学校低学年用　Cパック      30冊

No. 書名 著者名 出版年出版者

C1 あかいせみ 福田 岩緒∥〔作〕 2007 文研出版

C2 いちばん星、みっけ！ 長崎 夏海∥作 2005 ポプラ社

C3 いつもなかよし つちだ よしはる∥作絵 2004 あかね書房

C4 うみのべっそう 竹下 文子∥さく 2002 佼成出版社

C5 おじいちゃんがおばけになったわけ キム フォップス オーカソン∥文 2006 あすなろ書房

C6 オチツケオチツケこうたオチツケ さとう としなお∥作 2003 岩崎書店

C7 おっと合点承知之助 斎藤 孝∥文 2003 ほるぷ出版

C8 おばあちゃんの時計 ジェラルディン マッコーリーン∥文 2002 評論社

C9 おみやげっていいな 宮川 ひろ∥さく 2003 ＰＨＰ研究所

C10 かぜにおされる ヴィッキー カッブ∥著 2006 あづき

C11 カッパのごちそう 阿部 夏丸∥文 2005 童心社

C12 グースにあった日 キャリ ベスト∥ぶん 2003 福音館書店

C13 くものすおやぶんとりものちょう 秋山 あゆ子∥さく 2005 福音館書店

C14 しもばしら 野坂 勇作∥さく 2004 福音館書店

C15 すえっこおおかみ ラリー デーン ブリマー∥ぶん 2004 あすなろ書房

C16 すみれとあり 矢間 芳子∥さく 2002 福音館書店

C17 タンポポ タヌキ、もりのタネ。 しもだ ともみ∥作 絵 2006 教育画劇

C18 つきとうばん 藤田 雅矢∥作 2007 教育画劇

C19 ときときとき 竹下 文子∥文 2005 小峰書店

C20 バスとロケット 魚住 直子∥さく 2006 佼成出版社

C21 はらっぱこうえんのテントウムシ 山本 さゆり∥さく 2003 新日本出版社

C22 びくびくびりー アンソニー ブラウン∥さく 2007 評論社

C23 ビバリーとしょかんへいく アレクサンダー スタッドラー∥作 2004 文化出版局

C24 ひゅるりとかぜがふくおかで ふくだ としお∥さく 2006 新風舎

C25 ほんとうのことをいってもいいの？ パトリシア Ｃ．マキサック∥文 2002 ＢＬ出版

C26 みえないってどんなこと？ 星川 ひろ子∥写真 文 2002 岩崎書店

C27 みんなのためのルールブック ロン クラーク∥著 2004 草思社

C28 メアリー・スミス アンドレア ユーレン∥作 2005 光村教育図書

C29 もりのてがみ 片山 令子∥さく 2006 福音館書店

C30 わがままいもうと ねじめ 正一∥文 2005 教育画劇



　団体用セット「この本よんだ？」　小学校低学年用　Dパック 　　30冊

No. 書名 著者名 出版年 出版者

D1 あいうえおカメレオン 増田 戻樹∥文　写真 2009 偕成社

D2 公爵夫人のふわふわケーキ ヴァージニア・カール∥作 2007 平凡社

D3 これがほんとの大きさ! 続 スティーブ  ジェンキンズ∥作 2009 評論社

D4 こんなしっぽでなにするの? スティーブ・ジェンキンズ∥共作 2007 評論社

D5 シモンのおとしもの バーバラ・マクリントック∥作 2007 あすなろ書房

D6 白い牛をおいかけて トレイス  シーモア∥文 2008 ゴブリン書房

D7 ソルビム ペ ヒョンジュ∥絵と文 2007 セーラー出版

D8 たたんでむすんでぬのあそび 平野 恵理子∥さく 2009 福音館書店

D9 たま、また たま 星川 ひろ子∥著　 2009 アリス館

D10 トコロウとテンジロウ 天野 碧海∥さく 2007 農山漁村文化協会

D11 とっておきの詩 村上 しいこ∥作　市居 みか∥絵 2009 PHP研究所

D12 にげろ!にげろ? ジャン  ソーンヒル∥再話  絵 2008 光村教育図書

D13 はなちゃんのはなまるばたけ 北川 チハル∥作 2008 岩崎書店

D14 はなやのおばさん ねじめ 正一∥文 2008 童心社

D15 ひみつのカレーライス 井上 荒野∥作　 2009 アリス館

D16 ふしぎなしろねずみ チャン チョルムン∥文　 2009 岩波書店

D17 ミリーのすてきなぼうし きたむら さとし∥作 2009 BL出版

D18 もりのくうちゅうさんぽ 松岡 たつひで∥さく 2008 福音館書店

D19 あいつはトラだ! ガエタン　ドレムス∥作 2010 講談社

D20 おきゃく、おことわり? ボニー　ベッカー∥ぶん 2010 岩崎書店

D21 ふしぎなのらネコ くさのたき∥作 2010 金の星社

D22 ほんとのおおきさ水族館 小宮 輝之∥監修 2010 学研教育出版

D23 みんながつかうたてものだから サジ ヒロミ∥文  絵 2010 偕成社

D24 ライオンとねずみ イソップ∥[原作] 2010 光村教育図書

D25 一年一組ミウの絵日記 吉田　純子∥作 2011 PHP研究所

D26 このよでいちばんはやいのは ロバート　フローマン∥原作 2011 福音館書店

D27 新幹線のたび コマヤスカン∥作 2011 講談社

D28 トラのじゅうたんになりたかったトラ ジェラルド　ローズ∥文　絵 2011 岩波書店

D29 パパのしごとはわるものです 板橋　雅弘∥作 2011 岩崎書店

D30 わたしドーナツこ 井上　ことり∥作 2011 ひさかたチャイルド



　団体用セット「この本よんだ？」　小学校低学年用　Eパック 30冊

No. 書名 著者名 出版年 出版者

E1 おひさまやのおへんじシール 茂市 久美子∥作 よしざわ けいこ∥絵 2012 講談社

E2 さかさことばでうんどうかい 西村 敏雄∥作 2012 福音館書店

E3 ちょっとだけタイムスリップ 花田鳩子∥さく 2012 PHP研究所

E4 どっかんだいこん いわさ ゆうこ∥さく 2012 童心社

E5 ぼくのママはうんてんし おおとも やすお∥さく 2012 福音館書店 

E6 わたしのいちばんあのこの1ばん アリソン　ウォルチ∥作 パトリス　バートン∥絵 2012 ポプラ社

E7 クジラ対シャチ 高田 三郎∥絵  NHKスペシャル制作班∥監修  本木 洋子∥文 2013 新日本出版社

E8 こたえはひとつだけ 立原 えりか∥作 2013 すずき出版

E9 さいこうのスパイス 亀岡 亜希子∥作・絵 2013 PHP研究所

E10 ちきゅうがウンチだらけにならないわけ 松岡 たつひで∥さく 2013 福音館書店

E11 とうふができるまで 宮崎 祥子∥構成・文  白松 清之∥写真 2013 岩崎書店

E12 ひまわり 荒井 真紀∥文・絵 2013 金の星社

E13 いろいろいろのほん エルヴェ・テュレ∥さく 2014 ポプラ社

E14 かぜをひいたおつきさま レオニート・チシコフ∥作・絵 2014 徳間書店

E15 クリスティーナとおおきなはこ ドリス・バーン∥絵 パトリシア・リー・ゴーチ∥作 2014 偕成社

E16 しゅくだいさかあがり 福田 岩緒∥作・絵 2014 PHP研究所

E17 たっくんのあさがお 西村 友里∥作 2014 PHP研究所

E18 はこぶ 鎌田 歩∥作・絵 2014 教育画劇

E19 アンドルーのひみつきち ドリス・バーン∥文・絵 2015 岩波書店

E20 カボチャのなかにたねいくつ？ G．ブライアン・カラス∥絵　マーガレット・マクナマラ∥作 2015 フレーベル館

E21 くれよんがおれたとき 北村 裕花∥え かさい まり∥さく 2015 くもん出版

E22 こぶたのピクルス 小風　さち∥文 2015 福音館書店

E23 ひつじのブルル さいとう のりこ∥作 矢島 眞澄∥絵　 2015 PHP研究所

E24 よるになると 松岡 達英∥さく 2015 福音館書店

E25 ３００年まえから伝わるとびきりおいしいデザート エミリー・ジェンキンス∥文 ソフィー・ブラッコール∥絵 2016 あすなろ書房

E26 せなかのともだち 荻原 弓佳∥作 2016 PHP研究所

E27 ひまなこなべ　 アイヌのむかしばなし 萱野 茂∥文 どい かや∥絵 2016 あすなろ書房

E28 プーさんとであった日 リンジー・マティック∥ぶん　ソフィー・ブラッコール∥え 2016 評論社

E29 ポンちゃんはお金もち たかどの ほうこ∥さく・え 2016 こぐま社

E30 やさいの花 埴 沙萠∥写真 嶋田 恭子∥文 2016 ポプラ社



　団体用セット「この本よんだ？」　小学校低学年用　Fパック 12冊

No. 書名 著者名 出版年 出版者

F1 いろいろはっぱ 小寺 卓矢∥写真・文 2017 アリス館

F2 詩ってなあに？ ミーシャ・アーチャー∥作 2017 BL出版

F3 チュウとチイのあおいやねのひみつきち たかお ゆうこ∥さく 2017 福音館書店

F4 つちづくりにわづくり ケイト・メスナー∥文  クリストファー・サイラス・ニール∥絵 2017 福音館書店

F5 ぼく、ちきゅうかんさつたい 松本 聰美∥作　ひがし ちから∥絵 2017 出版ワークス

F6 まほうのゆうびんポスト やまだ ともこ∥作 2017 金の星社

F7 アニマルズ　生きもののおどろき120 エマ・ドッズ∥ぶん　マーク・アスピナール∥え 2018 ポプラ社

F8 うずらかあさんとたまご 島野雫∥さく・え 2018 教育画劇

F9 王さまのスプーンになったおたまじゃくし さくら文葉∥作 2018 PHP研究所

F10 ねこの商売 林原玉枝∥文　 2018 福音館書店

F11 フランクリンの空とぶ本やさん ジェン・キャンベル∥ぶん　ケイティ・ハーネット∥え 2018 BL出版

F12 ワタナベさん 北村直子∥作 2018 偕成社


