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低学年　Ａ

タ　イ　ト　ル 著　者 出　版　社

1 あおい目のこねこ エゴン・マチーセン／さく・え 東京：福音館書店

2 あるきだした小さな木 テルマ＝ボルクマン／作 東京：偕成社

3 １ねん１くみ１ばんげんき 後藤　竜二／作 東京：ポプラ社

4 いぬうえくんのおきゃくさま きたやま　ようこ／作 東京：あかね書房

5 いやいやえん 中川　李枝子／さく 東京：福音館書店

6 おさるのはまべ いとう　ひろし／作・絵 東京：講談社

7 おすしでげんき！ つちだ　よしはる／作絵 東京：あかね書房

8 おばけのバケロン　バレエだいすき！ もとした　いづみ／作 東京：ポプラ社

9 天使のかいかた なかがわ　ちひろ／作 東京：理論社

10 なぞなぞライオン 佐々木　マキ／作 東京：理論社

11 ネコのタクシー 南部　和也／さく 東京：福音館書店

12 はじめてのキャンプ 林　明子／さく・え 東京：福音館書店

13 ハッピー☆おばけうらない！ むらい　かよ／著 東京：ポプラ社

14 ぷぷぷうプウタは一年生 神沢　利子／作 東京：講談社

15 へんてこもりのきまぐれろ たかどの　ほうこ／作・絵 東京：偕成社

16 ポテト・チップスができるまで 森山　京／作 東京：小峰書店

17 まじょねこピピごしゅじんさまはどこ！？ 中島　和子／作 東京：金の星社

18 まじょねこピピまじょねこ見習いしゅぎょう中！ 中島　和子／作 東京：金の星社

19 みてても、いい？ 礒　みゆき／作 東京：ポプラ社

20 もりのなかよし つちだとしはる 東京：あかね書房

低学年　Ｂ

タ　イ　ト　ル 著　者 出　版　社

1 いちねんせいがあるきます！ 北川　チハル／作 東京：ポプラ社

2 いやいやえん 中川　李枝子／さく 東京：福音館書店

3 おおきなおおきなおいも 赤羽　末吉／さく・え 東京：福音館書店

4 おばけマンション むらい　かよ／著 東京：ポプラ社

5 おばけ屋のおばけてぶくろ あわた　のぶこ／文 東京：小峰書店

6 おやつにまほうをかけないで さとう　まきこ／作 東京：小峰書店

7 きつねとたんぽぽ新装版 松谷　みよ子／作 小峰書店

8 しりとりのくに 深見　春夫／作・絵 東京：ＰＨＰ研究所

9 スカンクプウちゃん とりごえ　まり／作・絵 東京：講談社

10 たからものくらべ 杉山　亮／作 東京：福音館書店

11 タニシのがくげいかい 阿部　夏丸／作 東京：講談社

12 注文の多い料理店 宮沢　賢治／作 東京：岩崎書店

13 つりばしゆらゆら もりやま　みやこ／作 東京：あかね書房

14 へんてこもりにいこうよ たかどの　ほうこ／作・絵 東京：偕成社

15 まじょねこピピぼくのだいじなともだち 中島　和子／作 東京：金の星社

16 まじょねこピピゆめのまじょねこ学校 中島　和子／作 東京：金の星社

17 モンスター・ホテルでおめでとう 柏葉　幸子／作 東京：小峰書店

18 モンスター・ホテルでプレーボール 柏葉　幸子／作 東京：小峰書店

19 ルルとララの天使のケーキ あんびる　やすこ／作・絵 東京：岩崎書店

20 ルルとララのわくわくクレープ あんびる　やすこ／作・絵 東京：岩崎書店
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低学年　Ｃ

タ　イ　ト　ル 著　者 出　版　社

1 おさるのまいにち いとう　ひろし／作・絵 東京：講談社

2 おばけのアッチのあるかないかわからないごちそう 角野　栄子／さく 東京：ポプラ社

3 おばけのアッチほっぺたぺろりん 角野　栄子／さく 東京：ポプラ社

4 おはなしぽっちり　１ もりやま　みやこ／さく 東京：小峰書店

5 おはなしぽっちり　２ もりやま　みやこ／さく 東京：小峰書店

6 おはなしぽっちり　３ もりやま　みやこ／さく 東京：小峰書店

7 おはなしぽっちり　４ もりやま　みやこ／さく 東京：小峰書店

8 きいろいばけつ もりやま　みやこ／作 東京：あかね書房

9 くまざわくんのたからもの きたやま　ようこ／作 東京：あかね書房

10 シートンどうぶつ記　１ シートン／〔作〕 東京：あすなろ書房

11 シートンどうぶつ記　２ シートン／〔作〕 東京：あすなろ書房

12 シートンどうぶつ記　３ シートン／〔作〕 東京：あすなろ書房

13 シートンどうぶつ記　４ シートン／〔作〕 東京：あすなろ書房

14 シートンどうぶつ記　５ シートン／〔作〕 東京：あすなろ書房

15 ドラゴンにごようじん 茂市　久美子／作 東京：国土社

16 ドラゴンは王子さま 茂市　久美子／作 東京：国土社

17 とらざえもんはまじょのねこ？ 末吉　暁子／作 東京：小峰書店

18 番ねずみのヤカちゃん リチャード・ウィルバー／さく 東京：福音館書店

19 ルルとララのシャーベット あんびる　やすこ／作・絵 東京：岩崎書店

20 ルルとララのふんわりムース あんびる　やすこ／作・絵 東京：岩崎書店

低学年　Ｄ

タ　イ　ト　ル 著　者 出　版　社

1 いぬうえくんがわすれたこと きたやま　ようこ／作 東京：あかね書房

2 大きい１年生と小さな２年生 古田　足日／さく 東京：偕成社

3 おさるのかわ いとう　ひろし／作・絵 東京：講談社

4 おばけ屋のおばけうめぼし あわた　のぶこ／文 東京：小峰書店

5 おばけ屋のおばけかき あわた　のぶこ／文 東京：小峰書店

6 かさをかしてあげたあひるさん 村山　籌子／著 東京：福音館書店

7 シートンどうぶつ記　６ シートン／〔作〕 東京：あすなろ書房

8 シートンどうぶつ記　７ シートン／〔作〕 東京：あすなろ書房

9 シートンどうぶつ記　８ シートン／〔作〕 東京：あすなろ書房

10 シートンどうぶつ記　９ シートン／〔作〕 東京：あすなろ書房

11 シートンどうぶつ記　１０ シートン／〔作〕 東京：あすなろ書房

12 そらとぶこくばん ねじめ　正一／さく 東京：福音館書店

13 にげだしたぼうし新装版 野本　淳一／作 小峰書店

14 ふらいぱんじいさん 神沢　利子／作 東京：あかね書房

15 へんてこもりのコドロボー たかどの　ほうこ／作・絵 東京：偕成社

16 みどりいろのたね たかどの　ほうこ／作 東京：福音館書店

17 やっとライオン きむら　ゆういち／作 東京：小学館

18 ライギョのきゅうしょく 阿部　夏丸／作 東京：講談社

19 ルルとララのいちごのデザート あんびる　やすこ／作・絵 東京：岩崎書店

20 ルルとララのチョコレート あんびる　やすこ／作・絵 東京：岩崎書店
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低学年　Ｅ

タ　イ　ト　ル 著　者 出　版　社

1 いぬうえくんがやってきた きたやま　ようこ／作 東京：あかね書房

2 おさるはおさる いとう　ひろし／作・絵 東京：講談社

3 おばけのアッチとドララちゃん 角野　栄子／さく 東京：ポプラ社

4 おばけ屋のおばけたまご あわた　のぶこ／文 東京：小峰書店

5 おばけ屋のおばけツリー あわた　のぶこ／文 東京：小峰書店

6 かさじぞう 大川　悦生／著 東京：偕成社

7 かちかちやま 鶴見　正夫／著 東京：偕成社

8 ごきげんなすてご いとう　ひろし／さく 東京：徳間書店

9 さむがりやのゆきだるま みたむら　のぶゆき／さく 東京：小峰書店

10 ジオジオのパンやさん 岸田　衿子／作 東京：あかね書房

11 それほんとう？ 松岡　享子／ぶん 東京：福音館書店

12 つるのよめさま 末吉　暁子／著 東京：偕成社

13 番ねずみのヤカちゃん リチャード・ウィルバー／さく 東京：福音館書店

14 ひこいちばなし 竹崎　有斐／著 東京：偕成社

15 ピンコうさぎのふしぎなくすり こぐれ　まさお／作 東京：小峰書店

16 ペリカンとうさんのおみやげ 大石　真／作 東京：小峰書店

17 へんてこもりのなまえもん たかどの　ほうこ／作・絵 東京：偕成社

18 ももいろのきりん 中川　李枝子／さく 東京：福音館書店

19 もりのへなそうる わたなべ　しげお／さく 東京：福音館書店

20 ゆうえんちはおやすみ 戸田　和代／作 東京：岩崎書店

低学年　Ｆ

タ　イ　ト　ル 著　者 出　版　社

1 オタマジャクシのうんどうかい 阿部　夏丸／作 東京：講談社

2 おばけのバケロンおばけがっこうへいこう！ もとした　いづみ／作 東京：ポプラ社

3 おばけのバケロンゆうえんちのまいごおばけ！？ もとした　いづみ／作 東京：ポプラ社

4 クツカタッポと三つのねがいごと エミリー・ロッダ／作 東京：あすなろ書房

5 ゴインキョとチーズどろぼう エミリー・ロッダ／作 東京：あすなろ書房

6 このつぎなあに 山中　恒／作 東京：あかね書房

7 ざりがにのおうさままっかちん おおとも　やすお／さく 東京：福音館書店

8 さるかにむかし 小沢　正／著 東京：偕成社

9 三まいのおふだ 竹崎　有斐／著 東京：偕成社

10 したきりすずめ 大川　悦生／著 東京：偕成社

11 ジャングルめがね 筒井　康隆／作 東京：小学館

12 フィーフィーのすてきな夏休み エミリー・ロッダ／作 東京：あすなろ書房

13 ぽんこつドライブ 平田　昌広／作 東京：小学館

14 ママはおしゃべり 山中　恒／作 東京：小峰書店

15 三つのねがい 三田村　信行／著 東京：偕成社

16 もりのへなそうる わたなべ　しげお／さく 東京：福音館書店

17 モンスター・ホテルでおどりましょう 柏葉　幸子／作 東京：小峰書店

18 モンスター・ホテルでおばけバラ 柏葉　幸子／作 東京：小峰書店

19 モンスター・ホテルでパーティーだ 柏葉　幸子／作 東京：小峰書店

20 おおきなきがほしい 佐藤　さとる／ぶん 東京：偕成社
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低学年　G

タイトル 著者 出版社

1 14ひきのあきまつり いわむら　かずお／さく 東京：童心社

2 アライグマのあらいくん たかやま　えいこ／作 東京：金の星社

3 ありこちゃんのおてつだい 高家　博成／さく 東京：童心社

4 おこったぞ!チラノサウルス たかし　よいち／文 東京：理論社

5 おにいちゃん 後藤　竜二／さく 東京：佼成出版社

6 おばけのゆびきり 那須　正幹／さく 東京：佼成出版社

7 おばけ屋のおばけツリー あわた　のぶこ／文 東京：小峰書店

8 かめのこうちゃん 高家　博成／さく 東京：童心社

9 キャベたまたんていハラハラさばくの大レース 三田村　信行／作 東京：金の星社

10 くるみわり人形 ホフマン／作 東京：ポプラ社

11 こどものとも　104号 東京：福音館書店

12 こどものとも　118号 東京：福音館書店

13 こどものとも　130号 東京：福音館書店

14 こどものとも　149号 東京：福音館書店

15 ジャックと豆のつる 西本　鶏介／文 東京：ポプラ社

16 せかい一わるいかいじゅう パット=ハッチンス／さく 東京：偕成社

17 ねむりの森のひめ ペロー／作 東京：ポプラ社

18 ばったのぴょんこちゃん 高家　博成／さく 東京：童心社

19 まじょねこピピほんとうのごしゅじんさま!? 中島　和子／作 東京：金の星社

20 もりのおべんとうやさん 舟崎　靖子／作 東京：偕成社

低学年　H

タイトル 著者 出版社

1 14ひきのもちつき いわむら　かずお／さく 東京：童心社

2 あらいくんとサルのさるさわさん たかやま　えいこ／作 東京：金の星社

3 うらやましやゆうれい 苅田　澄子／さく 東京：佼成出版社

4 おばけ屋のおばけかぶ あわた　のぶこ／文 東京：小峰書店

5 かまきりのかまくん 高家　博成／さく 東京：童心社

6 カレーライスおかわり! つちだ　よしはる／作絵 東京：あかね書房

7 きつねのゆうしょくかい 安房　直子／作 東京：講談社

8 キャベたまたんてい100おく円のたからさがし 三田村　信行／作 東京：金の星社

9 こどものとも　112号 東京：福音館書店

10 こどものとも　116号 東京：福音館書店

11 こどものとも　144号 東京：福音館書店

12 こどものとも　146号 東京：福音館書店

13 こどものとも　148号 東京：福音館書店

14 ざりがにのあかくん 高家　博成／さく 東京：童心社

15 つよいぞ!アロサウルス たかし　よいち／文 東京：理論社

16 ねずみくんのチョッキ なかえ　よしを／作 東京：ポプラ社

17 ぼく、お月さまとはなしたよ フランク・アッシュ／えとぶん 東京：評論社

18 めだかのきょろちゃん 高家　博成／さく 東京：童心社

19 もりのクリーニングやさん 舟崎　靖子／作 東京：偕成社

20 ゆめみるダンゴムシ 阿部　夏丸／さく 東京：佼成出版社
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低学年　I

タイトル 著者 出版社

1 11ぴきのねこ 馬場　のぼる／著 東京：こぐま社

2 14ひきのおつきみ いわむら　かずお／さく 東京：童心社

3 14ひきのひっこし いわむら　かずお／作 東京：童心社

4 あまがえるのあおちゃん 高家　博成／さく 東京：童心社

5 おとうさんの手 まはら　三桃／作 東京：講談社

6 キャベたまたんていかいとうセロリとうじょう 三田村　信行／作 東京：金の星社

7 くわがたのがたくん 高家　博成／さく 東京：童心社

8 こどものとも　101号 東京：福音館書店

9 こどものとも　108号 東京：福音館書店

10 こどものとも　117号 東京：福音館書店

11 こどものとも　132号 東京：福音館書店

12 とんぼのあかねちゃん 高家　博成／さく 東京：童心社

13 なかないぞ!マイアサウラ たかし　よいち／文 東京：理論社

14 ペンギンがっしょうだん 斉藤　洋／作 東京：講談社

15 みるくぱんぼうや 神沢　利子／作 東京：あかね書房

16 もりのおもちゃやさん 舟崎　靖子／作 東京：偕成社

17 わすれんぼ一年生 あまん　きみこ／作 東京：講談社

18 空とぶペンギン やまだ　ともこ／作 東京：金の星社

19 空のしっぽ 名木田　恵子／さく 東京：佼成出版社

20 赤ずきん グリム／作 東京：ポプラ社

低学年　J

タイトル 著者 出版社

1 10ぱんだ 岩合　日出子／ぶん 東京：福音館書店

2 14ひきのせんたく いわむら　かずお／さく 東京：童心社

3 おかあさんの手 まはら　三桃／作 東京：講談社

4 おばけのバーバパパ アネット=チゾン／さく 東京：偕成社

5 おばけ屋のおばけてぶくろ あわた　のぶこ／文 東京：小峰書店

6 かたつむりののんちゃん 高家　博成／さく 東京：童心社

7 キャベたまたんていしにがみのショートケーキ 三田村　信行／作 東京：金の星社

8 こどものとも　109号 東京：福音館書店

9 こどものとも　110号 東京：福音館書店

10 こどものとも　113号 東京：福音館書店

11 こどものとも　135号 東京：福音館書店

12 こどものとも　142号 東京：福音館書店

13 ころちゃんはだんごむし 高家　博成／さく 東京：童心社

14 しあわせおにぎり つちだ　よしはる／作絵 東京：あかね書房

15 すずちゃん さえぐさ　ひろこ／さく 東京：佼成出版社

16 ちょうちょのしろちゃん 高家　博成／さく 東京：童心社

17 ひみつのノック 武鹿　悦子／さく 東京：佼成出版社

18 もぐらのたくはいびん 斉藤　洋／作 東京：講談社

19 もりのサンドイッチやさん 舟崎　靖子／作 東京：偕成社

20 ゆかいだぞ!アルゼンチノサウルス たかし　よいち／文 東京：理論社



7

低学年　K

タイトル 著者 出版社

1 14ひきのあさごはん いわむら　かずお／作 東京：童心社

2 あらいくんとキリンのきりしまくん たかやま　えいこ／作 東京：金の星社

3 おばけ屋のおばけかき あわた　のぶこ／文 東京：小峰書店

4 かぶとむしのぶんちゃん 高家　博成／さく 東京：童心社

5 こどものとも　114号 東京：福音館書店

6 こどものとも　119号 東京：福音館書店

7 こどものとも　120号 東京：福音館書店

8 こどものとも　131号 東京：福音館書店

9 こどものとも　133号 東京：福音館書店

10 このつぎなあに 山中　恒／作 東京：あかね書房

11 こぶたしょくどう もとした　いづみ／さく 東京：佼成出版社

12 すてきな三にんぐみ トミー=アンゲラー／さく 東京：偕成社

13 てんとうむしのてんてんちゃん 高家　博成／さく 東京：童心社

14 どじょうのくろちゃん 高家　博成／さく 東京：童心社

15 なきむしなっちゃん そうま　こうへい／作 東京：講談社

16 ハキちゃんの「はっぴょうします」 薫　くみこ／さく 東京：佼成出版社

17 ふたごのでんしゃ 渡辺　茂男／作 東京：あかね書房

18 ふゆめがっしょうだん 冨成　忠夫／写真 東京：福音館書店

19 ふりかけの神さま 令丈　ヒロ子／さく 東京：佼成出版社

20 一さつのおくりもの 森山　京／作 東京：講談社
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中学年　Ａ

タ　イ　ト　ル 著　者 出　版　社

1 大どろぼうホッツェンプロッツふたたびあらわる プロイスラー／作 東京：偕成社

2 神沢利子のおはなしの時間　１ 神沢　利子／作 東京：ポプラ社

3 恐怖のろくろっ手 斉藤　洋／作 東京：あかね書房

4 ゴインキョとチーズどろぼう エミリー・ロッダ／作 東京：あすなろ書房

5 舌切りすずめ 松谷　みよ子／作 東京：講談社

6 シップ船長とチャンピオンくん かどの　えいこ／さく 東京：偕成社

7 シュンタの「ぼくんち新聞」 新沢　としひこ／作 東京：理論社

8 ぞくぞく村のかぼちゃ怪人 末吉　暁子／作 東京：あかね書房

9 だれでもできるステキな魔法 あんびる　やすこ／作・絵 東京：ポプラ社

10 小さな王さまとかっこわるい竜 なかがわ　ちひろ／作 東京：理論社

11 チキチキバンバン　１ イアン・フレミング／さく 東京：あすなろ書房

12 チキチキバンバン　２ イアン・フレミング／さく 東京：あすなろ書房

13 つるのよめさま 松谷　みよ子／作 東京：講談社

14 つるばら村の理容師さん 茂市　久美子／作 東京：講談社

15 トム・ソーヤの冒険 マーク・トウェイン／作 東京：集英社

16 本をもっと楽しむ本　１ 塩谷　京子／監修 東京：学研教育出版

17 本をもっと楽しむ本　２ 塩谷　京子／監修 東京：学研教育出版

18 メリーさんの電話 斉藤　洋／作 東京：あかね書房

19 幽霊バスツアー　１ 赤川　次郎／作 東京：集英社

20 ライオンの金庫 三田村　信行／作 東京：あかね書房

中学年　Ｂ

タ　イ　ト　ル 著　者 出　版　社

1 赤毛のアン Ｌ．Ｍ．モンゴメリ／作 東京：講談社

2 大どろぼうホッツェンプロッツ三たびあらわる プロイスラー／作 東京：偕成社

3 神沢利子のおはなしの時間　２ 神沢　利子／作 東京：ポプラ社

4 クツカタッポと三つのねがいごと エミリー・ロッダ／作 東京：あすなろ書房

5 すごいぞプンナちゃん　へそをまげてもピクニックのいとう　ひろし／作 東京：理論社

6 ぞくぞく村ののっぺらぼうペラさん 末吉　暁子／作 東京：あかね書房

7 小さなスプーンおばさん アルフ＝プリョイセン／作 東京：学研教育出版

8 注文の多い料理店／銀河鉄道の夜 宮沢　賢治／作 東京：集英社

9 どろんこライオン 佐々木　マキ／作 東京：理論社

10 二代目魔女のハーブティー あんびる　やすこ／作・絵 東京：ポプラ社

11 ネコのホームズ 南部　和也／作 東京：理論社

12 プリンセスがいっぱい５つのお話 日本児童文学者協会／編 東京：文溪堂

13 鬼灯先生がふたりいる！？ 富安　陽子／作 東京：ポプラ社

14 本をもっと楽しむ本　３ 塩谷　京子／監修 東京：学研教育出版

15 本をもっと楽しむ本　４ 塩谷　京子／監修 東京：学研教育出版

16 魔女の宅急便 角野　栄子／作 東京：福音館書店

17 ゆうれいドレスのなぞ 斉藤　洋／作 東京：あかね書房

18 ゆうれいのつぼ 三田村　信行／作 東京：あかね書房

19 幽霊バスツアー　２ 赤川　次郎／作 東京：集英社

20 ゆうれいパティシエ事件 斉藤　洋／作 東京：あかね書房
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中学年　Ｃ

タ　イ　ト　ル 著　者 出　版　社

1 うそつきにかんぱい！ 宮川　ひろ／作 東京：童心社

2 エルマーとりゅう ルース・スタイルス・ガネット／さ東京：福音館書店

3 かわいいペットがいっぱい５つのお話 日本児童文学者協会／編 東京：文溪堂

4 神沢利子のおはなしの時間　５ 神沢　利子／作 東京：ポプラ社

5 くまのパディントン マイケル・ボンド／作 東京：福音館書店

6 しょうぼうしょは大いそがし ハネス・ヒュットナー／作 東京：徳間書店

7 ショート・トリップ 森　絵都／作 東京：集英社

8 ただいま魔法旅行中。 あんびる　やすこ／著 東京：岩崎書店

9 小さなスプーンおばさん アルフ＝プリョイセン／作 東京：学研教育出版

10 つくろいものやはじめます 水沢　いおり／作 東京：偕成社

11 つるばら村の洋服屋さん 茂市　久美子／作 東京：講談社

12 電車で行こう！ 豊田　巧／作 東京：集英社

13 ドッグポリス 小森　陽一／原案 東京：集英社

14 日本の怪談ばなし 西本　鶏介／文 東京：ポプラ社

15 ネコのホームズ　十三かかしの呪い 南部　和也／作 東京：理論社

16 呪いのまぼろし美容院 斉藤　洋／作 東京：あかね書房

17 ひるもよるも名探偵 杉山　亮／作 東京：偕成社

18 ファーブルこんちゅう記　１ 横内　襄／え 東京：小峰書店

19 ファーブルこんちゅう記　２ 横内　襄／え 東京：小峰書店

20 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 東京：徳間書店

中学年　Ｄ

タ　イ　ト　ル 著　者 出　版　社

1 あしながおじさん ウェブスター／作 東京：集英社

2 いちばん星のドレス あんびる　やすこ／著 東京：岩崎書店

3 エルマーと１６ぴきのりゅう ルース・スタイルス・ガネット／さ東京：福音館書店

4 エルマーと１６ぴきのりゅう ルース・スタイルス・ガネット／さ東京：福音館書店

5 エルマーとりゅう ルース・スタイルス・ガネット／さ東京：福音館書店

6 神沢利子のおはなしの時間　４ 神沢　利子／作 東京：ポプラ社

7 深夜のゆうれい電車 斉藤　洋／作 東京：あかね書房

8 たんていピンポン！！ 舟崎　克彦／作 東京：小学館

9 小さなバイキングビッケ ルーネル・ヨンソン／作 東京：評論社

10 つるばら村の三日月屋さん 茂市　久美子／作 東京：講談社

11 ねこタクシー 山田　佳子／作 東京：集英社

12 花のお江戸の金魚芝居 岩崎　京子／作 東京：佼成出版社

13 ファーブルこんちゅう記　３ 横内　襄／え 東京：小峰書店

14 ファーブルこんちゅう記　４ 横内　襄／え 東京：小峰書店

15 ぼくらのミステリータウン　１ ロン・ロイ／作 東京：フレーベル館

16 ぼくらのミステリータウン　２ ロン・ロイ／作 東京：フレーベル館

17 星の王子さま サン＝テグジュペリ／作 東京：講談社

18 魔女がいっぱい５つのお話 日本児童文学者協会／編 東京：文溪堂

19 めいたんていポアロン 三田村　信行／作 東京：講談社

20 よーいどんで名探偵 杉山　亮／作 東京：偕成社
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中学年　Ｅ

タ　イ　ト　ル 著　者 出　版　社

1 青空バーベキュー 野中　柊／作 東京：理論社

2 ＳＯＳ！七化山のオバケたち 富安　陽子／作 東京：ポプラ社

3 エルマーのぼうけん ルース・スタイルス・ガネット／さ東京：福音館書店

4 大どろぼうホッツェンプロッツ オトフリート＝プロイスラー／作 東京：偕成社

5 かいぞくのおたから 三田村　信行／作 東京：あかね書房

6 学校の怪談 岡崎　弘明／作 東京：集英社

7 かめきちのおまかせ自由研究 村上　しいこ／作 東京：岩崎書店

8 神沢利子のおはなしの時間　３ 神沢　利子／作 東京：ポプラ社

9 ぞくぞく村の怪鳥ホヤホヤ 末吉　暁子／作 東京：あかね書房

10 ハーブ魔女のふしぎなレシピ あんびる　やすこ／作・絵 東京：ポプラ社

11 ファーブルこんちゅう記　５ たかはし　きよし／え 東京：小峰書店

12 ファーブルこんちゅう記　６ 横内　襄／え 東京：小峰書店

13 魔法がいっぱい！ 石崎　洋司／編 東京：集英社

14 めちゃコワ！最凶怪談 新井　リュウジ／編 東京：集英社

15 夕ぐれの西洋やしき 斉藤　洋／作 東京：あかね書房

16 夢とあこがれがいっぱい５つのお話 日本児童文学者協会／編 東京：文溪堂

17 リトルプリンセス バーネット／作 東京：講談社

18 レンタルロボット 滝井　幸代／作 東京：学研教育出版

19 わらうピエロ人形 斉藤　洋／作 東京：あかね書房

20 わんわん探偵団 杉山　亮／作 東京：偕成社

中学年　Ｆ

タ　イ　ト　ル 著　者 出　版　社

1 行け！シュバットマン 村中　李衣／作 東京：福音館書店

2 エルマーのぼうけん ルース・スタイルス・ガネット／さ東京：福音館書店

3 おかえり！盲導犬ビーン 井上　こみち／文 東京：佼成出版社

4 オバケに夢を食べられる！？ 富安　陽子／作 東京：ポプラ社

5 お洋服リフォーム支店 あんびる　やすこ／作・絵 東京：岩崎書店

6 すてきな恋がいっぱい５つのお話 日本児童文学者協会／編 東京：文溪堂

7 ただいま、和菓子屋さん修業中！！ 加藤　純子／作 東京：そうえん社

8 チキチキバンバン　３ イアン・フレミング／さく 東京：あすなろ書房

9 つるばら村の大工さん 茂市　久美子／作 東京：講談社

10 電車で行こう！ 豊田　巧／作 東京：集英社

11 パンダのポンポン 野中　柊／作 東京：理論社

12 ファーブルこんちゅう記　７ ファーブル／〔著〕 東京：小峰書店

13 フィーフィーのすてきな夏休み エミリー・ロッダ／作 東京：あすなろ書房

14 坊っちゃん 夏目　漱石／作 東京：集英社

15 真夜中のあわせかがみ 斉藤　洋／作 東京：あかね書房

16 真夜中の図書館　１ ニック・シャドウ／作 東京：集英社

17 真夜中の図書館　２ ニック・シャドウ／作 東京：集英社

18 めいたんていポアロン 三田村　信行／作 東京：講談社

19 もりのたいしょうははりねずみ モーラ・フェレンツ／さく 東京：偕成社

20 わすれんぼうにかんぱい！ 宮川　ひろ／作 東京：童心社
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中学年　G

タイトル 著者 出版社
1 ああ無情 ユーゴー／作 東京：ポプラ社

2 アップルパイたべてげんきになぁれ 茂市　久美子／作 東京：国土社

3 アンクル・トム物語 ストー夫人／作 東京：ポプラ社

4 おばけとなかなおりするにはね… むらい　かよ／著 東京：ポプラ社

5 がんくつ王 デュマ／作 東京：ポプラ社

6 キャベたまたんていピラミッドのなぞ 三田村　信行／作 東京：金の星社

7 こどものとも　125号 東京：福音館書店

8 こどものとも　126号 東京：福音館書店

9 こどものとも　137号 東京：福音館書店

10 こどものとも　145号 東京：福音館書店

11 こどものとも　147号 東京：福音館書店

12 ススメおにぎりコロコロ　その5 おぐま　こうじ／作・絵 東京：偕成社

13 そうべえまっくろけのけ 田島　征彦／作 東京：童心社

14 たから島 スティーブンソン／作 東京：ポプラ社

15 にせものばんざい 寺村　輝夫／作 東京：理論社

16 ぼくは下町のスター! 上条　さなえ／作 東京：学研

17 もりのぎんこう ふなざき　やすこ／さく 東京：偕成社

18 聖書物語 谷　真介／文 東京：ポプラ社

19 青い鳥 メーテルリンク／作 東京：ポプラ社

20 目をつぶれば、きつねの世界 津島　節子／作 東京：学研

中学年　H

タイトル 著者 出版社
1 アガチによろしく 上条　さなえ／作 東京：学研

2 おばけおわらいグランプリ☆ むらい　かよ／著 東京：ポプラ社

3 キャベたまたんていなぞのゆうかいじけん 三田村　信行／作 東京：金の星社

4 こどものとも　111号 東京：福音館書店

5 こどものとも　115号 東京：福音館書店

6 こどものとも　129号 東京：福音館書店

7 こどものとも　139号 東京：福音館書店

8 こどものとも　140号 東京：福音館書店

9 じごくのそうべえ 田島　征彦／作 東京：童心社

10 シンドバッドの冒険 吉本　直志郎／文 東京：ポプラ社

11 ススメおにぎりコロコロ　その2 おぐま　こうじ／作・絵 東京：偕成社

12 つくえのうえのうんどうかい 佐藤　さとる／作 東京：小峰書店

13 トム・ソーヤーの冒険 トウェイン／作 東京：ポプラ社

14 ピーター・パン バリ／作 東京：ポプラ社

15 フランダースの犬 ウィーダ／作 東京：ポプラ社

16 もりのアイスクリームやさん 舟崎　靖子／作 東京：偕成社

17 よいこになれる!?おばけキャンディー むらい　かよ／著 東京：ポプラ社

18 母をたずねて アミーチス／作 東京：ポプラ社

19 名犬ラッシー ナイト／作 東京：ポプラ社

20 鈴とリンのひみつレシピ! 堀　直子／作 東京：あかね書房
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中学年　I

タイトル 著者 出版社
1 あしながおじさん ウエブスター／作 東京：ポプラ社

2 アディオスぼくの友だち 上条　さなえ／作 東京：学研

3 オズの魔法使い バウム／作 東京：ポプラ社

4 おばけのしゅくだい むらい　かよ／著 東京：ポプラ社

5 キャベたまたんていぎょうれつラーメンのひみつ 三田村　信行／作 東京：金の星社

6 こどものとも　102号 東京：福音館書店

7 こどものとも　103号 東京：福音館書店

8 こどものとも　105号 東京：福音館書店

9 こどものとも　128号 東京：福音館書店

10 こどものとも　141号 東京：福音館書店

11 ススメおにぎりコロコロ　その3 おぐま　こうじ／作・絵 東京：偕成社

12 そうべえごくらくへゆく たじま　ゆきひこ／作 東京：童心社

13 そんごくう 呉　承恩／作 東京：ポプラ社

14 ドラゴンはヒーロー 茂市　久美子／作 東京：国土社

15 にんじん ルナール／作 東京：ポプラ社

16 はしれおてつだいねこ 竹下　文子／作 東京：金の星社

17 ひみつの花園 バーネット／作 東京：ポプラ社

18 ベッシーによろしく 花形　みつる／作 東京：学研

19 モテモテおばけチョコレート♥ むらい　かよ／著 東京：ポプラ社

20 海底旅行 ベルヌ／作 東京：ポプラ社

中学年　J

タイトル 著者 出版社
1 アルプスの少女ハイジ スピリ／作 東京：ポプラ社

2 イソップ物語 イソップ／作 東京：ポプラ社

3 おかえりなさいスポッティ マーグレット・E・レイ／文 東京：文化出版局

4 カレーおばけのあかいぼうし 末吉　暁子／作 東京：偕成社

5 くまのコールテンくん ドン=フリーマン／さく 東京：偕成社

6 こどものとも　106号 東京：福音館書店

7 こどものとも　107号 東京：福音館書店

8 こどものとも　127号 東京：福音館書店

9 こどものとも　136号 東京：福音館書店

10 こどものとも　143号 東京：福音館書店

11 ススメおにぎりコロコロ　その4 おぐま　こうじ／作・絵 東京：偕成社

12 ドラゴンはキャプテン 茂市　久美子／作 東京：国土社

13 ふしぎの国のアリス キャロル／作 東京：ポプラ社

14 マッチ売りの少女 アンデルセン／作 東京：ポプラ社

15 もりのピザやさん ふなざき　やすこ／さく 東京：偕成社

16 ラブ♡おばけベイビー むらい　かよ／著 東京：ポプラ社

17 ロビンソン漂流記 デフォー／作 東京：ポプラ社

18 わたしおてつだいねこ 竹下　文子／作 東京：金の星社

19 赤毛のアン モンゴメリ／作 東京：ポプラ社

20 歩いて行こう 北　ふうこ／作 東京：学研教育出版
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中学年　K

タイトル 著者 出版社
1 おばけのはつこい むらい　かよ／著 東京：ポプラ社

2 おひさまのワイン 小森　香折／作 東京：学研

3 キャベたまたんていびっくりかいてんずし 三田村　信行／作 東京：金の星社

4 キャベたまたんてい空とぶハンバーガーじけん 三田村　信行／作 東京：金の星社

5 きょうりゅうほねほねくん すえよし　あきこ／作 東京：あかね書房

6 こどものとも　121号 東京：福音館書店

7 こどものとも　122号 東京：福音館書店

8 こどものとも　124号 東京：福音館書店

9 こどものとも　150号 東京：福音館書店

10 しあわせアパート 仁科　幸子／[著] 東京：偕成社

11 ぞうのたまごのたまごやき 寺村　輝夫／作 東京：理論社

12 ぼくのネコにはウサギのしっぽ 朽木　祥／作 東京：学研

13 もりのおかしやさん 舟崎　靖子／作 東京：偕成社

14 もりのスパゲッティやさん ふなざき　やすこ／さく 東京：偕成社

15 三銃士 デュマ／作 東京：ポプラ社

16 若草物語 オルコット／作 東京：ポプラ社

17 十五少年漂流記 ベルヌ／作 東京：ポプラ社

18 小公子 バーネット／作 東京：ポプラ社

19 小公女 バーネット／作 東京：ポプラ社

20 理科室のがいこつボキボキ 末吉　暁子／作 東京：偕成社
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高学年　Ａ

タ　イ　ト　ル 著　者 出　版　社

1 赤川次郎ショートショートシリーズ　２ 赤川　次郎／作 東京：理論社

2 伊豆の踊子 川端　康成／作 東京：講談社

3 大どろぼうホッツェンプロッツ オトフリート＝プロイスラー／作 東京：偕成社

4 おれはオニだぞ 今江　祥智／作 理論社

5 かわいいペットがいっぱい５つのお話 日本児童文学者協会／編 東京：文溪堂

6 亡霊（ゴースト）は夜歩く はやみね　かおる／作 東京：講談社

7 さとるくんの怪物 たから　しげる／作 東京：小峰書店

8 舌切りすずめ 松谷　みよ子／作 東京：講談社

9 水曜日の魔女 ルース・チュウ／作 東京：フレーベル館

10 だれでもできるステキな魔法 あんびる　やすこ／作・絵 東京：ポプラ社

11 強くてゴメンね 令丈　ヒロ子／作 東京：あかね書房

12 つるのよめさま 松谷　みよ子／作 東京：講談社

13 はんぴらり！　２ 廣嶋　玲子／作 東京：童心社

14 ひとりでいらっしゃい 斉藤　洋／作 東京：偕成社

15 平家物語 高野　正巳／訳 東京：講談社

16 本をもっと楽しむ本　１ 塩谷　京子／監修 東京：学研教育出版

17 本をもっと楽しむ本　２ 塩谷　京子／監修 東京：学研教育出版

18 名探偵ホームズ赤毛組合 コナン・ドイル／作 東京：講談社

19 ユウキ 伊藤　遊／作 東京：福音館書店

20 ロアルド・ダールコレクション　２ 柳瀬　尚紀／訳 東京：評論社

高学年　Ｂ

タ　イ　ト　ル 著　者 出　版　社

1 赤川次郎ショートショートシリーズ　１ 赤川　次郎／作 東京：理論社

2 宇宙のネロ 星　新一／作 東京：理論社

3 精霊の守り人 上橋　菜穂子／作 東京：偕成社

4 そして五人がいなくなる はやみね　かおる／作 東京：講談社

5 旅するウサギ 竹下　文子／作 東京：小峰書店

6 長くつ下のピッピ アストリッド・リンドグレーン／作 東京：岩波書店

7 二代目魔女のハーブティー あんびる　やすこ／作・絵 東京：ポプラ社

8 走れメロス 太宰　治／作 東京：講談社

9 はんぴらり！　１ 廣嶋　玲子／作 東京：童心社

10 ふしぎねこタイガー 日本児童文芸家協会／編 東京：岩崎書店

11 ぼくらの七日間戦争 宗田　理／作 東京：角川書店

12 本をもっと楽しむ本　３ 塩谷　京子／監修 東京：学研教育出版

13 本をもっと楽しむ本　４ 塩谷　京子／監修 東京：学研教育出版

14 魔女とふしぎな指輪 ルース・チュウ／作 東京：フレーベル館

15 魔女の宅急便 角野　栄子／作 東京：福音館書店

16 名探偵ホームズバスカビル家の犬 コナン・ドイル／作 東京：講談社

17 名探偵ホームズまだらのひも コナン・ドイル／作 東京：講談社

18 夢とあこがれがいっぱい５つのお話 日本児童文学者協会／編 東京：文溪堂

19 ラブレター物語 丘　修三／作 東京：小峰書店

20 ロアルド・ダールコレクション　１ 柳瀬　尚紀／訳 東京：評論社



15

高学年　Ｃ

タ　イ　ト　ル 著　者 出　版　社

1 ＳＯＳ！七化山のオバケたち 富安　陽子／作 東京：ポプラ社

2 おもしろい話が読みたい！　マジカル編 石崎　洋司／作 東京：講談社

3 風の又三郎 宮沢　賢治／作 東京：講談社

4 キケンな野良猫王国 ローリー・ハルツ・アンダーソン／東京：金の星社

5 奇妙な旅行 星　新一／作 東京：理論社

6 くもの糸・杜子春 芥川　龍之介／作 東京：講談社

7 ごんぎつね 新美　南吉／作 東京：講談社

8 シンドバッドの冒険 斉藤　洋／〔訳〕著 東京：偕成社

9 男子☆弁当部 イノウエ　ミホコ／作 東京：ポプラ社

10 つづきの図書館 柏葉　幸子／作 東京：講談社

11 パーシーの魔法の運動ぐつ ウルフ・スタルク／著 東京：小峰書店

12 パスワードは、ひ・み・つｎｅｗ 松原　秀行／作 東京：講談社

13 はんぴらり！　７ 廣嶋　玲子／作 東京：童心社

14 ペパーミントの小さな魔法 あんびる　やすこ／作・絵 東京：ポプラ社

15 坊っちゃん 夏目　漱石／作 東京：講談社

16 魔女がいっぱい５つのお話 日本児童文学者協会／編 東京：文溪堂

17 名探偵ホームズ消えた花むこ コナン・ドイル／作 東京：講談社

18 料理少年Ｋタロー　１ 令丈　ヒロ子／作 東京：ジャイブ

19 ロアルド・ダールコレクション　３ 宮下　嶺夫／訳 東京：評論社

20 わらいうさぎ 今江　祥智／作 東京：理論社

高学年　Ｄ

タ　イ　ト　ル 著　者 出　版　社

1 悪徳子犬ブリーダーをさがせ ローリー・ハルツ・アンダーソン／東京：金の星社

2 一休さんは名探偵！！ 楠木　誠一郎／作 東京：講談社

3 おもしろい話が読みたい！　ワンダー編 松原　秀行／作 東京：講談社

4 がんばれヘンリーくん ベバリイ・クリアリー／作 東京：学研教育出版

5 クリスマスキャロル ディケンズ／作 東京：講談社

6 黒魔女さんが通る！！　チョコ，デビューするの巻 石崎　洋司／作 東京：講談社

7 死者はさまよう 日本児童文芸家協会／編 東京：岩崎書店

8 タッジーマッジーと三人の魔女 あんびる　やすこ／作・絵 東京：ポプラ社

9 注文の多い料理店 宮沢　賢治／作 東京：講談社

10 二十四の瞳 壺井　栄／作 東京：講談社

11 ねらわれた星 星　新一／作 東京：理論社

12 のはらうた　１ くどう　なおこ／作 東京：童話屋

13 はんぴらり！　５ 廣嶋　玲子／作 東京：童心社

14 はんぴらり！　６ 廣嶋　玲子／作 東京：童心社

15 秘密のスイーツ はやし　まりこ／作 東京：ポプラ社

16 びりっかすの神さま 岡田　淳／作 東京：偕成社

17 ぽけっとの海 今江　祥智／作 東京：理論社

18 窓ぎわのトットちゃん 黒柳　徹子／作 東京：講談社

19 メン！ 開　隆人／作 東京：そうえん社

20 ライオンと魔女 Ｃ．Ｓ．ルイス／作 東京：岩波書店
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高学年　Ｅ

タ　イ　ト　ル 著　者 出　版　社

1 あの夢は言えない 日本児童文芸家協会／編 東京：岩崎書店

2 おもしろい話が読みたい！　ラブリー編 あさの　あつこ／作 東京：講談社

3 オリエント急行殺人事件 アガサ＝クリスティ／作 東京：講談社

4 カメレオンを飼いたい！ 松本　祐子／作 東京：小峰書店

5 きみに贈るつばさ物語 あさの　あつこ／作 東京：角川書店

6 セロひきのゴーシュ 宮沢　賢治／作 東京：講談社

7 男子☆弁当部 イノウエ　ミホコ／作 東京：ポプラ社

8 ドリトル先生アフリカゆき ヒュー・ロフティング／作 東京：岩波書店

9 逃げおくれた猫を救え ローリー・ハルツ・アンダーソン／東京：金の星社

10 ねむりウサギ 星　新一／作 東京：理論社

11 はんぴらり！　４ 廣嶋　玲子／作 東京：童心社

12 プリンセスがいっぱい５つのお話 日本児童文学者協会／編 東京：文溪堂

13 ブンダバーとモモ くぼしま　りお／作 東京：ポプラ社

14 鬼灯先生がふたりいる！？ 富安　陽子／作 東京：ポプラ社

15 ぼくらの家出３ｄａｙｓ さとう　まきこ／作 東京：ポプラ社

16 舞姫 森　鴎外／作 東京：講談社

17 マザー・テレサ 沖　守弘／文・写真 東京：講談社

18 魔法の庭のピアノレッスン あんびる　やすこ／作・絵 東京：ポプラ社

19 宮本武蔵は名探偵！！ 楠木　誠一郎／作 東京：講談社

20 ＵＦＯすくい 今江　祥智／作 東京：理論社

高学年　Ｆ

タ　イ　ト　ル 著　者 出　版　社

1 赤川次郎ショートショートシリーズ　３ 赤川　次郎／作 東京：理論社

2 オバケに夢を食べられる！？ 富安　陽子／作 東京：ポプラ社

3 鏡の国のアリス ルイス＝キャロル／作 東京：講談社

4 銀河鉄道の夜 宮沢　賢治／作 東京：講談社

5 ここからどこかへ 谷川　俊太郎／文 東京：角川学芸出版

6 さかさま魔女 ルース・チュウ／作 東京：フレーベル館

7 白ぶたピイ 今江　祥智／作 東京：理論社

8 すてきな恋がいっぱい５つのお話 日本児童文学者協会／編 東京：文溪堂

9 セラピー犬からのおくりもの ローリー・ハルツ・アンダーソン／東京：金の星社

10 たれ耳おおかみのジョン きむら　ゆういち／作 東京：主婦の友社

11 男子☆弁当部 イノウエ　ミホコ／作 東京：ポプラ社

12 チビ竜と魔法の実 富安　陽子／著 東京：偕成社

13 天空のミラクル 村山　早紀／作 東京：ポプラ社

14 徳川家康は名探偵！！ 楠木　誠一郎／作 東京：講談社

15 飛ぶ教室 エーリヒ・ケストナー／作 東京：岩波書店

16 ハーブ魔女のふしぎなレシピ あんびる　やすこ／作・絵 東京：ポプラ社

17 はんぴらり！　３ 廣嶋　玲子／作 東京：童心社

18 フランダースの犬 ウィーダ／作 東京：偕成社

19 ブンダバーとタンちゃん くぼしま　りお／作 東京：ポプラ社

20 ぼくらの天使ゲーム 宗田　理／作 東京：角川書店
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高学年　G

タイトル 著者 出版社
1 ウェイサイド・スクールはますますへんてこ ルイス・サッカー／作 東京：偕成社

2 おばけ宇宙大戦争 水木　しげる／著 東京：ポプラ社

3 かみなり 内田　麟太郎／文 東京：ポプラ社

4 こどものとも　134号 東京：福音館書店

5 じぶんでウンチできたとき 伊藤　英治／編 東京：岩崎書店

6 チョコミント 中山　聖子／作 東京：学研

7 トモダチックリの守り人 吉富　多美／作 東京：金の星社

8 トレジャーハンター山串団五郎　どんぐりやまねこのなぞの巻 杉山　亮／作 東京：偕成社

9 にんきもののねがい 森　絵都／文 東京：童心社

10 ぶす 内田　麟太郎／文 東京：ポプラ社

11 プリンセスと魔法のかがみ 芝田　勝茂／編 東京：ポプラ社

12 またたびトラベル 茂市　久美子／作 東京：学研教育出版

13 マルガリータとかいぞく船 工藤　ノリコ／作 東京：あかね書房

14 ゆうれい電車 水木　しげる／著 東京：ポプラ社

15 わたしの歌う犬 芝田　勝茂／編 東京：ポプラ社

16 元祖だじゃれパソコンパソ吉だじゃれんぱつ 早野　美智代／作 東京：学研

17 新しい日がはじまるよ ウォン・ハーバート・イー／作 東京：小峰書店

18 長くつしたのピッピ リンドグレーン／作 東京：ポプラ社

19 動物と話せる少女リリアーネ　3 タニヤ・シュテーブナー／著 東京：学研教育出版

20 魔女のいる花屋さん 芝田　勝茂／編 東京：ポプラ社

高学年　H

タイトル 著者 出版社
1 あわてんぼうなお姫さま 日本児童文芸家協会／編 東京：ポプラ社

2 いのちがぱちん 後藤　みわこ／作 東京：学研

3 ウェイサイド・スクールはきょうもへんてこ ルイス・サッカー／作 東京：偕成社

4 かたつむり 内田　麟太郎／文 東京：ポプラ社

5 ギリシア神話 立原　えりか／文 東京：ポプラ社

6 こどものとも　123号 東京：福音館書店

7 こどものとも　138号 東京：福音館書店

8 この世でいちばん好きなのは、回転ずし 芝田　勝茂／編 東京：ポプラ社

9 ドリトル先生物語 ロフティング／作 東京：ポプラ社

10 とんぼの空 津島　節子／作 東京：学研

11 にんきもののひけつ 森　絵都／文 東京：童心社

12 ネズミさんとモグラくんの楽しいおうち ウォン・ハーバート・イー／作 東京：小峰書店

13 プリンセスの「王子さまぼしゅう中!」 芝田　勝茂／編 東京：ポプラ社

14 ブルートレインおばけ号 水木　しげる／著 東京：ポプラ社

15 ぼくの犬は無口です 伊藤　英治／編 東京：岩崎書店

16 ぼくはミステリー大王!? 芝田　勝茂／編 東京：ポプラ社

17 写真記野生動物診療所 竹田津　実／著 東京：偕成社

18 招福堂のまねきねこ 茂市　久美子／作 東京：学研教育出版

19 動物と話せる少女リリアーネ　1 タニヤ・シュテーブナー／著 東京：学研教育出版

20 竜退治の騎士になる方法 岡田　淳／作・絵 東京：偕成社



18

高学年　I

タイトル 著者 出版社
1 おじいちゃんのはげ頭 伊藤　英治／編 東京：岩崎書店

2 おぶさり坂のおばけ 芝田　勝茂／編 東京：ポプラ社

3 かきやまぶし 内田　麟太郎／文 東京：ポプラ社

4 カメレオンのレオン 岡田　淳／作 東京：偕成社

5 ガリバー旅行記 スウィフト／作 東京：ポプラ社

6 ジジきみと歩いた 宮下　恵茉／作 東京：学研

7 とくべつなお気に入り エミリー・ロッダ／作 東京：岩崎書店

8 にんきものをめざせ! 森　絵都／文 東京：童心社

9 ふしぎの時間割 岡田　淳／作絵 東京：偕成社

10 ぼくをいじめるとねえちゃんくるぞ 伊藤　英治／編 東京：岩崎書店

11 マルガリータと森のまもの 工藤　ノリコ／作 東京：あかね書房

12 リア王物語 シェークスピア／作 東京：ポプラ社

13 わすれてもいいよ 渋谷　愛子／作 東京：学研

14 吸血鬼チャランポラン 水木　しげる／著 東京：ポプラ社

15 空とぶ魔法、おしえます! 芝田　勝茂／編 東京：ポプラ社

16 虫めずる姫の冒険 芝田　勝茂／作 東京：あかね書房

17 謎解きファイルズ　[2] 森田　彩莉／作 東京：あかね書房

18 秘密の魔女魔法のタイムトラベル クニスター／作 東京：金の星社

19 魔法つかい赤ずきんちゃん 芝田　勝茂／編 東京：ポプラ社

20 恋するレインボー♥ケーキ 芝田　勝茂／編 東京：ポプラ社

高学年　J

タイトル 著者 出版社
1 3年A組おばけ教室 水木　しげる／著 東京：ポプラ社

2 うそなき 内田　麟太郎／文 東京：ポプラ社

3 おとうさんはげひんです 伊藤　英治／編 東京：岩崎書店

4 おばけ野球チーム 水木　しげる／著 東京：ポプラ社

5 ぐるっと地球をかかえちゃえ 伊藤　英治／編 東京：岩崎書店

6 コロッケいっぽーん!少女剣士 上坂　和美／作 東京：学研

7 しあわせな王子 ワイルド／作 東京：ポプラ社

8 にんきもののはつこい 森　絵都／文 東京：童心社

9 フーチのあおむけすべり 岸川　悦子／作 東京：学研

10 モンスター城のお客さま 芝田　勝茂／編 東京：ポプラ社

11 ゆうれい猫ふくこさん 廣嶋　玲子／作 東京：岩崎書店

12 わすれんぼうなコックさん 日本児童文芸家協会／編 東京：ポプラ社

13 強くてゴメンね 令丈　ヒロ子／作 東京：あかね書房

14 子ぎつねヘレンがのこしたもの 竹田津　実／著 東京：偕成社

15 子鹿物語 ローリングス／作 東京：ポプラ社

16 赤ちゃんおばけベロンカ クリスティーネ・ネストリンガー／作 東京：偕成社

17 動物と話せる少女リリアーネ　4 タニヤ・シュテーブナー／著 東京：学研教育出版

18 動物と話せる少女リリアーネ　5 タニヤ・シュテーブナー／著 東京：学研教育出版

19 彼岸花はきつねのかんざし 朽木　祥／作 東京：学研教育出版

20 魔女っ子キラリのハッピーうらない 芝田　勝茂／編 東京：ポプラ社
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中学生　Ａ
タ　イ　ト　ル 著　者 出　版　社

1 赤川次郎ショートショートシリーズ　１ 赤川　次郎／作 東京：理論社

2 尼子十勇士伝 後藤　竜二／著 東京：新日本出版社

3 ウォーリアーズ　１ エリン・ハンター／作 東京：小峰書店

4 オリエント急行殺人事件 アガサ＝クリスティ／作 東京：講談社

5 オルゴォル 朱川　湊人／著 東京：講談社

6 記憶をなくした少女 楠木　誠一郎／作 東京：ジャイブ

7 ゲド戦記　１ アーシュラ・Ｋ．ル＝グウィン／作東京：岩波書店

8 ジャストインケース メグ・ローゾフ／作 東京：理論社

9 １３歳は二度あるか 吉本　隆明／著 東京：大和書房

10 ねらわれた星 星　新一／作 東京：理論社

11 のはらうた　１ くどう　なおこ／作 東京：童話屋

12 Ｈｉｇｈ　ａｎｄ　ｄｒｙ（はつ恋） よしもと　ばなな／著 東京：文芸春秋

13 はやく名探偵になりたい 東川　篤哉／著 東京：光文社

14 ハンナのかばん カレン・レビン／著 東京：ポプラ社

15 本をもっと楽しむ本　１ 塩谷　京子／監修 東京：学研教育出版

16 本をもっと楽しむ本　２ 塩谷　京子／監修 東京：学研教育出版

17 都会（まち）のトム＆ソーヤ　１ はやみね　かおる／〔著〕 東京：講談社

18 真夜中の鐘がなるとき オトフリート・プロイスラー／作 東京：小峰書店

19 みんなやわらかい 谷川　俊太郎／著 東京：大日本図書

20 ロアルド・ダールコレクション　１ 柳瀬　尚紀／訳 東京：評論社

中学生　Ｂ

タ　イ　ト　ル 著　者 出　版　社

1 赤川次郎ショートショートシリーズ　２ 赤川　次郎／作 東京：理論社

2 宇宙人のしゅくだい 小松　左京／作 東京：講談社

3 家庭教師りん子さんが行く！ 加藤　純子／作 東京：ポプラ社

4 カラフル 森　絵都／作 東京：理論社

5 建築家になろう 樫野　紀元／著 東京：国土社

6 Ｔｈｅ　ＭＡＮＺＡＩ　〔１〕 あさの　あつこ／作 東京：ポプラ社

7 精霊の守り人 上橋　菜穂子／作 東京：偕成社

8 ＤＩＶＥ！！　１ 森　絵都／作 東京：講談社

9 魂をはこぶ船 オトフリート・プロイスラー／作 東京：小峰書店

10 チルドレン 伊坂　幸太郎／著 東京：講談社

11 ドリトル先生アフリカゆき ヒュー・ロフティング／作 東京：岩波書店

12 ねむりウサギ 星　新一／作 東京：理論社

13 走れメロス 太宰　治／作 東京：講談社

14 フシギ伝染 板橋　雅弘／作 東京：岩崎書店

15 フュージョン 濱野　京子／著 東京：講談社

16 フランダースの犬 ウィーダ／作 東京：偕成社

17 ぼくらの修学旅行 宗田　理／作 東京：ポプラ社

18 ぼくらの危（ヤ）バイト作戦 宗田　理／作 東京：ポプラ社

19 本をもっと楽しむ本　３ 塩谷　京子／監修 東京：学研教育出版

20 本をもっと楽しむ本　４ 塩谷　京子／監修 東京：学研教育出版
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中学生　Ｃ
タ　イ　ト　ル 著　者 出　版　社

1 赤川次郎ショートショートシリーズ　３ 赤川　次郎／作 東京：理論社

2 悪徳子犬ブリーダーをさがせ ローリー・ハルツ・アンダーソン／作 東京：金の星社

3 うそつきの天才 ウルフ・スタルク／著 東京：小峰書店

4 宇宙への秘密の鍵 ルーシー・ホーキング／作 東京：岩崎書店

5 風の又三郎 宮沢　賢治／作 東京：講談社

6 吸血鬼あらわる！ 楠木　誠一郎／作 東京：ジャイブ

7 十歳のきみへ 日野原　重明／著 東京：冨山房インターナショナル

8 セラピー犬からのおくりもの ローリー・ハルツ・アンダーソン／作 東京：金の星社

9 ダッシュ！ 五十嵐　貴久／著 東京：ポプラ社

10 中学生のためのショート・ストーリーズ　１ 〔東京〕：学研教育出版

11 中学生のためのショート・ストーリーズ　２ 〔東京〕：学研教育出版

12 どろぼうの神さま コルネーリア・フンケ／著 東京：ＷＡＶＥ出版

13 ハッピーバースデー 青木　和雄／作 東京：金の星社

14 番号をどうぞ 星　新一／作 東京：理論社

15 ぼくらのデスマッチ 宗田　理／作 東京：ポプラ社

16 ぼくらの秘島探険隊 宗田　理／作 東京：ポプラ社

17 モモ ミヒャエル・エンデ／作 東京：岩波書店

18 雪だるまの雪子ちゃん 江國　香織／著 東京：偕成社

19 ロアルド・ダールコレクション　２ 柳瀬　尚紀／訳 東京：評論社

20 Ｌｏｓｔ　ａｎｄ　Ｆｏｕｎｄ－さがしもの 石崎　洋司／〔著〕 東京：ポプラ社

中学生　Ｄ

タ　イ　ト　ル 著　者 出　版　社

1 アンティークＦＵＧＡ　１ あんびる　やすこ／作 東京：岩崎書店

2 一瞬の風になれ　１ 佐藤　多佳子／著 東京：講談社

3 ａｉｒ 名木田　恵子／作 東京：講談社

4 キケンな野良猫王国 ローリー・ハルツ・アンダーソン／作 東京：金の星社

5 ギリシア神話 斉藤　洋／文 東京：理論社

6 賢者の贈り物 オー・ヘンリー／作 東京：理論社

7 殺し屋ですのよ 星　新一／作 東京：理論社

8 スパイガール アリー・カーター／作 東京：理論社

9 チビ竜と魔法の実 富安　陽子／著 東京：偕成社

10 中学生のためのショート・ストーリーズ　３ 東京：学研

11 中学生のためのショート・ストーリーズ　４ 東京：学研

12 謎解きはディナーのあとで 東川　篤哉／著 東京：小学館

13 パーシーの魔法の運動ぐつ ウルフ・スタルク／著 東京：小峰書店

14 バッテリー あさの　あつこ／作 東京：教育画劇

15 復活の日 小松　左京／原作 東京：ポプラ社

16 包帯クラブ 天童　荒太／著 東京：筑摩書房

17 坊っちゃん 夏目　漱石／作 東京：講談社

18 名探偵ホームズバスカビル家の犬 コナン・ドイル／作 東京：講談社

19 ライオンと魔女 Ｃ．Ｓ．ルイス／作 東京：岩波書店

20 リボン 草野　たき／〔著〕 東京：ポプラ社
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中学生　Ｅ

タ　イ　ト　ル 著　者 出　版　社

1 赤毛のアン モンゴメリ／原作 東京：ポプラ社

2 歩く ルイス・サッカー／作 東京：講談社

3 犬たちをおくる日 今西　乃子／著 東京：金の星社

4 Ｓ力人情商店街　１ 令丈　ヒロ子／作 東京：岩崎書店

5 ギリシア神話 斉藤　洋／文 東京：理論社

6 死体ばんざい 星　新一／作 東京：理論社

7 中学生のためのショート・ストーリーズ　５ 東京：学研

8 中学生のためのショート・ストーリーズ　６ 東京：学研

9 注文の多い料理店 宮沢　賢治／作 東京：講談社

10 西の魔女が死んだ 梨木　香歩／著 東京：新潮社

11 ハードル 青木　和雄／作 東京：金の星社

12 ピアニッシシモ 梨屋　アリエ／作 東京：講談社

13 ぼくらの大冒険 宗田　理／作 東京：ポプラ社

14 ぼくらの七日間戦争 宗田　理／作 東京：ポプラ社

15 星の王子さま サン＝テグジュペリ／作 東京：岩波書店

16 魔女の宅急便 角野　栄子／作 東京：福音館書店

17 魔女のパン オー・ヘンリー／作 東京：理論社

18 緑の模様画 高楼　方子／著 東京：福音館書店

19 名探偵ホームズ赤毛組合 コナン・ドイル／作 東京：講談社

20 燃えよ剣 司馬　遼太郎／著 東京：文芸春秋

中学生　Ｆ

タ　イ　ト　ル 著　者 出　版　社

1 アート少女 花形　みつる／著 東京：ポプラ社

2 穴 ルイス・サッカー／作 東京：講談社

3 医学のたまご 海堂　尊／作 東京：理論社

4 ガラスのうさぎ 高木　敏子／作 東京：金の星社

5 ぎぶそん 伊藤　たかみ／〔著〕 東京：ポプラ社

6 奇妙な旅行 星　新一／作 東京：理論社

7 ギリシア神話 斉藤　洋／文 東京：理論社

8 銀河鉄道の夜 宮沢　賢治／作 東京：講談社

9 最後のひと葉 オー・ヘンリー／作 東京：理論社

10 地獄の使いをよぶ呪文 オトフリート・プロイスラー／作 東京：小峰書店

11 下町不思議町物語 香月　日輪／作 東京：岩崎書店

12 １３歳のシーズン あさの　あつこ／著 東京：光文社

13 世界がぼくを笑っても 笹生　陽子／著 東京：講談社

14 中学生のためのショート・ストーリーズ　７ 東京：学研

15 中学生のためのショート・ストーリーズ　８ 〔東京〕：学研教育出版

16 ドッグ・シェルター 今西　乃子／著 東京：金の星社

17 飛ぶ教室 エーリヒ・ケストナー／作 東京：岩波書店

18 ピンポンはねる 工藤　純子／作 東京：ポプラ社

19 窓ぎわのトットちゃん 黒柳　徹子／作 東京：講談社

20 リズム 森　絵都／作 東京：講談社
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中学生 Ｇ

タイトル 著者 出版社
1 『礼記』にまなぶ人間の礼 井出　元／監修 東京：ポプラ社

2 あめがふるときちょうちょうはどこへ メイ・ゲアリック／文 東京：金の星社

3 からすたろう やしま　たろう／文・絵 東京：偕成社

4 キラメキ☆ライブハウス　1 牧野　節子／作 東京：岩崎書店

5 これは真実か!?日本歴史の謎100物語　10 東京：岩崎書店

6 これは真実か!?日本歴史の謎100物語　8 東京：岩崎書店

7 これは真実か!?日本歴史の謎100物語　9 東京：岩崎書店

8 ダーウィンのミミズの研究 新妻　昭夫／文 東京：福音館書店

9 どきん 谷川　俊太郎／著 東京：理論社

10 ヒックとドラゴン　3 ヒック・ホレンダス・ハドック三世／作 東京：小峰書店

11 ヒックとドラゴン　4 ヒック・ホレンダス・ハドック三世／作 東京：小峰書店

12 ぼくらと七人の盗賊たち 宗田　理／作 東京：ポプラ社

13 ミカ! 伊藤　たかみ／作 東京：理論社

14 ルピナスさん バーバラ・クーニー／さく 東京：ほるぷ出版

15 化石をみつけた少女 キャサリン・ブライトン／さく 東京：評論社

16 家族になったスズメのチュン 竹田津　実／著 東京：偕成社

17 雪の写真家ベントレー ジャクリーン・ブリッグズ・マーティン／作 神戸：BL出版

18 動物と話せる少女リリアーネ　6 タニヤ・シュテーブナー／著 東京：学研教育出版

19 謎解きファイルズ　[1] 森田　彩莉／作 東京：あかね書房

20 夢の守り人 上橋　菜穂子／作 東京：偕成社

中学生 Ｈ

タイトル 著者 出版社

1 『老子』にまなぶ人間の自信 井出　元／監修 東京：ポプラ社

2 あかてぬぐいのおくさんと7にんのなかま イ　ヨンギョン／ぶん・え 東京：福音館書店

3 あしたのあたしはあたらしいあたし 石津　ちひろ／詩 東京：理論社

4 かさをささないシランさん 谷川　俊太郎／作 東京：理論社

5 きみの行く道 ドクター・スース／さく・え 東京：河出書房新社

6 くまとやまねこ 湯本　香樹実／ぶん 東京：河出書房新社

7 これは真実か!?日本歴史の謎100物語　1 東京：岩崎書店

8 これは真実か!?日本歴史の謎100物語　2 東京：岩崎書店

9 これは真実か!?日本歴史の謎100物語　3 東京：岩崎書店

10 これは真実か!?日本歴史の謎100物語　4 東京：岩崎書店

11 ネルソン・マンデラ リチャード・テームズ／著 東京：国土社

12 ヒックとドラゴン　1 ヒック・ホレンダス・ハドック三世／作 東京：小峰書店

13 ヒックとドラゴン　2 ヒック・ホレンダス・ハドック三世／作 東京：小峰書店

14 ヘレン・ケラー リチャード・テームズ／著 東京：国土社

15 ぼくらの最終戦争 宗田　理／作 東京：ポプラ社

16 ぼくらの㊙学園祭 宗田　理／作 東京：ポプラ社

17 まめつぶうた まど　みちお／作 東京：理論社

18 闇の守り人 上橋　菜穂子／作 東京：偕成社

19 綱渡りの男 モーディカイ・ガースティン／作 東京：小峰書店

20 生物の消えた島 田川　日出夫／文 東京：福音館書店



22

中学生 Ｉ

タイトル 著者 出版社

1 『論語』にまなぶ人間の品位 井出　元／監修 東京：ポプラ社

2 これは真実か!?日本歴史の謎100物語　5 東京：岩崎書店

3 これは真実か!?日本歴史の謎100物語　6 東京：岩崎書店

4 これは真実か!?日本歴史の謎100物語　7 東京：岩崎書店

5 さんねん峠 李　錦玉／作 東京：岩崎書店

6 しかられた神さま 川崎　洋／著 東京：理論社

7 タイム★ダッシュ　1 藤咲　あゆな／作 東京：岩崎書店

8 てつがくのライオン 工藤　直子／著 東京：理論社

9 ねずみのとうさんアナトール イブ・タイタス／文 長崎：童話館出版

10 のぼりくだりの… まど　みちお／詩 東京：理論社

11 ペレのあたらしいふく エルサ・ベスコフ／さく・え 東京：福音館書店

12 ぼくらのC計画 宗田　理／作 東京：ポプラ社

13 ルリユールおじさん いせ　ひでこ／作 東京：講談社

14 精霊の守り人 上橋　菜穂子／作 東京：偕成社

15 頭のうちどころが悪かった熊の話 安東　みきえ／作 東京：理論社

16 動物と話せる少女リリアーネ　2 タニヤ・シュテーブナー／著 東京：学研教育出版

17 謎解きファイルズ　[3] 森田　彩莉／作 東京：あかね書房

18 風の陰陽師　1 三田村　信行／作 東京：ポプラ社

19 冒険者たち 斎藤　惇夫／作 東京：岩波書店

20 木をかこう ブルーノ・ムナーリ／作 東京：至光社

中学生Ｊ

タイトル 著者 出版者

1 1000の風1000のチェロ いせ　ひでこ／作 東京：偕成社

2 うそつきの天才 ウルフ・スタルク／著 東京：小峰書店

3 おおきななみ バーバラ・クーニー／さく 東京：ほるぷ出版

4 おおきな木 シェル・シルヴァスタイン／作 東京：あすなろ書房

5 おつきさま、こんばんは! 市川　里美／作 東京：講談社

6 こうばしい日々 江国　香織／著 東京：あかね書房

7 サラシナ 芝田　勝茂／作 東京：あかね書房

8 しらんぷり 梅田　俊作／作・絵 東京：ポプラ社

9 セコイア ジェイソン チン／作 東京：福音館書店

10 ドクター・サンタの住宅研究所 稲葉　なおと／作 東京：偕成社

11 フィボナッチ ジョセフ・ダグニーズ／文 東京：さ・え・ら書房

12 ぶたばあちゃん マーガレット・ワイルド／文 東京：あすなろ書房

13 ベンガル虎の少年は…… 斉藤　洋／作 東京：あかね書房

14 レネット 名木田　恵子／作 東京：金の星社

15 羽がはえたら ウーリー・オルレブ／著 東京：小峰書店

16 海時計職人ジョン・ハリソン ルイーズ・ボーデン／文 東京：あすなろ書房

17 空色の地図 梨屋　アリエ／作 東京：金の星社

18 小さな男の子の旅 エーリヒ・ケストナー／著 東京：小峰書店

19 百年の家 ロベルト・インノチェンティ／絵 東京：講談社

20 珈琲牛乳 白坂　愛／作 東京：金の星社
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