
①読書支援　小学校１年生・Ａパック

書名 著者１ 出版者 ＩＳＢＮ

1 うらしまたろう 時田　史郎／再話 福音館書店

2 ももたろう まつい　ただし／ぶん 福音館書店 4-8340-0039-7

3 きつねのホイティ シビル・ウェッタシンハ／さく 福音館書店 4-8340-0198-9

4 ワニのライルがやってきた バーナード・ウェーバー／さく 大日本図書 4-477-16281-2

5 わたしとあそんで マリー・ホール・エッツ／ぶん　え 福音館書店 4-8340-0153-9

6 おかえし 村山　桂子／さく 福音館書店 4-8340-0482-1

7 きょうはみんなでクマがりだ マイケル・ローゼン／再話 評論社 4-566-00287-X

8 そらいろのたね なかがわ　りえこ／文 福音館書店

9 だるまちゃんとてんぐちゃん 加古　里子／さく　え 福音館書店 4-8340-0124-2

10 １００まんびきのねこ ワンダ・ガアグ／ぶん　え 福音館書店 4-8340-0002-8

11 どろんこハリー ジーン・ジオン／ぶん 福音館書店 4-8340-0020-6

12 くいしんぼうのはなこさん いしい　ももこ／ぶん 福音館書店 4-8340-0047-8

13 かしこいビル ウィリアム・ニコルソン／さく ペンギン社 4-89274-021-7

14 とん　ことり 筒井　頼子／さく 福音館書店 4-8340-0765-0

15 はたらきもののじょせつしゃけいてぃーばーじにあ・りー・ばーとん／ぶんとえ福音館書店 4-8340-0509-7

16 あひるのピンのぼうけん マージョリー・フラック／ぶん 瑞雲舎 4-916016-00-9

17 めっきらもっきらどおんどん 長谷川　摂子／作 福音館書店 4-8340-1017-1

18 三びきのやぎのがらがらどん マーシャ・ブラウン／え 福音館書店 4-8340-0043-5

19 しずくのぼうけん マリア・テルリコフスカ／さく 福音館書店

20 ペレのあたらしいふく エルサ・ベスコフ／さく・え 福音館書店 4-8340-0462-7

21 おおかみと七ひきのこやぎ グリム／〔原作〕 福音館書店

22 こすずめのぼうけん ルース・エインズワース／作 福音館書店 4-8340-0526-7

23 くんちゃんのはじめてのがっこう ドロシー・マリノ／さく ペンギン社 4-89274-020-9

24 ラチとらいおん マレーク・ベロニカ／ぶん・え 福音館書店 4-8340-0045-1

25 三びきのこぶた 瀬田　貞二／やく 福音館書店 4-8340-0097-9

26 ひみつのひきだしあけた？ あまん　きみこ／さく ＰＨＰ研究所 4-569-68746-9

27 てぶくろ エウゲーニー・Ｍ・ラチョフ／え 福音館書店 4-8340-0050-8

28 川はながれる アン・ランド／文 岩波書店 4-00-115152-9

29 番ねずみのヤカちゃん リチャード・ウィルバー／さく 福音館書店 4-8340-1099-6

30 もりのへなそうる わたなべ　しげお／さく 福音館書店 4-8340-0298-5



②読書支援　小学校２年生・Ａパック

書名 著者１ 出版者 ＩＳＢＮ

1 月人石 乾　千恵／書 福音館書店 4-8340-2028-1

2 にじ さくらい　じゅんじ／文 福音館書店 4-8340-1543-2

3 さんまいのおふだ 水沢　謙一／再話 福音館書店 4-8340-0121-0

4 つくし 甲斐　信枝／さく 福音館書店 4-8340-1416-7

5 どうぐ 加古　里子／ぶん・え 福音館書店 4-8340-0468-6

6 ピーターのいす エズラ＝ジャック＝キーツ／作・画 偕成社 4-03-328060-X

7 がちょうのペチューニア ロジャー・デュボワザン／作 富山房 4-572-00365-3

8 ごきげんならいおん ロジャー・デュボアザン／え 福音館書店

9 ふゆめがっしょうだん 富成　忠夫／写真 福音館書店 4-8340-1020-1

10 おふろだいすき 松岡　享子／作 福音館書店 4-8340-0873-8

11 ちいさいおうち ばーじにあ・りー・ばーとん／ぶんとえ 岩波書店 4-00-110553-5

12 ウイリアムのこねこ マージョリー・フラック／ぶん・え 新風舎 4-7974-6279-5

13 ブレーメンのおんがくたい グリム／〔原作〕 福音館書店 4-8340-0031-3

14 せかいいちおいしいスープ マーシャ・ブラウン／文・絵 岩波書店 4-00-111217-7

15 ぐるんぱのようちえん 西内　ミナミ／さく 福音館書店 4-8340-0083-2

16 としょかんライオン ミシェル・ヌードセン／さく 岩崎書店 4-265-06817-3

17 ピーターラビットのおはなし ビアトリクス・ポター／さく・え 福音館書店 4-8340-1855-5

18 しんせつなともだち 方　軼羣／作 福音館書店 4-8340-0132-7

19 はなのすきなうし マンロー・リーフ／おはなし 岩波書店

20 ふたりはともだち アーノルド・ローベル／作 文化出版局 4-579-40247-2

21 まいごになったおにんぎょう Ａ．アーディゾーニ／文 岩波書店

22 チャールズのおはなし ルース・エインズワース／さく 福音館書店 4-8340-1641-2

23 エルマーのぼうけん ルース・スタイルス・ガネット／さく 福音館書店 4-8340-0013-9

24 ねずみのアナトール タイタス／著 文研出版

25 おばけのジョージーおおてがら ロバート・ブライト／作／絵 徳間書店 4-19-861804-6

26 こぐまのくまくん Ｅ．Ｈ．ミナリック／ぶん 福音館書店

27 たんたのたんけん 中川　李枝子／さく 学研

28 ねこのおんがえし 中川　李枝子／文 のら書店 4-931129-34-4

29 モグラ原っぱのなかまたち 古田　足日／〔著〕 あかね書房

30 きいろいばけつ もりやま　みやこ／作 あかね書房 4-251-00693-3



③読書支援　小学校３年生・Ａパック

書名 巻 著者１ 出版者 ＩＳＢＮ

1 雑木林のコレクション 今森　光彦／著 フレーベル館 4-577-02434-9

2 エパミナンダス 東京子ども図書館／編 東京子ども図書館 4-88569-050-1

3 世界のむかしばなし 瀬田　貞二／訳 のら書店 4-931129-84-6

4 パタポン 1 田中　和雄／編 童話屋 4-88747-026-6

5 おやすみなさいまたあした 神沢　利子／詩 のら書店 4-931129-61-7

6 ルラルさんのにわ いとう　ひろし／さく ほるぷ出版 4-593-56030-6

7 ねこのくにのおきゃくさま シビル・ウェッタシンハ／さく 福音館書店 4-8340-1364-2

8 わすれられないおくりもの スーザン・バーレイ／さく　え 評論社 4-566-00264-0

9 ペニーさん マリー・ホール・エッツ／作・絵 徳間書店 4-19-860723-0

10 ちいさなもみのき マーガレット・ワイズ・ブラウン／さく 福音館書店 4-8340-1162-3

11 花さき山 斎藤　隆介／作 岩崎書店 4-265-9082-9

12 むしたちのさくせん 宮武　頼夫／文 福音館書店 4-8340-1667-6

13 ゆきとトナカイのうた ボディル・ハグブリンク／作・絵 ポプラ社 4-591-07020-4

14 沖釣り漁師のバート・ダウじいさん ロバート・マックロスキー／さく ほるぷ出版

15 きりのなかのはりねずみ ノルシュテイン／作 福音館書店 4-8340-1705-2

16 たまごのはなし ダイアナ・アストン／文 ほるぷ出版 4-593-50487-9

17 はなのすきなうし マンロー・リーフ／おはなし 岩波書店

18 くつなおしの店 アリスン・アトリー／さく 福音館書店 4-8340-1680-3

19 子どもに語るアンデルセンのお話 アンデルセン／〔著〕 こぐま社 4-7721-9043-0

20 子どもに語るアンデルセンのお話 2 アンデルセン／〔著〕 こぐま社 4-7721-9046-6

21 ふゆのものがたり ルース・エインズワース／作 福音館書店 4-8340-1636-6

22 ポリーとはらぺこオオカミ キャサリン・ストー／作 岩波書店

23 しあわせなモミの木 シャーロット・ゾロトウ／文 童話屋 4-924684-63-5

24 金のがちょうのほん レズリー・ブルック／文・画 福音館書店 4-8340-0794-4

25 ちいさいロッタちゃん アストリッド＝リンドグレーン／さく 偕成社 4-03-532020-X

26 車のいろは空のいろ 1 あまん　きみこ／作 ポプラ社 4-591-06442-5

27 ケイゾウさんは四月がきらいです。 市川　宣子／さく 福音館書店 4-8340-2198-X

28 ハナさんのおきゃくさま 角野　栄子／作 福音館書店 4-8340-0167-9

29 日本のむかしばなし 瀬田　貞二／文 のら書店 4-931129-83-8

30 くしゃみくしゃみ天のめぐみ 松岡　享子／作 福音館書店



④読書支援　小学校４年生・Ａパック

書名 巻次 著者１ 出版者 ＩＳＢＮ

1 ぼくらの地図旅行 那須　正幹／ぶん 福音館書店 4-8340-0826-6

2 すごいぞ！「しんかい６５００」 山本　省三／著 くもん出版 4-7743-2068-7

3 しゃべる詩あそぶ詩きこえる詩 はせ　みつこ／編 富山房 4-572-00466-8

4 森は生きている サムイル・マルシャーク／作 岩波書店 4-00-114072-1

5 日本の神話 第１巻 赤羽　末吉／絵 あかね書房 4-251-00821-9

6 セミ神さまのお告げ 宇梶　静江／古布絵制作・再話 福音館書店 4-8340-2325-1

7 海のおばけオーリー マリー・ホール・エッツ／文　絵 岩波書店 4-00-110567-5

8 おもいでのクリスマスツリー グロリア・ヒューストン／ぶん ほるぷ出版 4-593-50277-2

9 せかいいちうつくしいぼくの村 小林　豊／作・絵 ポプラ社 4-591-04190-5

10 よあけ ユリー・シュルヴィッツ／作・画 福音館書店 4-8340-0548-8

11 やまとゆきはら 関屋　敏隆／さく 福音館書店 4-8340-1887-3

12 名馬キャリコ バージニア・リー・バートン／え・ぶん 岩波書店 4-00-115157-X

13 こすもすと虫たち 高家　博成／ぶん 新日本出版社

14 グレー・ラビットとヘアとスキレル　スケートにいく アリスン・アトリー／さく 長崎　童話館出版 4-88750-042-4

15 火のくつと風のサンダル ウルズラ・ウェルフェル／作 長崎　童話館出版 4-924938-75-0

16 百まいのドレス エレナー・エスティス／作 岩波書店 4-00-115579-6

17 エルマーと１６ぴきのりゅう ルース・スタイルス・ガネット／さく 福音館書店 4-8340-0049-8

18 エルマーとりゅう ルース・スタイルス・ガネット／さく 福音館書店 4-8340-0035-1

19 エルマーのぼうけん ルース・スタイルス・ガネット／さく 福音館書店 4-8340-0013-9

20 ぬすまれた宝物 ウィリアム・スタイグ／作 評論社 4-566-01071-6

21 山のクリスマス ルドウィヒ・ベーメルマンス／文・え 岩波書店 4-00-110033-9

22 小さなバイキングビッケ ルーネル・ヨンソン／作 評論社 4-566-01379-7

23 きつねものがたり ヨゼフ・ラダ／さく・え 福音館書店

24 長くつ下のピッピ リンドグレーン／作 岩波書店 4-00-115061-1

25 雪の森のリサベット アストリッド・リンドグレーン／作 徳間書店 4-19-861636-1

26 くまのテディ・ロビンソン ジョーン・Ｇ・ロビンソン／さく・え 福音館書店

27 チョコレート戦争 大石　真／作 理論社

28 霧のむこうのふしぎな町 柏葉　幸子／作 講談社 4-06-286402-2

29 菜の子先生がやってきた！ 富安　陽子／作 福音館書店 4-8340-0620-4

30 ももいろのきりん 中川　李枝子／著 福音館書店



⑤読書支援　小学校５年生・Ａパック

書名 巻次 著者１ 出版者 ＩＳＢＮ

1 マザー・テレサ やなぎや　けいこ／文 ポプラ社 4-591-05720-8

2 和菓子の絵事典 俵屋吉富／監修 ＰＨＰ研究所 4-569-68795-7

3 北の馬と南の馬 前川　貴行／写真・文 あかね書房 4-251-09852-8

4 棚田を歩けば 青柳　健二／文・写真 福音館書店 4-8340-2253-7

5 宮沢賢治 西本　鶏介／文 ポプラ社 4-591-05757-7

6 よりぬきマザーグース 谷川　俊太郎／訳 岩波書店 4-00-114068-3

7 かいぶつぞろぞろ 辻村　益朗／構成・文 福音館書店 4-8340-1983-7

8 おかあさんの目 あまん　きみこ／作 あかね書房 4-251-03027-3

9 雪渡り 宮沢　賢治／作 偕成社 4-03-963480-2

10 西風のくれた鍵 アリソン・アトリー／作 岩波書店 4-00-114079-9

11 元気なモファットきょうだい エレナー・エスティス／作 岩波書店 4-00-112111-5

12 吸血鬼の花よめ 八百板　洋子／編・訳 福音館書店 4-8340-1366-9

13 点子ちゃんとアントン ケストナー／作 岩波書店 4-00-115053-0

14 くらやみ城の冒険 マージェリー・シャープ／作 岩波書店 4-00-115251-7

15 マチルダはちいさな大天才 ロアルド・ダール／作 評論社 4-566-01067-8

16 長い長いお医者さんの話 カレル・チャペック／作 岩波書店 4-00-114002-0

17 風にのってきたメアリー・ポピンズ Ｐ．Ｌ．トラヴァース／作 岩波書店 4-00-114052-7

18 オズの魔法使い Ｌ・Ｆ・バウム／作 福音館書店 4-8340-1042-2

19 トムは真夜中の庭で フィリパ・ピアス／作 岩波書店

20 年とったばあやのお話かご ファージョン／作 岩波書店 4-00-115081-6

21 クマのプーさん Ａ．Ａ．ミルン／作 岩波書店 4-00-114008-X

22 プー横丁にたった家 Ａ．Ａ．ミルン／作 岩波書店 4-00-114009-8

23 ムーミン童話全集 1 トーベ・ヤンソン／作・絵 講談社 4-06-188221-X

24 ムーミン童話全集 2 トーベ・ヤンソン／作・絵 講談社 4-06-188222-8

25 おもしろ荘の子どもたち リンドグレーン／作 岩波書店 4-00-115090-5

26 ライオンと魔女 Ｃ．Ｓ．ルイス／作 岩波書店 4-00-115021-2

27 山のトムさん 石井　桃子／作 福音館書店

28 銀のほのおの国 神沢　利子／〔著〕 福音館書店

29 魔女の宅急便 角野　栄子／作 福音館書店 4-8340-0119-9

30 ルドルフとイッパイアッテナ 斉藤　洋／作 講談社 4-06-133505-7



⑥読書支援　小学校６年生・Ａパック

書名 巻次 著者１ 出版者 ＩＳＢＮ

1 約束の国への長い旅 篠　輝久／著 リブリオ出版 4-89784-159-3

2 コンチキ号漂流記 トール・ハイエルダール／著 偕成社

3 生物の消えた島 田川　日出夫／文 福音館書店 4-8340-0162-8

4 ならの大仏さま 加古　里子／文・絵 ブッキング 4-8354-4218-0

5 おーいぽぽんた 茨木　のり子／〔ほか〕編集委員 福音館書店 4-8340-1734-6

6 おーいぽぽんた 俳句・短歌鑑賞 大岡　信／著 福音館書店 4-8340-1735-4

7 山のいのち 立松　和平／作 ポプラ社 4-591-03340-6

8 さがしています アーサー・ビナード／作 童心社 4-494-00750-9

9 ８月６日のこと 中川　ひろたか／文 ハモニカブックス 4-309-90916-5

10 川のいのち 立松　和平／文 くもん出版 4-7743-0630-4

11 田んぼのいのち 立松　和平／文 くもん出版 4-7743-0462-X

12 とびきりすてきなクリスマス リー・キングマン／作 岩波書店 4-00-115512-5

13 たのしい川べ ケネス・グレーアム／作 岩波書店 4-00-110817-8

14 地下の洞穴の冒険 リチャード・チャーチ／作 岩波書店 4-00-113140-4

15 牛追いの冬 マリー・ハムズン／〔著〕 岩波書店

16 小さい牛追い マリー・ハムズン／〔著〕 岩波書店

17 秘密の花園 Ｆ・Ｈ・バーネット／作 福音館書店 4-8340-0758-8

18 モギちいさな焼きもの師 リンダ・スー・パーク／著 あすなろ書房 4-7515-2194-2

19 ハヤ号セイ川をいく フィリパ＝ピアス／〔著〕 講談社 4-06-147135-X

20 ムギと王さま ファージョン／作 岩波書店 4-00-115083-2

21 宇宙への秘密の鍵 ルーシー・ホーキング／作 岩崎書店 4-265-82011-5

22 グリーン・ノウの子どもたち Ｌ．Ｍ．ボストン／作 評論社 4-566-01000-7

23 足音がやってくる マーガレット・マーヒー／作 岩波書店 4-00-115508-7

24 ぼくとくらしたフクロウたち ファーレイ・モワット／作 評論社 4-566-01100-3

25 つくも神 伊藤　遊／作 ポプラ社 4-591-08337-3

26 精霊の守り人 上橋　菜穂子／作 偕成社 4-03-540150-1

27 ハッピーノート 草野　たき／作 福音館書店 4-8340-2761-7

28 新ちゃんがないた！ 佐藤　州男／作 文研出版 4-580-80425-2

29 冒険者たち 斎藤　惇夫／作 岩波書店 4-00-114044-6

30 ぼくがぼくであること 山中　恒／作 岩波書店 4-00-114086-1



⑦読書支援　小学校１年生・Ｂパック

書名 著者１ 出版者 ＩＳＢＮ

1 いっすんぼうし いしい　ももこ／ぶん 福音館書店

2 王さまと九人のきょうだい 君島　久子／訳 岩波書店

3 こぶじいさま 松居　直／再話 福音館書店 4-8340-0788-6

4 だいくとおにろく 松居　直／再話 福音館書店 4-8340-0085-6

5 りゅうのめのなみだ はまだ　ひろすけ／ぶん 偕成社

6 おやすみなさいフランシス ラッセル・ホーバン／ぶん 福音館書店 4-8340-0059-1

7 へびのクリクター トミー・ウンゲラー／作 文化出版局 4-579-40099-2

8 おかえし 村山　桂子／さく 福音館書店 4-8340-0482-1

9 やまなしもぎ 平野　直／再話 福音館書店 4834007073

10 はなをくんくん ルース・クラウス／ぶん 福音館書店 4-8340-0095-8

11 かにむかし 木下　順二／文 岩波書店 4-00-115121-9

12 おさるとぼうしうり エズフィール・スロボドキーナ／さく・え 福音館書店

13 かいじゅうたちのいるところ モーリス・センダック／さく 富山房

14 おしゃべりなたまごやき 寺村　輝夫／作 福音館書店 4-8340-0378-7

15 アンディとらいおん ジェームズ・ドーハーティ／ぶんとえ 福音館書店 4-8340-0003-6

16 とん　ことり 筒井　頼子／さく 福音館書店 4-8340-0765-0

17 いたずらきかんしゃ　ちゅうちゅう バージニア・リー・バートン／ぶん・え 福音館書店 4-8340-0004-4

18 ぽとんぽとんはなんのおと 神沢　利子／さく 福音館書店 4-8340-0136-9

19 くまのコールテンくん ドン＝フリーマン／さく 偕成社 4-03-202190-2

20 ちいさなヒッポ マーシャ＝ブラウン／さく 偕成社 4-03-327250-X

21 サリーのこけももつみ ロバート・マックロスキー／文絵 岩波書店 4-00-110590-X

22 さるのオズワルド エゴン・マチーセン／作 こぐま社 4-7721-0146-2

23 しっぽのはたらき 川田　健／ぶん 福音館書店

24 しょうぼうじどうしゃじぷた 渡辺　茂男／さく 福音館書店 4-8340-0060-3

25 じぶんだけのいろ レオ＝レオニ／作 好学社

26 ひとまねこざる Ｈ．Ａ．レイ／文，絵 岩波書店 4-00-110922-0

27 おだんごぱん せた　ていじ／やく 福音館書店 4-8340-0057-5

28 これはのみのぴこ 谷川　俊太郎／作 京都　サンリード

29 ３びきのくま トルストイ／ぶん 福音館書店 4-8340-0006-0

30 にいさんといもうと シャーロット・ゾロトウ／文 岩波書店



⑧読書支援　小学校２年生・Ｂパック　

書名 巻 著者１ 出版者 ＩＳＢＮ

1 こいぬがうまれるよ ジョアンナ・コール／文 福音館書店 4-8340-0912-2

2 のはらうた 1 くどう　なおこ／作 童話屋 4-924684-21-X

3 したきりすずめ 石井　桃子／再話 福音館書店

4 スーホの白い馬 大塚　勇三／再話 福音館書店 4-8340-0112-1

5 ほしになったりゅうのきば 君島　久子／再話 福音館書店

6 やまたのおろち 羽仁　進／文 岩崎書店

7 きかんしゃやえもん 阿川　弘之／文 岩波書店 4-00-115122-7

8 こぎつねキッコ 松野　正子／文 童心社 4-494-00220-8

9 どうぞのいす 香山　美子／作 ひさかたチャイルド 4-89325-250-0

10 ふしぎなたいこ 石井　桃子／ぶん 岩波書店 4-00-115102-2

11 かもとりごんべえ さいごう　たけひこ／ぶん ポプラ社

12 まりーちゃんとひつじ フランソワーズ／文・絵 岩波書店 4-00-115114-6

13 やまんばのにしき まつたに　みよこ／ぶん ポプラ社

14 天の火をぬすんだウサギ ジョアンナ・トゥロートン／さく 評論社 4-566-00270-5

15 びんぼうがみとふくのかみ 大川　悦生／作 ポプラ社

16 おっきょちゃんとかっぱ 長谷川　摂子／文 福音館書店 4-8340-1464-9

17 こぎつねコンとこだぬきポン 松野　正子／文 童心社 4-494-01202-5

18 ぞうのババール ジャン・ド・ブリュノフ／さく 評論社

19 もりのこびとたち エルサ・ベスコフ／さく・え 福音館書店

20 ねむりひめ グリム兄弟／原作 福音館書店

21 海べのあさ ロバート・マックロスキー／文・絵 岩波書店

22 フレデリック レオ・レオニ／作 好学社

23 ふたりはいっしょ アーノルド・ローベル／作 文化出版局

24 ちびっこタグボート ハーディー・グラマトキー／著 学研

25 ミリー・モリー・マンデーのおはなし ジョイス・Ｌ・ブリスリー／さく 福音館書店 4-8340-0702-2

26 ごきげんいかががちょうおくさん ミリアム・クラーク・ポター／さく 福音館書店 4-8340-1991-8

27 プーのはちみつとり Ａ．Ａ．ミルン／ぶん 岩波書店

28 ふらいぱんじいさん 神沢　利子／作 あかね書房

29 いやいやえん 中川　李枝子／さく 福音館書店 4-8340-0010-9

30 なぞなぞのすきな女の子 松岡　享子／さく 学研教育出版 4-05-104612-5



⑨読書支援　小学校３年生・Ｂパック

書名 著者１ 出版者 巻次 ＩＳＢＮ

1 町のけんきゅう 岡本　信也／文・絵 福音館書店 4-8340-1682-X

2 こども世界の民話 上 内田　莉莎子／〔ほか〕著 実業之日本社 上 4-408-36160-7

3 こども世界の民話 下 内田　莉莎子／〔ほか〕著 実業之日本社 下 4-408-36161-5

4 てんぷらぴりぴり まど　みちお／著 大日本図書 4-477-17366-0

5 鬼ぞろぞろ 舟崎　克彦／文 偕成社

6 小さなきかんしゃ グレアム・グリーン／文 文化出版局 4-579-40163-8

7 チムとゆうかんなせんちょうさん エドワード・アーディゾーニ／ぶん・え 福音館書店

8 エルシー・ピドック、ゆめでなわとびをする エリナー・ファージョン／作 岩波書店 4-00-110872-0

9 銀のうでわ 君島　久子／文 岩波書店 4-00-110635-3

10 いいことってどんなこと 神沢　利子／さく 福音館書店 4-8340-1729-X

11 おなべおなべにえたかな？ こいで　やすこ／さく 福音館書店 4-8340-1463-0

12 木はいいなあ ユードリイ／作 偕成社 4-03-327090-6

13 ティリーのクリスマス フェイス・ジェイクス／作 こぐま社 4-7721-0135-7

14 シンドバッドの冒険 ルドミラ・ゼーマン／文・絵 岩波書店 4-00-110858-5

15 ディック・ウイッティントンとねこ マーシャ・ブラウン／さいわ・え アリス館 4-7520-0369-4

16 みどりおばさん、ちゃいろおばさん、むらさきおばさん エルサ・ベスコフ／さく・え 福音館書店 4-8340-1753-2

17 あまがえるりょこうしゃ 松岡　たつひで／さく 福音館書店 4-8340-1980-2

18 かもさんおとおり ロバート・マックロスキー／ぶんとえ 福音館書店 4-8340-0041-9

19 あくたれラルフ ジャック・ガントス／さく 長崎　童話館 4-924938-26-2

20 ひとまねこざるときいろいぼうし Ｈ．Ａ．レイ／文，絵 岩波書店 4-00-115147-2

21 びりのきもち 阪田　寛夫／詩 長崎　童話館出版 4-88750-002-5

22 すえっこＯちゃん エディス＝ウンネルスタッド／作 神戸　フェリシモ 4-89432-277-3

23 りこうなおきさき モーゼス・ガスター／文 岩波書店

24 あたまをつかった小さなおばあさん ホープ・ニューウェル／作 福音館書店 4-8340-0242-X

25 小さなスプーンおばさん アルフ・プリョイセン／著 学研 4-05-104650-8

26 おもちゃ屋へいったトムテ エルサ・ベスコフ／さく 福音館書店 4-8340-1569-6

27 エーミルのクリスマス・パーティー アストリッド・リンドグレーン／作 岩波書店 4-00-115986-4

28 ロッタちゃんのひっこし アストリッド＝リンドグレーン／作 偕成社 4-03-532010-2

29 ぼくは王さま 寺村　輝夫／作 理論社

30 つるばら村のパン屋さん 茂市　久美子／作 講談社 4-06-195692-2



⑩読書支援　小学校４年生・Ｂパック

書名 著者１ 出版者 ＩＳＢＮ

1 アラスカたんけん記 星野　道夫／文・写真 福音館書店 4-8340-1011-2

2 写真でみる世界の子どもたちの暮らし ペニー・スミス／編著 あすなろ書房 4-7515-2052-9

3 クマノミとサンゴの海の魚たち 大方　洋二／写真・文 岩崎書店 4-265-04355-2

4 ロボ アーネスト・Ｔ．シートン／作・絵 福音館書店 4-8340-0628-X

5 おかえりなさいはやぶさ 吉川　真／監修 講談社 4-06-132495-4

6 すき 谷川　俊太郎／作 理論社 4-652-03851-8

7 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 4-89238-752-5

8 クリスマスまであと九日 マリー・ホール・エッツ／作・画 富山房 4-572-00204-5

9 にぐるま　ひいて ドナルド・ホール／ぶん ほるぷ出版 4-593-50139-3

10 おじいさんのハーモニカ ヘレン・Ｖ・グリフィス／作 佑学社 4-8416-0520-7

11 グロースターの仕たて屋 ビアトリクス・ポター／さく・え 福音館書店 4-8340-1869-5

12 こぎつねルーファスのぼうけん アリソン・アトリー／作 岩波書店 4-00-115961-9

13 ウォートンとモリネズミの取引屋 ラッセル・Ｅ．エリクソン／作 評論社 4-566-01340-7

14 ウォートンのとんだクリスマス・イブ ラッセル・エリクソン／作 評論社 4-566-01220-4

15 ＳＯＳ、あやうし空の王さま号 ラッセル・エリクソン／作 評論社 4-566-01221-2

16 火よう日のごちそうはひきがえる ラッセル・エリックソン／作 評論社 4-566-01218-2

17 消えたモートンとんだ大そうさく ラッセル・エリクソン／作 評論社 4-566-01219-0

18 しずくの首飾り ジョーン・エイキン／〔著〕 岩波書店

19 雪だるまのひみつ ルース・エインズワース／作 岩波書店 4-00-115965-1

20 がんばれヘンリーくん ベバリイ＝クリアリー／作 学研 4-05-104617-6

21 ふたりのロッテ ケストナー／作 岩波書店

22 ヘムロック山のくま アリス・デリグレーシュ／作 福音館書店

23 町かどのジム エリノア・ファージョン／〔作〕 学研

24 かぎのない箱 ボウマン／文 岩波書店

25 車のいろは空のいろ あまん　きみこ／〔著〕 ポプラ社

26 びりっかすの神さま 岡田　淳／作・絵 偕成社 4-03-639460-6

27 わらしべ長者 木下　順二／〔著〕 岩波書店

28 がちょうのたんじょうび 新美　南吉／作 小峰書店 4-338-20002-2

29 きまぐれロボット 星　新一／作 理論社 4-652-00504-0

30 竜の子太郎 松谷　みよ子／著 講談社



⑪読書支援　小学校５年生Ｂパック

書名 巻次 著者１ 出版者 ＩＳＢＮ

1 レイチェル・カーソン ジンジャー・ワズワース／著 偕成社 4-03-814190-X

2 永井隆 中井　俊已／著 童心社 4-494-02238-0

3 鬼が出た 大西　広／文 福音館書店 4-8340-1001-5

4 食べもの記 森枝　卓士／著 福音館書店 4-8340-1740-0

5 絵ときゾウの時間とネズミの時間 本川　達雄／文 福音館書店 4-8340-0193-8

6 赤ちゃんのはなし マリー・ホール・エッツ／ぶん・え 福音館書店

7 手塚治虫 国松　俊英／文 ポプラ社 4-591-05876-X

8 どんぐりと山猫 宮沢　賢治／原作 好学社 4-7690-2315-9

9 おとうさんのちず ユリ・シュルヴィッツ／作 あすなろ書房 4-7515-2521-0

10 進化のはなし スティーブ・ジェンキンズ／作 評論社 4-566-00837-1

11 鹿よおれの兄弟よ 神沢　利子／作 福音館書店 4-8340-0632-8

12 黒ネコジェニーのおはなし 1 エスター・アベリル／作・絵 福音館書店 4-8340-2670-2

13 黒ネコジェニーのおはなし 2 エスター・アベリル／作・絵 福音館書店 4-8340-2671-9

14 黒ネコジェニーのおはなし 3 エスター・アベリル／作・絵 福音館書店 4-8340-2672-6

15 クローディアの秘密 Ｅ．Ｌ．カニグズバーグ／作 岩波書店 4-00-114050-0

16 ふしぎの国のアリス ルイス・キャロル／作 福音館書店 4-8340-0268-3

17 エーミールと探偵たち ケストナー／作 岩波書店

18 クリスマス人形のねがい ルーマー・ゴッデン／文 岩波書店 4-00-110857-7

19 黒ねこの王子カーボネル バーバラ・スレイ／作 岩波書店 4-00-114161-0

20 ピーターサンドさんのねこ ルイス・スロボドキン／作 あすなろ書房 4-7515-2475-6

21 小さい魔女 オトフリート＝プロイスラー／著 学研 4-05-104647-8

22 くまのパディントン マイケル・ボンド／作 福音館書店 4-8340-0108-3

23 ゆかいなホーマーくん ロバート・マックロスキー／〔著〕 岩波書店

24 とぶ船 ヒルダ・ルイス／〔著〕 岩波書店

25 ドリトル先生アフリカゆき ロフティング／〔著〕 岩波書店

26 ドリトル先生航海記 ロフティング／〔著〕 岩波書店

27 大きな森の小さな家 ローラ・インガルス・ワイルダー／作 福音館書店 4-8340-0350-7

28 大草原の小さな家 ローラ・インガルス・ワイルダー／作 福音館書店 4-8340-0356-6

29 キャプテンはつらいぜ 後藤　竜二／作 講談社 4-06-283203-8

30 銀河鉄道の夜 宮沢　賢治／著 偕成社 4-03-651240-4



⑫読書支援　小学校６年生・Ｂパック

書名 巻次 著者１ 出版者 ＩＳＢＮ

1 海時計職人ジョン・ハリソン ルイーズ・ボーデン／文 あすなろ書房 4-7515-2274-4

2 新１３歳のハローワーク 村上　竜／著 幻冬舎 4-344-01802-0

3 ぼくたちのまちづくり 2 福川　裕一／文 岩波書店 4-00-116348-9

4 あらしのよるに きむら　ゆういち／作 講談社 4-06-210293-5

5 おきなわ　島のこえ 丸木　俊／文・絵 小峰書店 4-338-02203-5

6 ふくろうくん アーノルド・ローベル／作 文化出版局

7 弟の戦争 ロバート・ウェストール／作 徳間書店 4-19-860399-5

8 はじめてのクリスマス・ツリー エレナー・エスティス／作 岩波書店 4-00-115552-4

9 モモ ミヒャエル・エンデ／作 岩波書店 4-00-110687-6

10 ギリシア神話 石井　桃子／編・訳 のら書店 4-931129-12-9

11 穴 ルイス・サッカー／作 講談社 4-06-209645-5

12 宝島 スティーヴンスン／作 岩波書店 4-00-114528-6

13 ハイジ Ｊ・シュピーリ／作 福音館書店 4-8340-0439-2

14 ビーバー族のしるし エリザベス・ジョージ・スピア／著 あすなろ書房 4-7515-2211-0

15 星のひとみ トペリウス／作 岩波書店 4-00-111004-0

16 床下の小人たち メアリー・ノートン／作 岩波書店 4-00-110931-X

17 妖精ディックのたたかい キャサリン・Ｍ・ブリッグズ／作 岩波書店 4-00-110974-3

18 クルミわりとネズミの王さま ホフマン／作 岩波書店 4-00-114075-6

19 魔法使いのチョコレート・ケーキ マーガレット・マーヒー／作 福音館書店 4-8340-0981-5

20 ツバメ号とアマゾン号 上 アーサー・ランサム／作 岩波書店 4-00-114170-2

21 ツバメ号とアマゾン号 下 アーサー・ランサム／作 岩波書店 4-00-114171-9

22 名探偵カッレくん アストリッド・リンドグレーン／作 岩波書店 4-00-114121-3

23 バッテリー ［１］ あさの　あつこ／作 教育画劇 4-87692-581-X

24 肥後の石工 今西　祐行／作 岩波書店 4-00-114078-0

25 少年動物誌 河合　雅雄／作 福音館書店 4-8340-1809-1

26 だれも知らない小さな国 佐藤　さとる／作 講談社 4-06-119075-X

27 天山の巫女ソニン 1 菅野　雪虫／作 講談社 4-06-213423-3

28 まぼろしの犬 日本児童文学者協会／編 新日本出版社 4-406-03265-7

29 夏の庭－Ｔｈｅ　Ｆｒｉｅｎｄｓ－ 湯本　香樹実／作 徳間書店 4-19-861359-1

30 寺町三丁目十一番地 渡辺　茂男／作 福音館書店


