
小学校読書セット・低学年用

書　　　名 著者 出版社

1 １ねんせいじゃ　だめかなあ？ きたがわ　めぐみ ポプラ社

2 おしりたんてい　むらさきふじんのあんごうじけん トロル ポプラ社

3 おてつだいおばけさん　まんぷくラーメンいちだいじ 季巳　明代 国土社

4 オニのすみかでおおあばれ！ 藤　真知子 岩崎書店

5 おねえちゃんって、もうたいへん！ いとう　みく 岩崎書店

6 おばけのアッチ　ドララちゃんとドララちゃん 角野　栄子 ポプラ社

7 カステラやさんのバースデーケーキ 堀　直子 小峰書店

8 がっこうのおばけずかん　 斉藤　洋 講談社

9 きょうりゅうほねほねくん すえよし　あきこ あかね書房

10 くまのごろりん　あまやどり やえがし　なおこ 岩崎書店

11 こころのともってどんなとも 最上　一平 ポプラ社

12 しっぽ！ 竹下　文子 学研プラス

13 じてんしゃのほねやすみ 村上　しいこ PHP研究所

14 しゅくだいとびばこ 福田　岩緒 PHP研究所

15 トイレのかめさま 戸田　和代 ポプラ社

16 ドキドキおばけの百人一首!?  おばけマンション42 むらい　かよ ポプラ社

17 なきむしにかんぱい！ 宮川　ひろ 童心社

18 なぞなぞライオン 佐々木　マキ 理論社

19 にゃんともクラブ 竹下　文子 小峰書店

20 ぼくはおばけのかていきょうし きょうふのじゅぎょうさんかん さとう　まきこ あかね書房

21 まじょ子とプリンセスのキッチン 藤　真知子 ポプラ社

22 まほうのバス 中島　和子 金の星社

23 みてろよ！　父ちゃん！！ くすのき　しげのり 文溪堂

24 モンスター・ホテルでパトロール 柏葉　幸子 小峰書店

25 ルルとララのミルキープリン あんびる　やすこ 岩崎書店



小学校読書セット・中学年用

書　　　名 著者 出版社

1 ６人のお姫さま 二宮　由紀子 理論社

2 宇宙スパイ　ウサギ大作戦 岡田　貴久子 理論社

3 かあちゃん取扱説明書 いとう　みく 童心社

4 かめきちのなくな！王子様 村上　しいこ 岩崎書店

5 キノコのカミサマ 花形　みつる 金の星社

6 グレッグのダメ日記　グレッグ・へフリーの記録 ジェフ・キニー ポプラ社

7 三年三組　黒板の花太郎さん 草野　あきこ 岩崎書店

8 先生、しゅくだいわすれました 山本　悦子 童心社

9 旅のお供はしゃれこうべ 泉田　もと 岩崎書店

10 天小森教授、宿題ひきうけます 野村　一秋 小峰書店

11 なんでも魔女商会　お洋服リフォーム支店 あんびる　やすこ 岩崎書店

12 ねこまつりのしょうたいじょう いとう　みく 金の星社

13 ハーブ魔女のふしぎなレシピ あんびる　やすこ ポプラ社

14 はたらきもののナマケモノ 斉藤　洋 理論社

15 はれときどきぶた 矢玉　四郎 岩崎書店

16 ふたりユースケ 三田村　信行 理論社

17 ぼくのレオおじさん　ﾙｰﾏﾆｱ・ｱﾙﾉｶ平原のぼうけん ﾔﾈｯﾂ・ﾚｳﾞｨ 学研プラス

18 もりモリさまの森 田島　征三 理論社

19 ゆうれい猫ふくこさん 廣島　玲子 岩崎書店

20 妖怪一家九十九さん 富安　陽子 理論社

21 妖精のベーグル 斉藤　栄美 金の星社

22 四人のおばあちゃん ﾀﾞｲｱﾅ・ｳｨﾝ・ｼﾞｮｰﾝｽﾞ 徳間書店

23 らくごでことわざ笑辞典 斉藤　洋 偕成社

24 ルドルフとイッパイアッテナ 斉藤　洋 講談社

25 レンタルロボット 滝井　幸代 学研プラス



小学校読書セット・高学年用

書　　　名 著　者 出版社

1 あしたも、さんかく　毎日が落語日和 安田　夏菜 講談社

2 洗い屋お姫捕物帳 まぼろし若さま花変化 越水　利江子 国土社

3 アリスのうさぎ 斉藤　洋 偕成社

4 オムレツ屋へようこそ！ 西村　友里 国土社

5 オレ　さすらいの転校生 吉野　万理子 理論社

6 今夜は眠れない　（青い鳥文庫） 宮部　みゆき 講談社

7 サクラ・タイムトラベル 加部　鈴子 岩崎書店

8 七月に流れる花 恩田 陸 講談社

9 ステップファザー・ステップ　（青い鳥文庫） 宮部　みゆき 講談社

10 空へ いとう　みく 小峰書店

11 だいじょうぶ３組　（青い鳥文庫） 乙武　洋匡 講談社

12 チームふたり 吉野　万理子 学研プラス

13 つづきの図書館 柏葉　幸子 講談社

14 転校生は忍びのつかい 加部　鈴子 岩崎書店

15 都会のアリス 石井　睦美 岩崎書店

16 ナミヤ雑貨店の奇蹟　（角川つばさ文庫） 東野　圭吾 KADOKAWA

17 二ノ丸くんが調査中 石川　宏千花 偕成社

18 八月は冷たい城 恩田 陸 講談社

19 ひみつの校庭 吉野　万理子 学研プラス

20 ぼくと未来屋の夏  （青い鳥文庫） はやみね　かおる 講談社

21 ぼくらの先生！ はやみね　かおる 講談社

22 ぼくらの七日間戦争　(角川つばさ文庫) 宗田　理 KADOKAWA

23 またたびトラベル 茂市　久美子 学研プラス

24 魔法のレシピでスイーツ・フェアリー 堀　直子 あかね書房

25 竜退治の騎士になる方法 岡田　淳 偕成社


