
学校・朝読セットB（５・６年）

書名 著者名 出版社 出版年
1 青い鳥文庫ができるまで 岩貞 るみこ作 講談社 2012
2 石の神 田中 彩子作，一色画 福音館書店 2014
3 糸子の体重計 いとう みく作，佐藤 真紀子絵 童心社 2012
4 兎の眼 灰谷 健次郎作 理論社　 1978
5 宇宙のみなしご 森 絵都著 講談社 1994

6 宇宙においでよ!
野口 聡一著，林 公代文，植田 知成
イラスト

講談社 2008

7 海辺の宝もの
ヘレン・ブッシュ著，鳥見 真生訳，佐
竹 美保画 あすなろ書房 2013

8 オオカミ王ロボ
アーネスト・T.シートン文・絵，今泉 吉
晴訳・解説

童心社 2009

9 怪盗紳士
ルブラン原作，南 洋一郎文，藤田 新
策装丁・画

ポプラ社 1999

10 ギヴァー ロイス・ローリー著，島津 やよい訳 新評論 2010
11 きみは知らないほうがいい 岩瀬 成子作，長谷川 集平絵 文研出版　 2014
12 きみの町で 重松 清著，ミロコマチコ絵 朝日出版社 2013
13 ギリシア神話 石井 桃子編・訳，富山 妙子画 のら書店 2000

14 暗やみの中のきらめき
マイヤリーサ・ディークマン著，古市
真由美訳，森川 百合香絵

汐文社 2013

15 クラバート
オトフリート=プロイスラー作，ヘルベ
ルト=ホルツィング絵，中村 浩三訳

偕成社 1986

16 ゲド戦記　1 　影との戦い
アーシュラ・K.ル=グウィン作，清水
真砂子訳

岩波書店 2009

17 ゲド戦記　2 　こわれた腕環
アーシュラ・K.ル=グウィン作，清水
真砂子訳

岩波書店 2009

18 ゲド戦記　3 　さいはての島へ
アーシュラ・K.ル=グウィン作，清水
真砂子訳

岩波書店 2009

19 五体不満足 乙武 洋匡作，武田 美穂絵 講談社　 2000

20 子どもに語る日本の神話
三浦 佑之訳，茨木 啓子再話，山崎
香文子挿絵

こぐま社 2013

21 しずかな日々 椰月 美智子著 講談社　 2006

22
シャーロック=ホームズ全集　1 　緋色の研
究

コナン=ドイル著 偕成社 1984

23
シャーロック=ホームズ全集　2 　四つの署
名

コナン=ドイル著 偕成社 1983

24
シャーロック=ホームズ全集　3 　バスカビ
ル家の犬

コナン=ドイル著 偕成社 1985

25 宿題ひきうけ株式会社 古田 足日作，長野 ヒデ子絵 理論社　 2001

26 11をさがして
パトリシア・ライリー・ギフ作，岡本 さ
ゆり訳，佐竹 美保絵

文研出版　 2010

27 12歳たちの伝説 後藤 竜二作，鈴木 びんこ絵 新日本出版社　 2000
28 12歳たちの伝説　2 後藤 竜二作，鈴木 びんこ絵 新日本出版社　 2001

29 世界一素朴な質問、宇宙一美しい答え
ジェンマ・エルウィン・ハリス編，西田
美緒子訳，タイマ タカシ絵

河出書房新社 2013

30 世界を動かした塩の物語
マーク・カーランスキー文，S.D.シンド
ラー絵，遠藤 育枝訳

BL出版　 2008

31 素数ゼミの謎 吉村 仁著，石森 愛彦絵 文藝春秋　 2005
32 太陽の東月の西 アスビョルンセン編，佐藤 俊彦訳 岩波書店 2005
33 だれも知らない小さな国 佐藤 さとる作，村上 勉絵 講談社 2015
34 たんぽぽの目 村岡 花子文，高畠 那生絵 河出書房新社 2014
35 土のコレクション 栗田 宏一著 フレーベル館　 2004
36 点子ちゃんとアントン エーリヒ・ケストナー作，池田 香代子 岩波書店　 2000
37 トムは真夜中の庭で フィリパ・ピアス作，高杉 一郎訳 岩波書店　 2000
38 ドリーム・ギバー ロイス・ローリー作，西川 美樹訳 金の星社　 2008
39 どろぼうのどろぼん 斉藤 倫著，牡丹 靖佳画 福音館書店 2014
40 夏の庭-The Friends- 湯本 香樹実作 徳間書店　 2001



学校・朝読セットB（５・６年）

書名 著者名 出版社 出版年
41 二分間の冒険 岡田 淳著 偕成社　 1991
42 ハッピーノート 草野 たき作，ともこエヴァーソン画 福音館書店　 2005
43 ハリー・ポッターと賢者の石 J.K.ローリング作，松岡 佑子訳 静山社 1999
44 ハリー・ポッターと秘密の部屋 J.K.ローリング作，松岡 佑子訳 静山社 2000
45 ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 J.K.ローリング作，松岡 佑子訳 静山社 2001
46 秘密の花園　上 バーネット作，山内 玲子訳 岩波書店 2005
47 秘密の花園　下 バーネット作，山内 玲子訳 岩波書店 2005

48 不思議を売る男
ジェラルディン・マコックラン作，金原
瑞人訳，佐竹 美保絵

偕成社　 1998

49 ふたり 福田 隆浩著 講談社 2013
50 ホビットの冒険　上 J.R.R.トールキン作，瀬田 貞二訳 岩波書店 2000
51 ホビットの冒険　下 J.R.R.トールキン作，瀬田 貞二訳 岩波書店 2000
52 都会(まち)のトム&ソーヤ　1 はやみね かおる著 講談社　 2003
53 都会(まち)のトム&ソーヤ　2 はやみね かおる著 講談社　 2004
54 都会(まち)のトム&ソーヤ　3 はやみね かおる著 講談社　 2005
55 豆つぶほどの小さないぬ 佐藤 さとる作，村上 勉絵 講談社 2015

56 山の上の火
クーランダー文，レスロー文，渡辺
茂男訳，土方 久功絵

岩波書店 1978

57 槍ケ岳山頂 川端 誠作 BL出版 2014
58 ゆめみの駅遺失物係 安東 みきえ著 ポプラ社 2014
59 妖怪アパートの幽雅な日常　1 香月 日輪著 講談社 2003
60 妖怪アパートの幽雅な日常　2 香月 日輪著 講談社 2004
61 竜退治の騎士になる方法 岡田 淳作・絵 偕成社 2003
62 林業少年 堀米 薫作，スカイエマ絵 新日本出版社 2013

63 ルパンの大失敗
ルブラン原作，南 洋一郎文，佐竹 美
保画

ポプラ社 1999

64 ルパン対ホームズ
ルブラン原作，南 洋一郎文，朝倉 め
ぐみ画

ポプラ社 1999

65 ローワンと魔法の地図
エミリー・ロッダ作，さくま ゆみこ訳，
佐竹 美保絵

あすなろ書房 2002

66 ローワンと黄金の谷の謎
エミリー・ロッダ作，さくま ゆみこ訳，
佐竹 美保絵

あすなろ書房 2001


