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小学1～2年生 エルマーのぼうけん （世界傑作童話シリーズ） 福音館書店

小学1～2年生
モモちゃんとアカネちゃんの本（1）ちいさいモモちゃん
（児童文学創作シリーズ―モモちゃんとアカネちゃんのほん）

講談社

小学1～2年生 くまの子ウーフ （くまの子ウーフの童話集） ポプラ社
小学1～2年生 いやいやえん―童話 （福音館創作童話シリーズ） 福音館書店
小学1～2年生 番ねずみのヤカちゃん （世界傑作童話シリーズ） 福音館書店
小学1～2年生 あおい目のこねこ （世界傑作童話シリーズ） 福音館書店
小学1～2年生 もりのへなそうる （福音館創作童話シリーズ） 福音館書店
小学1～2年生 はれときどきぶた （あたらしい創作童話 13） 岩崎書店

小学1～2年生
ぐらぐらの歯―きかんぼのちいちゃいいもうと〈その1〉
 （世界傑作童話シリーズ）

福音館書店

小学1～2年生
かいけつゾロリのドラゴンたいじ （1）
 （かいけつゾロリシリーズ  ポプラ社の小さな童話）

ポプラ社

小学3～4年生A 赤毛のアン （新装版） （講談社青い鳥文庫） 講談社
小学3～4年生A 霧のむこうのふしぎな町 （新装版） （講談社青い鳥文庫） 講談社
小学3～4年生A 窓ぎわのトットちゃん （講談社 青い鳥文庫） 講談社
小学3～4年生A 魔女の宅急便 （福音館文庫 物語） 福音館書店
小学3～4年生A オズの魔法使い （岩波少年文庫） 岩波書店
小学3～4年生A 小さなトロールと大きな洪水 （講談社 青い鳥文庫） 講談社
小学3～4年生A 小さなスプーンおばさん （新しい世界の童話シリーズ） 学習研究社
小学3～4年生A クマのプーさん （岩波少年文庫 （008）） 岩波書店
小学3～4年生A 百まいのドレス 岩波書店

小学3～4年生A
大きな森の小さな家 ―インガルス一家の物語〈1〉
 （福音館文庫 物語）

福音館書店

小学3～4年生A ピーター・パンとウェンディ （福音館文庫 古典童話） 福音館書店
小学3～4年生A 風にのってきたメアリー・ポピンズ （岩波少年文庫） 岩波書店

小学3～4年生A
くまのパディントン―パディントンの本〈1〉
（福音館文庫 物語）

福音館書店

小学3～4年生A
黒魔女さんが通る!! チョコ、デビューするの巻
（講談社青い鳥文庫）

講談社

小学3～4年生A あしながおじさん （福音館文庫 古典童話） 福音館書店

小学3～4年生B
マジック・ツリーハウス （1）  恐竜の谷の大冒険
（マジック・ツリーハウス 1）

KADOKAWA/メディアファクト
リー

小学3～4年生B
大どろぼうホッツェンプロッツ
 （新・世界の子どもの本―ドイツの新しい童話 （1））

偕成社

小学3～4年生B 冒険者たち―ガンバと15ひきの仲間 （岩波少年文庫 （044）） 岩波書店
小学3～4年生B エーミールと探偵たち （岩波少年文庫 （018）） 岩波書店
小学3～4年生B ルドルフとイッパイアッテナ 講談社
小学3～4年生B ライオンと魔女―ナルニア国ものがたり〈1〉 （岩波少年文庫） 岩波書店
小学3～4年生B チョコレート戦争 （新・名作の愛蔵版） 理論社
小学3～4年生B ダレン・シャン 1 （小学館ファンタジー文庫） 小学館
小学3～4年生B ドリトル先生アフリカゆき （岩波少年文庫 （021）） 岩波書店
小学3～4年生B デルトラ・クエストI （1） 沈黙の森 岩崎書店

小学3～4年生B
だれも知らない小さな国―コロボックル物語 1

（講談社青い鳥文庫 18-1）
講談社

小学3～4年生B 新美南吉童話集―心に残るロングセラー名作10話 世界文化社
小学3～4年生B みどりのゆび （岩波少年文庫） 岩波書店
小学3～4年生B 宮沢賢治童話集―心に残るロングセラー名作10話 世界文化社
小学3～4年生B くちぶえ番長 （新潮文庫） 新潮社
小学5～6年生A ちいさなちいさな王様 講談社
小学5～6年生A モモ （岩波少年文庫（127）） 岩波書店
小学5～6年生A 床下の小人たち―小人の冒険シリーズ〈1〉 （岩波少年文庫） 岩波書店
小学5～6年生A 兎の眼 （角川文庫） 角川書店
小学5～6年生A クローディアの秘密 （岩波少年文庫 （050）） 岩波書店
小学5～6年生A クリスマス・キャロル （岩波少年文庫） 岩波書店
小学5～6年生A キツネ山の夏休み （ジョイ・ストリート） あかね書房
小学5～6年生A ガラスのうさぎ （フォア文庫） 金の星社
小学5～6年生A 家なき娘〈上〉 （偕成社文庫） 偕成社
小学5～6年生A シャーロットのおくりもの あすなろ書房
小学5～6年生A マチルダは小さな大天才 （ロアルド・ダールコレクション 16） 評論社

小学5～6年生A
IQ探偵ムー そして、彼女はやってきた。
 （ポプラカラフル文庫 ふ 2-1）

ポプラ社

小学5～6年生A 不思議の国のアリス （岩波少年文庫 （047）） 岩波書店
小学5～6年生A クオレ 愛の学校〈上〉 （偕成社文庫） 偕成社



小学5～6年生A 思い出のマーニー〈上〉 （岩波少年文庫） 岩波書店
小学5～6年生B 宇宙への秘密の鍵 岩崎書店
小学5～6年生B 二分間の冒険 （偕成社文庫） 偕成社

小学5～6年生B バッテリー （角川つばさ文庫）
角川書店（角川グループパ
ブリッシング）

小学5～6年生B トムは真夜中の庭で （岩波少年文庫 （041）） 岩波書店
小学5～6年生B ぼくらのサイテーの夏 （講談社文庫） 講談社
小学5～6年生B 銃とチョコレート （講談社ノベルス） 講談社
小学5～6年生B 怪人二十面相 （少年探偵） ポプラ社
小学5～6年生B 神秘の島〈第1部〉 （偕成社文庫） 偕成社
小学5～6年生B 名探偵カッレくん （岩波少年文庫） 岩波書店
小学5～6年生B エラゴン　遺志を継ぐ者 （ドラゴンライダーBOOK1） 静山社
小学5～6年生B どろぼうの神さま WAVE出版
小学5～6年生B 忘れられた島 （ノーチラス号の冒険 1） 創元社
小学5～6年生B トム・ソーヤーの冒険〈上〉 （岩波少年文庫） 岩波書店
小学5～6年生B 西遊記〈上〉悟空誕生の巻 偕成社
小学5～6年生B 新版 宿題ひきうけ株式会社 （新・名作の愛蔵版） 理論社
中学生A 穴 HOLES （ユースセレクション） 講談社
中学生A 新版 指輪物語〈1〉旅の仲間 上1 （評論社文庫） 評論社
中学生A しゃばけ （新潮文庫） 新潮社
中学生A トワイライト 上 （ヴィレッジブックス） ヴィレッジブックス
中学生A 時の旅人 （岩波少年文庫） 岩波書店
中学生A カラフル （文春文庫） 文藝春秋
中学生A アンネの日記 （文春文庫） 文藝春秋
中学生A はてしない物語 （エンデの傑作ファンタジー） 岩波書店
中学生A 獣の奏者 I 闘蛇編 講談社
中学生A ぼくのメジャースプーン （講談社文庫） 講談社
中学生A 算法少女 （ちくま学芸文庫） 筑摩書房
中学生A 幸福な王子―ワイルド童話全集 （新潮文庫） 新潮社
中学生A しずかな日々 （講談社文庫） 講談社
中学生A 空色勾玉 徳間書店
中学生A トラベリング・パンツ 理論社
中学生B ライ麦畑でつかまえて （白水Uブックス） 白水社
中学生B 魔法使いハウルと火の悪魔―ハウルの動く城〈1〉 徳間書店
中学生B バーティミアス （1） サマルカンドの秘宝 理論社
中学生B パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々　盗まれた雷撃 ほるぷ出版
中学生B 医学のたまご （ミステリーYA!） 理論社
中学生B どくとるマンボウ航海記 （新潮文庫） 新潮社
中学生B ブラッカムの爆撃機―チャス・マッギルの幽霊/ぼくを作ったもの 岩波書店
中学生B いちご同盟 （集英社文庫） 集英社
中学生B あのころはフリードリヒがいた （岩波少年文庫 （520）） 岩波書店
中学生B 怪物はささやく あすなろ書房
中学生B 都会のトム&ソーヤ（1） （YA!ENTERTAINMENT） 講談社
中学生B 僕らの事情。 求龍堂
中学生B 宝島 （岩波少年文庫） 岩波書店
中学生B サーティーナイン・クルーズ 1 骨の迷宮 メディアファクトリー
中学生B 影との戦い―ゲド戦記〈1〉 （岩波少年文庫） 岩波書店


