
                                                                                 集団読書用 図書目録（岩見沢市立図書館）

Ｎｏ 書　　　　　　名 冊数 著　者　名 発　行　所 対　象

1 365まいにちペンギン 40 ジョエル・ジョリヴェ ブロンズ社 小低

2 あの森へ 35 クラア・Ａ・ニヴォラ 評論社 小低

3 ありがとう！山のガイド犬「平治」 40 坂井 ひろ子 偕成社 小中

4 いのちは見えるよ 35 長野 ヒデ子 岩崎書店 小低

5 イルカのＫちゃん 40 大島　良子 教育出版 小中・高

6 うごいちゃだめ！ 35 Ｓ・Ｄシンドラー アスラン書房 小低

7 王さまと九人のきょうだい 35 赤羽 末吉 岩波書店 小低

8 大どろぼうホッツェンプロッツ 38 オトフリート・プロイスラー 偕成社 小中・高

9 おかあさんげんきですか 40 後藤 竜二 文　武田 美穂 絵 ポプラ社 小低

10 おそらにはてはあるの？ 35 佐治 晴文　井沢 洋二 玉川大学出版部 小低

11 おにたのぼうし 35 あまん きみこ　いわさき ちひろ ポプラ社 小低

12 お話のすむ家 34 ミンダルト・ヴィンストラ 偕成社 小中

13 かたあしだちょうのエルフ 37 おのき がく ポプラ社 小低

14 学校ウサギをつかまえろ 37 岡田 淳 偕成社 小中

15 かにむかし 40 木下 順二 岩波書店 小低

16 カモメ荘からの電話 40 長野 京子 学　　研 小中

17 火よう日のごちそうはひきがえる 40 ラッセル・Ｅ・エリソン 評論社 小中

18 からすたろう 40 八島 太郎 偕成社 小低

19 かわ 36 加古 里子 福音館書店 小低

20 かわいくなくてもいいもん 39 小納 弘 大日本図書 小低・中

21 きかんしゃやえもん 40 阿川 弘之 岩波書店 小低

22 キタキツネのボロとモモンガのネナイ 40 目黒 誠一 学　　研 小中

23 きつねのかみさま 35 酒井 駒子 ポプラ社 小低

24 きみはダックス先生がきらいか 38 灰谷 健次郎 大日本図書 小中

25 くもりときどきミートボール 35 ｼﾞｭﾃﾞｨﾊﾞﾚｯﾄ　ﾛｿ･ﾊﾞﾚｯﾄ ほるぷ出版 小低・中

26 クラス１ばん、ひらめきルーカス 40 ジョハナ＝ハーウィッツ 偕成社 小中

27 ぐりとぐらのおきゃくさま 39 中川 李枝子 福音館書店 小低

28 くれよんのくろくん 35 なかや みわ 童心社 小低

29 紅玉 36 後藤 竜二 文　高田 三郎 絵 新日本出版社 小中・高

30 こちら、いじめっ子対さく本部 38 沖井 千代子 金の星社 小中

31 サクランボっ子のゆめ 40 柴村 紀代 学　　研 小中

32 サッツウのきじ 37 佐藤 州男 教育画劇・スピカ 小低

33 三吉ダヌキの八面相 40 中島 千恵子 P　H　P 小中

34 さんまマーチ 39 上條 さなえ 国土社 小中

35 ジェインのもうふ 15 アル・パーカー 偕成社 小低・中

36 ジュディ・モード、地球をすくう！ 40 メーガン・マクドナルド 小峰書店 小高

37 じろはったん 40 森 はな アリス館 小中

38 スーホの白い馬 39 大塚 勇三 再話 福音館書店 小低

39 せいめいのれきし 35 バージニア・リ・バートン 岩波書店 小低

40 先生たいへん事件です 38 岸 武雄 金の星社 小中・高

41 先生のつうしんぼ 40 宮川 ひろ 偕成社 小中

42 そらいろのたね 35 おおむら ゆりこ 福音館書店 小低
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43 空にうかんだエレベーター 39 安房 直子 あかね書房 小低

44 だいくとおにろく 40 松井 直 福音館書店 小低

45 タッタカ先生と子どもたち 40 ますむら きみこ 岩崎書店 小低

46 龍の子太郎 38 松谷 みよ子 講談社 小中

47 ちいさいおうち 40 バージニア・リ・バートン 岩波書店 小低

48 小さなスプーンおばさん 40 アルフ・プリョンセン 学　　研 小中

49 チビザル兄弟 37 椋 鳩十 学　　研 小低・中

50 ちびっこカムのぼうけん 40 神沢 利子 理論社 小中

51 中学校・高校生教育副読本おとなに近づく日々 40 東京書籍編集部 東京書籍 中・高

52 てぶくろ 40 ラチョフ・E・M 福音館書店 小低・中

53 どうぞのいす 35 香山 美子　柿本 幸造 ひさかたチャイルド 小低

54 どくしょのじかんによむ本　小学２年生 35 西本 鶏介 編 ポプラ社 小低

55 読書の時間に読む本　中学１年生　１ 35 西本 鶏介 編 ポプラ社 中学

56 読書の時間に読む本　中学１年生　２ 35 西本 鶏介 編 ポプラ社 中学

57 読書の時間に読む本　中学２年生　１ 35 西本 鶏介 編 ポプラ社 中学

58 読書の時間に読む本　中学２年生　２ 35 西本 鶏介 編 ポプラ社 中学

59 読書の時間に読む本　中学３年生　１ 35 西本 鶏介 編 ポプラ社 中学

61 読書の時間に読む本　中学３年生　２ 35 西本 鶏介 編 ポプラ社 中学

61 となりのせきのますだくん 40 武田 美穂 ポプラ社 小低

62 トビウオぼうやはびょうきです 37 いぬい とみこ 金の星社 小低

63 ともだちからともだちへ 35 ｱﾝｿﾆｰ･ﾌﾗﾝｽ文 ﾃｨﾌｧﾆｰ･ﾋﾞｰｸﾞ絵 理論社 小低

64 ともだちや 35 降矢 なな 偕成社 小低

65 とらたとおおゆき 40 中川 李枝子 福音館書店 小低

66 トレモスのパン屋 39 小倉 明 くもん出版 小中

67 ナヌークの贈りもの 35 星野 道夫 小学館 小中・高

68 におい山脈 40 椋 鳩十 あすなろ書房 小低

69 ねえ、どれがいい？ 35 ジョン・バーニンガム 評論社 小低

70 野の白鳥 35 H・C・アンデルセン 小学館 小低

71 蜂が見たもの 40 白鳥　千夜 第三企画 小低・中

72 八郎 39 斉藤 隆介 福音館書店 小低・中

73 八方にらみねこ 30 清水 耕蔵 講談社 小低

74 花豆の煮えるまで 34 安房 直子 偕成社 小中

75 ハンカチの上の花畑 37 安房 直子 あかね書房 小中

76 ピカピカ 35 たばた せいいち 偕成社 小低

77 ひとりでふたりでみんなと性ってなんだろう 41 東京書籍編集部 東京書籍 小教師用

78 火のくつと風のサンダル 39 ウルズラ＝ウェルフェル 学　　研 小中

79 ビュンビュンきしゃをぬく 35 アーナ・ボンタン 岩波書店 小低・中

80 びゅんびゅんごまがまわったら 35 宮川 ひろ 童心社 小低

81 びりっかすの神さま 41 岡田 淳 偕成社 小中

82 ふしぎのおうちはドキドキなのだ 42 武田 美穂 ポプラ社 小低

38 ふたりはともだち 38 アーノルド・ローベル 文化出版局 小低・中

84 へびのクリクター 40 トミー・ウンゲラー 文化出版局 小低

85 ぼくにげちゃうよ 40 マーガレット･W･ブラウン ぽるぷ出版 小低

86 ぼくの犬キング 39 サンドール・S・ウォーバーグ 偕成社 小中
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87 ぼくはほんとはかいじゅうなんだ 35 後藤 竜二 文　鈴木 びんこ 絵 童心社 小低

88 マクシイぼうやのいえで 38 イリーナ・コルシュノウ 金の星社 小低・中

89 まぼろしの巨鯨シマ 40 北村 けんじ 理論社 小高

90 マヤの一生 37 椋 鳩十 大日本図書 小低

91 ミス・ヒッコリーと森のなかまたち 36 キャロライン･Ｓ･バイリー ぽるぷ出版 小中

92 みにくいおひめさま 20 フィリス・マッギンリー 瑞雲舎 小低

93 ムササビと７７人のなかまたち 40 矢崎 節夫 くもん出版 小中

94 モグラ原っぱのなかまたち 40 古田 足日 あかね書房 小中・高

95 モチモチの木 39 斉藤 隆介 岩崎書店 小中

96 森からのてがみ 15 N.ｽﾄﾗｺﾌ 文　あべ 弘士 絵 福音館書店 小低

97 ゆうちゃんのゆうは？ 35 かんざわ としこ 童心社 小低

98 四年三組のはた 39 宮川 ひろ 偕成社 小中

99 よもぎだんご 40 さとう わきこ 福音館書店 小低

100 ライオンが走った日 39 堀 直子 理論社 小高

101 ライオンのへんないちにち 35 あべ 弘士 佼成出版社 小低

102 楽園　知床に生きる人びと 35 関屋 敏隆 くもん出版 小低・中

103 ラモーナとおとうさん 40 ベバリィ＝クリアリー 学　　研 小中

104 わすれられないおくりもの 37 スーザン・バーレイ 評論社 小低

105 わすれるもんか！ 39 佐藤 州男 文研出版 小中

106 わたしとあそんで 35 マリー・ホール・エッツ 福音館書店 小低

107 わたしのいもうと 35 松谷 みよ子　味戸 ケイ子 偕成社 小低・中

108 百まいのドレス 34 エレナー・エスティス 岩波書店 小中

109 しげちゃん 35 室井 滋 金の星社 小低

110 虔十公園林 35 宮沢 賢治 三起商行 小中

111 木のすきなケイトさん 35 Ｈ・ジョセフ・ホプキンズ ＢＬ出版 小中

112 アイヌのむかしばなし　ひまなこなべ 35 萱野 茂 あすなろ書房 小中

113 おおはくちょうのそら 35 手島 圭三郎 絵本塾出版 小低

114 ほんとはスイカ 35 昼田 弥子 ブロンズ新社 小低


