
４月３０日から限定３０袋で「お楽しみ読書袋～子ども版」を作って貸し出しをしました。

袋の中には何が入っていたのか気になる！！という方のためにリストを作成しました。

＜＜小学生以下＞＞

●おばけ・妖怪がいっぱい

書名 著者 出版者

妖怪遊園地 広瀬 克也∥作 絵本館

ママがおばけになっちゃった! のぶみ∥さく 講談社

くらいところからやってくる 前川 知大∥作 小林 系∥絵 講談社

●のりもの大好き

書名 著者 出版者

バムとケロのそらのたび 島田 ゆか∥作 絵 文渓堂

バスがきました 谷川 晃一∥作　絵 毎日新聞社

でんしゃにのろう 斉藤 洋∥作 田中 六大∥絵 講談社

すごいくるま 市原 淳∥作 教育画劇

飛行機にのって 磯 良一∥さく 長崎出版

フェリーターミナルのいちにち 石橋 真樹子∥さく 福音館書店

●動物みーつけた

書名 著者 出版者

どうぶつうんどうかい さとう あきら∥写真 さえぐさ ひろこ∥文 アリス館

わたしはあかねこ サトシン∥作 西村 敏雄∥絵 文溪堂

おちゃのじかんにきたとら ジュディス　カー∥作 童話館出版

こりすのかくれんぼ 西村 豊∥著 西村 豊∥著 あかね書房

ながいでしょりっぱでしょ サトシン∥作 山村 浩二∥絵 PHP研究所

いきものいろいろ ふくだ としお∥さく ふくだ あきこ∥さく ワニマガジン社

おやすみ ふじわら こういち∥しゃしん　ぶん 新日本出版社

あしたうちにねこがくるの 石津 ちひろ∥文 ささめや ゆき∥絵 講談社

らっちさん 杉田 比呂美∥作　絵 杉田 比呂美∥作　絵 講談社

子ども向け　お楽しみ読書袋　選書リスト



＜＜低学年＞＞
●冒険に出かけよう！

書名 著者 出版者

ぼくのかえりみち ひがし ちから∥作 BL出版

おしいれのぼうけん ふるた たるひ∥さく たばた せいいち∥[画] 童心社

いーとんの大冒険 なばた としたか∥さく 長崎出版

●おばけ・妖怪がいっぱい

書名 著者 出版者

オバケのことならまかせなさい! なかがわ ちひろ∥作 理論社

おばけのアッチ スーパーマーケットのまき 角野 栄子∥さく 佐々木 洋子∥え ポプラ社

妖怪用心火の用心 富安 陽子∥文 山村 浩二∥絵 理論社

おばけのゆびきり 那須 正幹∥さく はた こうしろう∥え 佼成出版社

地獄めぐり [1] 沼野 正子∥文　絵 汐文社

さんまいのおふだ 千葉 幹夫∥文 早川 純子∥絵 小学館

●のりもの大好き

書名 著者 出版者

おとのさまのじてんしゃ 中川 ひろたか∥作 田中 六大∥絵 佼成出版社

しょぽろタクシーのおきゃくさま 小野寺 悦子∥作 中井 絵津子∥絵 大日本図書

新幹線のたび はやぶさ・のぞみ・さくらで日本縦断 コマヤスカン∥作 講談社

●ともだちたくさん

書名 著者 出版者

「あ・そ・ぼ」やで! くすのき しげのり∥作 こうの 史代∥絵 くもん出版

ともだちや 内田 麟太郎∥作 降矢 なな∥絵 偕成社

オオカミクン グレゴワール　ソロタレフ∥さく ポプラ社

●動物みーつけた

書名 著者 出版者

どうぶつえんができた 寺村 輝夫∥作 和歌山 静子∥絵 あかね書房

りんごあげるね さえぐさ ひろこ∥作 いしい つとむ∥絵 童心社

ネコヅメのよる 町田 尚子∥作 WAVE出版

かわいいこねこをもらってください なりゆき わかこ∥作 垂石 眞子∥絵 ポプラ社

しっぽのはたらき 川田 健∥ぶん 藪内 正幸∥え 福音館書店

いこう!絶滅どうぶつ園 今泉 忠明∥文 谷川 ひろみつ∥絵 星の環会

●学校って楽しい！

書名 著者 出版者

ねこのピートはじめてのがっこう エリック　リトウィン∥作 ひさかたチャイルド

教室はまちがうところだ 蒔田 晋治∥作 長谷川 知子∥絵 子どもの未来社

飼育係長 よしなが こうたく∥さく 長崎出版

●家族がいいね

書名 著者 出版者

ふたつのゆびきりげんまん そうま こうへい∥作 マスリラ∥絵 小峰書店

おかあさん、げんきですか。 後藤 竜二∥作 武田 美穂∥絵 ポプラ社

あなたをずっとあいしてる 宮西 たつや∥作絵 ポプラ社

だいじょうぶだいじょうぶ いとう ひろし∥作　絵 講談社

とうさんかあさん ながの ひでこ∥作 石風社

チャーリー、ただいま家出中 ヒラリー　マッカイ∥作 徳間書店



＜＜中学年＞＞
●冒険に出かけよう！

書名 著者 出版者

ニルスが出会った物語 1 セルマ　ラーゲルレーヴ∥原作 福音館書店

北加伊道 松浦武四郎のエゾ地探検 関屋 敏隆∥文　型染版画 ポプラ社

オズの魔法使い バウム∥作 ポプラ社

りこうすぎた王子 アンドリュー　ラング∥作 岩波書店

南極のスコット大佐とシャクルトン  佐々木 マキ∥作 福音館書店

ニルスのふしぎな旅 ラーゲルレーヴ∥原作 小学館

飛行士と星の王子さま ピーター　シス∥文 徳間書店

ライオンと魔女 C.S.ルイス∥作 岩波書店

東海道中膝栗毛 弥次さん北さん、ずっこけお化け旅 越水 利江子∥著 十々夜∥絵 岩崎書店

●おばけ・妖怪がいっぱい

書名 著者 出版者

大天狗先生の㊙妖怪学入門 富安 陽子∥著 少年写真新聞社

ようかいとりものちょう 1 大崎 悌造∥作 岩崎書店

おばけ美術館へいらっしゃい 柏葉 幸子∥作 ひらい たかこ∥絵 ポプラ社

妖怪 異界からのことづて! 倉本 昭∥原案 村中 李衣∥文 玉川大学出版部

妖怪の弟はじめました 石川 宏千花∥著 イケダ ケイスケ∥絵 講談社

おばけさんとのやくそく 上田 真而子∥作 梶山 俊夫∥絵 福音館書店

●動物みーつけた

書名 著者 出版者

ねこと友だち いとう ひろし∥さく 徳間書店 

犬とまほうの人さし指! 堀 直子∥作 あかね書房

だじゃれどうぶつ図鑑 薮内 正幸∥原案 偕成社

危険生物のクイズ図鑑 学研教育出版

たのしいクジラのかいかた たがわ ひでき∥え さいとう まさる∥かんしゅう学研教育出版

図書館ねこデューイ ヴィッキー　マイロン∥作 メディアワークス

●家族がいいね

書名 著者 出版者

大きな森の小さな家 ローラ　インガルス　ワイルダー∥作 角川書店

やすしのすしや 新井 けいこ∥作 大庭 賢哉∥絵 文研出版

玉子の卵焼き 上條 さなえ∥作 文溪堂

●どんな本が入っているかは、ひみつ

書名 著者 出版者

小学校の秘密の通路 カメレオンのレオン 岡田 淳∥作 偕成社

おともださにナリマ小 たかどの ほうこ∥作 フレーベル館

ずかんヘンテコ姿の生き物 今泉 忠明∥監修 技術評論社

郵便屋さんの話 カレル　チャペック∥作 フェリシモ

もしも地球がひとつのリンゴだったら デビッド　J.スミス∥文 小峰書店

影なし山のりん 宇佐美 敬子∥作 学研教育出版



＜＜高学年＞＞
●家族がいいね

書名 著者 出版者

べんり屋、寺岡の夏。 中山 聖子∥作 文研出版

まるまれアルマジロ! 安東 みきえ∥作 理論社

ライジング父サン くすのき しげのり∥作 フレーベル館

●学校って楽しい！

書名 著者 出版者

いつでもだれかの味方です 大江ノ木小応援部 大江ノ木小応援部 朝日学生新聞社

ブルーとオレンジ 福田 隆浩∥著  講談社

テラプト先生がいるから ロブ　ブイエー∥作 静山社

●どんな本が入っているかは、ひみつ

書名 著者 出版者

ひみつの校庭 吉野 万理子∥作 学研プラス

わたしがおとなになったら 辰巳 渚∥著 毎日新聞社

ぼくたちのサマー 本田 有明∥著 PHP研究所

なみだの穴 まはら 三桃∥作 小峰書店

教室 消えない虹 真田 コジマ∥作 金の星社

魔法使いハウルと火の悪魔 ダイアナ　ウィン　ジョーンズ∥作 徳間書店

ご利用ありがとうございました。（＾０＾）ノ


