




































２０冊

書　　　　　　　　名 著　者 出版社

1 0てんにかんぱい! 宮川　ひろ 童心社

2 おねえちゃんって、いっつもがまん!? いとう　みく 岩崎書店

3 きょうはかぜでおやすみ パトリシア・マクラクラン 大日本図書

4 きらきらシャワー 西村　友里 PHP研究所

5 こころのともってどんなとも 最上　一平 ポプラ社

6 しっぱいにかんぱい! 宮川　ひろ 童心社

7 しゅくだいさかあがり 福田　岩緒 PHP研究所

8 しゅくだいとびばこ 福田　岩緒 PHP研究所

9 しゅくだい大なわとび 福田　岩緒 PHP研究所

10 そうだ、おてがみかこう なりゆき　わかこ ポプラ社

11 チョコちゃん 椰月　美智子 そうえん社

12 ていでん★ちゅういほう いとう　みく 文研出版

13 トンチンさんはそばにいる さえぐさ　ひろこ 童心社

14 ないしょにかんぱい! 宮川　ひろ 童心社

15 なきむしにかんぱい! 宮川　ひろ 童心社

16 みてろよ!父ちゃん!! くすのき　しげのり 文溪堂

17 菜乃のポケット 村上　しいこ 講談社

18 日がさ雨がさくもりがさ 佐藤　まどか フレーベル館

19 白い自転車、おいかけて 松井　ラフ PHP研究所

20 父さんはドラゴン・パティシエ 柏葉　幸子 講談社

【朝読１・２年ミニセットＡ～「わたしはおねえさん」人物と自分をくらべて～】



２０冊

書　　　　　　　　名 著　者 出版社

1 「あ・そ・ぼ」やで! くすのき　しげのり くもん出版

2 1ねん1くみの1にち 川島　敏生 アリス館

3 おばあちゃんとバスにのって マット・デ・ラ・ペーニャ 鈴木出版

4 きょうりゅうたちのいただきます ジェイン・ヨーレン 小峰書店

5 しんでくれた 谷川　俊太郎 佼成出版社

6 すばこ キム　ファン ほるぷ出版

7 だれかぼくをぎゅっとして! シモーナ・チラオロ 徳間書店

8 ちいさなはくさい くどう　なおこ 小峰書店

9 ちっちゃなサリーはみていたよ ジャスティン・ロバーツ 岩崎書店

10 てのひらかいじゅう 松橋　利光 そうえん社

11 とびっきりのともだち エイミー・ヘスト BL出版

12 ドングリ・ドングラ コマヤスカン くもん出版

13 ノックノック ダニエル・ビーティー 光村教育図書

14 パパはわるものチャンピオン 板橋　雅弘 岩崎書店

15 ひまわり 荒井　真紀 金の星社

16 ボタンちゃん 小川　洋子 PHP研究所

17 まほうのコップ 藤田　千枝 福音館書店

18 まよなかのたんじょうかい 西本　鶏介 鈴木出版

19 みずたまのたび アンヌ・クロザ 西村書店

20 ミルクこぼしちゃだめよ! スティーヴン・デイヴィーズ ほるぷ出版

【朝読１・２年ミニセットＢ　】



２０冊

書　　　　　　　　名 著　者 出版社

1 あさがお 荒井　真紀 金の星社

2 いのちのたべもの 中川　ひろたか おむすび舎

3 いのちは見えるよ 及川　和男 岩崎書店

4 うめじいのたんじょうび かがくい　ひろし 講談社

5 おにころちゃんとりゅうのはな やぎ　たみこ 岩崎書店

6 オランウータンに会いに行く 横塚　眞己人 偕成社

7 けもののにおいがしてきたぞ ミロコマチコ 岩崎書店

8 さいごのひみつ いとう　ひろし 小学館

9 しげちゃんとじりつさん 室井　滋 金の星社

10 ちいさいきみとおおきいぼく ナディーヌ・ブラン・コム ポプラ社

11 とんでもプリンセスとドラゴン アンナ・ケンプ フレーベル館

12 フレデリック レオ・レオニ 好学社

13 ぼく、だんごむし 得田　之久 福音館書店

14 ぼくはうちゅうじん 中川　ひろたか アリス館

15 まかしとき! くすのき　しげのり フレーベル館

16 みどりのトカゲとあかいながしかく スティーブ・アントニー 徳間書店

17 もりのやきゅうちーむふぁいたーず つよさのひみつ 北海道日本ハムファイターズ選手会 北海道新聞社

18 ワオコッコ よしなが　こうたく 小学館

19 ワニくんのなが〜いよる みやざき　ひろかず ブックローン出版

20 天女銭湯 ペク　ヒナ ブロンズ新社

【朝読１・２年ミニセットＣ】



２０冊

書　　　　　　　　名 著　者 出版社

1 アカンやん、ヤカンまん 村上　しいこ BL出版

2 あしたあさってしあさって もりやま　みやこ 小峰書店

3 ありがとうっていいもんだ 森山　　京 文溪堂

4 いすおばけぐるぐるんぼー 角野　栄子 小峰書店

5 うみのとしょかん 葦原　かも 講談社

6 うめちゃんとたらこちゃん もとした　いづみ 講談社

7 オムライスのたまご 森　絵都 講談社

8 かあさんのしっぽっぽ 村中　李衣 BL出版

9 かいじゅうのさがしもの 富安　陽子 ひさかたチャイルド

10 カレー男がやってきた! 赤羽　じゅんこ 講談社

11 キナコ いとう　みく PHP研究所

12 きょうはやきにく いとう　みく 講談社

13 サラとピンキー パリへ行く 富安　陽子 講談社

14 スパゲッティ大さくせん 佐藤　まどか 講談社

15 ぜったいくだものっこ たかどの　ほうこ フレーベル館

16 空とぶペンギン やまだ　ともこ 金の星社

17 それいけ!ぼっこくん 富安　陽子 偕成社

18 だいすきのみかたパンツちゃん 薫　くみこ ポプラ社

19 まいごのアローおうちにかえる 竹下　文子 佼成出版社

20 小さなりゅう 長井　るり子 国土社

【朝読１・２年ミニセットＤ】



２０冊

書　　　　　　　　名 著　者 出版社

1 ウエズレーの国 ポール・フライシュマン あすなろ書房

2 お昼の放送の時間です 乗松　葉子 ポプラ社

3 かぐやのかご 塩野　米松 佼成出版社

4 カタカナダイボウケン 宮下　すずか 偕成社

5 ココロ屋 梨屋　アリエ 文研出版

6 せいめいのれきし バージニア・リー・バートン 岩波書店

7 ドラゴンのなみだ 佐々木　ひとみ 学研教育出版

8 ひまなこなべ 萱野　茂 あすなろ書房

9 ベルナルさんのぼうし いまい　あやの BL出版

10 ムジナ探偵局　名探偵登場 富安　陽子 童心社

11 もしも宇宙でくらしたら 山本　省三 WAVE出版

12 雨ふる本屋 日向　理恵子 童心社

13 雨やどりはすべり台の下で 岡田　淳 偕成社

14 耳の聞こえないメジャーリーガー ウィリアム・ホイ ナンシー・チャーニン 光村教育図書

15 森のおくの小さな物語 林原　玉枝 冨山房インターナショナル

16 先生、しゅくだいわすれました 山本　悦子 童心社

17 地球パラダイス 工藤　直子 偕成社

18 二日月 いとう　みく そうえん社

19 百まいのドレス エレナー・エスティス 岩波書店

20 風の草原 いわむら　かずお 理論社

【朝読３・４年ミニセットＡ】



２０冊

書　　　　　　　　名 著　者 出版社

1 2分の1成人式 井上　林子 講談社

2 おばけ、さがさないでください あんず　ゆき フレーベル館

3 おもしろい話、集めました。　1 宗田　理 KADOKAWA

4 このあとどうしちゃおう ヨシタケ　シンスケ ブロンズ新社

5 だんまりうさぎとおしゃべりうさぎ 安房　直子 偕成社

6 ドリトル先生アフリカへ行く  新訳 ヒュー・ロフティング KADOKAWA

7 ナイチンゲール/ヘレン・ケラー/マザー・テレサ愛を伝える人 時海　結以 集英社

8 プレイボール　 山本　純士 角川書店

9 プレイボール　2 山本　純士 KADOKAWA

10 プレイボール　3 山本　純士 KADOKAWA

11 ぼくのニセモノをつくるには ヨシタケ　シンスケ ブロンズ新社

12 マルヒゲーニョさんのウルトラ・マシーン イラリア・グアルドゥッチ ほるぷ出版

13 れっつ!シュート!! 次良丸　忍 金の星社

14 れっつ!ダンス!! 次良丸　忍 金の星社

15 菜の子ちゃんと龍の子 富安　陽子 福音館書店

16 新幹線のたび コマヤスカン 講談社

17 戦国城　信長・秀吉・家康…天下人たちの夢編 矢野　隆 集英社

18 戦国城　武将たちと熱き戦い編 矢野　隆 集英社

19 大江戸ヒーローズ!! 奥山　景布子 集英社

20 天国に行った看板ねこ なな なりゆき　わかこ KADOKAWA

【朝読３・４年ミニセットＢ】



２１冊

書　　　　　　　　名 著　者 出版社

1 あくまで悪魔のアクマント 山口　理 偕成社

2 いのちをつなぐ犬夢之丞物語 佐藤　真澄 静山社

3 きのうの夜、おとうさんがおそく帰った、そのわけは… 市川　宣子 ひさかたチャイルド

4 サッカク探偵団　あやかし月夜の宝石どろぼう 藤江　じゅん KADOKAWA

5 じてんしゃのほねやすみ 村上　しいこ PHP研究所

6 スイーツ駅伝 二宮　由紀子 文溪堂

7 とっておきの詩 村上　しいこ PHP研究所

8 とびばこバーン 升井　純子 講談社

9 ねこまつりのしょうたいじょう いとう　みく 金の星社

10 のはらキッチンへぜひどうぞ　おしごとのおはなし　コックさん まはら　三桃 講談社

11 はじけろ!パットライス くすのき　しげのり あかね書房

12 ぼくらのウソテレビ ねじめ　正一 くもん出版

13 リンちゃんとネネコさん 森山　京 講談社

14 三年一組、春野先生!　三週間だけのミラクルティーチャー くすのき　しげのり 講談社

15 三年二組、みんなよい子です!　おしごとのおはなし 小学校の先生 くすのき　しげのり 講談社

16 七夕の月 佐々木　ひとみ ポプラ社

17 笑われたくない! 手嶋　ひろ美 文研出版

18 星になった子ねずみ 手島　悠介 講談社

19 走れ!みらいのエースストライカー　おしごとのおはなし サッカー選手 吉野　万理子 講談社

20 脱走ペンギンを追いかけて 山本　省三 佼成出版社

21 妖精ケーキはミステリー!? 柏葉　幸子 ポプラ社

【朝読３・４年ミニセットＣ】



２０冊

書　　　　　　　　名 著　者 出版社

1 12月の夏休み　[正] 川端　裕人 偕成社

2 アイちゃんのいる教室　6年1組にじ色クラス 高倉　正樹 偕成社

3 あしたも、さんかく 安田　夏菜 講談社

4 アヤカシさん 富安　陽子 福音館書店

5 いつも心の中に 小手鞠　るい 金の星社

6 ガチャガチャ☆GOTCHA! 宮下　恵茉 朝日学生新聞社

7 ケンガイにっ! 高森　美由紀 フレーベル館

8 これから戦場に向かいます 山本　美香 ポプラ社

9 テオの「ありがとう」ノート クロディーヌ・ル・グイック=プリエト PHP研究所

10 バーナムの骨 トレイシー・E.ファーン 光村教育図書

11 ぼくたちのリアル 戸森　しるこ 講談社

12 マッチ箱日記 ポール・フライシュマン BL出版

13 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 小峰書店

14 ワンダー R.J.パラシオ ほるぷ出版

15 月夜のバス 杉　みき子 偕成社

16 茶畑のジャヤ 中川　なをみ 鈴木出版

17 天のシーソー 安東　みきえ 理論社

18 北極熊ナヌーク ニコラ・デイビス BL出版

19 牧場のいのち 立松　和平 くもん出版

20 夜の学校 田村　理江 文研出版

【朝読５・６年ミニセットＡ】



２０冊

書　　　　　　　　名 著　者 出版社

1 1時間の物語 日本児童文学者協会 偕成社

2 1週間の物語 日本児童文学者協会 偕成社

3 1日の物語 日本児童文学者協会 偕成社

4 3日間の物語 日本児童文学者協会 偕成社

5 5分間だけの彼氏 日本児童文学者協会 偕成社

6 おいしい1時間 日本児童文学者協会 偕成社

7 おれたちのトウモロコシ 矢嶋　加代子 文研出版

8 お面屋たまよし 石川　宏千花 講談社

9 サッカーボーイズ14歳　蟬時雨のグラウンド はらだ　みずき KADOKAWA

10 てんからどどん 魚住　直子 ポプラ社

11 とうちゃんとユーレイババちゃん 藤澤　ともち 講談社

12 ぼくらの無人島戦争 宗田　理 KADOKAWA

13 ゆず先生は忘れない 白矢　三恵 くもん出版

14 ワカンネークエスト　わたしたちのストーリー 中松　まるは 童心社

15 空へ いとう　みく 小峰書店

16 菜の子ちゃんとカッパ石 富安　陽子 福音館書店

17 三毛猫ホームズの推理日記 赤川　次郎 KADOKAWA

18 少女探偵月原美音 横山　佳 BL出版

19 墓守りのレオ 石川　宏千花 小学館

20 迷宮ケ丘　1丁目 日本児童文学者協会 偕成社

【朝読５・６年ミニセットＢ】



２０冊

書　　　　　　　　名 著　者 出版社

1 14歳 小林　深雪 講談社

2 アカシア書店営業中! 濱野　京子 あかね書房

3 あぐり☆サイエンスクラブ:春 堀米　薫 新日本出版社

4 あまからすっぱい物語　1 日本児童文学者協会 小学館

5 きかせたがりやの魔女 岡田　淳 偕成社

6 キミはたからもの。 わんこ大スキ♡委員会 汐文社

7 さくらいろの季節 蒼沼　洋人 ポプラ社

8 なりたい二人 令丈　ヒロ子 PHP研究所

9 ふしぎな声のする町で ほしお　さなえ 徳間書店

10 夏空に、かんたーた 和泉　智 ポプラ社

11 恐竜は今も生きている 富田　京一 ポプラ社

12 香菜とななつの秘密 福田　隆浩 講談社

13 糸子の体重計 いとう　みく 童心社

14 自転車少年(チャリンコボーイ) 横山　充男 くもん出版

15 男子☆弁当部　オレらの友情てんこもり弁当 イノウエ　ミホコ ポプラ社

16 風のヒルクライム 加部　鈴子 岩崎書店

17 風船教室 吉野　万理子 金の星社

18 奮闘するたすく まはら　三桃 講談社

19 流れ星キャンプ 嘉成　晴香 あかね書房

20 旅のお供はしゃれこうべ 泉田　もと 岩崎書店

【朝読５・６年ミニセットＣ】



３０冊

書　　　　　　　　名 著　者 出版社

1 オキクルミのぼうけん　新装版 萱野茂 小峰書店

2 火の雨氷の雨　カムイユカラ・アイヌの神さまが話したこと かやのしげる 小峰書店　

3 アイヌとキツネ かやのしげる 小峰書店　

4 熊神とカパラペポンス かやのしげる 小峰書店　

5 パヨカカムイ　ユカラで村をすくったアイヌのはなし かやのしげる 小峰書店

6 ひまなこなべ　アイヌのむかしばなし 萱野茂 あすなろ書房

7 セミ神さまのお告げ 宇梶静江 福音館書店

8 シマフクロウとサケ 宇梶静江 藤原書店

9 ケマコシネカムイ 手島圭三郎 絵本塾出版

10 チピヤクカムイ 手島圭三郎 絵本塾出版

11 イオマンテ 寮美千子 ロクリン社

12 クマと少年  あべ弘士 ブロンズ新社

13 青いヌプキナの沼  かこさとし 復刊ドットコム

14 伝え守る　アイヌ三世代の物語 宇井眞紀子 少年写真新聞社

15 知里幸恵とアイヌ ひきの真二 小学館

16 今こそ知りたいアイヌ 三栄

17 日本の先住民族アイヌを知ろう！１ 知里むつみ 汐文社

18 日本の先住民族アイヌを知ろう！２ 知里むつみ 汐文社

19 アイヌ民族27の昔話 北原モコットゥナシ 北海道新聞社

20 アイヌ民族27の昔話 北原モコットゥナシ 北海道新聞社

21 アイヌ民族27の昔話 北原モコットゥナシ 北海道新聞社

22 アイヌ 北原モコットゥナシ 岩崎書店

23 アイヌ 北原モコットゥナシ 岩崎書店

24 アイヌ 北原モコットゥナシ 岩崎書店

25 アイヌネノアンアイヌ  萱野茂 福音館書店

26 アイヌネノアンアイヌ 萱野茂 福音館書店

27 アイヌネノアンアイヌ 萱野茂 福音館書店

28 アイヌ文化の大研究 中川裕 PHP研究所

29 アイヌ文化の大研究 中川裕 PHP研究所

30 アイヌ文化の大研究 中川裕 PHP研究所

【朝読アイヌミニセット】



３０冊

書　　　　　　　　名 著　者 出版社

1 たまごのなかで　春の詩 おのちよ あすなろ書房

2 あめふりくまのこ　雨の日の詩 矢合直彦 あすなろ書房

3 のはらうたわっはっは くどうなおことのはらみんな 童話屋

4 わくわく 全国学校図書館協議会 童話屋

5 おどる詩あそぶ詩きこえる詩 はせみつこ 冨山房インターナショナル

6 いっしょに 内田 麟太郎 銀の鈴社

7 ひばりに  内田 麟太郎 アリス館

8 空よ! 内田 麟太郎 アリス館

9 生きる  谷川 俊太郎 福音館書店

10 うそ  谷川 俊太郎 主婦の友社

11 にじゅうおくこうねんのこどく   谷川 俊太郎 小学館

12 ことり まどみちお 小峰書店

13 ちきゅうはメリーゴーラウンド まどみちお 小峰書店

14 ともだち 内田 麟太郎 小峰書店

15 くうき まど みちお 理論社

16 どきん 谷川俊太郎 理論社

17 すき 谷川俊太郎 理論社

18 かさぶたってどんなぶた  小池 昌代 あかね書房

19 レモン 小池 昌代 あかね書房

20 うち知ってんねん  小池 昌代 あかね書房

21 かんがえるのっておもしろい   小池 昌代 あかね書房

22 わたしと小鳥とすずと 金子みすゞ 金の星社

23 竹とんぼ 金子みすゞ 岩崎書店

24 わかれのことば 阪田 寛夫 岩崎書店

25 朝の歌 小泉 周二 岩崎書店

26 かん字のうた 川崎 洋 岩崎書店

27 だいち   谷川 俊太郎 岩崎書店

28 ありがとう  谷川 俊太郎 講談社

29 ぞうさん   まど みちお 講談社

30 てれるぜ  工藤 直子 講談社

【朝読詩を読もうミニセット】



２０冊

書　　　　　　　　名 著　者 出版社

1 100時間の夜 アンナ・ウォルツ フレーベル館

2 ABC!曙第二中学校放送部 市川　朔久子 講談社

3 アポリア いとう　みく 童心社

4 きみのためにはだれも泣かない 梨屋　アリエ ポプラ社

5 さいとう市立さいとう高校野球部 あさの　あつこ 講談社

6 チア男子!! 朝井　リョウ 集英社

7 ナイスキャッチ! 横沢　彰 新日本出版社

8 はるがいったら 飛鳥井　千砂 集英社

9 フェラルズ　1 ジェイコブ・グレイ 講談社

10 フラダン 古内　一絵 小峰書店

11 マイナス・ヒーロー 落合　由佳 講談社

12 烏に単は似合わない 阿部　智里 文藝春秋

13 空より高く 重松　清 中央公論新社

14 紙コップのオリオン 市川　朔久子 講談社

15 時速47メートルの疾走 吉野　万理子 講談社

16 車夫 いとう　みく 小峰書店

17 小やぎのかんむり 市川　朔久子 講談社

18 大江戸妖怪かわら版　１ 香月　日輪 講談社

19 明日は海からやってくる 杉本　りえ ポプラ社

20 夜間中学へようこそ 山本　悦子 岩崎書店

【朝読中学ミニセットＡ】



２０冊

書　　　　　　　　名 著　者 出版社

1 “文学少女”と死にたがりの道化(ピエロ) 野村　美月 エンターブレイン

2 3日で咲く花 日本児童文学者協会 偕成社

3 5分後に思わず涙。 桃戸　ハル 学研プラス

4 DOUBLES!!-ダブルス- 天沢　夏月 KADOKAWA

5 いい人ランキング 吉野　万理子 あすなろ書房

6 いなくなれ、群青 河野　裕 新潮社

7 サマー・ランサー 天沢　夏月 アスキー・メディアワークス

8 だいじな本のみつけ方 大崎　梢 光文社

9 ばんぱいやのパフェ屋さん 佐々木　禎子 ポプラ社

10 ビブリア古書堂の事件手帖　 三上　延 アスキー・メディアワークス

11 ホーンテッド・キャンパス　 櫛木　理宇 KADOKAWA

12 ぼくは明日、昨日のきみとデートする 七月　隆文 宝島社

13 狐霊の檻 廣嶋　玲子 小峰書店

14 告白 湊　かなえ 双葉社

15 私のスポットライト 林　真理子 ポプラ社

16 真夜中のパン屋さん　午前０時のレシピ 大沼　紀子 ポプラ社

17 氷菓 米沢　穂信 角川書店

18 表参道高校合唱部! 櫻井　剛 学研プラス

19 掟上今日子の備忘録 西尾　維新 講談社

20 掟上今日子の旅行記 西尾　維新 講談社

【朝読中学ミニセットＢ】



２０冊

書　　　　　　　　名 著　者 出版社

1 90分でわかるアニメ・声優業界 落合　真司／著 青弓社

2 SNSトラブル連鎖 高橋　幹子／著，みうら　かれん／著，NHK「オトナヘノベル」制作班／編 金の星社

3 きれいな色の本 ingectar‐e／著 エムディエヌコーポレーション

4 デロールの理科室から ルイ=アルベール・ド・ブロイ／編著，シルヴィ・アルブ=タバール／編著 グラフィック社

5 なんでそうなの札幌のカラス 中村　眞樹子／著 北海道新聞社

6 はじめよう  ピーナッツエッセンス　9 チャールズ M.シュルツ／著 復刊ドットコム

7 よろず占い処陰陽屋へようこそ 天野　頌子／[著] ポプラ社

8 ラストで君は「まさか!」と言う　時のはざま PHP研究所／編 PHP研究所

9 学校図書館の司書が選ぶ小中高生におすすめの本300 東京・学校図書館スタンプラリー実行委員会／編著 ぺりかん社

10 古事記ゆる神様100図鑑 松尾　たいこ／著，戸矢　学／監修 講談社

11 黒のショートショート 地球人が微笑む時 山口　タオ／著 講談社

12 小説・マンガで見つける!すてきな仕事　1 学研教育出版／編 学研プラス

13 小説・マンガで見つける!すてきな仕事　2 学研教育出版／編 学研プラス

14 小説・マンガで見つける!すてきな仕事　3 学研教育出版／編 学研プラス

15 小説・マンガで見つける!すてきな仕事　4 学研教育出版／編 学研プラス

16 小説・マンガで見つける!すてきな仕事　5 学研教育出版／編 学研プラス

17 大人になったらしたい仕事 朝日中高生新聞編集部／[編] 朝日学生新聞社

18 中学時代にガンバれる40の言葉 中谷　彰宏／著 PHP研究所

19 本が好きになる さやま　しょうこ／マンガ・イラスト 旺文社

20 恋愛トラブル・ストーカー NHK「オトナヘノベル」制作班／編，みうら　かれん／著，長江　優子／著 金の星社

【朝読中学ミニセットC】



２０冊

書　　　　　　　　名 著　者 出版社

1 5分後に思わず涙。 桃戸　ハル／編著，田中　寛崇／絵 学研プラス

2 SNS炎上 NHK「オトナヘノベル」制作班／編，長江　優子／著，如月　かずさ／著 金の星社

3 You're not alone, Charlie Brown Ｃｈａｒｌｅｓ　Ｍ　Ｓｃｈｕｌｚ ＦＡＷＣＥＴＴ　ＢＯＯＫＳ

4 コンビニたそがれ堂 村山　早紀／[著] ポプラ社

5 ちゃんと悩むための哲学 小林　和久／著 朝日学生新聞社

6 バスケットボール「1対1」に強くなるトレーニングブック 岩井　貞憲／技術指導，鈴木　良和／監修 ベースボール・マガジン社

7 まんがで学ぶ利休の逸話 英賀　千尋／作画，淡交社編集局／編 淡交社

8 押絵と旅する男 江戸川　乱歩／著，しきみ／絵 立東舎

9 学べるマンガ100冊 佐渡島　庸平／ほか著，里中　満智子／ほか著，日本財団／監修 文藝春秋

10 女生徒 太宰　治／著，今井　キラ／絵 立東舎

11 声優さんになりたいっ! 81プロデュース／監修 講談社

12 知識ゼロからの珍獣学 今泉　忠明／著，佐藤　晴美／画 幻冬舎

13 日本の給料&職業図鑑 給料BANK／著 宝島社

14 猫町 萩原　朔太郎／著，しきみ／絵 立東舎

15 瓶詰地獄 夢野　久作／著，ホノジロ　トヲジ／絵 立東舎

16 本を守ろうとする猫の話 夏川　草介／著 小学館

17 本当にあった?恐怖のお話・闇 たから　しげる／編 PHP研究所

18 本当にあった?恐怖のお話・怪 たから　しげる／編 PHP研究所

19 葉桜と魔笛 太宰　治／著，紗久楽　さわ／絵 立東舎

20 檸檬 梶井　基次郎／著，げみ／絵 立東舎

【朝読中学ミニセットD】



２０冊

書　　　　　　　　名 著　者 出版社

1 ホワット・イズ・ディス? ランドール・マンロー／著，吉田　三知世／訳 早川書房

2 うーこのてがみ 小池　アミイゴ／ぶん・え KADOKAWA

3 ぼくのたび みやこし　あきこ／作 ブロンズ新社

4 七人のシメオン 田中　友子／文，大畑　いくの／絵 BL出版

5 クマのプーさんとぼく A.A.ミルン／著，ミルン,アラン・アレグザンダー／著 河出書房新社

6 オレは、センセーなんかじゃない! おかざき　さとこ／著，くじょう／絵 学研プラス

7 長浜高校水族館部! 令丈　ヒロ子／文，紀伊　カンナ／絵 講談社

8 ブラックないきもの図鑑 今泉　忠明／監修，横山　みゆき／絵 朝日新聞出版

9 ぼくらの災害サバイバルBOOK 国崎　信江／監修，主婦の友社／編 主婦の友社

10 信長もビックリ!?科学でツッコむ日本の歴史 平林　純／著 集英社

11 ベニクラゲは不老不死 小野寺　佑紀／著，久保田　信／監修，いとう　みつる／デザイン・イラスト 時事通信出版局

12 ああ、愛しき古生物たち 土屋　健／著，芝原　暁彦／監修，ACTOW／イラスト 笠倉出版社

13 SFショートストーリー傑作セレクション　異次元篇 日下　三蔵／編 汐文社

14 SFショートストーリー傑作セレクション　ロボット篇 日下　三蔵／編 汐文社

15 バドミントン★デイズ 赤羽　じゅんこ／作，さかぐち　まや／絵 偕成社

16 モノ・ジョーンズとからくり本屋 シルヴィア・ビショップ／作，三辺　律子／訳，平澤　朋子／絵 フレーベル館

17 あしながおじさん ジーン・ウェブスター／作，谷川　俊太郎／訳，安野　光雅／絵 朝日出版社

18 願いごとの樹 キャサリン・アップルゲイト／作，尾高　薫／訳 偕成社

19 10年後の仕事図鑑 堀江　貴文／著，落合　陽一／著 SBクリエイティブ

20 給食アンサンブル 如月　かずさ／著 光村図書出版

　　　　　　　　【朝読中学ミニセットE】



２０冊

書　　　　　　　　名 著　者 出版社

1 じゃんけん必勝法 稲葉　茂勝／著 今人舎

2 科学ってなあに? ジェームズ・ドイル／著，桑原　洋子／訳，クレア・ゴーブル／イラスト 河出書房新社

3 サーベルふじん 網代　幸介／作・絵 小学館

4 100年たったら 石井　睦美／文，あべ　弘士／絵 アリス館

5 オリンピックを呼んだ男 田畑政治 近藤　隆夫／著 汐文社

6 ノーベル賞受賞者が教えるノーベル賞をとる方法 バリー・マーシャル／著，かとう　りつこ／訳 WAVE出版

7 人工知能と友だちになれる? 新井　紀子／監修 誠文堂新光社

8 弁護士YouTuberクボタに聞く「これって犯罪ですか?」 久保田　康介／著 KADOKAWA

9 春・夏・秋・冬どうぶつえん 森　由民／著 東洋館出版社

10 クリストファー・ロビンのうた A.A.ミルン／著，ミルン,アラン・アレグザンダー／著 河出書房新社

11 方言でたのしむイソップ物語 イソップ／[著]，イソップ／[著]，安野　光雅／絵・文 平凡社

12 海でギリギリ生き残ったらこうなりました。 鈴木　香里武／著，eko／絵，OCCA／絵，カラシソエル／絵 KADOKAWA

13 野生のロボット ピーター・ブラウン／作・絵，前沢　明枝／訳 福音館書店

14 SFショートストーリー傑作セレクション　未来篇 日下　三蔵／編 汐文社

15 Q部あるいはCUBEの始動 ささき　かつお／著 PHP研究所

16 疾風の女子マネ! まはら　三桃／著 小学館

17 ずっと喪 洛田　二十日／著 キノブックス

18 十年屋 廣嶋　玲子／作，佐竹　美保／絵 静山社

19 カーネーション・デイ ジョン・デヴィッド・アンダーソン／著，久保　陽子／訳 ほるぷ出版

20 ヴンダーカンマー 樫崎　茜／著，上路　ナオ子／画 理論社

　　　　　　　【朝読中学ミニセットF】


